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資料３

厚生労働省におけるリスクコミュニケーションの現状について

１．基本的な考え方

内閣府食品安全委員会事務局、農林水産省の担当官と、３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
ている。

２．現在までの取組状況

①意見交換会の開催（関係府省と連携して開催）
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。

(1)各地で定期的に行う意見交換会
平成１６年度は、新たな食の安全の取組（リスク分析）を主たるテーマ、

健康食品をサブテーマとし、前半を講演、後半をパネラーとの意見交換、会
場との意見交換とするパネルディスカション方式で実施。

(2)東京など特定地域で個別の課題について行う意見交換会
食品残留農薬等のポジティブリスト導入に関する意見交換、水銀を含有す

る魚介類等の摂食に関する注意事項に関する意見交換を実施。前半を講演や
行政説明、後半を公募の意見陳述人による意見交換、会場の意見交換とする
ラウンドテーブルディスカション方式で実施。
ＢＳＥ対策の在り方に関する意見交換を実施。前半を講演や行政説明、後

半を会場参加者との意見交換とするレクチャーフォーラム方式で実施。

②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」の更新
食品の安全に関する取り組みについて 「食品安全情報」のホームページ、

にまとめ情報提供を実施。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。
「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」のページに 「このホームページの探し方 「最新のお知、 」、
らせ」のページを設置。わかりやすいページを目指して改良を行っている。
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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、情報提供の在り方についての意見を受け付けるためのメールボックスを
設置し、対応している。

④政府広報による情報発信

（平成１５年９月１日発行）・にっぽんＮＯＷ
「安全・安心な食生活へ」をテーマに改正食品衛生法について紹介

（平成１５年９月）・オンライン広報通信
「新しい食品衛生法がスタート!」という見出しで、国民の健康の保護を重視し
た新たな食品衛生法がスタートしたことについて紹介

（平成１５年９月７日放送）・日本テレビ「新ニッポン探検隊」
「食の安全と安心」をテーマとして、輸入食品の水際チェックが行われる神戸
検疫所での活動や関係者との意見交換会を紹介

（平成１５年１０月号）・時の動き
「 」 、 、 、食の安全と安心の確保に向けて をテーマに 食品安全委員会 厚生労働省
農林水産省の取組みを紹介

（平成１５年１０月号）・Ｃａｂｉネット
「安全をつくる、安心を食べる」をテーマに、食品安全委員会、厚生労働省、
農林水産省の取組みを紹介

読売新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、・新聞広告（平成１６年４月：
）日本経済新聞

、 、鳥インフルエンザ対策の現状等について、食品安全委員会 厚生労働省
農林水産省、環境省から冷静な対応を呼びかけ。

⑤既存の取組の着実な実施
（ ）規制の設定又は改廃に係る意見提出手続 いわゆるパブリック・コメント

や審議会の公開、情報公開など、これまで行われてきた既存のリスクコミュ
ニケーションに関する取組みを着実に実施。
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（別紙）
意見交換会の開催状況

１．平成１５年度
①各地で行う定期的な意見交換会

（ ）・７月４日 食の安全に係る改正法の施行に向けて～意見交換会 東京：三田共用会議所
・７月10日 食の安全に係る改正法の施行に向けて～意見交換会 神戸市：ﾗｯｾﾎｰﾙ)（
・８月12日 食品衛生に関する説明と意見交換の会（東京： ）（社）日本食品衛生協会講堂
・９月26日 食の安全に関する意見交換会（金沢市：中小企業会館）
・10月31日 食の安全に関する意見交換会（札幌市：経済センター）

（ ）・11月18日 食の安全に関する意見交換会 仙台市：仙台第３合同庁舎大会議室
・12月５日 食の安全に関する意見交換会（福岡市：アクロス福岡）
・３月23日 食品衛生に関する説明と意見交換の会（東京： ）（社）日本食品衛生協会講堂

②特定地域で個別の課題について行う意見交換会
・12月９日 輸入食品の安全確保に関する意見交換会（東京： ）三田共用会議所

（ ）・12月15日 輸入食品の安全確保に関する意見交換会 大阪市：大阪厚生年金会館

２．平成１６年度
①各地で行う定期的な意見交換会

とちぎ福祉プラ・４月26日 食品に関するリスクコミュニケーション（栃木県：
）ザ

大分全日空ホテ・５月19日 食品に関するリスクコミュニケーション（大分県：
）ルオアシスタワー

・９月26日 食の安全に関する意見交換会（金沢市：中小企業会館）
・９月26日 食の安全に関する意見交換会（金沢市：中小企業会館）
・９月26日 食の安全に関する意見交換会（金沢市：中小企業会館）
・９月26日 食の安全に関する意見交換会（金沢市：中小企業会館）

