
 
 

風評払拭・リスコミ強化アドバイザリー会合（第２回）議事概要 

 

【日 時】平成２９年１１月２０日（月）１３：３０～１５：３０ 

【場 所】中央合同庁舎４号館 １２階１２０６会議室 

【出席者】 

有識者：早野委員(座長)、高村委員(座長代理)、池田委員、一ノ瀬委員、神田委員、

箭内委員、熊坂委員、関委員 

復興庁：浜田復興副大臣 

小糸統括官、増田参事官、関根参事官 

 

【概  要】 

＜風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略（案）について＞ 

「Ⅰ．はじめに」について 

（早野座長） 

・国の反省については、「真摯」という言葉だけでは不十分。一般の人が読んでもわかる

ようにしてほしい。UNSCEAR の報告等３年ほど前には既に明らかな知見もあったことか

ら国はもう少し早く本腰を入れるべきであった。今後心を入れ替えて復興大臣のリー

ダーシップに基づき取り組んでいく姿勢を示す必要。 

 

「１．知ってもらう」について 

○P4（２）伝えるべき内容①（e）※4つ目について 

（早野委員） 

・「疫学的」という言葉を平易な表現にできないか。 

（高村先生） 

・「ヒトの集団を対象とした研究では 1m ㏜（1,000μ㏜）を少しでも超える線量の被ばく

が、がんのリスクを増加させるという知見はない。」とするのはどうか。 

（神田委員） 

・よいと思う。 

 

○P５（２）伝えるべき内容①（ｆ）ⅳ）について 

（早野委員） 

・原典に忠実にという意見があるが、どこまで平易な表現にできるか。 

（神田委員） 

・身体的な影響として、急性放射線症や脱毛は今後出現することはないが、白内障があ

るが人によっては深刻な影響としてとらえる可能性もあり、また白内障は今後も出現

しないとは限らないので「今後も出現しない」といいきれない可能性がある。「確認さ

れていない」で切ってもよいのではないか。 

 

○その他 

（一ノ瀬委員） 

・外部被ばくも内部被ばくも㏜に換算した場合は健康影響は同じということを強調すべ

きでないか。 

・㏜と㏃を混同する人が多いので換算表を付す等できないか。 

別添 2 



 
 

（早野委員） 

・「100 ㏃/kg のものを食べて 1m ㏜の内部被ばくを受けるのは数十トン食べないといけ

ない」ということなど、「※」でいいので記載したほうがいいかと思う。 

 

「３．来てもらう」について 

○P23（４）風評払拭に向けて取り組むべき具体的な施策④について 

（池田委員） 

・（a）について「食・『農』・観光」としないか。農業体験等にも取り組んでいるところ

があり、魅力は発信していくべき。 

 

戦略のレファレンスについて 

（一ノ瀬委員） 

・根拠を示すことは重要。本文の 後に付して確認させるスタイルがオーソドックス。

レファレンスのある詳細版とそれがない短縮版を作成することも考えられる。 

（神田委員） 

・本文に付すかどうかは量による。UNSCEAR に記載があるということにするか、調査結

果までつけるかによって対応は変わると思う。 

（早野委員） 

・アカデミックスにとってはレファレンスがないと気持ちが悪いが、一般人は必要とし

ないかもしれない。ただし、どこかに根拠に戻れるものがあることは重要。 

・レファレンスがどのようになっているか復興庁に確認した上で、取り扱いを検討させ

ていただく。 

 

 

＜戦略を踏まえた新たな資料の作成について＞ 

（箭内委員） 

・反省している姿勢を出すことが本腰宣言になる。内容はどれもありがち。全戸配布し

て、そのことをマスメディアや新聞で告知し、使い方を説明しないとインパクトもクオ

リティもない。見た目と部数に工夫が必要。 

・誰を起用するかがとても重要。 

・表紙だけ見て読まない人もいるため、タイトル自体が「放射線はうつらない」などの

メッセージとなっている必要がある。 

・案 Bは入りやすさはあるが、Qに対する Aを質問より大きい字で書く必要。 

・全ての案において文字数が多い。案 Cについては、カルタみたいにして 10 文字までで

表現するのはどうか。 

（熊坂委員） 

・どれも手に取ろうとは思わない。キャラクターを使うことが重要。メディアミックス

にも利用することができる。 

（関委員） 

・もらっても読まないで置いておくのみになりえる。見た目と読みやすさが重要。 

（池田委員） 

・タイトルにこだわる必要はある。キャッチコピーが必要。JTB のパンフレットでも「地

恵の旅」というタイトルをつけ、地域の恵みになるイラストや写真を付けて発信してい

る。 

 

 



 
 

