
２/９　「食品に関するリスクコミュニケーション（農薬に関する意見交換会）」　アンケート集計表
（合計）

出席人数 0 有効回答 68
回答率 #DIV/0!

問１　あなたは意見交換会参加者ですか。傍聴者ですか。

1出席者 2報道関係者 3行政等関係傍聴
者

問１ 47 0 21

問２　ご自身について、ご回答下さい。

1消費者 2農林水産業 3食品等事業者 4地方公共団体職
員

5その他 未回答

問２ 17 5 8 10 30 1

問３　本日の意見交換会について、何からお知りになりましたか。

1厚生労働省・農
林水産省のＨＰ、
配布物

2メールマガジン 3農政局のＨＰ、
配布物

4農政事務所のＨ
Ｐ、配布物

5その他の行政機
関のＨＰ、配布物

6新聞、雑誌等 7その他 未回答

問３ 14 6 17 4 12 0 18 0

問４　担当者の説明についてお尋ねします。説明内容について、理解することができましたか。

1理解できた 2だいたい理解で
きた

3あまり理解でき
なかった

4理解できなかっ
た

未回答

問４ 38 27 2 0 1

追加問４－１　説明がわかりやすかった点はどこですか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1資料内容が平易
でわかりやすかっ
た

2説明が丁寧で、
わかりやすかった

3説明がはっきり
として聞き取りや
すかった

4適切な説明時間
が確保されていた

5その他 未回答

問４－１ 32 34 27 1 1 2

・横田先生のお話が消費者に理解しやすい。

・本山先生のお話が消費者向けには平易でわかりやすい。



追加問４－２　説明でわかりにくかった点はどこですか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1資料内容が専門
的すぎて難しかっ
た

2説明が難解だっ
た

3説明が聞き取り
にくかった

4説明時間が短す
ぎる

5その他 未回答

問４－２ 2 5 1 11 5 45

問５　今回意見交換会を開催したことを、どのようにお考えですか。

1評価する 2やや評価する 3あまり評価しな
い

4評価しない 未回答

問５　 50 14 1 0 2

問６　意見交換会に出席されて、どのような感想を持たれましたか。当てはまるものは全てご回答下さい。（複数回答）

1わかりやすく情
報を提供しようと
する行政の姿勢
がみられた

2広く関係者と意
見交換をしようと
する行政の姿勢
がみられた

3様々な立場の参
加者の意見が聞
けて参考になった

4行政の説明や答
えぶりが一方的
だった

5意見交換として
は不十分だった
（時間的）

5意見交換として
は不十分だった
（内容的）

5意見交換として
は不十分だった
（両方）

6その他 未回答

問６ 32 28 30 4 1 0 6 5 5

・発言が長すぎる。

・上記（1・2）のような姿勢はうれしく思います。しかし今後本日の結果をどのように活かすのか、よくわかりません。

・寺本先生のお話が、消費者向けには専門的過ぎて。

・資料２のバックの色のブルーが見にくい。

・特に消費安全局の説明が難解だった。

・農薬の種類・歴史などの説明があった方が良かった。

・農薬の表現と分類（殺菌．殺虫．除草）別に、日本の気象条件・作物にお
いて、使わなくては難しい場合を説明して欲しかった。使わない程いいとし
て、無農薬を求める声に対して、主催者・主催現場側での実態を語ってもら
えば、消費者の理解も変わる。有機農法についても同様で、有機栽培のリ
スクもその可能性について触れても良いのでは。

