資料４
リスクコミュニケーションに関する取組について
リスク分析手法に則り、リスク管理、リスク評価を実施する関係行政機関が連携しつつ、リスクコ
ミュニケーションを実施しており、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省が連携して実施した意
見交換会は、以下のとおりである。
また、各府省が行ったリスクコミュニケーションに関する取組みを別紙１，２，３に示す。

１．三府省連携により意見交換会等（
平成１６年４月１日〜８月３０日現在）
NO.

開催日

会議名

開催地

講演テーマ・講演者

参加人数

食品に関するリスクコミュニケーション

１

４月２６日

東京都

「ＯＩＥにおけるＢＳＥルール改正提案の概要」
「我が国としての対処の方向」

166 名
農林水産省消費・安全局

食品に関するリスクコミュニケーション

２

５月１９日

大分県

「食品の安全性確保のための体制と取組について」
寺尾允男 食品安全委員会委員
食品に関するリスクコミュニケーション(名古屋)
−ＢＳＥに関する講演会−

３

５月２１日

愛知県

「食品のリスク分析−ＢＳＥへの対応−」
熊谷進 東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻教授
「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）と、その食へのリスクについて」

178 名

金子清俊 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第７部長
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）

４

５月３１日

「魚食と健康について」
農林水産省消費・安全局 鈴木平光 (独)食品総合研究所
食品に関するリスクコミュニケーション（仙台）
−ＢＳＥに関する意見交換会−

東京都
91 名
宮城県

「ＢＳＥ問題と対応の経緯」寺田雅昭 食品安全委員会委員長

５

６月８日

「食品のリスク分析について」
品川邦汎 岩手大学農学部獣医学科教授

191 名

「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）と、その食へのリスクについて」
金子清俊 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第７部長
食品に関するリスクコミュニケーション
（カドミウムに関する意見交換会（第２回））

東京都

「カドミウムの国際基準値案の検討状況と我が国の現状について」

６

６月９日

厚生労働省医薬食品局食品安全部
農林水産省消費・安全局

102 名

食品に関するリスクコミュニケーション
（食品安全の新たな取組みの１年とこれから）

東京都

「食の安全と安心をめざして」

７

７月２日

寺田雅昭 食品安全委員会委員長
「欧州における食品及び飼料のリスク分析と欧州食品安全庁（ＥＦ
ＳＡ）の活動」

208 名

ヘルマン・コエター 欧州食品安全庁（ＥＦＳＡ）副長官
食品に関するリスクコミュニケーション
−農薬のリスクアナリシス（リスク分析）に関する意見交換会−

８

７月２７日

大阪府

「食品のリスクアナリシス −農薬を例として−」
関澤 純

徳島大学総合科学部教授、

210 名

内閣府食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会座長
食品に関するリスクコミュニケーション（東京）
−薬剤耐性菌の食品健康影響評価指針案に関する意見交換会−

東京都

「『耐性菌問題』の背景について」

９

８月２日

唐木英明 肥料・飼料等専門調査会座長
「家畜への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健

127 名

康影響に関する評価指針案について」
井上松久 動物用医薬品専門調査会座長代理
食品に関するリスクコミュニケーション
−食品中の化学物質の安全性に関する意見交換会−

10

８月３日

北海道

「化学物質の国際的なリスク管理について」
山田友紀子 （独）食品総合研究所国際食品研究官
「農薬の適正使用について」

210 名

農林水産省消費・安全局
食品に関するリスクコミュニケーション（東京）
−日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の検証に関する意見交換会

東京都

−

11

８月４日

「プリオン専門調査会における調査審議の経緯
吉川 泰弘 プリオン専門調査会座長
「『日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について（今までの

220 名

議論を踏まえたたたき台）』について」
金子清俊 プリオン専門調査会座長代理
食品に関するリスクコミュニケーション
（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行政の取組や健康食品についての意見
交換会）