②特定地域で個別の課題について行う意見交換会



意見交換会実施状況

会議名 開催地 企画府省 参加人数

食の安全に係る改正法の施行に向けて 東京 厚生労働省 229 名

　【会議内容】

②有識者からの講演：日本生活協同組合連合会くらしと商品研究室長　小沢理恵子

　　　　　　　　　　　　　　　財団法人食品産業センター理事長　岩崎充利

③質疑及び意見交換

食の安全に係る改正法の施行に向けて 神戸市 厚生労働省 166 名

　【会議内容】

②有識者からの講演：日本生活協同組合連合会くらしと商品研究室長　小沢理恵子

　　　　　　　　　　　　　　　財団法人食品産業センター理事長　岩崎充利

③質疑及び意見交換

食品衛生に関する説明と意見交換の会 東京 食品衛生協会 196 名

　【会議内容】

食の安全に関する意見交換会 金沢市 厚生労働省 134 名

　【会議内容】

食の安全に関する意見交換会 札幌市 厚生労働省 126 名

　【会議内容】

食の安全に関する意見交換会 仙台市 厚生労働省 131 名

　【会議内容】

　平成１５年度　
開催日時

　　　　　　　　　「食品安全基本法及び食品安全委員会の概要について」（食品安全委員会事務局　西郷ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ官）

　　　　　　　　　「食の安全・安心をめざした農林水産省の取組」（農林水産省消費安全局　中村企画官）

①行政説明：「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省食品安全部企画情報課　吉岡課長）
7月4日

13:00～16:00
1

②質疑及び意見交換

　　　　　　　　　「食の安全・安心をめざした農林水産省の取組」（農林水産省消費安全局　中村企画官）

①行政説明：「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省食品安全部企画情報課　吉岡課長）

　　　　　　　　　「食品安全基本法及び食品安全委員会の概要について」（食品安全委員会事務局　西郷ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ官）

　　　　　　　　　「食の安全・安心のための政策大綱」（農林水産省消費安全局　姫田消費者情報官）

　　　　　　　　　「改正食品衛生法に基づく政省令の改正について」（厚生労働省食品安全部監視安全課　林課長補佐）

③意見交換・質疑応答

①行政説明：「国民に信頼される食品安全行政に向けて」　（食品安全委員会　坂本委員）

　　　　　　　　　「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省食品安全部企画情報課　高井課長）

　　　　　　　　　「消費・安全局設置から３ヶ月間のとりくみのポイント」（農林水産省消費安全局　姫田消費者情報官）

②基調講演：「食品添加物を考える」（実践女子大学教授　西島　基弘）

　　　　　　　　　「食の安全性とリスクコミュニケーション」（（独）食品総合研究所国際食品研究官　山田　友紀子）

2
7月10日

13:00～16:10

　　　　　　　　　「食の安全・安心のための政策大綱工程表のポイント」（農林水産省消費安全局　姫田消費者情報官）

③意見交換・質疑応答

①行政説明：「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省食品安全部企画情報課　高井課長）

　　　　　　　　　「食品の安全性の確保に向けた取組」（食品安全委員会事務局　井ノ川補佐）

②基調講演：「食品添加物を考える」（千葉大学名誉教授　山崎　幹夫）

　　　　　　　　　「食の安全とリスクコミュニケーション」（順天堂大学医学部公衆衛生学教室教授　丸井　英二）

①行政説明：「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省食品安全部企画情報課　吉岡課長）

　　　　　　　　　「食品安全基本法及び食品安全委員会の概要について」（食品安全委員会事務局　西郷ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ官）

6
11月18日

13:00～17:00

5

3
８月12日

13:30～17:30

4
９月26日

13:00～17:00

10月31日
13:00～17:00

③意見交換・質疑応答

①行政説明：「国民に信頼される食品安全行政に向けて」　（食品安全委員会　小泉委員）

　　　　　　　　　「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省大臣官房　外口参事官）

　　　　　　　　　「消費・安全局設置から３ヶ月間のとりくみのポイント」（農林水産省消費安全局　姫田消費者情報官）

②基調講演：「食品添加物を考える」（実践女子大学教授　西島　基弘）

　　　　　　　　　「リスクコミュニケーションの課題とこれから」（徳島大学総合科学部教授　関澤　　純）
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食の安全に関する意見交換会 福岡市 厚生労働省 185 名

