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男性

58%

未回答

1%

女性

41%

60歳代

9%

50歳代

36%

20歳代

18%

40歳代

19%

30歳代

18%

行政関係

者

68%

その他

8%

未回答

2%
消費者

5% 食品関係

事業者

15%

生産者

2%

「食品に関するリスクコミュニケーション」

～食品中の放射性物質対策に関する説明会～

アンケート集計結果

平成24年 5月 8日(火)にコラボしが２１で開催しました、標記説明会において実施したア

ンケート結果は次のとおりでした。【（ ）内：回答人数】

（参加者：１３０名 回答者：１１１名（回収率：８５．４％）

問１．ご自身について、ご回答ください。

① 性別

1) 男性（６４）

2) 女性（４６）

無回答（１）

② 年齢

1) ～１９歳（０）

2) ２０歳代（２０）

3) ３０歳代（２０）

4) ４０歳代（２１）

5) ５０歳代（４０）

6) ６０歳代（１０）

7) ７０歳～（０）

③ 所属
1) 消費者（団体を含む）（６）
2) 食品関係事業者（１７）
3) 生産者（団体含む）（２）
4) 行政関係者（独法含む）（７５）
5) 報道関係者（０）
6) その他（９）（分析会社等）

無回答（２）
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ホームページ

17%

メールマガジ

ン

7%

未回答

2%その他

8%

所属団体か

らの連絡

66%

おおむねでき

た

64%

未回答

3%
できた

23%

あまりできな

かった

10%

④ 本日の説明会の開催をどのような方法で知りましたか。

1) ホームページ（１９）

2) メールマガジン（８）

3) 所属団体からの連絡（７３）

4) 知人からの紹介（０）

5) その他（９）（県からの通知等）

無回答（２）

問２．本日の説明会についてお伺いします。

① 説明について、理解することができましたか。

1) できた（５）

2) おおむねできた（７２）

3) あまりできなかった（１１）

4) できなかった（０）

無回答（３）

【十分に理解することができなかった理由】

◆消費者（団体含む）

・質疑の時間が少なかったと思います。

◆食品関係事業者

・聞き慣れない用語が多く、また早口の説明であったので、よく分からないことが多か

った。

◆行政関係者（独法含む）

・基礎知識がなかったため。

・専門的な用語が多い。

・短時間での説明だったため、駆け足の説明になっていたのが残念だった。

スライドの読み上げではなく、要点の整理や補足説明があればよかった。

・普段使わない言葉が多すぎて、話の流れについていけない。

・お一人当たりの説明時間が短くて、どうしても説明を急がざるを得ない状況であるこ

とは察しますが、あまりに早く、次々と説明が進んでいくので、とてもついていけま

せんでした。

◆その他

・内容が難しく、私の頭ではなかなかついて行けなかった。

・自分の知識が少ないため。説明が早い。

・持ち時間が少ないためか、早口になりデータだけを読む状態であったので、もう少し

工夫がほしい。
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あまりできな

かった

6%

未回答

13%
できた

15%

おおむねでき

た

66%

良かった

69%

あまり良くな

かった

10%

良くなかった

1%

未回答

11%

大変良かっ

た

9%

変わった

7%

未回答

9%
変わらない

7%

あまり変わら

ない

44%

少し変わった

33%

② 意見交換の内容について、理解することができましたか。

1) できた（１７）

2) おおむねできた（７３）

3) あまりできなかった（７）

4) できなかった（０）

無回答（１４）

【十分に理解することができなかった理由】

◆消費者（団体含む）

・時間不足(質疑応答)。

◆行政関係者（独法含む）

・質問の主旨が不明のものあり。

・基礎知識がなかったため。

・他省庁の検査のために、断言できないという返答などもあったが、それならば、環境

影響検査を実施している文部科学省からも出席いただいた方がよかったのではないか。

・話のデータが実際に見えないので。

・少し専門的な内容が多く、理解しづらかったです。

問３．今回の説明会全体についてお伺いします。

① 全体の評価はいかがでしたか。

1) 大変良かった（１０）

2) 良かった（７７）

3) あまり良くなかった（１１）

4) 良くなかった（１）

無回答（１２）

② 説明会に参加する前と後では、ご自身の考え方は変わりましたか。

1) 変わった（８）

2) 少し変わった（３７）

3) あまり変わらない（４８）

4) 変わらない（８）

無回答（１０）
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③ 説明会全体についてご意見をお聞かせください。