12

８月６日

「食品の安全性確保のための体制と取組について（仮）」
寺尾允男 内閣府食品安全委員会委員
「「健康食品」の賢い選び方」
梅垣敬三 （独）国立健康・栄養研究所健康影響評価研究室長

愛媛県

食品に関するリスクコミュニケーション
（牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会）

13

８月１８日

「BSE（牛海綿状脳症）と、その食へのリスクについて」
金子清俊 国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第７部長
「牛の BSE 予防対策について」
農林水産省消費・安全局
「牛肉の安全対策について」

東京都

306 名

厚生労働省医薬食品局食品安全部
食品に関するリスクコミュニケーション（大阪）

14

８月２４日

−日本の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の検証に関する意見交換会
−
「『日本における牛海綿状脳症（BSE）対策について（今までの
議論を踏まえたたたき台）』について
金子清俊 プリオン専門調査会座長代理
食品安全フォーラム in とかち

15

８月２７日

大阪府

北海道

「食の安全性を巡る現状と取組みについて」
見上 彪 食品安全委員会委員

２．今後の予定
開催日

会議名

開催地

９月 １日

食品に関するリスクコミュニケーション
―牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会

熊本県

９月 ３日

食品に関するリスクコミュニケーション
―牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会

北海道

９月 ７日

食品に関するリスクコミュニケーション
−リスク分析の概念を踏まえた食品安全行政の取組や健康食品
についての意見交換会−

岩手県

９月１７日

食品に関するリスクコミュニケーション
−水銀に関する意見交換会（仮題）−

東京都

全国食品安全連絡会議
１０月１３日

食品に関するリスクコミュニケーション
−リスク分析の概念を踏まえた食品安全行政の取組や健康食品
についての意見交換会−

沖縄県

（別紙 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
最近（４月２７日〜８月３０日）の実施状況（概況）
○食品健康影響評価に関する審議結果やリスクコミュニケーション専門調査会のとりまとめ案
についての意見募集を行った。
○薬剤耐性菌の食品健康影響評価指針案に関する意見交換会、BSE 対策の検証に関する意見交換
会での意見陳述の募集など国民からの意見を募った。
○BSE 対策に関する意見交換会を２回実施した。
○食品の安全性について国民の皆様と共に考える季刊誌「食品安全」創刊号を発行した。

１．意見交換会・懇談会開催状況
（１）自治体との共催により実施
開催日

会議名

開催地

参加人数

H16.6.21 京都バイオ産業技術フォーラム「食品の安全とバイオ」
H16.7.23 食の安全・安心シンポジウム in とやま

京都府

133 名
270 名

H16.8.27 食品安全フォーラム in とかち

北海道帯広市

富山県

約 100 名
（予定）

（２）懇談会の実施
平成１６年５月２７日、食のグループ（消費者団体）との懇談会（第 3 回）を実施した。意見交換
会の進め方、情報発信のあり方などについて意見交換を行った。

２．意見募集の実施状況
募集期間

案件名

応募状況（通数）

H16.8.5〜9.1

プロパノールの食品健康影響評価に関する審議結果について

（募集中）

H16.8.5〜9.1
H16.7.29〜8.25

「健康道場 おいしい青汁」、「ゴマペプ茶」に係る食品健康影響評価
に関する審議結果（案）について
鶏サルモネラ症（油性アジュバント加）不活化ワクチンに係る食品健康
影響評価結果について

（募集中）
（集計中）

牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢−粘膜病２価・牛パラインフルエ
H16.7.29〜8.25 ンザ・牛 RS ウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症混合ワクチンに係

（集計中）

る食品健康影響評価に関する審議結果について
H16.7.8〜8.4
H16.7.5〜7.30
H16.6.24〜7.21

家畜への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響
評価に関する評価指針（案）について
アカネ色素の食品健康影響評価に関する審議結果について
プロゲステロン及び安息香酸エストラジオールを有効成分とする牛の発
情周期同調用膣内挿入剤に係る食品健康影響評価に関する審議結果につ