・もっと会場からの発言機会、時間をとるべきと感じた。

・もっと若い女性の出席が必要である。

・農薬に使用しない方法、もし全面的に使用しない場合の生産物の味又使用した場合の生産物の味について比較がなかった。

・生産者の代表が農協というのが問題あり。人選が難しいのもわかりますが、本来現場を担う農家であって欲しい。

・農薬のリスクと安全評価について（1の該当ページ）。



問７　今後、推進してほしい、食品に関するリスクコミュニケーションとして当てはまるもの全てに○をつけて下さい。（複数回答）

1多数の参加者が
発言できる意見交
換会の開催

2食品の安全に関
する基礎的な勉
強会の開催

3参加者すべてが
発言できる少人数
の座談会の開催

4各層有識者によ
るシンポジウムの
開催

5意見をいつでも
言える窓口の設
置

6地方における意
見交換会の開催

7その他 未回答

問７ 25 29 7 15 23 22 2 4

1残留農薬 2動物用抗菌性物
質（いわゆる抗生
物質等）

3環境からの汚染
物質（カドミウム、
メチル水銀、ダイ
オキシン類等）

4天然毒素（カビ
毒等）

5加工中に生成す
る汚染物質（アク
リルアミド等）

6家畜の病気（ＢＳ
Ｅ、鳥インフルエン
ザ等）

7有害微生物（病
原性大腸菌、サ
ルモネラ菌等）

8食品表示 9トレーサビリ
ティ

10その他 未回答

問８ 40 14 23 12 6 19 14 32 24 5 1

問９　運営等、何かお気づきの点や感じたことがありましたら、ご記入下さい。

問９

・このような、実際に科学的に農薬をより知っていただき、生産性の向上のために必要であり、このような生産性が求められていることがある。

・意見交換会の運営は大変ご苦労のあることと思いますが、厚生労働省の出席もあったので、本来の食品の安全性から見た農薬について語って欲しかった。なぜなら店頭での安全性では、保健所の
分析や残留農薬検査が消費者に一番納得できると思うからです。
（例）　適用外適用を指摘するのは生産現場でのことですが、ドリフト等の例題では、H17.11頃示されるという全ての農薬の食品残留基準が、その許容範囲内であれば、消費者は心配する事が無いわ
けです。トレーサビリティーの流れの中で起こっていること、小売店が消え、大量流通のために大量生産を前提とする安全性が語らせている、農協の統一防除による囲い込みもその一環である（農協
は自由を奪っている）。しかし、日本の農業の基盤は、生産規模は小さいが、こだわりの生産物（差別化）で生き残ることだと思う。
"地産地消もその流れ"そう言う農家の声がかき消されてしまう意見交換会にならないようお願いします。消費者も直売所へ走る理由も、生産者の顔が見える事が一番なのかも（信頼という視点で）。
輸入作物から口内農業を守るためにも大規模農業を前提とした、農変行政にならないようにお願いします。

問８　今後の意見交換会で取り上げるべきテーマとして重要と思われるものをご回答下さい。（複数回答）

･農薬の状況を肯定的な説明で始まりましたが、現在の科学的に反対、あるいは立場が違う人の話も聴いた上で、消費者として判断
できるような会にして欲しい。

・一般席にテーブルがないので、メモを取るのに大変不便であった。次回より設置していただきたい。
・すべて「安全」であることのPRののように思えたが、「課題・問題点」の説明もあった方が良いのではないか。

・農薬の適正使用。

・消費者代表の場合
①生産現場の実情を知ってもらうこと。
②食品を経口する段階での安全性について、話をしてもらうこと。

･食育。

・正しい知識、現場の判例を語れる人。

・輸入農産物。

・行政関係者以外が多く出席する意見交換会。



・メモ等をとる関係上、机に配置して欲しい（ぜいたくかな？）

・行政側と消費者･生産者一同に会して意見交換が出来たのは理解を深める為に有意義であった。

・農薬の安全基準にもとづき生産されてた野菜の成分と、農薬を使用しない場合の成分Ｃａ、K、Ｎａ、Ｖｃ、無機質、ビタミンなども比較した資料が必要と思います。

・ＨＰ上での本会のＰＲが不十分（すぐ募集サイトのにたどり着けなかった）。

・出席者の意見より多く、聞くには事前に意見についてアンケートを配布し、休憩時間に回収する等考えてはどうか。

・消費者の農薬に対する漠然とした"不安"そして、これから発する生産者への"不信感"が、安全であるという科学的データから“安心”へ結びつかない。これをいかに埋めるか、のために、今回のリス
クコミュニケーションはあったと思う。ぜひ回を重ねて欲しい。

・もう少し時間が欲しいところですね。

・この東京の説明会は、その仕組みがいかに安全であり、信頼できるものであるという内容が多い。
　その仕組みの中で改善されるものがないのか、問題となることがないのかについても、説明の中に加えていただきたい。

・会場は机のある会場にしてもらいたい。
・農薬は安全だという一点のみが強調されていたように思う。相乗作用の点についてはどうなのでしょう。
・圃場設備をしているが、蚊穴を作ったりしないで、何もしないほうがいいのではないか。減反していながら、やってることちぐはぐだ。

・何を目的とした交換会なのか？農薬は安全だという学習会だったのか（安全なら飲んでも平気？）生産者は、頑張っている人は頑張っているし農薬の必要性の理解もしている。しかし、信頼しか残さ
れていないのではないか。農水なり行政は、何をやろうとしているのか？そこが一番大切だ（お金の使い方も含めて）。

・農薬は安全なのに、登録制にしなければいけないし残留規準もあるし、何が安全なの？農薬はもともと安全でないから、基準を作らなければいけないのではないか。リスク管理、リスクについてきち
んと説明しなければいけないのではないか？説明がやや一方的なのかと思ってしまった。リスクコミュニケーションとは何なのだろう。

・テーブルが欲しい。メモを取るのがしんどい。
消費者、疑問を持っている人達のガス抜きにならないようフォローをしっかりして下さい。

・1.農薬は高純度である（試験物質が斉一である）ので、信頼ある毒性試験が出来る事を述べていただきたかった。「ノーヤクは悪だ」とのイメージの強い人は、"農業は危険だから色々な試験しなけれ
ばならない"と感じたのではないだろうか。
・.2ポジティブリストの考えについて言及いただきたかった。