【良かった点】

◆消費者（団体含む）

・質疑応答で色々な立場の人からの質問事項を聞き、また回答されているのを聞き、

大変勉強になりました。（具体的な事例などが聞けてよかった）

・テレビで、ベクレル、シーベルトなどの知識は得ていたが、ワイドショーを通じて

ですので、どこまで正確かは定かでありませんでしたが、現時点での正しい知識を

得られたのは良かった。質問に対する国側の説明は大変理解できた。

◆食品関係事業者

・今回の件に対する各省庁の対応が一度に聞くことができ参考になった。

・食品の安全性に対する取組がよく理解できた。（農水関係）

・放射能に対する安全性がよくわかった。

・放射性物質について、具体的に理解できた。

・現在の状況を把握することができた。

・国・県において対応されている点では理解できた。

・東北をはじめ、１７都県の農産物について、きちんとした検査体制がとられている

ので、あまりナーバスにならなくて良いということが改めてわかった。

・要点が簡潔にまとめられたコンパクトな資料でわかりやすかったです。特に農水省

の方の御報告では、検査結果を拝見し、福島県産品を含め、９割を超える（ものに

よっては福島県産品も含め９５％を超える）ものが新基準を満たしていることに、

とても安堵感を覚えました。

マスコミはとかく危険情報を特ダネとして報道しがちですが、これだけの結果がＨ

Ｐにしか掲載されないのはもったいないと思います。

環境測定のように、週に１回とか、定期的に新聞に掲載するといった取組をできな

いでしょうか。

・ＢｑとｍＳＶの意味がようやくわかった。計算方法も知れて良かった。

１年以上が経つも、福島から離れている事を良い事と思って、東北以外のものを食

べていれば安心だと思っていた。

様々な取り組みがなされている事を知れて、少しだけ考え方が変わりました。情報

を調べて、集めて、自分の責任のもとで食品を選んでいきたい。

◆生産者（団体含む）

・国の取り組みの概要が理解できた。農畜水産物の対応は分かりやすかった。

◆行政関係者（独法含む）

・法令、検査データ、実地調査等の根拠を明示して、現状のルールについて詳しく説

明されていたので、わかりやすかったです。

・農水の対応が聞けた。

・データを公表する姿勢。

・意見交換が活発で、大変参考になった。

・説明が詳しく理解できた。

・各省庁での取組内容がわかるとともに、具体的な数値が示されており、理解しやす

かった。

・食品の生産現場から流通に関することまで話を聞くことができた。

専門用語が少なく、わかりやすかった。

・概要はよく分かりました。

・科学的な放射能に対する理解ができた。

・十分に理解している方が説明してくれた点。
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・説明がわかりやすかった。

