
食のリスクコミュニケーション・フォーラム2022（4回シリーズ）
『消費者市民に対して説得ではなく理解を促すリスコミとは』

 第１回テーマ：『食品添加物の不使用表示について』
【開催日】2022年4月24日（日） 13:00～17:30
【開催場所】オンライン開催（Zoom)

アンケート回収数58枚（参加者：121名、演者4名を除いた回収率：50％）

無料がよい

2%
1,000円なら参加

12%

3,000円なら参加

70%

5,000円でも参加

14%

5,000円超もOK

2%

参加費（NPOへの賛助）について

無料がよい

1,000円なら参加

3,000円なら参加

5,000円でも参加

5,000円超もOK

行政機関

2% プレス

3%

民間企業

71%

生産者

7%

アカデミア／医療関連

3%

市民団体

5%

一般市民

9%

参加者のご職業について

行政機関

プレス

民間企業

生産者

アカデミア／医療関

連
市民団体

一般市民

学生

リスコミフォーラム2022①アンケート結果 1/8



① 宇野 真麻（消費者庁食品表示企画課 課長補佐）『食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて』

類系１０のPPTは大変分かりやすくこれを広めていけたらと考えている。

最後にご発言されたように、消費者が食品添加物に理解が深まれば、こういったガイドラインも必要ないのにと実感されました。ありがとうございました。

情報をいただき有難うございました。添加物に該当しないからと考えて原料を使用していた業者様の今後の動きが気になります。

ガイドラインについてのご説明よく理解できましたが、実際に自己点検を行う場合は事業者は具体例がないと苦労するのではないかと感じました。

イラスト付きの資料、良いと思います。活用させていただいても良いでしょうか？

わかりやすく講演されていて理解しやすかったがガイドラインは明確にされた方がメーカーとしてはありがたいように思います。競合他社品がグレーな表示でセールスを
伸ばしている場合や、流通各社から要請がある場合にそのケースケースで問い合わせしていくのは前近代的のように思いました。

イラスト付きの事例は分かり易かったです。

背景からご説明いただき今回のガイドラインの意味が非常によくわかりました。一方でガイドラインの表現について文字での表現の限界を感じざるを得ないと思いまし
た。

絵付きの説明は、分かりやすいです。

検討会時や、ガイドラインの時よりも、類型の説明資料がわかりやすくて良かったです。

非常に分かりやすく資料を作成いただき、丁寧なご説明、ありがとうございました。

皆さんも感想出されていたように、本日お示しいただいた資料のような図での例があると誰にとっても非常にわかりやすいと感じました。

ガイドラインの位置づけの説明内容、注意すべき10類型は、食品表示に関する高い知識がないと理解しがたく、消費者庁などの行政機関による食品関連事業者や消費者
への広報、教育がもっと必要だと思いました。食品関連事業者による消費者へのコミュニケーションは、身贔屓だと消費者に思われるので避けるべきだと思いました。

イラストを交えた類型の説明がわかりやすかった。

ガイドライン策定の背景、各類型についてパッケージ表示の絵がついた具体的な事例、事業者への期待などをわかりやすく示していただいたので、不明点が大分解消され
ました。社内のマーケッターへの説明に活用させていただきたいと思いましたが、このまま社内で共有することは、問題ないでしょうか。消費者庁のホームページに掲載し
ていただけるとよいと思いますので、よろしくお願いいたします。

お疲れ様です。

本当に勉強になりました。ガイドライン公開までの道のりは大変難儀されたと思います。今日の講義を拝聴しただけでもそう感じられました。今後は検討段階でのあれこれ
も織り交ぜて発信してくださると、より相互理解や官と民の一体感が生まれてくるのではないかと思いました。貴重なご講義、ありがとうございました。

食品表示の情報が、食品添加物への正しい知識、理解によって、消費者に正しく伝わることによって、不安感の解消につながることでしょう

基本的な内容から順にご説明くださり、資料を事前に読んでおくことで日頃から表示作成に直接関わっていない食品の関係者も理解できるご説明でした。

不使用表示については「添加物」を対象にしている点から消費者の添加物に対する不安を解消する事が出来ていないように思える。消費者教育のプログラムの検討を早
急にお願いしたい。

消費者庁としてガイドラインを示して頂いたことにはとても価値が有り、感謝申し上げます。まだまだ明確さの追求と言うよりも、議論の環境を作ってゆくことが大切だと
感じました。

より分かり易い資料だったと思います（これまでの資料に比べ、改善が顕著）。
責任範囲として止むを得ないかと思いますが、（個人的なコメントとして）断言して欲しかったです。

製造者、流通への啓蒙・指導をよろしくお願いします。

わかりやすい資料提供、ありがとうございました。
ガイドラインの内容、策定の目的についてしっかりと理解したうえで、消費者に誤認を与えないような食品表示に努めたいと思いました。
食品表示制度ができて、表示基準を明確にするためにルールが増え、厳格化されることによってさらに消費者にとってわかりにくく、事業者についても理解がしにくく
なっているように思います。
流通実態に合わせて柔軟な運用ができるような改善を望みます。

だいたい読んだ通りだった。

今後、消費者への啓発活動を強力に進めて頂きたい。

類型を消費者と一緒に考えるリスコミがあっても良いと感じた。
一定の切り替え期限の目安が２年間であり、行政情報に疎い中小・零細企業には早めの説明が必要だと感じた。先日も原料原産地の表示で記載ミスがあり、修正を要請す
ると「何年分」もパッケージを既に印刷しており、こちらで対応判断できず保健所へ相談するようお願いした。

