
 - 1 -

「食の安全・安心シンポジウム」 ～正しく知ろう！食物アレルギーと食品表示～ 

アンケート集計結果 
 

標記シンポジウムにおいて実施したアンケート結果は次のとおりでした。 
 

 参加者：１８６名  回答者：１４５名 （回収率：７８.０％） 
 
問１． あなたご自身のことについて聞きます。 

以下の設問について、それぞれあてはまるもの１つを選んで番号を○をつけてくださ

い。 
 

① 性別 

1. 男性 （57）             

2. 女性 （87） 

3. 無回答（ 1） 
 

 

 

 

  

 

② 年齢 

1. ２０歳代未満（ 1） 

2. ２０歳代    （28） 

3. ３０歳代    （26） 

4. ４０歳代    （20） 

5. ５０歳代    （41） 

6. ６０歳代    （17） 

7. ７０歳以上  （ 9） 

8. 無回答   （ 3） 
 

 ③ 職業（主なものを１つ） 
1. 消費者団体（生活協同組合関係者など）    （12） 
2. 主婦、学生、無職              （19） 
3. 生産者                   （ 5） 
4. 食品関連事業者・団体（加工、流通、販売など） (56) 
5. マスコミ（新聞記者、カメラマンなど）    （ 0） 
6. 行政（自治体職員、独立行政法人等職員など） （29） 
7. 食品関連研究・教育機関（教員、研究職員など） (20） 
8. 無回答                   （ 4） 
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 ④ 本日のシンポジウム開催をどこでお知りになりましたか。（主なものを１つ） 

1. 滋賀県または大津市のホームページ（Facebook）  ( 7） 

2. しらしがメール、大津市保健所からの配信メール （16） 

3. 自治体の広報（プラスワンなど）               （15） 

4. 関係者からのご案内 （84） 

5. 知人からの紹介     （ 4） 

6. その他             （14） 

7. 無回答             （ 5） 
 
 【その他】  
  ・会社、職場から 

  ・チラシ 

 

 

 

 

問２． 本日のシンポジウムの進め方・内容等についてお聞きします。 

全体を通じて感じた印象について、それぞれあてはまる番号に○を付けてください。 

 

① シンポジウムの進め方は良かった 

 

1. 大変そう思う （40） 

2. そう思う     （98） 

3. あまりそう思わない（ 3） 

4. そう思わない   （ 0） 

5. 無回答      （ 4） 

 

 

 

 

 

 

②  パネルディスカッション時に講師やパネリストは質問にきちんと対応していた 

 

1. 大変そう思う （41）      

2. そう思う     （87） 

3. あまりそう思わない（ 5） 

4. そう思わない   （ 1） 

5. 無回答      （11） 
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③ 本日のテーマ（食物アレルギーと食品表示）について、参加する前に比べ理解が深 

 まったか 

 

1. 大変そう思う （51）      

2. そう思う     （84） 

3. あまりそう思わない（ 6） 

4. そう思わない   （ 0） 

5. 無回答      （ 4） 

 

 

 

 

 

④ 今日のシンポジウムで知った内容は生活（業務・活動）に活かせる 

 

1. 大変そう思う （48）      

2. そう思う     （84） 

3. あまりそう思わない（ 9） 

4. そう思わない   （ 0） 

5. 無回答      （ 4） 

 

 

 

 

 

 

問３．本日のシンポジウムについてお聞きします。それぞれにあてはまるものに○を付けて 

 ください。 

 

① 本日のシンポジウムに参加された目的 

 

1. 食物アレルギーについて理解を深めたかったから           （74） 

2. 新しい食品表示の概要について理解を深めたかったから        （65） 

3. 食物アレルギーや食品表示について自分の意見や考えを話したかったから（ 0） 

4. 他の参加者の意見や考えを聞きたかったから             （ 7） 

5. 今までのシンポジウムに参加したことがなく、面白そうだったから   （ 6） 

6. 自治体の行うリスクコミュニケーションについて知りたかったから   （ 3） 

7. その他   ( 5) 

8. 無回答   ( 4) 
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【その他】  
  ・疑問を解決したかった。 

  ・食品添加物製造業従事に必要と思った。 

  ・会社の研修会の一環で      等 

   

② ①でお答えいただいた目的に対して、本日のシンポジウムはどの程度満足できるもの 

でしたか。 

 

1. 十分満足した      （32） 

2. ほぼ満足した      （95） 

3. あまり満足できなかった （ 7） 

4. 全く満足できなかった（ 0） 

5. どちらでもない     （ 6） 

6. 無回答           ( 5) 