・縦割りでなく、横断的に国の機関の職員の方が、最先端の情報を聞かせていただい

た。特に、農水省の職員の方の心にこもった説明に安心感を持った。

・４件の説明があり、１件が短くまとまっていたので、分かりやすく、眠くなりにく

かった。

・正確な情報を、わかりやすく伝えていただけたと感じました。

各省庁の方が、きめ細やかに動いていただいているのがわかりました。

私も市民の方から問い合わせがあった際は、その不安を取り除けるよう回答したい

と思います。

・本県が被災地からはなれていて、情報の確実性に不安があるので、現地や国の情報

が得られるのが良い。

・旧基準と新基準の違いを明確に知ることができた。

・一般消費者の意見が直接聞けた点。

・資料２のNo.9,10,11 について、検査する食品の範囲が具体的に書かれていたのでわ

かりやすかったです。

・国の各分野の方からの説明を受けられたこと。

・食品行政に今年から携わっていますが、各講師先生の説明内容がとてもわかりやす

く、理解しやすかったです。

・資料をもとに、基準、検査、対応について説明をいただけた。

・放射性物質について、全体的に網羅されていて良かった。

・意見交換において、先生方の答えが分かりやすかった。

・質疑応答の回答がていねいでよかったです。

・情報が簡潔にまとめられていた。

意見交換会も各立場からの率直な意見・質問を聞くことができ勉強になった。

・比較的わかりやすい言葉を用いて説明していただけた点が良かったです。

実際の検査データも例示していただき、わかりやすかったです。

・基準値について正しい知識を得ることができた。

・４月からの基準値がどのような背景で、どのように設定されたのかがわかった。

◆その他

・あらためて放射能に関する知識を整理できた。

・分かりやすい資料のデータ構成。

・最近は自分たち（滋賀県に住んでいる）にはあまり深刻にとらえていなかったが、

いろんな業者さん達の話を聞き、いろいろと問題点になる事が、それぞれの業者で

あるんだと思いました。大変な目をされていると。

・農水省の対策がわかってよかった。

・食品については、しっかりと検査されているので、安心して頂けるということがわ

かり良かったです。

意見交換も分かりやすく説明してくださっていて、よくわかったです。

・安全について少しはっきりしてきた。

質問を受けた場合でも、知っている範囲（今日聞かせてもらった）で答えることが

できる。

・滋賀県の取組を知ることができ良かった。

農産物は出荷前に検査ということなので、出荷されているものについては、安全だ

ということを知ることができた。

（完全に守られているのか、一抹の不安がありますが）
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【改善すべき点】

◆消費者（団体含む）

・報告を一度に行わず、テーマ（単元）毎に意見交換を行う方が良い。

・各説明とも、現在の基準値や現在の取組により、食品の安全が確保されているとい

う内容がみえみえで、安全であるという認識を押しつけられている感じがする。

もっと悪いことや、心配していることを情報提供し、消費者にも考えさせ、取り組

ませるような説明会にすべきである。資料中のグラフや地図などは、カラー印刷し

てほしい。

・４／１から新基準となったが、改正前の基準による影響を具体的に説明していただ

きたい。年間５ｍＳＶはどのような影響があるのか。

・県から「何か出てきたら、また近隣県で出てきたら・・・」的な発言がありました

が、大変おかしい。逆に不安になる。後手にならないようにお願いします。

質問に対する県側の説明はおそまつです。全て把握してから、質問を想定してから

席についてください。

◆食品関係事業者

・各ﾃｰﾏの時間が短かったため、もっと深く聞きたい部分があった。

・短時間に内容量が多すぎる。もう少しゆとりのある時間割にしてほしい。

メモを取る時間もなかった。

・意見交換の時間が十分とれる時間がほしかったと思います。

・講演４項目は多かったと思われる。

時間の都合上、走り気味に皆さん話されており、聞きづらかったため。

・一般消費者の一部で理解されているが、各戸での理解を求めるべき。

・お一人２０分の御報告という時間配分には、少しムリがあったように思いました。

◆生産者（団体含む）

・説明が重複する部分があった。説明が長くなる。

◆行政関係者（独法含む）

・厚生労働省の説明は極めて役所的で、一般市民の立場、感覚に配慮した説明を心掛

けてほしい。厚生労働省に任せておいてＯＫだという気持ちにはなれなかった。

・「食品のリスクは減少傾向にある」と感じられるでーた、説明が多かったですが、反

対に 10年 20 年後も現状と変わらない一定のリスクが考えられるもの、またはその

懸念、10 年 20 年後、リスクが増加するかもしれない懸案事項等への考察が、国の

方から伺えればもっと良い「リスクコミュニケーション」になったと思いました。

（無ければ、「現状無い」と言ってもらえるだけでも違ったと思います。）

・説明が理解しがたかった。（人にもよりますが）文面を見ている方が理解できた点。

・時間管理ができていない。

・より一般の人にわかりやすく。

・資料（特に細かいスライド）が見づらかった。

・講演時間をもう少し長く設定し、丁寧な説明をされたい。

・時間的におしていたため、意見交換の時間が短かった。

・話の内容が、行政向きすぎだった。

・フロアからの質問時間をもっと確保してほしい。

・説明が長い。意見交換をもっと長く時間を取るべき。

・せっかく素晴らしい方が説明に来ていただいたのに、時間が不足していたこと。

・もう少し時間を取ってほしい。

・各方々の講話が２０分というのは短いと感じました。

・問題点とかも言った方が良い。
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検査しているのはわかっているが、どれだけの中の一部で安全といえるのかわから

