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資料２

平成２５年度食品の安全安心意見交換会
平成２６年２月９日（日）

県 生活衛生課 大場三緒子

こんにちは

本部町
上本部小学校5年の皆さん

平成２６年１月１５日

沖縄県食品の安全安心教室

私の名前は 大場 三緒子（おおば みおこ） といいます。

はじめまして

私は 沖縄県 生活衛生課（せいかつえいせいか）で
食品の 安全を守る お仕事を しています。

わかりやすくいうと・・・

★みんながスーパーで買った食べ物が清潔であるように
★みんなが食べにいくお店で作られている食べ物が、清潔な状態で作られるように
★みんなが大好きなお肉やお魚を安心して食べられるように

そんなことを 見張ったり 指導したり
相談にのったり しています

そんなお仕事をしていますが・・・

私は、ある専門的な資格(国家資格）を持って 沖縄県に就職しました！！

さて、それは どんな 資格なのでしょうか！？
私の 格好が ヒント です。

ここで 質問！

１薬剤師（やくざいし） 病院で薬を調合する薬の専門家

２ 獣医師（じゅういし） ペットが病気になった時の
動物のお医者さん

３ 歯科医師（しかいし） 歯の健康を守るお医者さん

答えは ２ 獣医さんです！！

私は 獣医師として沖縄県に就職しました。

獣医さんは、町のペットクリニック 以外にも
・空港の検疫（輸入される動物や食品の検査をするところ）
・牛や豚など 家畜 のお医者さん
・ペットの餌を作る会社で製品開発に関わったり・・・

いろいろな方面でいろいろな仕事をしています。

今日はどうぞよろしくお願いします！！

人は誰も

生きるために食べる

健康に生きたい！

安全な食べ物を食べる

これが大切

食品の安全安心って言葉は良く聞くけど・・・

安全と安心は同じ？

安全は人が確保（かくほ）する 安心は、人の気持ちから生まれる

安全を守る人 と 食べる人 との信頼関係を作る

大切なことは
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日頃から自分が食べている食品に
ついて関心を持っているか

12%持っていない

上本部小５ 26名

88%

持っている

自分が食べているものが安全か
どうか、考えたことがある

19%
ない

上本部小５ 26名

81%

ある

「科学の目で見る食品安全」 「気になる食品の安全性」

リスク
ハザードＡＤＩ

聞き覚えあるかな・・・

ハザードとは

危害要因（きがいよういん）

人の健康に悪影響を及ぼす人の健康に悪影響を及ぼす

食品の状態や食品中の物質

人の健康に悪影響を及ぼす
「食品の状態」や「食品中の物質」 ハザード（危害要因）

量によっては害となる可能性があるもの

塩 砂糖

食塩

鉄

カルシウム
（Ca）

（Fe）

私たちの体によくない可能性があるもの

細菌 農薬

※写真はＯ１５７

農薬

かび類
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人の健康に悪影響を及ぼす
「食品の状態」や「食品中の物質」

ハザード
（危害要因）

ハザードを食べたとき、私たちの健康に悪い影響が出る可能性とその度合い

リスク

★リスクとは

私たちの健康に悪い影響が私たちの健康に悪い影響が
出る可能性とその度合い

危険度

リスクが全くないことを
表す英語の言葉、
カタカナ５文字を答えよ！カタカナ５文字を答えよ！ ゼロ リ ス クゼロ リ ス ク

★ゼロリスクとは

リスクがまったくないこと

ゼロリスクはない！？
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体にまったく害のない食品は
あると思うか

38%62%

事前アンケートでも
みんなから質問が
ありましたよ！

ないと思う あると思う

上本部小 26名

食べ物の「安全」って
どんなこと？

食べ物を食べた人が、
おなかが痛くなったり、
病気になったりすることがあります

食べ物を食べた人が
病気になったりしないと
いうことが、食べ物の

どんなこと？病気になったりすることがあります。いうことが、食 物の
「安全」であり、
理想です。

りそう

アメリカでは トイレを我慢して
がまん

アメリカでは、トイレを我慢して、
たくさん水を飲んだ人に、ゲーム機を
プレゼントするという大会がありました。
８リットル（大きなペットボトルで４本分）を
いっぺんに飲み、２位になった女性が、
「水中毒」になり、亡くなっています。