＜その他（情報発信の方法について）＞ 

（箭内委員） 

・メディアミックスで行うならシンボルを統一して同時に展開していくことが必要であ

る。全ての媒体がつながるという状況を作りだすことが必要。 

（高村委員） 

・対象者に能動的にアクセスしてもらうことが必要。QR コードを付け、HP にアクセスし

てもらうような仕組みができないか。 

（一ノ瀬委員） 

・ニュースで取り扱ってもらえるようにできないか。 

 

以  上 



 
 

風評払拭・リスコミ強化アドバイザリー会合（第３回）議事概要 

 

【日 時】平成３０年１月２９日（月）１３：３０～１５：３０ 

【場 所】中央合同庁舎４号館 ６階６２１会議室 

【出席者】 

有識者：早野委員(座長)、高村委員(座長代理)、池田委員、一ノ瀬委員、越智委員、 

開沼委員、熊坂委員、関委員、箭内委員 

文部科学省：高橋初等中等教育局長 

復興庁：浜田復興副大臣、新妻復興大臣政務官兼文部科学大臣政務官 

小糸統括官、増田参事官、関根参事官 

 

【概  要】 

「風評払拭・リスクコミュニケーション戦略」を踏まえたパンフレット掲載内容（案）

について（検討） 

○形式、構成等について 

（関委員） 

・案 C「11 のポイント」は最後にまとめられていて分かりやすい。（→「11 のポイント」

を入れることで満場一致） 

・案 C p29 は入れた方がいい。安心できる。 

（早野座長） 

・案 C p29 の似顔絵は不要。 

 

○文章、イラスト等について 

（箭内委員） 

・テキストと絵を全てセットにしているが、無理に絵を入れる必要はない。絵があるこ

とで良くなっているものとそうでないものがある。 

・質問の文字の大きさが小さい。 

（開沼委員） 

・絵本と同じで絵を大きくした方がいい場合とそうでない場合がある。自由にデザイン

した方がいい。 

（早野座長） 

・案 B p23 は事故由来の放射性物質のことのみ記載されているが、p5 に記載されている

ように、普段我々は、天然の放射性物質を摂取している。この関係を整理する必要が

あるのではないか。 

（高村座長代理） 

・案 B p23 は「放射線」を使用せず、「安全性」を問う質問にすればどうか。 

（池田委員） 

・案 C p13 の東京ニューヨーク間約 500〜1000 往復という例示は分かりやすくてよい。 

 

○表紙、タイトルについて 

（越智委員） 

・案 Cより案 Bの方がいい。Ｑ＆Ａはありふれていて、手に取りたくない。 

（箭内委員） 

・案 C より案 B の方がいい。前向きなことが書いてある表紙である必要がある。「正し

い」という表現がいい。 



 
 

（開沼委員） 

・案 CのＱ＆Ａがイマイチなのは同意。なんで知らないといけないのか、つまり、福島

でまだ困っている人たちに元気になってもらうために知っておきたいことといった前

向きなニュアンスが入ればいいと思う。大枠は「正しい放射線のはなし」くらいの文字

数や姿勢でいい。 

・「知るという復興支援」は知るだけで福島のためになるという点でこれもいい。 

（池田委員） 

・旅行者として活用する側の意見として、案 Cの Q&A より、案 Bの知ってもらうという

方が説明する側としてはいい。ただし、「復興支援」という言葉は多少重たく感じられ

る場合がある。 

（関委員） 

・サブタイトルは別にして、「放射線のホント」が一番良い。（→熊坂委員も同意） 

 

○その他 

（池田委員） 

・海外旅行を扱っている業者も多いので、ウクライナのマイナスなイメージがつかない

方がいい。 

（一ノ瀬委員） 

・チェルノブイリについては、センシティブに考える必要がある。２ページに及ぶのは

避けたほうがいい。 

・案 B p25 は、避難指示区域のことよりも、福島にずっと人が住んでいることを認識し

てもらうことが重要。 

（越智委員） 

・チェルノブイリと比較するのは慎重にした方がいい。チェルノブイリの方に失礼のな

いようにする必要がある。人も国旗もいかがなものか。 

・案 B p26 イラストは、97.3％が帰ってきていると誤解されてしまう。 

・退屈でどうしようもないところにパンフレットを置くことがいい。新幹線や飛行機で

配ってはどうか。 

 

