資料１−１
食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションに関する取組について
食品安全委員会においては、リスクコミュニケーションの推進を図るため、
関係行政機関とも連携しつつ、以下の取組を進めているところである。
１

審議の透明性確保と情報の提供
食品安全委員会は、原則公開とし、食品健康影響評価の結果や議事録等
の審議状況について、ホームページを活用して情報を提供。

２

食品健康影響評価に関する一般からの意見・情報の募集等
食品健康影響評価に関して、広く国民一般からの意見・情報の募集等を
実施。
１０月 ６日 遺伝子組換え食品等の安全性評価基準の策定についての意見・情報の募集
１０月 ９日 アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用することについての
意見・情報の募集
１０月２４日 遺伝子組換え食品等の安全性評価基準の策定について意見を聴く会の開催
１１月２０日 ノバルロンに係る食品健康影響評価に関する審議結果についての意見・情
報の募集
１２月 ４日 「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」案についての御意見
・情報の募集
１２月 ４日 疾病にり患した家畜の肉等の廃棄基準の見直しに係る健康影響評価につい
ての御意見・情報の募集について
１２月 ４日 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生国からの牛受精卵の輸入についての御意見・
情報の募集について
１２月１１日 ピリダリルに係る食品健康影響評価に関する審議結果についての御意見・
情報の募集について
１２月１１日 イミダクロプリドを主成分とする動物体に直接適用しない動物用殺虫剤
（ノックベイト）に係る食品健康影響評価に関する審議結果についての御
意見・情報の募集
１２月１２日 「食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項（案）
」に対する
意見の募集について
１２月２５日 「プレティオ」
、
「マインズ＜毎飲酢＞リンゴ酢ドリンク」
、
「健康博士 ギ
ャバ」に係る食品健康影響評価に関する審議結果についての御意見・情報
の募集
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１月２２日 牛用マンヘミア・ヘモリチカ１型菌不活化ワクチン（リスポバル）の食品
健康影響評価に関する審議結果についての御意見・情報の募集について
１月２２日 ぶり用イリドウイルス感染症・ぶりビブリオ病・α溶血性レン

サ球菌症混合不活化ワクチンの食品健康影響評価に関する審議
結果についての御意見・情報の募集
２月 ５日 飼料添加物アスタキサンチン及びカンタキサンチンに係る食品健康影響評
価に関する審議結果についての御意見・情報の募集について
２月 ５日 「ＬＣ１ヨーグルト」
、
「グリコ ヨーグルトＧＣＬ１００１」に係る食品
健康影響評価に関する審議結果についての御意見・情報の募集
２月１２日 普通肥料「焼成りん肥」
、
「混合汚泥複合肥料」及び「熔成汚泥

灰複合肥料」の公定規格の設定等に係る食品健康影響評価に関
する審議結果についての御意見・情報の募集について
２月１２日 「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」案
についての御意見・情報の募集
２月２６日 「リセッタ 健康ソフト」に係る食品健康影響評価に関する審議結果につ
いての御意見・情報の募集
２月２６日 化学分解法により再生したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を主成
分とする合成樹脂製の容器包装に係る食品健康影響評価に関する審議結果
についての御意見・情報の募集について
３月 ４日 「ピュアセレクトサラリア」
、
「オリゴメイトＳ−ＨＰ」に係る食品健康影
響評価に関する審議結果についての御意見・情報の募集
３月 ４日 「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」
（案）につい
ての御意見・情報の募集
３月１１日 鳥インフルエンザ不活化ワクチンを接種した鳥類に由来する食品の食品健
康影響評価に関する審議結果についての御意見・情報の募集について
３月１８日 「チチヤス低糖ヨーグルト」
、
「リポスルー」
、
「クエーカーオートミール」
、
「ブレンディ コーヒーオリゴ入りインスタントコーヒー他３品目」に係
る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての御意見・情報の募
集について
３月１８日 ふぐ目魚類用フェバンテルを有効成分とする寄生虫駆除剤の食品健康影響
評価についての御意見・情報の募集について
３月１８日 「平成１６年度食品安全委員会運営計画（案）
」に対する意見の募集につ
いて
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３

意見交換会・懇談会の開催
消費者、食品関連事業者等の関係者との間で意見交換会・懇談会を開催
し、情報や意見の交換を実施。

（１）消費者団体、食品関連事業者、地方公共団体等と委員との意見交換
８月 １日 消費者団体との懇談
６日 消費生活アドバイザーとの懇談
７日 食品産業関係者との懇談
２８日 水産加工事業関係者との懇談
２９日 国民生活センター・消費生活センターとの懇談
９月 ３日 消費者団体との懇談
２５日 食品添加物事業関係者との懇談
１０月 ２日 農薬事業関係者との懇談
１６日

