
５/３１　食品に関するリスクコミュニケーション－魚食に関する意見交換会－」　アンケート集計表（合計）

参加人数 101 有効回答 58

回答率 57%

問１　あなたは意見交換会参加者ですか。傍聴者ですか。

1会議参加者 2傍聴者

問１ 6 52

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マスコミ関係
者

5地方公共団体
職員

６その他

問２ 9 3 16 1 4 25

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関係省庁のＨ
Ｐ、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
ＨＰ、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

問３ 30 8 4 0 3 2 15



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

問４ 20 33 4 0

2 数字的なものは理解できた。

追加問４－１　説明がわかりやすかったのはなぜですか。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説明が明瞭
で、的確だった

3適切な説明時
間が確保されて
いた

4その他

問４－１ 30 19 8 3

説明が省かれている、と感じたところもある。

資料。多すぎて読んでる暇が無い。事前配布できないですか？

資料をもう少し付ける。

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

1説明内容が専
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

問４－２ 4 9 11 5 4

７～９ページ。

１０・１１ページ。

自身の勉強不足もありましたが。

単位について。

Ｈｇに関し、ｐｐｍとｍｇ/ｋｇ/体重/週の説明は「メモ」でつけた方が良いのでは。

質疑の中で、説明が聞き取りにくかった。

図解をもっと多く取入れて欲しい。

資料にない単語の説明がむずかしかった。

資料のよみあげが主で、聞いた者が整理できるまでにいかない。

そ
の
他

マグロの水銀の規則に対する質問の回答が、十分消費者に理解されるものではな
かった。

そ
の
他



問５　今回の意見交換会は、立場の異なる方々に意見交換していただくことが目的のひとつですが、どんな意見が印象に残りましたか。またその理由もお書き下さい。

理由 意見 発言者

1共感 上手に食べてリスクの低減。 消費者

1共感 「食べない」リスクを減らしていくべきというのが印象に残りました。 消費者

1共感 消費者

1共感 もっとわかりやすく、誰にでもわかるように説明して欲しい。 消費者

1共感 消費者（傍聴者）にわかりやすく説明しようという意欲が感じられた。 消費者

1共感 食べないリスクを避ける。一つ一つのリスクを受け止めたうえで、うまく食べ物を組み合わせていきたい。 消費者

1共感 消費者

1共感 情報提供の仕方は、誰にどのようにしているのか。 消費者

1共感 消費者

1共感 バランスの良い食事（野菜をもっと一緒にとれない問題点とか） 消費者

1共感 魚をどれぐらい食べたら危険なのか。むずかしすぎてわかりにくい。 消費者

1共感 消費者

1共感 漁業者

1共感 ネガティブ情報におどらされないように。マスコミの情報提供について。 水産業者

1共感 わかりやすかった。 水産業者

1共感 全般に良いコメント。 水産業者

1共感 風評には注意。 水産業者

1共感 風評被害のために、不買になってひどい目にあった。
水産物小売業
者

1共感 発表の仕方の問題。
水産物小売業
者

1共感
水産物小売業
者

1共感 バランスよく、バラエティに富んだ食事をすることが重要。 学識経験者

1共感 学識経験者

「食べないリスクをさけた方がいいと思う」「リスクを食べないで回避するのではなく、上手に食べてリスクを下げ
ていった方がいい」「その為に科学で裏付けられた正しい情報が頂きたい」「かつどの様に伝えたらいいのか
も･･･」という意見。

食べるリスクとベネフィットといっても、ダイオキシンの９０％が食事から、そのうち８０％が魚介類から、となれば
やはり心配だ。

「様々な食品をとることがリスク低減につながるということ」やはり人は食べなければ生きていけないし、一つ一つ
のリスクのある物質そのものをとり上げることだけではなく、人の死亡の原因の大部分が生活習慣病のため、い
わゆる食べ方、きちんとした食事がベースだということを、きちんと消費者が理解することが大切だと思う。

