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令和４年度みやぎ食の安全安心消費者モニター研修会 

  参加者アンケート集計結果 
 

○対象者数：４２名  ○回答者数：４２名 （回収率 １００％） 

 

※ご記入いただいた内容を抜粋しています。 

 

１ 今回の研修会に参加してみてのご感想をお聞かせください。 

（あてはまる数字を１つ選び，選んだ理由をお書きください。） 
 

（１）満足度はどのくらいですか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「１ 大変満足」を選んだ理由 

・具体例が多くあって良かった。 

・大変多くの新しい知識が得られた。 

・とても詳しく説明して頂いたので分かりやすかった。 

・分かりやすくためになりました。 

 

○「２ まあまあ満足」を選んだ理由 

・気になっていたことが，大部解決した。 

・農薬の話が聞けて良かった。 

・スーパー等で食品が遠い国から輸入され（特に魚介類），身近な食品として食卓にいつも並べられて 

いると思った。 

 

（２）食肉の安全安心に関する知識は深まりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

１ 大変満足 15 35.7% 

２ まあまあ満足 24 57.1% 

３ どちらとも言えない 3 7.1% 

４ 少し不満 0 0% 

５ 不満 0 0% 

合 計 42 100% 

選択肢 回答数 割合 

１ とても深まった 17 40.5% 

２ まあまあ深まった 22 52.4% 

３ どちらとも言えない 2 4.8% 

４ あまり深まらなかった 1 2.4% 

５ 深まらなかった 0 0% 

合 計 42 100% 



 

63.4%

2.4%

34.1%

不安が減った（安心した）

不安が増えた（安心でなく

なった）

変化はない

○「１ とても深まった」を選んだ理由 

・コロナ禍で世界の物流が上がったりしたことがありましたが，以前の様に食したいと思いました。 

・データを示されたので納得。今まで安全だと言われてきたが，一般論の知識だった。 

・これまで誤解していたことが解消された。特に中国農産物の安全性。 

・日常生活の参考にしたい。 

・輸入品というだけで，避けていました。見直すようにします。 

・安全性が高まった理由がわかった。 

・モニタリング検査が行われ，その内容が理解できたため。 

・検査の体制等について，よくわかり安全と安心を得ました。 

 

○「２ まあまあ深まった」を選んだ理由 

・知らなかった内容が分かった。 

・今まではあまり意識していなかったが，改めてお話を聞いていろいろな検査をして基準を通ったものだ

けが手に入ると思った。 

・先生のお話はわかりました。 

・内容が濃く知識が深まった。 

 

○「４ あまり深まらなった」を選んだ理由 

・目に見える安全が信用できる。国外だと目に見えないので心配。 

 

（３）食の安全安心に対する意識の変化はありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○「１ 不安が減った（安心した）」を選んだ理由 

・農薬の使用，食品添加物の安全性が知りたかったので，理解できました。 

・自分が気を付けることも大事，意識を持つことが大事。 

・様々なデータを提示されたので納得。(検査，輸出入国での対応を含めて) 

・裏付けされたものを自分は知識として活用しているが，食情報も時に“うわさ話”につられてしまう 

ことがある弱さを持っていることを改めて自覚した。 

・科学的知識を得たので。 

・農薬や食品添加物の安全性基準値が設けられていて検査されている。偏らないでバランスよく食 

べる。 

・検査や量について分かり，色々なものをバランス良く選んで食べれば安心と思いました。 

・安全率を相当に踏まえた基準値が決められているようだったので。 

選択肢 回答数 割合 

１ 不安が減った 

（安心した） 
26 63.4% 

２ 不安が増えた 

（安心でなくなった） 
1 2.4% 

３ 変化はない 14 34.1% 

合 計 41 100% 
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○「３ 変化はない」を選んだ理由 

・分かりやすかったが，意識的には変化はない。 

 

２ 研修会の時間の長さは適当でしたか。      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○「１ 適当だった」を選んだ理由 

・途中の休憩があったので注意力 Upできた。 

 

○「２ 全体的に長かった」を選んだ理由 

・専門的な内容が多く，長く感じた。 

 

３ 研修会の開催時期は適当でしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「１ 適当だった」を選んだ理由 

・あまり寒くない時期なので良かった。 

 

４ 研修会を開催する場所は適当でしたか？当てはまる番号に○をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

１ 適当だった 38 92.7% 

２ 全体的に長かった 3 7.3% 

３ 全体的に短かった 0 0% 

４ 講義をもっと長くして

ほしい 
0 0% 

５ 質疑応答をもっと長く

してほしい 
0 0% 

６ その他 0 0% 

合 計 41 100% 

選択肢 回答数 割合 

１ 適当だった 40 95.2% 

２ 適当ではなかった 0 0% 

３ その他 2 4.8% 

合 計 42 100% 

選択肢 回答数 割合 

１ 適当だった 42 100% 

２ 適当ではなかった 0 0% 

合 計 42 100% 
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５ また参加したいと思いますか？当てはまる番号に○をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