説明資料はかなりわかりやすくなりました。今後、一般消費者や学校教育において制度をわかりやすく伝えるツールの必要性を強く感じました。

ガイドラインの作成は、食品添加物の分類か多岐にわたっているなか、また、利害関係が複雑な中、困難に感じたが、丁寧に進めてもらいたい

大変理解しやすい内容でしたが、不使用表示のガイドラインの視点として、事業者のためではなく消費者のためにとして消費者が理解してもらえるものでなければ意味が
ないと思います。消費者に対する普及啓発についてもう少し具体的な中身を伺いたく存じました。

事例がわかりやすかった

ガイドラインの類型には実例がないものがいくつがありましたが、今回イラスト付きの実例をあげていただいたことで、とても分かりやすく理解できました。

添加物不使用表示のガイドラインができたことで、消費者、メディア、企業のリテラシーの向上の一助になると思います。ありがとうございました。

無添加・不使用表示という形のない観念的な表現へのガイドライン策定のご苦労を感じました。宇野さんの”無添加は有り”の認識と添加物への優良誤認排除の表示課題
は両立する事を明確に行政官として発信されたことは立派でした

10類型のところで、イラストで視覚的に訴えることで理解が深まると感じました。イラスト・写真・グラフなど見せ方は大事ですね。

ガイドラインの位置づけがコンパクトにまとまっていて分かりやすかった。
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② 佐々 義子（くらしとバイオプラザ２１ 常務理事）『"〇〇でない表示"で広まるリスク誤認』

大変中立的な立場で公演されていることが伝わりました。

正しい情報を継続して伝えていくしかないことを、あらためて実感しました。ありがとうございました。

添加物に対する消費者の意識について参考になりました

消費者の方々の現状をおおしえいただき勉強になりました

丁寧なコミュニケーションによる相互理解の大切さがお話のすみずみのお気遣いからも伝わってきました。正しいから伝わるものではないということも大変勉強になりま
した。

統計データありがたいです。お互いの考えを尊重しつつ普及する考えに共感しました。

家庭科の先生は一律で添加物否定的だと思っていたのですが、勉強されている方もいるとのことで、失礼な見方をしていたなと思いました。また、トマトや鯛などであっ
たように、反対する方たちとは関わらない形でのB2Cという形で広めていくというのは、良い取り組み方なのだろうと思いました。

学校教育に関しては、給食や家庭科教員以外の要因もあると思います。他教科（体育か社会だったと記憶しています）の教員が授業中に、食品添加物＝悪、食品メーカー＝
悪という個人の主義・主張を語り、ある生徒が「だったらそのようなものを公然と販売していてよいのか？毎日食べているが？」と疑問に感じ、弊社お客様相談室に問い
合わせてきた例があります。食品安全委員会の資料などを元に説明したところ、その生徒は納得できたようです。

正しい情報、理解を習得しようとする市民像が求められている、というお話にとても納得しました。ただ、一方でそうでない人々を相手にしている小売業の立場としては、
わかりやすい情報発信が必要なんだと改めて考えさせられました。

リスクコミュニケーションには、心理学に基づいた周知や教育が重要だと感じました。また、現在の食品添加物への警戒感は、学校給食からの影響も少なくなく幼いうちか
らの正確な情報提供の必要性も感じました。

「無添加」「不使用」表示が、消費者が食品添加物に不安を感じているきっかけとなっていることがデータのご説明から見えました。添加物の安全性に関して、なかなか理解
が進まない中で、提供する情報量を増やすだけではだめということで、コミュニケーションをどうとっていくのかは、大変難しいことと思いました。メーカーとしては、まず
は消費者を誤認させる表示をやめていくように取り組んでいきたいと思います。

ほとんどの部分が、自分の教えている学生の様子（レポートやアンケート調査の記述）と重なり、納得しました。田中豊氏の心理モデルにたしかあった「怒り」のあたりだけ、
私には不明でしたが、私の勉強不足（田中豊氏の本等を読んでいない）によるものだと思い、今回は質問しませんでした。時間が限られていることも理解しているつもりで
したから。今回、消費者庁が食品添加物不使用表示についてガイドラインを出して、不使用表示が減って行くはずで、そうなれば、食品添加物に対する不安が減少すると確
信しています。

難しい内容を易しい表現で説明くださり、非常に分かりやすかったです。山崎製パンの例から表示にまつわる昨今の機運を感じ取ることができました。「不使用・無添加は
求めるけれど一括表示を確認しない」そういった人を全否定するのではなく、そのような考え方も認めた上でどう折り合いをつけたらよいのか？この考え方が基盤にあれ
ば、難解なことも必ず解決できそうな気がしました。貴重なご講義、ありがとうございました。

どんなに正しい情報を伝えても、相手が納得しなければ無理強いになってしまう。不安を感じる人には共感し、寄り添うことも大切なのですね。

山崎製パンさんのイーストフード、乳化剤不使用について幾度も話をされていました。おっしゃる通り食品業界に様々な影響があったと思います。山崎製パンさんの社員と
その直後に会話し、製パン他社への影響もうかがいました。他の食品カテゴリーでは賛同の声ばかりだったと思います。行政や企業のアウトプットは消費者に信用されな
い、と良く耳にいますが、山崎製パンさんの行動が講師の方のようなアカデミアの方々に大きく響いているということは、食品添加物についてもアウトプットのやり方次第
なのだと感じました。

ごく一部の声高な人の意見に引きずられる傾向があるように思う。消費者代表が本当に消費者全体の声を代表する立場を構築して頂きたい。

スタンスと講演内容が難しかったですね。被害を被った方には確率論的なサイエンスは通用しません（その方にとっては100％）。ファクトと言っても常に危険率があり、実
際、原因の分からない化学調味料アレルギー（と主張）の方と話していると例外はあると思います（「例外」と言うとまた問題を起こす世の中なので…）。

消費者に対する啓蒙をお願いします。

データを示しながら、リスクコミュニケーションの在り方につて提言をいただいたように思います。思い当たることもおおくあり、勉強になりました。

楽観すべきか、足りないと思うべきか

冒頭、モヤモヤしているとのお話でしたが、講演を聞いて共感できました。もう少しお時間を設けて、モヤモヤしている部分、対立する部分の内容をお聞きしたいと思いま
した。