　【会議内容】

輸入食品の安全確保に関する意見交換会 東京 厚生労働省 144 名

　【会議内容】

輸入食品の安全確保に関する意見交換会 大阪市 厚生労働省 152 名

　【会議内容】

食品衛生に関する説明と意見交換の会 東京 食品衛生協会 222 名

　【会議内容】

③パネルディスカッション

②行政説明：「新食品衛生法の概要」（厚生労働省食品安全部監視安全課　高嶋　洋平）

④意見交換

10
３月23日

13:00～16:30
①基調講演：「食のリスクアナリストとは何か」（徳島大学総合科学部教授　関澤　　純）

9
12月15日

14:00～17:00

①行政説明：「輸入食品監視について」(厚生労働省東京検疫所長  森田　邦雄)

　　　　　　　　　「輸入食品監視指導計画（案）について」(厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長  桑崎　俊昭)

　　　　　　　　　「農林水産省における輸入食品の安全対策について」(農林水産省消費・安全局消費・安全政策課補佐  佐古　畑徹)

　　　　　　　　　食品の微生物学的衛生管理について(厚生労働省医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長  山本　茂貴)

②意見交換

②意見交換

8
12月９日

14:00～17:00

　　　　　　　　　「農林水産省における輸入食品の安全対策について」(農林水産省消費・安全局消費・安全政策課補佐  古畑　徹)

　　　　　　　　　「輸入食品監視指導計画（案）について」(厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長  桑崎　俊昭)

　　　　　　　　　食品の微生物学的衛生管理について(厚生労働省医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長  山本　茂貴)

③意見交換・質疑応答

12月５日
13:00～17:00

7

①行政説明：「輸入食品監視について」(厚生労働省東京検疫所長  森田　邦雄)

　　　　　　　　　「環境と食のリスク　化学物質はどのくらい危険か」（国際連合大学副学長　安井　　至）

①行政説明：「食品安全委員会の取組」　（食品安全委員会　見上委員）

　　　　　　　　　「新食品衛生法の概要」　（厚生労働省大臣官房　外口参事官）

　　　　　　　　　「消費・安全局設置から４ヶ月間のとりくみのポイント」（農林水産省消費安全局　姫田消費者情報官）

②基調講演：「食品添加物を考える」（千葉大学名誉教授　山崎　幹夫）
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会議名 開催地 企画府省 参加人数