一つの魚には色々な汚染物質が入っている。色々な汚染物質全てを含めて○○ｇ食べて良いという基準なの
か？



1共感 バランスの良い食べ方。普通の食べ方をしていればリスクが少ないこと。 学識経験者

1共感 有害物質の正しい理解をすることが大切。すぐ水銀だから危険だというとらえかたではなく。 学識経験者

1共感 学識経験者

1共感

1共感

1共感 学識経験者の意見が、的をえた回答（意見）であった。

1共感 正しい理解をしていただきたい。

2反対 消費者の意見はワンパターンで、過剰なものがほとんど。

2反対 消費者の意見が、固定観念が強く、共感できない。

3発見 消費者

3発見 消費者

3発見 行政への要望。 水産業者

3発見 学識経験者

3発見 ３０年前の数字で規制を決めようとするのが不十分（体重や食べる量も違う） 学識経験者

3発見 学識経験者

3発見 貝毒について。 行政

3発見 消費者側でマグロの畜産を問題視していたこと。全員が基本的に漁業を守ろうとしている点。

4その他 消費者

4その他 どうしてマグロが除外されたのか。

4その他 意見交換の場であるが、あまり交換にはならず、かみ合わない感じがした。

4その他

4その他 消費者団体中心。水産加工メーカー（食品会社）が抜けているような印象を受けました。

4その他 消費者への情報の平易な伝達のむずかしさ。マグロのデータへの理解不足。

学識経験者

消費者代表者の意見。

「昨今の情勢から（表示等が）信じられない」という部分に、食のリスクの問題点がはっきり出ていると思ったた
め。

消費者のいうような情報公開（リスク）をすると影響が大きい。マスコミも含めて、正しく客観的に伝えていくことが
必要。

学識経験者は、長年積み上げてきた深い知識に基づいており、説明に納得した。しかし、消費者、行政サイド
は、質問や説明がどうも俄か勉強のような感じがして、聞いていて「本当かな？」と思ってしまう。

消費者団体サイドは、日頃の不満・不信を、何でもかんでもぶつけようとし、行政サイドは、担当者ごとに精粗マ
チマチに、一方的に回答している感じであった。特に、厚生労働省の昨年６月のパニックについては（質問が予
想されていたと思うのに）何の反省や改善も聞かれなかったのは残念。

やはり昔から言われているように「色々なものを食べ過ぎないように食べる」ということに結論づけられると思い
ました。一般の消費者に判るような説明が必要ですね。

消費者にも年寄りにも分かりやすくしてほしい、という意見。専門的な意見・回答も良いが、もっと分かりやすい
意見交換の場であってほしかった。

ダイオキシン・日本では１日に摂取するのは６～７割は魚。欧米は肉、乳製品。それを避けることはできない。た
だちに健康に影響することはない。

マグロのメチル水銀について、何故食の基準が無かったのか（本当は問題あるのではないか）という疑問点が印
象に残った。



問６　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

問６　 32 21 1 1

問７　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。あてはまるものはすべてご回答下さい。（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、不十分だっ
た（時間的）

５意見交換とし
て、不十分だっ
た（内容的）

５意見交換とし
て、不十分だっ
た（両方）

６その他

問７ 15 33 26 5 5 1 8 7

資料は、配布されたものを後で読めばいいので、最初のプロジェクター説明は不要。かいつまんで説明し、意見交換の時間をたっぷり
とってほしい。意見交換まではいっていない。

資料の事前配布。

規制する立場の方、行政はもっと学んでいただきたい。リスクコミュニケーターの要件だと思います。マグロ除外の問題については、セ
レンの効果、カナダ政府の北極圏の疫学調査等の知見があって、見直しが留保された経緯があるとおもいますが･･･。リスクコミュニ
ケーションを行う上で、事前に想定問答をやっていないのですか。リスク情報の受手のリアクションを想定するのは、基本だと思われま
す。

質問に対する答えになっていないことが多かった。

広く関係者と意見交換しようとする行政の姿勢が不十分。

学者的な意見は別の場でやって、もっと一般の人々に判るような
意見交換にして欲しい。

そ
の
他 消費者団体の行政への（漠然とした）不信感。

初回なのでまだよく判りませんが、このような会は継続性が肝要だと思います。現状説明に終始し、今後のリスクコミュニケーションの
方向性が抜けていた点が、消費者サイドの不安が払拭されない理由との印象を受けました。