ガイドライン制定の経緯から説明しないと伝わらないと感じた。
今日も社内の人間から「無添加表示ってできなくなるの？」と断片的な情報で（行政のやりすぎ的なイメージ）の発言があり、丁寧な説明が必要と痛感した。

「無添加表示を求める理由」と「リスクコミュニケーションとサイエンスコミュニケーションの関係」が非常にわかりやすく腑に落ちました。

消費者を一括りに捉えることはできませんが、不使用表示と食品添加物の両方に理解を得てもらわないと難しい気がします。

とても参考になりました

食品パッケージの不使用表示が、消費者の添加物に対する不安のきっかけとなっている場合が多いとのお話を聞き、改めてパッケージが消費者に与える影響の大きさを
感じました。

情報量が多いと必ずしも信頼に比例していくわけではないということを初めて知りました。

日頃の啓蒙活動に敬意を表します。セールスコピーとしての無添加・添加物不使用表示は発信者側（事業者）の意図であり受信者側（消費者）にとっては商品情報として最
もシンプルで解かりやすい情報です、この強い結びつきは添加物の消費者への啓蒙をもってしても緩むことは無いと考えます。
風味が良く、美味しく、保存しやすく、賞味期間が長く、お手頃の価格で買える、良い製品・商品は現代の生活にマッチした消費者が本当に求めるものです。これに添加物が
大きな役割を果たしてくれるのです、商品力を決めるのは消費者です、添加物不使用表示のマーケティングではありません。

不使用表示が不安を生み出しているという構造が印象に残りました。やはり天然志向が根源にあり、その処方箋はリスコミということで、リスコミの重要性を再認識しまし
た。

『「不使用・無添加」表示を見て不安を感じるようになった』等調査結果にショックを受けた。
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③ 小島 正美（食品安全情報ネットワーク（FSIN）共同代表）『無添加・不使用表示のこれから』

メディアの表現にはきを付けていますが、やはり惑わされていることも多いと感じました。

小島先生のご講演は、本当に興味深いです。メディアがどう受け取って発信するのかがよく理解できました。
ありがとうございました。

マスコミも新聞、週刊誌でも違うし、同じ社でも担当者によっても違う。その多様性が認められるのが良いが、やはり科学の記事は合理性、客観性を持って書いてほしいと
思いました。

報道のされ方で大衆の意見は大きく左右される実例を示していただき参考になりました。
何事も一つの情報だけで判断せず、多方面から情報を収集しないといけないことを再確認できました。今のウクライナ問題も何が真実か日本のメディアだけでは危ういで
すね

不使用・無添加不表示に食品会社が困惑するのは切り替えが大変だからであり、「無添加」を売りにしてきた企業がセールスポイントが無意味になることは仕方ないと理解
している会社が殆どだと思います。

メディアの扱いには幾分驚きを感じ、ファクトの大切さを改めて認識いたしました。多くの情報があふれる中で疑問を持つことの大切さも再認識しました。

メディア戦略は大事な事があらためて良く分かりました。批判的な意見に批判をしても受け入れられないので、憲法９条まで言ってしまうと反発されるかなと思います。

同じ新聞でも版によって見出しまで変わってくるというのは初めて知りました。行政などの信頼できる情報を手に入れるというだけでなく、広くどのように報道されてい
るのかを知るということも、大切なのだと感じました。

添加物や農薬を悪役に仕立てないと成り立たないマーケティング。これを正義・信念と捉える人、何となく売れそうと軽い気持ちで乗っかる人、様々だとは思いますが、こ
のようなマーケティング手法に疑問を感じる方が増加していくことを期待しています。

今回の消費者庁のやりたいことと、一部メディアの発信の矛盾についてよく理解できたように思います。地道にどういう商品表示がよくないのか、を提言していく必要を
感じました。ただ、いざ自分が一歩踏み出すというのは難しいものだな、と感じます。

新聞、雑誌、テレビなどのマスコミが、政府批判の姿勢でセンセーショナルに報じることで、世論がネガティブ論調になり、行政機関の意図が伝わらなくなってしまいリスク
コミュニケーションが負の連鎖になってしまう。また、野党議員の政府批判に通じる行政施策の批判発言も同様の効果を持つ。
マスコミ記者や議員への行政機関による継続的な情報提供（教育）の重要性を感じた。

ガイドラインが策定されたことが、メディアに取り上げられて、「無添加」表示を実施することは問題という流れができて、表示を見直す動きを加速できるとよいと考えて
いたのですが、あまり取り上げられず疑問に思っておりましたので、その理由について理解ができました。ガイドラインについて、「消費者をだます１０の禁止事項」と表現
されたことは、インパクトがあり、表示を作成しているマーケッターに説明する時にも有効と感じましたので、社内での説明方法も工夫してみたいと思います。

以前JAS協会での講義を拝聴し、著作も拝読していましたので本日の内容も楽しみにしていました。パネルディスカッションの後半にも話がありましたとおり、必ずしも正
攻法ではなくマスコミの生態を逆手に取って少々強めの論調でプッシュしていくと、また違った世界が開けるかもしれません。そうなると伝えるというコミュニケーション
の手法も、いかに戦略的に伝えるにはどうするか？ということも学んでいかなければならないなと感じます。貴重なご講義、ありがとうございました。

日本のマスコミは、見出しにセンセーショナルなタイトルを好むように感じます。
正しい情報を淡々と伝えても、市民に伝わらない。なので、『○○は危険』といった見出しが乱用され、市民もそれに慣れてしまう、むしろ求めているように思えます。