「風評払拭・リスクコミュニケーション戦略」を踏まえた放射線副読本（案）の改訂に

ついて（報告） 

（高村座長代理） 

・p4「放射線を受けたからといって、人が放射線を出すようになることはありません」

について、中性子（線）を受けたという極めて稀な場合には、人が放射線を出すこと

もあり得るので考慮いただきたい。 

（越智委員） 

・１-１「何だろう」、１－２「どうなるの」という問への回答を直後に明確に示した方

が分かり易い。 

・２章から原子力の話になるが、１章で放射線と原子力の関係を示しておくべき。 

・p17 は、事故に限定するのではなく、「放射線の被ばくの心配が起きたとき」などと表

した方がよいのではないか。今は北朝鮮のこともある。 

（早野座長） 

・放射線と他のリスクとの比較があった方がよい。 

（開沼委員） 

・p10 の図は重要。可能であればアップデートして分かり易くした方がよい。 

・全体に文字が多い。もっと分かり易く伝える工夫をすべき。 

・p13 の検討中のところについては、遺伝性影響がないことや事故による健康影響は証



 
 

明されていないこと等について、明確に断言する必要がある。 

（箭内委員） 

・p14「あのひとことで」はとてもいいが、p13 の文部科学大臣メッセージが「あのひと

ことで」を受けた熱を感じるメッセージとなっていない。 

（熊坂委員） 

・p14「考えてみよう」に違和感がある。 

（池田委員） 

・p16 で、物資だけでなく、人も関わっているという表現にすべき。 

（高橋局長） 

・放射線については、小学生は総合的な学習の時間で扱うことが多く、必ずテストに出

るわけではない。 

 

国民一般向けの情報発信内容等に係る検討について（検討） 

○メディアミックスの方法について 

（箭内委員） 

・パンフレットを全国に全戸配布することが望ましい。それを全国のテレビが補完でき

ればいい。新聞広告は費用の割に効果があまりないので、新聞は報道で記事になるのが

一番いい。 

（早野座長） 

・全戸配布は、福島県だけでも３千万円かかるという話であったため、予算が全く足り

ない。1桁くらい違う。 

・（できるだけ多くの人に見てもらうためにテレビＣＭなどからＷＥＢサイトに誘導す

る方法も考えられるが）実際に誘導して見てもらうのは難しい。 

 

○テレビ CM の内容について 

（箭内委員） 

・各媒体の考査のために「放射線」という文言を使用しないというのは意味がない。 

（開沼委員） 

・発信する側も忖度してなるべく放射線に触れないようにしてしまっているが、この壁

を超えてチャレンジしないとどうしようもない状況になってきているというのが戦略

の本質である。 

 

以  上 



 
 

風評払拭・リスコミ強化アドバイザリー会合（第４回）議事概要 

 

【日 時】平成３０年３月１９日（月）１３：３０～１４：４５ 

【場 所】中央合同庁舎４号館 ６階６２１会議室 

【出席者】 

有識者：高村委員(座長代理)、一ノ瀬委員、越智委員、開沼委員、熊坂委員、関委員、

箭内委員 

復興庁：浜田復興副大臣 

小糸統括官、増田参事官、関根参事官 

 

【概  要】 

「放射線のホント」の作成について 

○使用方法等について 

（箭内委員） 

・そのまま手渡しするよりも、インターネットでの広がりの方が大きいと思う。 

（開沼委員） 

・作ったものを誰がどう使えるようにするかが大事。（ＨＰに問題形式で掲載するなど）

授業などで使えるような体制を整備するとよい。 

・１テーマ 30 秒程度のワンポイント解説動画を作成するのもよい。 

（越智委員） 

・自分ならプレゼン資料等で使いたい。活用できるようイラスト等の材料を提供するよ

うなコンテンツがあるとよい。 

（高村委員） 

・講演や説明会用の資料として有用。 

（熊坂委員） 

・冊子の絵は分かりやすいので、Twitter や Facebook で発信するとよい。 

（一ノ瀬委員） 

・2022 年から高校で必修になる「公共」の防災情報の発受信の中で活用してはどうか。 

 

メディアミックスによる情報発信について 

（越智委員） 

・理解を深めるためには考えることが重要。「知るという復興支援」をテーマに弁論、作

文、川柳の大会等を行ってもよい。 

・省庁が SNS を実施する場合、匿名性の観点等から限界がある。一般人との違いや実施

できることを整理する必要。 

（開沼委員） 

・これまでの行政が実施した PR 系の成功事例やインターネットでのバズマーケティン

グ事例を整理する必要。 

・SNS でそれぞれ特徴があるので、それぞれ最適の発信方法を考える必要。 

・行政ではない有志が集まり発信をしたり、注目してもらえる人に発信してもらえたり

するようなスキームを作ることが必要。 



 
 

（一ノ瀬委員） 

・ロシアの大統領選挙のように、特典(無料のがん検診等)を活用したイベント等を検討

するのはどうか。 

（高村委員） 

・特典に限らず、何か賛同を動機付けるものができればよいのでは。 

（熊坂委員） 

・若いお母さんを対象とするのであれば、SNS としてインスタグラムの活用を検討して

もよい（ただし、インスタグラムからこういった情報を獲得することを目的としてい

ないので工夫が必要）。 

 

以  上 
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