問８　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今回のような
少人数の参加
者すべてが発
言する座談会
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

問８ 19 24 15 20 11 10 5

意見交換会結果の広報（ＨＰ等により）

一度呼んだ消費者団体は呼ばない。

1残留農薬 2動物用抗菌性
物質（いわゆる
抗菌性物質）

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ホルマリン ７家畜の病気 ８有害微生物
（病原性大腸
菌、サルモネラ
菌等）

９食品表示 １０トレーサビリ
ティ

１１その他

問９ 29 23 22 8 14 3 6 8 22 15 6

リスクコミュニケーションのあり方そのもの。産官学連携のシステムづくり。

食のあり方、食育。

添加物の正しい知識。

原産地表示、育て方についてもっと良い表示ができないか、又は、みやすい書き方など。宣伝的、広告的な文句と表示とのちがいを判らせるもの。

野菜について。

食品中の成分。例えば「トランス脂肪酸」

牛肉生産における成長促進剤（米国産牛肉）

輸入水産物の安全性、魚介類の健康への有益性。

関係省庁を超えた、総合的なコミュニケーションシステム。例）農水省のＨＰ情報と厚労省の情報が「食の安心・安全Ｈ
Ｐ」として統合され、誰でもアクセスしやすいなど。

リスクのグレーゾーンは、結局消費者の選択になるわけで、その指標となる情報が何かについての意見交換会の開
催。

意見をいつでも言える窓口に並んで意見と共に「心配と思ったりこれはちょっとおかしい」と思ったものの現物やチラシ
などを持込んだら受け付けてもらえる所を各市区位に設置して欲しい。この不安心に対して、メーカーや販売元にすぐ
に照会したり回答をもらって返事をしてもらえるようになったらうれしいですね。以上のことは、私たちが自分でやるべ
きことかも知れませんが、まだ自分でやれる能力や才能を持っている人は少ないと思うものですから。

そ
の
他

問９　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）

そ
の
他



問１０　会の運営等、何かお気づきの点や感じたことがありましたら、ご記入ください。

どうすれば汚染は少なくなるのか知りたかったです。質問があまりに多く、意見交換会が短い、ということは参加者にわかる説明でないのではないか。はじめの説明をしっかりとすべきです。

魚食文化を持ち、魚食のすばらしさを理解している日本人の食が、マスコミの片寄った報道により、生産者が風評被害にあうという、馬鹿な事態にならないような、発表方法を検討し、またリスクコミュニケーショ
ンを実施し、このような風評被害が起こらないような対策をとっていただきたい。

全ての食品にリスクとベネフィットはあるので、片方のみ悪いところばかり強調するのではなく、良い方も併せて強調することが重要と思う。

専門用語を別途、用語の説明のような一枚紙で提示した方が一般には親切。

テーマに関して、やはり時間不足は否めない。一方的な説明に終わったという感じは否めない。これが開催主旨であれば、それでいいと思いますが、質問した消費者団体の方は不満足ではなかったかと思い
ます。水産業界の声が聞かれなかった。

休憩時間を。

会の運営としては大変良かったと思います。

幅広い団体が参加しやすいシステム、提起。

大きな横看板を正面にかかげる方が良いのでは（プレスの方にも）

リスクコミュニケーションをする上で、消費者からの（受手からの）質問・意見に対する、ある程度のシナリオを想定し、不安の解消をするエポックメークが出来るのではないかと思います。具体的には、マグロが
何故規制外になっているのかというのは、極自然に想定されることでしょうし、これに対する情報として、セレンの効果や疫学調査について紹介を体系的に入れることが出来たでしょう。摂食量が少ないという説
明では、納得はされないと思います。