メディアのとらえ方、スタンスが参考になりました。メディアの方も日々食品表示を作成しているわけではありませんし、消費者も目に留まる記事を信じてしまいます。メ
ディアの方は食品添加物の理解を深める機会を得ること、消費者は情報の選択の術を身につけることが重要であると感じました。

ジャーナリストの良識を期待するのは無理でしょうか。売れるための記事が優先するという事でしょうか。

言われたいことは良く分かりました。これからの世の中、どのような伝え方があるのか、まずはファクトチェックですが、意図的な切り取りでニュアンスを変えることは簡単
であり、フェイクが横行する（マーケティングの一つの手段？）中、日々悩む（間もなく）前期高齢者です。

新聞記者の心理を知ることが出来たが、マスメディア対応は非常に悩ましい。

マスメディアの影響は大きいと思う

実例をあげてご講演いただき、よくわかりました。

いちいち納得でした。
社内文書であってもバイアスのかかった説明になり、偏った情報提供のものがある。
修正するようにはしているが、組合員（利用者）発信はなかなか修正が難しい
（修正する前に発信されてしまう）

無添加表示に関する各紙の取り上げ方の違いの切り口が非常に興味深かったです。

小島さんのご公演で報道側の興味次第で左右されることが否めない実情、行政側は適正な情報提供を興味を持ってもらうための投げかけを視野に入れることも考えて
もらいたいと思います。

メディアの視点がよく理解できた

不使用表示を求める消費者ニーズは、添加物に対する誤解の上に成り立っていることが分かり、消費者教育をいかに進めていくかが課題であると感じました。

いつも興味深いお話をありがとうございます。東京新聞以外の新聞社は、山崎先生が言われたように、「逆に添加物不使用表示ガイドラインを掲載することが恥ずかしいこ
となので掲載しなかった」であれば良いなと思います。

メディア関係者の添加物への不勉強・無関心の実態がわかりました、消費者への啓蒙や学校教育での啓蒙に加えてもっと大事なのはメディア発信者への啓蒙かもしれませ
ん。

思うように記事にしてもらえない、という点で行政が情報を出す際の戦略について考えさせられました。

ネガティブ情報を流さないとマーケティングが成り立たない商売があるとは知らなかった。

非常によく理解できた

42%

まあまあ理解できた

48%

理解度は普通

10%

ご講演内容の理解度について ③ 小島 正美

非常によく理解できた

まあまあ理解できた

理解度は普通

少し難しかった

かなり難解だった
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④ パネル・ディスカッション（進行：SFSS山崎）『食品添加物の不使用表示について』

質問コーナーでより深く理解できたことが多かったと思います。

消費者の正しい理解の推進はやはり重要なことになると思います。宇野様のお考えもお聴きできて良かったです。

質問について演者の方々が分かりやすく説明して頂き、よく理解ができました。

匿名での質問　取り上げていただきありがとうございました。

大変多くの学びをありがとうございました。

移動中で受け答えが上手く出来ずに失礼しました。

色々な発信をしても、興味を持って取り上げてもらうということが大切なのだとわかりました。また、無添加表示のガイドラインは消費者のためのものなので、我々消費者
がこれを元に盛り上げていかないと、ガイドラインの存在自体が企業だけが知っている法令の一種になってしまいそうだなと思いました。「あなたは無添加表示に騙され
ている！」と思ったら、自分自身への危害を払拭するためにどうしたら良いのか皆が考えるのかな？とか漠然と思いました。

パネラー自身が自身の影響力の小ささを感じていることに歯がゆさを感じたが、「蟻の一穴」ということわざもあるので、地道に情報発信を継続してほしい。

質問に対する回答に加えて、質問から発展してそれぞれ異なる立場の講演者、質問者の方の様々なご意見が聞け、大変勉強になりました。

ガイドラインの実効性を高めるための普及・啓発や、学校教育など、いろいろな面についてディスカッションされ、大変勉強になりました。消費者庁に問題となる表示をもっ
と具体的に示していただきたいと思っていましたが、なかなか難しそうですので、消費者団体が問題となる表示の事例を取り上げて、それを発信していくことを実施して
いただけるとよいと感じました。

小島様のお話は何度か拝聴し、著書も拝読していますから、ある程度、メディアの癖等を理解はしているつもりです。それでも、最近の話題について、メディアでどう報道し
たかよく調べてお話しくださり、ありがたく存じます。

山崎先生が要所でうまくまとめてくださって、頭の中が整理されました。ありがとうございました。
私は食品事業者ではないのですが、継続的に最新の正確な情報の入手に努め、周りに誤った認識の人がいたらそれを地道にひとつひとつ訂正し、自分ができることをし
ていきたいと思います。

多くの方が疑問に感じていることをご参加の何名かの方が質問してくださいました。それらについて山崎さんが話を深掘りしたり、展開したりしてくださり、より理解が深
まりました。

食品の一括表示の文字の大きさに比べると、無添加表示は一括表示外で大きく書けるし、宣伝広告の表現自由に守られていることがあるのでないでしょうか。

少し時間が長いように感じました。

根気よく、種々の場で、個別事例を話し合い、シンパを少しずつ増やすしかないですかねえ。

回答に困るような質問もあったかと思いますが、宇野課長補佐が積極的にご回答いただけて良かったと思いました。行政への期待の大きさが、質問の多さに表れた結果
だと思いました。

食品添加物の不使用表示は、消費者のためになされたハズがなぜか企業側への援護のような状況になってしまっているような気がします。

活発な意見交換、良かったです。国民のための行政なので、縦割りはもう少し解消してほしいと思いますが、消費者庁、厚労省、農水省はここ最近、連携した取り組みが多
いので今後に期待したいです。