食品に関するリスクコミュニケーション
栃木県（宇都

宮市）
厚生労働省 160 名

　【会議内容】

②パネルディスカッション

食品に関するリスクコミュニケーション
大分県（大分

市）
厚生労働省 263 名

　【会議内容】

②パネルディスカッション

食品に関するリスクコミュニケーション（食品中に残留する農薬、動物用医薬品等
のポジティブリスト制導入の取組に関する意見交換会）

東京都（港
区）

厚生労働省 164 名

　【会議内容】

②ラウンドテーブルディスカッション

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）

愛媛県（松山
市）

厚生労働省 184 名

　【会議内容】

②パネルディスカッション

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（札幌
市）

厚生労働省 175 名

　【会議内容】

①基調講演：牛海綿状脳症(ＢＳＥ)と、その食へのリスクについて（北海道大学大学院獣医学研究科プリオン病学講座教授　堀内　基広 ）

②行政説明： 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策の現状について 

　　　　　　　　　・牛のＢＳＥ予防対策について（農林水産省衛生管理課薬事・飼料安全室長　境　政人） 

　　　　　　　　　・牛肉の安全対策について（厚生労働省食品安全部監視安全課ＢＳＥ対策専門官　蟹江　誠） 

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（盛岡
市）

厚生労働省 108 名

　【会議内容】

①基調講演：リスク分析の枠組と食品安全委員会の取組について（食品安全委員会　小泉委員）

　　　　　　　　　「健康食品」の賢い選び方（(独）国立健康・栄養研究所理事長　田中　平三）

②パネルディスカッション

食品に関するリスクコミュニケーション（水銀を含有する魚介類等の摂食に関する
注意事項の見直しについての意見交換会）

東京都（中央
区）

厚生労働省 143 名

　【会議内容】

①基調講演：魚類等に含まれるメチル水銀の健康影響について－魚食のメリットとデメリット－（東北大学大学院教授　佐藤　　洋）

②行政説明：水銀を含有する魚介類等の摂食に関する妊婦等への注意事項の見直しについて（基準審査課食品規格専門官　近藤　卓也）

②ラウンドテーブルディスカッション

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）

東京都（港
区）

厚生労働省 238 名

　【会議内容】

①行政説明： 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策の現状について 

　　　　　　　　　　・日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－（食品安全委員会評価課長 　村上　貴久） 

　　　　　　　　　　・ＢＳＥ根絶のための飼料規制について（農林水産省消費・安全局衛生管理課長 　栗本　まさ子）

　　　　　　　　　　・国産牛肉のＢＳＥ対策（厚生労働省食品安全部監視安全課長 　南　俊作）

4
８月６日

13:00～16:30

①行政説明：「ポジディブリスト製に関する概要説明」（厚生労働省食品安全部基準審査課　宮川補佐）

③意見交換

3
６月30日

13:00～16:30

①基調講演：「食のリスク分析の枠組と食品安全委員会の取組みについて」（食品安全委員会　寺尾委員）

　　　　　　　　　「健康食品の賢い使い方」（(独）国立健康・栄養研究所健康影響評価研究室長　梅垣　敬三）

③意見交換

2
５月19日

13:00～16:30 ①基調講演：「食の安全性確保のための体制と取組みについて」（食品安全委員会　寺尾委員）

③意見交換

③意見交換

４月26日
13:00～16:30

1

　平成１６年度　
開催日時

①基調講演：「食の安全性をめぐる現状と取組みについて」（食品安全委員会　小泉委員）

　　　　　　　　　「健康食品の賢い使い方」（(独）国立健康・栄養研究所理事長　田中　平三）

5
９月３日

13:30～16:30

③意見交換

6
９月７日

13:00～16:30

③意見交換

7
９月１７日

13:00～16:30

③意見交換

8
９月２１日

13:30～16:30

②意見交換
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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（札幌
市）

厚生労働省 119 名

　【会議内容】

①行政説明： 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策の現状について 

　　　　　　　　　　・日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－（食品安全委員会評価課課長補佐　梅田　浩史） 

　　　　　　　　　　・ＢＳＥ根絶のための飼料規制について（農林水産省衛生管理課国際衛生対策室長　釘田　博文）

　　　　　　　　　　・国産牛肉のＢＳＥ対策（厚生労働省食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長　桑崎　俊昭）

食品に関するリスクコミュニケーション（リスク分析の食品安全行政の取組・健康
食品についての意見交換会）

宮城県（仙台
市）

厚生労働省 188 名

　【会議内容】

①基調講演：食品の安全性確保のための体制と取組について（食品安全委員会事務局次長　一色　賢司）

　　　　　　　　　「健康食品」の賢い選び方（（独）国立健康･栄養研究所健康影響評価研究室長　梅垣　敬三）

　　　　　　　　　産地における農産物の安全対策状況－農薬の使用記録、検査結果の情報収集方策について－（ＪＡ宮城中央会営農農政部次長　安齋　明修）

　　　　　　　　　HACCP承認施設の安全性確保のための取組（（株）伊藤ハムデイリー東北工場品質管理室長　安藤　鉄男）

　　　　　　　　　食品の安全性確保のための取組（仙台市健康福祉局保健衛生部食品監視センター所長　管野　富士雄）

　　＜ＢＳＥに関する意見交換会＞

②行政説明：ＢＳＥ根絶のための飼料規制について（農林水産省消費・安全局消費者情報官　姫田　尚）

　　　　　　　　　国産牛肉のＢＳＥ対策について（厚生労働省大臣官房参事官　松本　義幸）　

③パネルディスカッション

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（那覇
市）

厚生労働省 131 名

　【会議内容】

①基調講演：食の安全をめぐる現状と取組について（食品安全委員会　小泉委員）

　　　　　　　　　「健康食品」の賢い選び方（(独）国立健康・栄養研究所食品表示分析・規格研究部長　山田　和彦）

②パネルディスカッション

11
１０月１３日

13:00～16:30

③意見交換

9
９月２３日

13:30～16:30

②意見交換

10
９月３０日

13:00～18:00

④意見交換会
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