・事実であるが真実ではない、と感じました。農水省に農政局単体で市民向けにブリーフィングをお願いしたいです。

・農薬については身近にありながら理論的な事はあるり解らず、感情的にイエス・ノーとなっているので、この様な残金を多く持って、まず知ってもらう事が大切ではと思います。本山直樹教授の話は非
常に解り易かった。こういう話を多くしてほしいです。こういう意見交換会を数多く開いていただければ、消費者・生産者が同一のテーブルにつけると思います。

・ディスカッションの時間が短いように感じました。

・消費者の人数が少なく、行政ががなり一方的であった。

・イオンの取り組みは、今回必要なかったのでは？

・"農薬が安全"という一方的な資料では、公平な議論はできません。安全でないという風潮があるからこの様な会が必要だとしたら、もっと多面的な意見が必要。科学的根拠も見方が片寄っていれ
ば、偏向します。農政に対する展望がないので、今後農業後継者も減り続け、輸入農生物が増加すると思います。農薬・農業に対する発想の転換が必要ですね。明治時代あたりまで、農薬を使わなく
でも農産物は作れていたので、キャベツばかり食べている方が安全かもしれません。人間は雑食性ゆえに、いろんな添加物や残留農薬を接種せざるを得ません。体は食べ物からしか作られません。

・輸入、ポジティブリスト制への移行についても関連した意見交換会も行って欲しい。主催が農水省か否かは･･･。



自由記入欄　本日の意見交換会の運営その他、何かお気づきの点や感じたことがありましたらご記入ください。

自由記入欄

  アンケートにご協力いただき大変ありがとうございました。
　今回いただいたご意見は、担当者に伝えるとともに、今後の意見交換会の運営に役立てていきたいと思います。
　
　食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省では、互いに連携をしながら、食品の安全に関する意見交換会等を各地で開催しています。これらの情報については、各府省のHPでご覧いただけるとともに、農林水産省の
メールマガジン「食の安全・安心トピックス」(概要については、「http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20040218press_1.htm」をご覧ください)で配信していますのでご利用ください。

（問い合わせ先）
農林水産省　消費・安全局消費者情報官付リスクコミュニケーション推進班　中山、渡邊、石井
電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線）３３３４，３３３５，３３３８　ＦＡＸ番号：０３－５５１２－２２９３

・流通業者の実情についてもっと知りたい（表示の点　etc）

・「農薬」は危険だという方パネラーとしての参加も考えて欲しかった。

・数年前に農業の個人輸入の形で、特定の輸入代行サービス業者が無許可の農薬の購入の手助けをする事件がありました。
個人輸入は個人の責任であり、農薬取締法の対象外となることのないように、絶対に禁止されている農薬が日本に入って来させない様に厳しく監視してほしい。

・時間が短く、折角意見（情報のやりとり）が多く出される段階で終了し残念。
・様々な催しがあり、消費者に理解を求めているしかし、何回議論しても最終的にギャップが埋められず残念（むなしい）

・質問会になっています。もう少しテーマを絞っていかないと、交換会にならないのでは？

・農業業界の生き残り方みたいな内容が聞きたかったです。

・更に多くの消費者に認識を頂く為に、開催案内をマスコミ利用するなど広く、PRする必要と、回数多く実施して頂き度い。

・農薬は安全、使用基準を守れば心配ないという結論は安心のような、"いや、本当かな？"というのが印象です。
水田や畑から流れ出た農薬は分解してしまうので安心なのでしょうか。川に流れ、海に流れたものはどうなるのでしょうか。
環境保全型農業に取り組んでそれを誇りにしている生産者の姿をみるには、専門的な知識を持つ農業事業者を増やす上で工夫は大切。
これからもできれば農薬を減らせる工夫をする農業のあり方を模索する必要があると感じました。
消費者教育、表示のあり方を考えていただきたいとも思いました。

・「毒性とは、物質の毒性と量の相関」との教育を望みます。特に小中学生へ。

・会が始まる前に地下の野菜・果物売り場を見たが、減野菜・減化学肥料の特別栽培はなく、有機ももちろんなく、
デパートでも求められないのだから一般のスーパーでも、あるにはあるけど難しいものだと思った。

・残留農薬基準が設定されていない農薬について説明をしないのは、リスクを開示していないのでは。
・農薬使用の際の記録を義務しないと、事情として確認できないのではないか。
・何か生産者と消費者を対立させたり、お互いにエールを送りあうための意見交換だったのか。
・農推移の政策や行政の果たすべき役割を明確にして、先ずは説明すべきではないか。
・表示の問題も含めて。
・安心を確保するためには 情報公開とともに生産者・消費者・行政の３者の信頼関係がないと確保できない。

・輸入食品についてもっと知りたかった。

・もっと多くの一般消費者の方々に参加していただきたかったと思います。
今日出席なさった前向きに「食」に取り組んで来られている生産者ばかりではないと思います。
その他の大勢の生産者の方々はどう考えているのか知りたいと思いました。
またこれから「食」について例えば表示の味方についても小さいときから学習できる環境づくりが必要であるとも思いました。
「意見交換会」の取り組みは評価できますが、行政の自己満足に終わらないよう望みます。

・会場からの意見を聞いて欲しい。

・概ね評価できます。