パネル・ディスカッションの時間が多くて良かったです。行政・啓発団体・メディア関係者の講演と討論は良い組み合わせでした。

質問されている方々もレベルが高く、中身の濃いディスカッションでした。講演を補い理解を深めるいい内容でした。

学校給食に起因する食品添加物不使用賛美を変えるための省庁間の話し合いがスムーズに行われていないことは残念だ。

非常によく理解できた

45%

まあまあ理解できた

48%

理解度は普通

7%

理解度について ④パネル・ディスカッション

非常によく理解できた

まあまあ理解できた

理解度は普通

少し難しかった

かなり難解だった
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⑤ 今回のフォーラムについて、率直に思われたことを何でもお教えください
多角的に考えなければならない問題の提起になったと感じます。

講義内容とてもためになりました。質疑応答は色々情報が散乱していてわからない部分もありましたので後日にでも質疑応答のまとめなども発信いただけると助かるな
と思います

最終的には、消費者リテラシー向上が大切なんですよね。そのためにも、引き続き正しい情報発信をみんなで実施していくしかないですね。

いろいろなお話をお聴きできて、同感であったり、勉強になりました。

問題が整理されていたので、わかりやすかったです。立場の違う消費者団体とのディスカッションも聞いてみたいと思いました（溝が埋まることはないと思いますし、実現
するのも難しいとは思いますが、現在のパラレルワールド化を見直すきっかけにはなるかも。。）。ガイドラインをマスコミが取り上げなかったのは、ウクライナなど動きがあ
るニュースが相次ぐ中でニュースバリューを感じるメディアがなかったからと、ガイドラインとの「わかりにくさ」にあると思います。

食品添加物の必要性について消費者の正しい理解を醸成していくことがまず求められることだと思います。

小島先生のご講演の中でメディアにより考え方・伝えたい意欲が異なる事例が示され、このようなフォーラムも講演者の選択には主催者の考え方が反映され、フォーラム
全体の論調も左右されるのだろうと感じた。自分自身は今回のフォーラムの内容に共感する部分が多いが、広く情報を収集していきたいと思った。

今回のテーマは消費者の食に対しての関心のなさが生み出したものと思います。
生死に関わる問題ではないのでこうなるでしょう。

添加物フリーに限らず「当たり前のこと」をいかにも「それは素晴らしい！」と誤認させるようなものも散見されるのも困ったものだと改めて思いました。

継続して仲間を作っていく事が大事ですね。

消費者の教育という点で、実は色々なところが資料が出ているようだが知らなかったりするので、まずは自分がたどり着けるようになりたいなと思いました。

資料や説明が分かりやすく、自分の考えを整理する上で非常に有用なフォーラムでした。

改めて食品添加物の正しい理解、は奥が深いと感じます。今日も出ていた教育の問題、親の影響、そもそも添加物とは、という話を繰り返すしかないのかなと感じます。添
加物は悪、危険と報じることで、言うことで利益を得る人がいる以上続く話だとは思いますが、今日話が出ていた通り科学をきちんと理解しないことの恥ずかしさ、に多く
のひとが気がつく世の中にしていかなければいけないと考えさせられます。

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、ことを複雑化したと感じる。同じ複雑化なら、公正競争規約で関係団体ごとに個別事項を公正取引委員会に諮ればよ
いのでは無いかと思った。

消費者の食品添加物への理解が十分でない状況での、背景も含めたガイドラインの浸透の難しさを改めて感じました。ネット情報や新聞・TV等の報道は鵜呑み（自分で根
拠や事実を調べない）にされやすいため、いかに正しく報道してもらうかが大切であり、またそもそも記事にしてもらうためのアプローチも大切であることを認識しまし
た。

食品添加物について正しい情報が広まって、「添加物は体に悪いもの」という誤解の上で成り立っている「無添加」「不使用」表示を実施することが恥ずかしいこと、と思わ
れるようになっていくとよいと思いました。そのためには、行政だけでなく、市民団体、企業の連携やそれぞれの取組みが大事であることを実感しました。

講演だけではなく、質疑応答に十分時間をとって頂き、自分の気づかないことも話され、深く・広く理解でき、助かりました。

議論に臨場感がありとても楽しかったです。

正しいことを伝えることの難しさをあらためて感じました。

食品添加物が危険という認識も、SNSや市民活動などの草の根運動で、少しずつ理解されていくように感じます。正しい情報を押し付けるのではなく、何が不安なのか、
何がわからないのか、相手の立場に寄り添って考える大切さを感じました。

「消費者のため」という同じゴールに向かって、みんなで取り組んでいくことが大事と感じました。まだ誤解による不安をお持ちの方もいらっしゃるので、寄り添いながら、
正しい情報を丁寧に伝えていくことが大事と思いました。

食品添加物の情報を正しく広めるにはまだまだ出来ること、やるべきことがたくさんある、と感じました。

今回のような勉強会には、食品業者からの意見をもっと取り入れられたら良かったのではと思います。

議論することが多く考える必要性もありますが、全体で４時間半は少し長く感じました。

個人的には不使用表示は騙されていると言っても過言ではない状況にあると思いますが、選択の自由もそれなりに分かります。では、どのようにコミュニケーションする
のかという答えは持ち合わせていません（残念ながら）。

立場の違う人の意見を聞くことが出来、非常に興味深かった。

マスコミ、消費者の「リテラシーの醸成」は不可欠だと、あらためて感じました。

中小の一部は本気で添加物が危ないと信仰し、大手は不使用が宣伝になるというのを利用している。なかなか無くなりそうにない。

ガイドラインに反対なメディアが一定数ある事に意外でした。

内容が濃く、あっという間に時間が過ぎました。次回も参加したいと思います。
ありがとうございました。

懇親会でも述べたが「人間力」「経験値」の必要性を痛感。情報提供の在り方、参加者と感情共有の在り方、冷静な判断・・・。

山崎さんが「今回の無添加表示のメディアの取り上げられ方がこの程度で済んだのは、関係者のファクトチェックが進んできた成果」とおっしゃられていたことが印象に残
りました。