ちゅうどく な

だから水を飲まないと
死んでしまいます

絶対に安全。（ゼロリスク）
という食べ物はない！

ぜったい

でも、一度に大量に飲みすぎても
死んでしまうことがあります

たいりょう

水を飲むことは
生きる上で大切

という食べ物はない！

「量」について、
考えよう考えよう

食品の安全性を考える上で重要なこと

①食品ととも
に口の中へ
①食品とともに
口の中へ

人体に入ったらどこへ行く？

②
腸
管
を
素
通

⑤
吸
収
後
、
腎

④肝臓で代謝・分解・合成される

③腸管から吸収後血中へ

肝臓→心臓→全身へ

通
り
し
て
便
と
と
も
に
排
泄

腎
臓
か
ら
尿
と
と
も
に
排
泄
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健
康
へ
の

影
響

非可逆的影響

（中毒 致死領域）

可逆的影響

致 死 量

化学物質の量と体への影響

死亡
中毒体を治すために

薬を飲む

摂取量NOAEL（無毒性量）

（中毒、致死領域）（作用領域）

ADI （一日摂取許容量いちにちせっしゅきょよう

りょう）

1/100

食品安全委員会
が決める

ある化学物質を、人が一生にわたって
毎日摂取し続けても健康上の問題が生
じないとされる量

ＡＤＩＡＤＩ
Acceptable Daily Intake
一日摂取許容量
いちにち せっしゅ きょようりょう

安全な食品を作るためにはどう
するのですか？するのですか？

食品を製造するときに、着
色や保存などの目的で食品
に加えられるもの、漢字５
文字で答えよ！文字で答えよ！

添加物食品添加物食品
食品添加物や農薬って
怖いのか？
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砒素ミルク事件
・1955年、粉ミルクに使われた食品添加物の中にヒ素が
含まれていた。

・赤ちゃんに発熱・おう吐・下痢・皮膚の色素沈着など健
康被害が出た。

・この時使用された食品添加物は、安全性の確認されたも
のではなかった。

・死者138名、被害者1万人を超える食品衛生の歴史に残
る大事件となった。

・この事件をきっかけに食品添加物について国が規制し、
国民の安全を守るための体制をとるようになった。

人の健康をそこなうおそれがないと
判断したものだけ

食品添加物

８１１品目

厚生労働省で使い方や品質を決めているもの

どんなものからできているのか

食品
貝殻貝殻

海水

岩など 化学物質を
組み合わせる

どんな種類（役割）があるのか

長持ちさせるため：保存料
ポリシジン、安息香酸 等

色をつける・鮮やかにするため
：着色料

クチナシの実、カラメル色素 等

味をつける：甘味料、調味料
ステビア、アミノ酸 等

農薬が残っていて、それを食べたら
どうなるのですか？

農薬が残らないようにするには
どうしたらいいの？

農作物を害するカビや細菌、雑草、
害虫、ネズミなどから農作物を
守ったり、生育を調整したりする薬

農薬農薬農薬の役割は？
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農薬を使用しない場合の
野菜の害虫被害例

成長に時間がかかり 小さな大根しか収穫出来ない！

青虫に食べられた大根

（１９９７年１０月３日）

勢いを取り戻した大根

（１９９７年１１月２日）

成長に時間がかかり、小さな大根しか収穫出来ない！

農薬は、効果を発揮した後、だんだん
と分解して、なくなっていきます。

しかし、収穫までにすべてがなくなる
とは限りません。 残留農薬

残留基準

食品ごとに
食品に残って
いてもいい量

販売したとき
に基準値を

超えないよう
に使い方を決
めている

「安全な食べ物」をつくるために…
科学的に、調べた結果などを考えて

例えば農薬がどのくらい野菜などに残ってもいいか

どのくらいの量をどのように使えばいいか

ルールを決めます。

リスク管理
農林水産省、厚生労働省、沖縄県等

ル ルを決めます。 ル ルがあるのは分かった！

一日でいろんな食品を
食べているけど・・・・・

ルールがあるのは分かった！
でも

本当に大丈夫？

健
康
へ
の

影
響 致 死 量

化学物質の量と体への影響

（使用）基準値

摂取量NOAEL（無毒性量）

ADI （一日摂取許容量）

1/100

実際に皆さんが食べる量

農薬が残っていて、それを食べたら
どうなるのですか？ 農薬が残らないようにするには

どうしたらいいの？

農薬は、その種類ごとに使用方法が決まっていて、出荷する何日前には
使用を禁止するなど きまり があります。

量を考えることが大切

みんなが毎日食べている食品中に残っている農薬を
全部足したとしてもADIより少ないことがわかっている
食品中に残ってもよい量をADIよりも低い値で決めている

それが、農薬の残留基準です。

農薬は、残留基準で考えます
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君は、
食品の表示をじっくり
見たことがあるか？見たことがあるか？
賞味・消費期限とは？