（集計中）
１
２

いて
H16.6.17〜7.14 ステアリン酸カルシウムの食品健康影響評価に関する審議結果について

１

H16.6.17〜7.14 エチプロールに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）について

（集計中）

H16.6.17〜7.14 シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品について

６

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
H16.6.10〜7.7

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

（集計中）

について
H16.6.3〜6.30
H16.5.14〜6.10
H16.5.13〜6.9
H16.5.13〜6.9
H16.5.6〜6.2

ウシ用インターフェロンアルファ経口投与剤（ビムロン）にかかる食品
健康影響評価に関する審議結果について
「食の安全に関するリスクコミュニケーションの現状と課題（案）」に
ついて
鶏伝染性気管支炎生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
豚ボルデテラ感染症精製・豚パスツレラ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
豚由来たん白質等の飼料利用について

１
１６
１
０
６

「ヘルシープラス 野菜 MIX ゼリー」、「毎日海菜 海苔ペプチド」、
H16.5.6〜6.2

「キューピーコントロール」、「キシリッシュプラスエフ ナチュラル

４

ミント」に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）について
H16.5.6〜6.2

「LLCotton25」に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）につい
て

０

H16.4.15〜5.12 イソブタノールの食品健康影響評価に関する審議結果について

０

H16.4.15〜5.12 ボスカリドに係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）について

０

H16.4.1〜4.28
H16.4.1〜4.28

グルコン酸亜鉛及びグルコン酸銅の食品健康影響評価に関する審議結果
について
2‑エチル 3,（5or6）‑ジメチルピラジン及び 2,3,5,6‑テトラメチルピラ
ジンの食品健康影響評価に関する審議結果について

５
１

３．情報の発信
時期

媒体

内容

H16.7

冊子

食品安全委員会の活動状況、食の安全に関する情報を分かりやすく説明した「食
品安全」創刊号を発行（季刊）

H16.7.2

ホームページ

「アカネ色素に係る食品健康影響評価について」掲載

H16.6.18

ホームページ

「シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品」に係る食品健康影
響評価について」掲載

４．「食の安全ダイヤル」を通じた質問・報告の把握
（１）受付件数 平成１６年４月
４３件
５月
３４件
６月
３６件
７月
１１４件
（２）主な質問等
「英国食品基準長がヒジキに無機ヒ素が含まれているとして、食べないように注意喚起していま
すが、ヒジキの安全性について教えてください。」など、７月中にヒジキに関する問い合わせが、
５８件あった。
５．「食品安全モニター」を通じた意見等の把握

平成１６年４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、食品安全行政に関する意見や食品の安全性に関して日常生活
を通じて気づいた点等について随時報告を受けているところ。さらには、食品安全モニター会議
を、全国８会場で１０回開催。（平成１６年６月から７月）

（別紙２）
厚生労働省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
１．基本的な考え方
内閣府食品安全委員会事務局、農林水産省、環境省の担当官と、４府省リスクコミ
ュニケーション担当者連絡会議を定期的に開催するなど連携を図りつつ、厚生労働省
におけるリスクコミュニケーションに関する取組みを進めているところ。
従来型の一方的な情報提供にならないよう、分かりやすい情報の提供や御意見募集
など双方向のコミュニケーションの実現に努めている。
このため関係府省とも連携し、消費者 、事業者など関係者との意見交換会の開催や 、
関係府省の行う意見交換会への参加をつうじて、リスクコミュニケーションの推進を
図るとともに、ホームページなどを活用した積極的な情報発信を進めることとしてい
る。
２．意見交換会の開催（関係府省と連携して開催 ）（資料４参照）
消費者、事業者などの関係者と行政担当官が一堂に集まり、食の安全に関する意
見交換、アンケート調査などを実施。
食品に関するリスクコミュニケーションについて、食品安全行政の取組や健康食
品をテーマとした定期的なリスクコミュニケーションとして３回開催し、個別テー
マとして、農薬等のポジティブリスト制の導入や牛海綿脳症(ＢＳＥ)について、を
それぞれ１回づつ開催している。
３．意見募集の実施状況
募集期間