日常生活では添加物は安全という話を聞くことはなく、無添加はあらゆる場面で強調されているので、安心感はなかなか醸成されないと感じた。→コミュニケーションの
一方通行

理解を促すリスコミの難しさを感じます。

少し視点を変えて話を聞けたのがよかった

自分も学生時代に「添加物はよくないもの」という教育を受けたので、学校教育で正しい知識を教育することが必要と思います。特に教職や栄養士の学校での教育が有効
なのではと感じました。

農水省はたしか、オーガニック推しだったと思いますが、オーガニックを推すということは農薬を否定（農薬を使用することはヒトにも環境にもよくない）していることにつ
ながると思いますが、どうなのでしょうか。
東京新聞のように誤った添加物の情報を流しても、メディアは今回のガイドラインや景表法の対象外です。メディアも取り締まっていただきたいものです。

「食品添加物の不使用表示」の議論の難しさを感じました。
食品添加物の不使用表示ガイドラインに対する報道や政党・一部生協の反対意見を小島さんの講演で知り、消費者庁の食品添加物表示についての討論会を当初から傍聴
参加してきましたが、すべての委員が食品添加物の不使用表示について「異口異音」で優良誤認となるので反対していたのが何だったのかと思っています。

SFSS山﨑様が言われていましたが、情報を発信する際に、科学的な思考判断ができていないことは恥ずかしい、という風潮がもっと強くなるといいなと思いました。（メ
ディアだけでなく、SNSなどでも）

司会がパネラーと同じ立ち位置で話し過ぎだと思う。

⑥ 今後、食の安全・安心・リスクに係る分野で、どのようなテーマのフォーラムを希望されますか？
亜鉛などの否定表示について

アレルゲンに関する内容について知りたいです

食糧確保という問題も興味があります。また、２年後に本日と同じテーマで実施していただけると面白いかもと思いました。

リスク認知、科学情報をどう読むかといった啓発講座もあるといいと思います。

機能性表示食品の存在意義って何なの！？

遺伝子組み換え関連は興味があるので取り上げていただきたいです。

ゲノム編集のテーマにもぜひ参加させていただきたいと思います。

代替肉ブームと言って良いと思いますが、添加物が多く含まれて危険だと言う意見を聞きます。掘り下げてみたい分野です。

学校給食法に関連する法令の文部科学省担当官による、解説と食品衛生法・食品表示法との関係の解説。

食物アレルギーに関する情報提供の方法について。

時事的な問題や、過去にとりあげたテーマの追いかけ調査的なこと
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食の安全・安心・リスクに係らない、というご意見は多数と思いますが、国内外のアニマルウェルフェアの団体からの要求が高まっていますので、アニマルウェルフェアを取
り上げて頂きたいです。農水省からはガイドラインが出され、業界関係者による意見交換会も開催していますが、アニマルウェルフェア団体はガイドラインの内容では満足
していません。食品製造事業者だけで解決できることではありませんが、団体は特に獣肉を調達するメーカー、外食、流通に要求してきます。日本でも大手流通が対応商
品を出されており、国内でも具体的な動きが始まっている印象です。消費者の価格上昇の許容がなければ実現は難しいですが、アニマルウェルフェアはメディアによる情
報に大きく左右されるテーマだと感じています。

健康食品やサプリメントに医薬品に近い成分が使用されていることがあります。いわゆる健康食品に関連してリスク評価の面から食薬区分に関することをテーマとして考
えていただければと思います。

今回も少し触れていましたが、強調表示食品について議論を深めることも図りたいと感じました

今回の無添加のガイドラインで、1年後どのような変化が有ったかの検証をしてほしい。

・そもそも食とは（人類の歴史や未来像）
・ファクト（サイエンス）の強みと弱み

農薬、食物アレルギーの最近の話題を、希望します。

ゲノム編集技術食品

疑似科学、ファクトチェックに関することに興味があります。

トランス脂肪酸、アクリルアミド

アニマルウエルフェアと畜産農業の今後の在り方

五十君先生の食の安全・安心の最大のリスクは世界の食糧不足とのことでしたが、昨今のウクライナ侵攻・気候変動・カーボンニュートラルに関連した食糧安保の視点から
のテーマを希望します、GMO.食品添加物は食糧確保に貢献します。

自然毒、食肉・ジビエの安全

文部科学省の学校給食関連法令の担当官に解説をしてほしい。

⑦ 食品添加物の不使用表示について、どうあるべきでしょうか？ご意見をお書きください
食品メーカーの倫理観と知識技術の向上が必要と考えます。
食品添加物は食の発展を支えるうえで欠かせないものなので、消費者に誤った知識が広まらないためにも不使用表示はする必要がないと感じます
個人的には、不使用表示はすべてやめてほしいくらいの気持ちですが、商品特徴として不使用表示はありうるので、その運用で妙な誤解を与えない表示だけが残るといい
のですが。

誤解なく事実を伝えられるような表示が好ましいのですが。
不適切な表示については、こまめに消費者庁のwebsiteなどで公表して実例を積み上げて頂きたいと思います。
議論の中でも挙がっていたが、消費者の添加物への理解を上げないかぎり、不使用表示が好まれる状況は変わらない。行政の普及活動や教育に期待したい。一方「無添加
表示」が食品添加物への不信感のきっかけになっているというデータもあり、ガイドラインによって「無添加表示」をなくすことで添加物への不信感低減につながる。良い
方向への一歩だと感じた。

景表法みたいにトータルで判断するということですが、明らかにOK 、NGな事例と、グレーな事例を示してほしいと思います。
10の類型とその事例を示したことは良いことだったと思うが、「自分たちの表示はこの類型に該当するか否か？」という議論になっている印象があります。ガイドラインの
背景は「根拠ない無添加表示はリスク誤認の誘導であり、そもそも法律違反」という点であり、法律を解釈するための一つのツールとして今回のガイドラインがある、とい
う位置づけを関係者全員が共有する必要があるのでは、と思いました。