毎回なのですが、担当者の説明は平易で分かりやすいのですが、抑揚がないので眠気をさそいます。がんばって聞けばいいのですが、説明者もメリハリをつけて話してくれると、もっと聞きやすいと思います。
また、なぜ先生達が「私は水銀で～」「私はダイオキシンで～」呼ばれたと思う、という発言になるのですか？先生達に事前にどういう位置づけで来てもらうか、農水省から説明してないのですか？（耳障りです）

時間が短い。しかし、長すぎるのも大変か?!不消化な部分もある。

風評被害と、消費者の選択の基本的に違いについて議論して欲しい。消費者の選択は、様々な要因で変化します。

どうしても教える側と受諾する側になってしまいますね。一つのテーマについて討論というか、もっと良いものが出来ないかについての話し合いとか、今の状況についての改善点なども含めたものにまでが出来
る会になって欲しいと望んでいます。この意味ではやはり時間が短いのかも知れませんね。

答え方について、質問に対する答えが答えになっていないものが多かったように思いました。

消費者側の同じような立場の人が多すぎた。

質問について、全てに回答していなかったように思う。

もっと意見交換を増やすべき。消費者団体は１～２人でよい。農水省の取り組みを知らせるためにも、もう少し、ごく普通の生活をしている普通の感覚の人も入れてほしい。そうした人たちに、役所の取り組みを
知らせていくことも必要ではないか。消費者モニター調査などに参加している人でもよい。普通の感覚ならば「キンメを一週間に二回も食べる家庭がどこにある」という感じだったが、風評被害がおこるだろうとい
うことは当然予想された。消費者団体のいうとおりにしていたら、国民は何を食べればいいの？と思ってしまう。一般の消費者アンケートでも

消費者、生産者サイドの意見や要望をまとめておいた方が良い。類似の質問が何度も出て、時間がタイトになってしまった感がある。



ご自由にご記入下さい。（自由記入欄）

質問時間が長すぎて、意見交換の時間が不足したと思う。

事務局より

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、担当者に伝えました。
　時間については、皆様の貴重な時間を割いて参加していただいていますので、短い時間を最大限有効に使えるよう議事運営に努めたいと考えています。
　
　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

厚労省より「情報の発表はＨＰのプレスリリースで」と説明がありましたが、厚労省のＨＰは見づらいのでなんとかしてほしい。

「魚食と健康」ということで参加しましたが、現状のみの話がほとんどで、魚食の普及のための安全性と、安心して食べる食べ方の話はなく、残念。食の安全・安心は、食べた人の健康の保護・増進のためにあ
るのであって、机上のことではないと思います。

１．消費者団体の関係意見では、そこまで専門的なことを聞いてどうするのですか、というような事が多かった。２．消費者には、子供から年寄りまでいます。そういう人たちに分かりやすい食生活の仕方（１日３
０品目食べましょう）等をもっと広めてほしいと思います。

私はこのリスクコミュニケーションで知らされた事項を、板橋区に戻って出来るだけ沢山の消費者へ忠実にお知らせすることが最も目的に合った、最上の活用法と思って今まで出席してまいりました。一般の消
費者、特に高齢者は、そんなに難しい数字ｐｐｍなどを気にして食べたり、食べなかったりはしていません。新聞等で知った情報から怖いと思ったり、不安に感じたりすることで食べなくなるものです。今日の会
の目的は「魚は栄養があるよ、多少毒があるものや、人間の悪さのために汚染されたものがあるが、これらについて注意しながら、もっと沢山食べようよ」ということではないかと思って出席しました。残念ながら
今日の結果は、この目的に反したものであったなと感じました。これを言上しようと思いましたが、時間も終わりでしたし、自分でストップをかけてしまいました。３０分も延長したのでしたら充分に語れたのに残
念でした。行政としては難しい質問にも答えなくてはいけないし、もっと魚を食べなさいと語れないのが率直に語れないのが辛いところですね。毒による危険を注意すること。水を汚染しないように指導すること。
加工することでリスクを除いたりすることなどで、食品としての魚を安全・安心できるものにするという方向で話したり、漁業の特殊性、農業との対比、漁村や漁業継承者の問題などに言及することが次に求めら
れますね。