案件名

募集状況
(通数)

食品中に残留する農薬等の暫定基準（第２次案）等に対する

（募集中）

H16.8.20〜H16.11.30 意見の募集について

H16.8.6〜H16.9.5

「食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370
号）の一部改正（農産物等に係る農薬エチプロールの残留基（募集中）
準設定）
」に関する意見の募集について
−

「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」に対す
H16.8.2〜H16.8.31 る意見の募集について
（募集中）
H16.7.9〜H16.8.8

食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除するこ
とに係る意見の募集について

「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和２６年厚生
H16.7.9〜H16.8.5 省令第５２号）の一部改正（特別牛乳の容器の口に係る規定
の改正）
」についての意見・情報の募集について
「食品衛生法施行規則（昭和23年7月厚生省令第23号）
」及び
H16.7.6〜H16.8.5 「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370
号)」の一部改正に寄せられた御意見等について（ステアリン
酸カルシウム）
「食品、添加物等の規格基準（昭和３４年１２月厚生労働省
H16.6.28〜H16.7.27 告示第３７０号の一部改正（農産物に係る残留農薬基準設定）
」
に関する意見の募集について」

１
０

０
２

「食品衛生法施行規則（昭和23年7月厚生省令第23号）
」及び
H16.5.17〜H16.6.17 「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370
号)」の一部改正に寄せられた御意見等について（イソブタノ
ール）
「食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７
H16.5.14〜H16.6.14 ０号）の一部改正（畜水産食品中の動物用医薬品（フェバン
テル）の残留基準設定）
」についての意見・情報の募集結果に
ついて
「食品衛生法施行規則（昭和23年７月厚生省令第23号）
」及び
H16.5.10〜H16.6.10 「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370
号)」の一部改正に寄せられたご意見等について
「添加物の規格基準に規定される標準品の改正」に寄せられ
H16.4.7〜H16.4.27 た御意見について
H16.4.5〜H16.5.6

「食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７
０号）の一部改正（畜水産食品中の飼料添加物（カンタキサ
ンチン）の残留基準設定）
」についての意見・情報の募集結果
について

０

１

０
１
０

４．情報の発信
（1）食品の安全確保に向けた取り組みのホームページ「食品安全情報」の刷新
食品の安全確保に向けた取組について「食品安全情報」のホームページにまと
め、情報提供を実施。また、アクセスしやすいように厚生労働省ホームページの
トップに「食品安全情報」のバナーを設置。
リスクコミュニケーションで行っているアンケート調査の中で 、「入手したい
情報が探し難い 」、「情報の掲載が遅い」等の指摘を踏まえ 、「食品安全情報」の
ホームページのトップに「このホームページの探し方 」、「最新のお知らせ」の
バナーを新設し、より見やすく、わかりやすいホームページを目指してバージョ
ンアップ
（2）主な情報提供の内容
時 期
媒 体
H16.7.30 ホームページ
H16.7.1
ホームページ
H16.6.18 ホームページ
H16.6.14 ホームページ
H16.6.10 ホームページ

内
容
ひじきのヒ素に関するＱ＆Ａ
米国でのＢＳＥ発生に対する対応について（第10報）
食品添加物「アカネ色素」及びこれを含む食品の取り扱い
について
シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びこれを含む食品
の取り扱いについて
不衛生な原材料を使用したとされる韓国産餃子の対応につ
いて

（3）消費者からの意見等の受付
「食品安全情報」のホームページ上に、食品の安全性に関する行政の取組や情
報提供のあり方についての意見等を受け付けるためのメールボックスを設置。

（別紙３）
農林水産省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
１．最近（４月１日〜８月３０日）の実施状況
○意見交換会・懇談会開催状況
（１）大臣、消費・安全局との意見交換会・懇談会の開催
開催日