不使用表示は廃止にすべき。
しかしながら国際的な協調も必要なのでなくならないのであろう
世界で最もうまく運用されている国の表示制度を適応するのが良いと思われる。
今後の食品の国際化にも役立つ

基本的にガイドラインに賛成です。意図　目的を正しく伝える啓蒙活動が必要だと思いました。企業で食育出前授業を行っていますが、そのような場で使える資料（出典：
消費者庁）があるとありがたいです。

極端な意見かもしれませんが、原材料表示と分け無くても良いかもしれません。
このガイドラインをもとに、消費者の添加物の表示への意識が変わる（今されている表示を受け入れるだけでなくて意見交換がされる）ような風潮が生まれたらいいのか
なと思いましたが、どうしたらそうなるのかまでは考えが至りませんでした。

今回のガイドラインを機に、安全性や保存性に関わる重要な表示と、誤解や不安を逆手に取ったマーケティングのための表示が整理され、後者の表示が淘汰されることを
期待しています。

表示以前に添加物に対して国民の正しい理解、意識改革に注力すべき。国とメディアと民間企業と「みんな」で正しい理解をする必要があるので、国に引っ張っていって欲
しいが発端は国だとしてもメディア、民間企業を巻き込む動きに注力して欲しい。とても極端で実現性は低いが、消費者庁とセブンイレブンがTVCMをうつ。内容は、昔は
「保存料・合成着色料不使用」売りにしてたけど（決して危険だから不使用と言っていたわけではなく、お客様が嫌って言うからアピールしてただけだけど）最近はそんなこ
と言ってません。だって添加物は国が安全性を認めたものだから。最近も不使用表現は誤解招くからだめよ、って話でガイドラインまででましたよ、的なもの。

食品店カツの表示は、物質名用途名併記で行い、使用していないものは表示しないこととして、不使用の表示は絶対にしない。
不使用表示は無くなるとよいと思っています。消費者が不使用表示を求めたり、流通が表示を評価している、という実態は、誤認の上に成り立っていると思いますので、
表示をしている企業がそれを認識して、表示をやめること、添加物の安全性に関する正しい情報が広まることとが必要と思います。一括表示欄のどこを見れば使用されて
いる食品添加物がわかるのか、ということも伝えていく必要があると感じます。

不使用表示をなくして行くべき。それにより、消費者の誤解がぐっと減ると考える。
これからの課題は、事業者規模の大小に関わらずに実施される実効性です。事業者に委ねる政治判断の関与による曖昧さが懸念されます。
今日の話にも出てきましたとおり、農水、厚労、文科、消費者庁が、良い意味で誰がどこまでやるかを決めて連携できたらよいと感じます。家庭科教員の実態のお話も出ま
したが、個々のスポット的な「だからできない」ということではなく、俯瞰的なシステム思考で捉えていければもう少しうまく進むような気がします。少なくともこれ以上「添
加物＝悪」の刷り込みを受ける子供たちが輩出されないことを願います。

小学校の学校給食で食品添加物不使用あるいは農薬不使用の食材の使用を指示するような指導が行われているように聞くことがありますが、実態はどうなっているので
しょう？そのあたりから正していくことが必要のようにも感じます。

今回のガイドラインで人工・合成・化学の文言が使えなくなるため、大部分の不使用表示は自ずと無くなっていくと予想しています。あとは消費者のために事業者自らが考
えるもので、他所のことをどうこう言う話ではないと思っています。

言った者勝ちにならぬよう、ガイドラインから食品表示基準への格上げや景表法による厳しい取り締まりが望ましいと考えます。
食品メーカーの方々、特にマーケティング担当の方に十分理解して頂く必要があると思います。
大変難しい問題であると改めて感じました。無添加＝不使用表示＝安全性と言う認識は無くすべきだと感じます。しかし、無添加を好むお客様の要求は認める必要も有る
と感じます。

まずは今回のガイドラインで問題がある商品の改善指導を、行政でしっかり行ってほしい。冷凍食品での保存料未使用とか、問題となる事例を出切りだけ多く提示して欲
しい。食品表示以外のHPやポップなどに関しても、規制の対象にしてほしい。

表示は「全て禁止」と受け取られる場合が多いので、類型の説明であると示すほうがよい。
虚偽は別として、マーケティングの一環なので、決められた場所やフォント(色)以外は、軽く流す文化の醸成（若い世代は既に？）、いちゃもん（不合理）を自由に言える風土
の推進（深刻にならない⇒自由に意見の言える）？

ルールを無視した業者が有利にならないような仕組みにしてほしい。
消費者にとって分かりやすくあることが、まずは大切と思います。その上で、メディア側の科学知識醸成です（これは添加物に限りませんが）。
メーカーとしては、不必要な技術開発をさせられるのは迷惑。
企業は、今回のガイドラインを遵守すべき。行政はガイドラインから逸脱している商品に厳しく対応すべき。
アンチの方も、ある意味専門家と思います。今回の不使用表示については、中立や何となく無添加が良いと考えている層に対して、どのように働きかけていくのか、そし
て、正しく理解してもらうように促していくことと考えています。消費者のリテラシー向上、科学に対する正しい理解が深まることで、健全な社会に繋がっていくと考えてお
ります。

そもそも食品添加物の意味から説明が必要。
景品表示法の観点からも誤解（を期待した）を生む表現は慎むべきであり、事業が立ち行かなる危険性もある。企業の理念から改めて考えなおす必要もある。

