
（別添 2） 

風評払拭・リスコミ強
化アドバイザリー会合 

（第 2回～第 4回） 

第 1回は？ 第 5回以降は？ 

memoキーワード 

風評払拭／リスコミ／知るという復興

支援／「正しい」／反省している姿勢

／本腰宣言／心を入れ替えて／放射線

と言う言葉を避けるな／復興大臣のリ

ーダーシップ／健康被害は証明されて

いない／数十トン／Svと Bq／食・

『農』・観光／放射線副読本の改訂／国

民一般向けの情報発信／全国に全戸配

布／全国のテレビが補完／新聞広告は

費用の割に効果がないので新聞は報道

で記事にさせる／メディアミックス／

誰を使うかが大事／テレビＣＭなどか

らＷＥＢサイトに誘導／手渡しよりも

インターネット／イラスト等を提供す

るコンテンツ／弁論、作文、川柳の大

会／マーケッティング成功事例／特典

つきイベント開催／動機づけインセン

ティブ／シンボルを統一／キャッチフ

レーズ／新幹線や飛行機で配ってはど

うか／SNS・インスタグラムに若いお

母さんを動員・・・・・・・とかとか 

 

 

《9.21 回答別添 2 転載はじめ》・・・・・ 

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

1mSv（1,000μSv）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 Sv 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。 

・Sv と Bq を混同する人が多いので換

算表を付す等できないか。 

（早野委員） 

・「100Bq/kg のものを食べて1mSv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。本文の最後

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。全

戸配布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 
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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６

２１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６

２１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 

P2 

 

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 

・・・・・《9.21 回答別添 2 転載おわり》 

 

memo下記 10名がそっくり、アドバイザリ

ーボートメンバーなのだろうか？ 

『放射線のホント』p30 

この冊子の作成にあたり、 

お話を聞いた先生 

早野龍五※ 国立大学法人 東京大学 

名誉教授 

高村 昇 国立大学法人 長崎大学 原 

爆後障害医療研究所 国際健康保健医

療福祉分野 教授 

神田玲子 国立研究開発法人 量子科学 

研究開発機構 放射線医学総合研究所 

放射線防護情報統合センター長 

越智小枝※ 相馬中央病院内科 非常勤 

医師 

一ノ瀬正樹※ 国立大学法人 東京大学 

人文社会学系研究科 教授 

開沼 博※ 学校法人 立命館大学 衣 

笠総合研究機構 准教授 

箭内道彦 クリエイティブディレクター 

熊坂仁美 （株）ＳＭＬ代表取締役 

関 奈央子 ななくさ農園 

池田伸之 （株）ジェイティービー グル 

ープ本社国内事業本部 観光戦略部長 

※印は、『しあわせになるための「福島差

別」論』かもがわ出版、2017、執筆者 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%AD%E5%86%85%E9%81%93%E5%BD%A6
http://kumasakahitomi.com/profile
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