会議名

H16.6.17

大臣と消費者等との定例懇談会

H16.7.30

消費・安全局と消費者団体との懇談会

（２）「食品に関するリスクコミュニケーション」
農林水産省では、内閣府食品安全委員会、厚生労働省と連携し、食品の安全性に
関する意見交換会を実施し、関係者と情報や意見を交換し、意見の施策への反映を
図っているところである。特に「ＯＩＥ（国際獣疫事務局）におけるＢＳＥルール
の改正に関する意見交換会」については、ＯＩＥに対する意見提出の前に関係者と
意見交換を行い、これを踏まえＯＩＥへの提出意見を取りまとめたところである。
（３）消費者情報官が出席した懇談会等
消費者団体、食品関連団体などからの講師派遣依頼を受け、５回出席。
２．意見募集の実施状況
募集期間

案件名

応募状況
（通数）

H16.8.20〜9.21

植物防疫法施行規則の一部改正について （植物を輸入できる

（募集中）

場所として釧路空港及び旭川空港を指定することについて）
H16.8.19〜9.17

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針案について

（募集中）

H16.8.19〜9.17

高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指

（募集中）

針案について
H16.8.12〜8.31

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正

（募集中）

（案）について
H16.8.6 〜9. 6

植物防疫法施行規則の一部改正について（ブラジル産トミ

（募集中）

ーアトキンス種のマンゴウ生果実の輸入を認めることにつ
いて）
H16.8.4 〜9. 3

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請案件に対
する意見・情報の募集について
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（募集中）

H16.7.22〜8.21

犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令案について

（集計中）

H16.7.15〜8.13

飼養衛生管理基準案について

（集計中）

H16.7.13〜8.12

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請案件に対

２件

する意見・情報の募集について
H16.7.12〜8.12

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正

６件

案について
H16.7.5〜8.4

口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針案について

０件

H16.6.24〜7.23

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案につ

０件

いての意見・情報の募集
H16.6.16〜6.25

アメリカ合衆国産りんご生果実に係る火傷病検疫パブリッ

11件

ク・コメントにおける意見に対する検討結果について
H16.4.15〜5.12

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請案件に対

243件

する意見・情報の募集について
H16.3.18〜4.17

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正につい

０件

て
H16.4.21〜5.21

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令案について

１件

の意見・情報の募集結果について
H16.3.30〜4.26

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請案件に対

25件

する意見・情報の募集について
H16.3.31〜4.30

検疫有害動植物が付着するコーンスターチ用トウモロコシ

１件

への適用を検討している加工消毒措置の概要について
H16.3.24〜4.23

動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案につ

６件

いての意見・情報の募集結果について
H16.3.24〜4.23

農薬取締法施行規則の一部を改正する省令（案）及び農薬

５件

を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正
する省令（案）に関する意見・情報の募集結果について
３．地方農政局等における意見交換会等の取り組み
地方農政局、地方農政事務所、沖縄総合事務局において、シンポジウムや意見交
換会等の主催やパネラーや講師の派遣を実施。
○主な意見交換会
７月２７日

食品に関するリスクコミュニケーション−農薬のリスクアナリシス

（リスク分析）に関する意見交換会−（近畿農政局）
８月

３日

食品に関するリスクコミュニケーション−食品中の化学物質の安全性
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に関する意見交換会−（北海道農政事務所）
○「１６年６月末現在での件数」
シンポジウムや意見交換会等の主催

全国計

（平成１５年７月〜１６年３月

全国計

１，２２２回）

全国計

１，７３７回（１６年４月〜）

全国計

３，５３９回）

パネラーや講師の派遣
（平成１５年７月〜１６年３月

１４３回（１６年４月〜）

４．ホームページやメールマガジンを通じた情報提供
○「食の安全・安心のための取組」
（URL:http://www.maff.go.jp/syoku_anzen/top. htm）
○「食の安全・安心トピックス」（農林水産省をはじめ食品安全委員会、厚生労働省
からの食の安全・安心情報を、毎日発信中）
（配信数：９,４８５通（８月２５日現在））
（URL：http://www.maff.go.jp/mail/index.html ）
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