一定の基準を設けて規制を設けることは賛成ですが、「誤認」と結びつけることはあまり賛同できません。
無添加を表示してもいいガイドラインがあっても良いと思いました。
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消費者庁はよくぞ食品添加物不使用表示についてやってくれましたと思っているのですが、それが消費者にとって食品添加物を理解してもらえるチャンスにならず食品
添加物の偏見に繋がるような表示制度にしてほしくありません。本来の理解度を深めてもらえるよう関係省庁と横の連携を広めていただくことを消費者庁へ切に要望し
たく存じます。

食品表示はできるだけシンプルであるべきで、コミュニケーションと切り離す必要を感じます
不使用表示によって、添加物＝悪いものという印象を与えているのは間違いないと思いますので、ガイドラインに沿った表示が行われていくことを望みます。一方、消費
者の添加物に対する知識不足は、企業側からも発信が必要と考えますので、積極的に情報提供していきたいです。

私も、以前は「添加物不使用」を望まれる消費者がいるのなら、事実であれば「添加物不使用」表示をしてもよいと考えていましたが、それが消費者に誤った添加物の情報
や悪いイメージにつながっているので、企業が不使用表示をやめるのは当然だと思います。あくまで私個人の意見ですが（当社製品にも表示しているので）、類型7で「保
存料不使用で、開封後を表示すれば表示できる」とありますが、これも止めてほしかったです。なぜわざわざ保存料を使用しないのか、保存料の悪いイメージは残ったまま
です。保存料を使用することで賞味期限は伸びますので、食品ロスに寄与することができます。サステナブル、エシカルが重要視されるこれからは、添加物の有用性を訴え
ることができるいいチャンスだと考えます。

食品添加物の消費者の選択の自由はあるにしても、食品添加物の不使用表示は排除すべきです。ガイドラインに抵触する不使用表示の2年間の猶予期間の動向を注視し
て、あせらずに今後の運動を検討すると良いです

不使用表示が誤認を生むのであれば、健康食品の優良誤認のように取り締まられるべきではと思います。
「不使用表示の禁止」は、憲法の第２１条の表現の自由に触れるのでしょうか。不使用に付いて多弁になればなるほど信用が落ちる気がするし、佐々さんの話に合ったよう
に表示することで不安になる人もいるので、「不使用表示の禁止」してほしい。

⑧ 今回のオンライン・フォーラムについて、ご要望や改善すべき点がありましたら、ご意見をお書きください
地方に住んでいるので、オンライン開催だと、参加が可能ですので非常に助かります。これからもよろしくお願いします。
活発な議論、大変勉強になりました。ありがとうございました。
スムースに運用されておりストレスなく聴講できました。
ブレイクアウトの時間で参加者の参画（交流）時間を設けるのはいかがでしょうか。
楽しく参加できました。
+
パネルディスカッションの際、マイクとの距離のせい？か小島さんのお声がやや聞き取りづらかったです。改善可能であればご検討いただけますと幸いです。
特にありません。雑音が入るとすぐに改善していただけたので、ありがたかったです。ありがとうございました。
私の話が少々長かったかもしれませんが、そもそも、私の職業に関する誤解の元に、私を指名したのが問題と思いました。パネルディスカッションの運営は難しいとは存じ
ますが、主催者側（今回は山崎様？）の流れにピッタリ沿う話だけにすると、つまらなくなることもお含みいただければと思います。広がり過ぎてもいけないですが、あまり
限定すると、新たな問題の所在が見えてこないこともあり、ディスカッションの意味がなくなることもあり得ます。

特にありません。直前まで何度も案内メールをお送りくださりありがとうございました。
講座の時間内のQ＆Aとパネルディスカッションとのバランスをとって講座内のQ＆Aの時間をもう少し増やした方が良いのでは。パネルディスカッションには講座担当者
だけではなく関連の人を入れても良いのではないでしょうか。

オンラインでも十分価値が有ると感じます
いつもながら事務局をありがとうございました。
ちょっと法人の主旨やMCの役割が変わって来ているような…（悪いという意味ではありません、為念）。

オンラインだと参加しやすい。
今回、いつもより音声が聞き取りづらいと感じることがありました。マスクをしたりで難しいとは思いますが、事前のテストが大切と思います。
昨年9月1日、第２回 「食と健康の未来フォーラム」に参加しました。そこで、オンライン参加者向けにアンケートを行い、その結果を見てディスカッションを行っておりまし
た。非常に臨場感があり、すごいなと感心いたしました。機器、人材の問題がありハードルは高いと思いますが、このような全員参加型のアンケートを行うのもオンライン参
加の魅力と考えます。

今回が初めての参加でしたが、どの演題も非常にためになる有意義なお話しでした。ありがとうございました。
フォーラム終了後に少人数による懇談形式の討論が出来ると良いです、参加者全員の中での質問や意見発信は専門家でないので難しくもあり恥ずかしくもあります
アーカイブ視聴ができありがたいです。内容が充実しており見るのが大変ですが、引き続き頑張ってみていきたいと思います。
３時間以内が望ましい。

⑨ SFSS事務局へのご要望
ありがとうございました。
準備含め大変でしょうが、これからもよろしくお願いします。

ありがとうございました！パネルディスカッションも含め、リスクコミュニケーションのあり方について知見が広がりました。
お疲れ様でした。感染症の状況次第とは思いますが、どこかのタイミングで1度は人数を絞って（極端には20名くらいとか）ハイブリット開催もできたらいいですね。会場
の扉を開けて大型扇風機稼働とかで外気を常時取入れができればですが。

いつもありがとうございます。
小島様がお話しくださったように、何かアクションを起こさないとメディアが取り上げないので、4月6日の会のようなのは、頑張れるなら行う方が良いのだと改めて思い
ました。

時間があっというまでした。ありがとうございました。
オンラインは参加しやすい（御往復の時間が節約できる）ので、コロナが終息してもオンラインの参加が出来ることを期待します。
今月もありがとうございました。次回（６月）も楽しみにしています。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
いつも意見交換が楽しみです。ファシリテーターの山崎先生、ありがとうございます。
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