東京都との懇談

２３日

特定保健用食品事業関係者との懇談

１１月２０日 日本栄養士会との懇談
１２月１８日 消費科学連合会との懇談
１２月２５日 日本香料工業会との懇談

（２）食の安全に関する意見交換会の開催（関係省と連携して実施）
（食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省主催：委員又は食品安全委員会事務局も参加）
平成１５年
７月 ４日 食の安全に係る改正法の施行に向けて

（東京）

１０日 食の安全に係る改正法の施行に向けて

（神戸）

９月１０日 食品に関するリスクコミュニケーション【残留農薬】

（東京）

２６日 食の安全に関する意見交換会

（金沢）

３０日 食品に関するリスクコミュニケーション【残留農薬】

（東京）

１０月 ７日 食の安全・安心セミナー

（熊本）

１０月２８日 リスク分析手法の要素としてのリスクコミュニケーションの領域
〜米国における実践例と我が国における可能性〜

（東京）

１０月３１日 食の安全に関する意見交換会

（札幌）

１１月 ５日 とうかい食の安全・安心フォーラム

（名古屋）

１１月１０日 食品に関するリスクコミュニケーション【抗菌性物質】 （東京）
１１月１１日 長寿県沖縄における食品の安全性に関する地域フォーラム（那覇）
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１１月１８日 食の安全に関する意見交換会

（仙台）

１１月２６日 食品に関するリスクコミュニケーション【表示】

（東京）

１１月２８日 食のリスクコミュニケーション意見交換会

（大阪）

１２月 ２日 食の安全・安心フォーラム〜食の安全・安心をめざして （埼玉）
１２月 ５日 食の安全に関する意見交換会

（福岡）

１２月 ９日 輸入食品の安全性確保に関する意見交換会

（東京）

１２月１５日 輸入食品の安全性確保に関する意見交換会

（大阪）

１２月１６日 食のリスクコミュニケーション意見交換会

（広島）

１２月１９日 遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準案等に
関する意見交換会

（東京）

平成１６年
１月１６日 近畿「食の安全・安心に関する意見交換会」

（京都）

１月３０日 食のリスクコミュニケーション意見交換会

（高松）

２月１６日 食のリスクコミュニケーション意見交換会
〜欧州の実践を中心として〜

（東京）

３月１７日 消費者団体との施策意見交換会

（東京）

「食品に関するリスクコミュニケーション
−野菜などの衛生管理−」
３月１９日 食品に関するリスクコミュニケーション
（鳥インフルエンザワクチンに関する意見交換会）
３月２３日 食品衛生に関する説明と意見交換の会

（東京）
（東京）

○「高病原性鳥インフルエンザ」に関する講演会の開催
３月１３日 食のリスクコミュニケーション講演会

（東京）

「食の安全について考える
〜ＢＳＥ、鳥インフルエンザのリスクについて〜」

３月２２日 食のリスクコミュニケーション講演会

（京都）

「食の安全について考える
〜鳥インフルエンザのリスクについて〜」

（３）地域における食の安全に関する意見交換会等への委員の参加
平成15年
９月１７日 食の安全・安心を考えるフォーラム
１０月２２日 食の安全と安心をめざして（日本学術会議）
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（山梨）
（東京）

１０月２９日 第１回食を考える国民フォーラム（食を考える国民会議） (東京）
１１月１７日 全国消費者大会

（東京）

１１月２５日 食の安全と健康ﾈｯﾄﾜｰｸ

（神戸）

１２月１３日 食の安全・安心シンポジウム

（秋田）

平成16年

４

１月２８日 食品衛生キャンペーン

（仙台）

１月３１日 くまもと食の安全安心フォーラム

（熊本）

２月 ２日 第２回食の安全と安心・信頼を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（目黒）

２月 ４日 食の安全・安心ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（和歌山）

３月１７日 食の安全・安心フォーラムinちば

（千葉）

３月２４日 食の安全・安心シンポジウム

（石川）

「食の安全ダイヤル」の設置
幅広く消費者等から食品の安全性に関する情報提供、問合せ、意見等を
頂くとともに 、知識・理解を深めていただくため 、平成15年８月１日に「食
の安全ダイヤル」を設置（平成16年２月末日までの問合せ件数：２９３件
（累計 ））。

５

「食品安全モニター」を通じた意見等の把握
平成15年９月初めに、食品安全モニター４７０名を依頼し、食品の安全
性に関する意識調査（アンケート調査）を実施。また、随時、食品安全行
政に関する意見等の報告を受けているところ（平成16年２月末日までの報
告件数：３０５件（累計 ））。
さらに、リスク管理機関が講じた施策等について、食品安全モニターと
の間で地域の実情を踏まえた情報や意見の交換を行うために、全国６カ所
で「食品安全モニター会議」を開催した。
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