６ 次回以降のモニター研修会で扱ってほしいテーマはございますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他，ご意見・ご感想等がございましたら，ご記入をお願いします。 

・久しぶりに参加でき，とてもためになりました。 

・どうしても心配事はつきないが，自分でも情報を集めていく事，興味を持つ事は必要。消費者としても日

常的に口にするもの，人体に関わることなので，意識を持っていく事が大事だということをより一層感じま

した。人はそれぞれ感じ，思うこと，心配する事が違うことを質問の中で感じました。知らない事に興味を

持って聞けることは大事だと感じた時間でした。ありがとうございました。 

・この様に内容は会員だけでなく，広く県民に県政だよりか何かの広報誌を起用して PR，公報すると非常

に県民の食の安全安心の意識の向上に高く貢献出来るので情報提供願います。本日はありがとうござい

ました。心から感謝申し上げます。お役目ご苦労様です。 

・種などを操作して作物に虫がつかない様にしていると聞きました。怖いので，そのような題材で研修会を

開いていただければと思います。環境面での安全性，森田先生の話にも出てきましたが，“はちみつ”のお

話ですね。それも心配です。 

・日頃より，食の安全安心の取り組みをしていただきありがとうございます。輸入食品に対しての安全性の

選択肢 回答数 割合 

１ ぜひ参加したい 22 52.4% 

２ 都合がつけば参加したい 14 33.3% 

３ テーマによっては参加したい 6 14.3% 

４ あまり参加したくない 

（できない） 
0 0% 

５ 参加したくない（できない） 0 0% 

６ その他 0 0% 

合 計 42 100% 
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HACCP制度ついて

食品表示制度

食品中の放射性物質

輸入食品の安全性

いわゆる健康食品について

食品添加物について

遺伝子組換え食品について

残留農薬について

食品中の化学物質

自然毒

食中毒の予防と対策

食の安全と安心の考え方

（人） 



 

不安は様々な対策を増やすことで管理されていることが知れてよかった。特に輸出国対策として，現地で

の食品安全の専門家が派遣され指導が行われているなど，初めて知ったことなどがたくさんあった。漠然

と不安に思うより，この様な研修会で学ばせていただき正しい知識を持つことは大切だと思うので，これか

らも研修会を開催して欲しい。 

・ありがとうございました。 

・食品の裏表示を見るということで，①安心を得る，②疑問を持つ，③関心を持つ，④提案をするなどなど

沢山のことを自分たち自身も責任をもつこと共有することの大切さを知ったように思います。無関心でいな

いことをおしえているのだと思った。表にはいい感じのことが書いてあることが多い…。前回にも学んで，

目を通して“やっぱり”ネと思ったりすることも。 

・とても良いテーマのもとで研修会に参加し学ばせて頂きました事に心より感謝申し上げます。今後も賢い

消費者として学びたいと思います。本日はありがとうございました。 

・開催される研修会は，できる限り参加するように心掛けているが，詳細な内容について理解度が薄い。

今後もできるだけ参加し，理解を深めていきたい。 

・研修会への希望テーマとして，食品包装材の安全性。※食品添加物：範囲が広いので使用目的別に詳

細，具体例を示すなど何回かに分けて研修会があるといい。Up to dateなフードファディズムについての情

報研修会もあってもいいのではないか。(定番知識ではないので，年々内容更新が必要なので企画しにく

いかもしれないが。)  

・やはり，ずっと輸入食品に対して不安感ばかりあった。でも今回の先生の説明を聞いているとどうして違

反になっているのか，検査の仕方等分かりやすく伝えられて随分私の中では理解が出来た。今までの先

生方は，ただ輸入食品は安全なので心配しないでください…で終わりだった。なぜモニタリング検査は抜

き打ち検査なのか，ずっと私には理解できなかった。コストが掛かるから…。日本に輸入する際には日本

向けに日本の基準に対応して他国は輸出している。すごく勉強になった。なぜ防カビ剤が使われているの

か？船便で輸入されているため処理をしなければ腐る。これが消費者には分からない点だったところだと

思う。 

・次回テーマについて，昆虫食の安全性将来性を希望。 

・理解しやすい内容でした。どうもありがとうございました。 

・全体的な基準等はわかりましたが，我が宮城県は農産物や魚介類の収穫が他県(中央県)より多いと思

いますので，宮城県のスーパー等で売っている品物の安全性のデータも知りたいと存じました。💮有難う

ございました。 

・国内産と輸入食品をバランス良く食べるようにしたい(経済的にも)。 

・平和で何不自由なく暮らしている時代に戦争が起きている事自体不思議な気がします。輸入食品に頼っ

ている今日の日本人は値上がりに気付く良い機会だと思います。コロナ禍で家での時間が多くなり，貸し

農園の倍率が高くなる程の事。食の安全安心を大事に考える食物を口にしたい！！農家である私には嬉

しい出来事である。主婦の立場でみると，油，小麦粉が値上がりしている今日であるが，これらは国内で

自給自足の栽培ができると思います。自国で栽培，生産，加工で安心安全な食物を口にしたい。 

 