 

 

 

③ 「3. あまり満足できなかった」、「4. まったく満足できなかった」、「5. どちらでもな

い」とお答えされた方に伺います。そのようにお答えされた理由について、具体的に

お聞かせください。 

 

【主な理由】 

  ・食品表示の新旧の比較が理解できない。対比表的な表示説明をしてほしかった。( 3) 

  ・食品表示の重要性は理解できたが、表示の時間が少なかった。表示とアレルギーは単

独でいいのでは？ 

  ・アレルギーについては興味を持って聞けたが、食品表示のついては早くて聞き取れな

かった。 

・スライドの資料が細かく見づらかった。( 2) 

 

問４．今後どのような内容の意見交換会を希望しますか 

 

 1. 食中毒        （43） 

2. 食品添加物      （60） 

3. 残留農薬       （16） 

4. 遺伝子組換え食品   （25） 

5. 輸入食品       （25） 

6. 食物アレルギー     (31) 

7. 健康食品・サプリメント（43） 

8. その他        （ 6） 

9. 無回答        （ 9） 
 
【その他】  
  ・食品表示（ 2） 

  ・ダイオキシン、放射能 

  ・食の安全安心全般 

  ・ＨＡＣＣＰ 

  ・食品回収 
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問５．その他、本日のシンポジウムに関するご意見やご感想等を自由にお書きください。 

 

【主な理由】 

  《消費者団体》 

・資料の字が小さく、見えにくかった。 

   ・食物アレルギーについてはわかりやすく役に立った。 

・食品表示と食の安全ということでしたが、医療、治療的な意味あいが強く、食品 

表示というテーマがぼけてしまっています。 

     

《主婦、学生、無職》 

・食品表示の話は、従来の話が長く、新しい表示基準の話は少なかったような気がし

ます。新しい基準に重点を置いてお話ししていただきたかったです。食物アレルギ

ーに関しては、より理解が深まったと感じました。 

・多くの新しいこと、意見を知ることができ、とても貴重な経験が出来ました。 

・大変貴重なお話しをありがとうございました。ただ専門的なお話しが多かったので 

初心者でもわかるような根本的な話も聞きたいです。 

・とてもわかりやすいセミナーでした。ありがとうございました。次回のセミナーも 

ぜひ開催していただきたいです。 

・資料のコピーがもう少し鮮明なものがよかった。 

・食物アレルギーやアレルギー表示について全く無知でしたが、今日のシンポジウム

で少し理解ができました。とても分かりやすくお話しくださってありがとうござい

ました。今後もこのような日常的な話題のシンポジウムの開催をよろしくお願いし

ます。 

 

  《生産者》 

   ・講師の方ご苦労様でした。特にアレルギーの件に関して少し知識が得られた。 

・食物アレルギーと食の安全安心は大変意義のあることであり、奥の深いことに感心 

致しました。ありがとうございました。 

 

《食品関連事業者・団体》 

   ・食品表示の改正で知らないことがあったのでよかった。アレルギー疾患の小児など

の対応方法などが良かった。 

   ・講師の先生のお話はとてもわかりやすく、良く理解できました。新しい食物アレル

ギー、小児アレルギーの現状をしることができました。家族にアレルギー体質がい

ないので知識を得ることができにくかったのですが、商品開発、メニュー提案、料

理教室などで役立つ知識でした。ありがとうございました。 

   ・食品表示に関する内容が（資料がやや細かかったこともあり）大事なポイントがど

こなのか理解しがたかった。アレルギーについては知らないことを新しく知ること

ができてよい機会になったと思います。 

   ・食物アレルギー児への食物の提供の際、今まで以上に細心の注意を払うことの重要

性を再認識しました。 
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《行政》 

   ・食物アレルギーについてとても勉強になりました。 

   ・食品表示の移行期間のために消費者に知識を求められる状態であることを知り、 

    情報を発信していく上で重要であると感じた。 

   ・今回のシンポジウムはそれぞれの立場から質問や意見の交換をされていたので、 

とても勉強になりました。 

   

《食品関連研究・教育機関》 

   ・コンタミ、私も悩ましいことの一つです。市販のおやつは除去していますが、同 

    じ調理室内で除去食を作ることは困難である・・・。 

・食物アレルギー対策が今後ますます重要になってくると再認識させていただきま 

した。学校給食では、共同調理形式で特別食対応できていないが、様々な対応をさ 

れていると思いました。しかし、今後個別対応できる体制づくりが必要と思われま 

す。小中学校で１校に１人は栄養教諭を配置してほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