ない。

・ペースが速すぎる。

・放射性物質についての総論が聞き飽きたような内容

・資料の文字が小さく読みづらい。グラフも色で区別しているため、資料からは読み

取れない。工夫をしてほしい。（網掛け等の工夫）

・リスクコミュニケーションというより、説明会になっているように感じられた。

（説明が早口、専門用語が多い）

・質疑応答について、予め質問票を集める方法もあったのでは？

・文字の小さなパワーポイントは見にくい。

資料２の最後のページは、先にＫ４０がＣｓ１３７の1/2ぐらいの威力という説明

を聞いていないと理解しにくいデータだと思う。

・説明をもっとゆっくり聞きたかったです。

・規制値と基準値の設定について、基準値を引き下げたことが正しいのかどうか？

安全は確保されているのなら、そこまでする必要性を説明してほしい。

・時間の問題もあったかと思いますが、早口での説明が多く、聞き逃してしまう点が

多々ありました。もう少し、時間の余裕をもってお話しが聞ければ良かったです。

・４名それぞれの講演時間が短い。もう少し時間を長く設定してほしい。

・時間配分がうまくいっておらず、説明が早口になって聞き取りづらかった。

◆その他

・具体的な事例をもう少し聞いてみたかった。

・専門用語が多かった。（一般の人にはわかりにくいのでは）

ファシリテータや専門家の同席が必要ではないか。

・資料４で生産現場の改善対策効果を土壌中Ｃｓ濃度あるいは放射能強度（Bq/kg）で

具体的に示してほしかった。

・説明の仕方がわかりにくい。難しいことばが多すぎるように思う。

具体例をあげて、とっつきやすい方法で説明してほしい。

・説明については、もう少し時間に余裕がほしかった。

・数字ばかりのデータ表示だったので、頭に残りにくい。

この数字にどれだけの意味があるのか、わからなくなった。

問４．その他（説明会の運営、今後食品に関するリスクコミュニケーションで希望するテー

マ等）について、ご意見がありましたら記入願います。

◆消費者（団体含む）

・今回のスライドは、ホームページにアップされるのでしょうか？

・今回の説明会を、この様に「草の根」というか、各県単位でされるのももちろん歓

迎しますが、ＮＨＫ等、テレビの画面を利用してはどうですか？

◆食品関係事業者

・業種を分けてこのような説明会を開催してほしい。

製造加工業者として、何に注意し、何をしていかなければならないかがよく分から

なかった。同業他社がどのような対応を取っているのかなどについても知りたかっ

た。

・国民（一般消費者）へ、安全・安心をもっと国として訴求すべきである。

・測定器の購入も検討し、対策を練る必要あり。（市場として）

・企業だけでなく、一般消費者向けの啓発ポスターなどを、広く公共の場に掲示して

はいかがでしょうか。（新基準についてなど）
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◆生産者（団体含む）

・ＴＴＰの対応（米ＢＳＥと牛肉の年齢制限、今後どうするかなど）

◆行政関係者（独法含む）

・リスクの判断をどのように考えるか。他の国ではどのような基準か？管理手法はど

のレベルか、比較してもよかったのかも。

・口頭だけの説明は不十分。資料を示すべきである。

・残留農薬や硝酸態窒素のリスク研修を行ってほしい。

・食品の一次機能について。

・定期的な説明会をしてほしい。

・農林水産省の最後のお話が心に残りました。現場を知る方のお話を伺う機会も大切

だと感じました。ありがとうございました。

・もう少し家庭の部分として、身近な内容・説明があれば・・・

・表示の取り扱いについてお願いします。（最近の改正点も踏まえて）

・東北や関東で生産された農産物が、店頭で非常に安く販売されていることについて、

消費者の理解を求められていましたが、一消費者として思ったことは、これ程の検査

をされているなら、今回のような説明と、調査結果をきちんと付して、高く販売する

方が風評被害や誤解を取り除く一番の方法ではないかということです。

安くすることで、購買意欲が起こるはずもなく、余計な不安をかき立てているのでは

ないでしょうか？売り場で見えなければ、購買成果は変わらないと思います。

販売の仕方を見直す必要があるのではないでしょうか？

今回のことには直接関係しませんが、ガレキの処理について、慎重にしなければ（不

法な処理のないよう）、農産物への二次被害につながってしまうと考えています。

・対象を、消費者向けと検査に関わる団体等に分けても良いと思う。

・産地（国産であるか輸入品であるか）へのこだわりをもつ消費者が多いと感じるの

で、その点についてもお話しを聞いてみたいと思いました。

◆その他

・リスクコミュニケーションではなく、単なる説明会であった。

これでリスクコミュニケーションの目的が達成されたのか、検証が必要に思う。

・対流圏内核実験が行われていた時代の放射能測定データが、科学技術庁には存在す

るのではないかと思います。（大気、土壌、農産物等）

その当時と比較して現状はどうなっていますか。

信頼できる食品放射能データは、いつからのものが、どこに保存されているのでし

ょう？現状を考える際に、Ｂｑレベルやトレンドを知る必要があると思います。

Ｃｓ以外の放射性同位元素を考えなくても良いのではないか。