食品を買うときに何をチェックしますか？

％

6

10

12

30

34

原産地

原材料

特に無い

賞味・消費期限

価格

上本部小５のみんなは、価格が一番気になる・・・
賞味・消費期限をチェックしている子も多い！
商品のラベル（表示）をきちんと見たことありますか・・・・

4

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

食品添加物

カロリー

誰が決めるの？

食品を作った人

（一番その食品をことを知って
いるから）

どうやって決めるの？

食品を作る（製造する）状況、
流通や保存の仕方などを考えて、
科学的データに基づいてきめる

期限を過ぎても食べられる？

消費期限 その日までに食べてください。

賞味期限 おいしく食べられる期間

賞味期限がぎりぎりだったら
食

この2つの
違いは？

書かれている「保存方法」を守っているか
どうかが重要！

食べられますか？大丈夫？

体が食品のたんぱく質を敵とみな
して、じんましんなどの反応を示
すことを「■■■■■」反応とい
う。カタカナ５文字で答えよ！う。カタカナ５文字で答えよ！ ルギーア レルギア レ
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食物アレルギーはある人、ない人がい
るけど、ある人はなぜおこるのですか？

食物アレルギーはある人は、なおすこと
ができますか？

たんぱく質

かゆみ

じんましん

吐き気

アレルギーとは

体が敵と判断

過敏な免疫学的反応を起す

吐き気

せき

呼吸困難

血圧低下

食べられないものは
無理に食べようとしない

食物アレルギーの人はどんなことに気をつけて
食品を選べばよいか？

専門医の指導を受けよう

アレルギー食品の表示を
よく確認しよう

うまい棒には何が入っているの？

表示をみてみましょう！

コーン（とうもろこし）を加工して
油で揚げたお菓子

調味料・・・味をよくする

香料・・・香りをよくする

赤の下線は、
食品添加物

甘味料・・・味をよくする

食品の安全性について何に不安を感じますか

％

89

15.6

22.2

42.2

特に無い

食物アレルギー

残留農薬

食中毒

上本部小５のみんなは、食中毒に一番不安を感じている・・・

4.5

6.7

8.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

食品添加物

原産地

特に無い
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身近な問題、食中毒

体に害を与えるばい菌（多くは細菌）が、体内に入ることで

熱が出たり、吐き気、腹痛、嘔吐がおこること。

平成23年は、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７により、5人の死者もでた。

どうして
食中毒が起こるのですか？

食中毒にかかるとどうなりますか？

平成２４年 日本国内で、食中毒になった人の数
（届出のあった人数）は次のうちどれでしょうか？

３６０，７９６人Ａ ， 人

２６,６９９人

４,０００人

Ｂ

Ｃ

答え

２６ ６９９人

Ｂ

２６,６９９人
平成２４年の沖縄県における食中毒発生状況

事件数で２０件、患者数で２３７人 も発生

沖縄県の状況はどうだろう

原因物質別では？

1位 自然毒（シガテラ）など 7件
2位 カンピロバクター 4件
2位 ノロウイルス 4件
3位 サルモネラ属菌 3件

ノロウイルス

サルモネラ

カンピロバクター

食中毒を起こすもととなるものは
たくさんある

きのこなどの自然毒

O-157
（腸管出血性大腸菌）

サルモネラ

洗剤の混入 寄生虫
出展：食品安全委員会

菌にも好きな食べ物がある
黄色ブドウ球菌 おにぎり、複合調理食品

カンピロバクター 牛生レバー、鶏肉関連食品

サルモネラ 卵、卵関連食品

腸炎ビブリオ 魚介類（刺身、寿司など）

病原性大腸菌 牛糞に汚染された飲用水や病原性大腸菌 牛糞に汚染された飲用水や

食品

腸管出血性大腸菌 牛レバー、ハンバーグ

ボツリヌス いずし、容器包装詰低酸素

性食品（レトルト食品類似

食品）、海外ではソーセー

ジが多い
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食中毒はどうして起こるの？

ユッケはなぜ悪いのですか？

多くの細菌は

10万 100万個 口に入ると食中毒になる

食中毒を起こす細菌の数は、種類によって違う

ある一定量の細菌が体内で増えると、
食中毒の症状（頭痛・吐き気・腹痛）がでます

10万～100万個 口に入ると食中毒になる。

O-157は、
たったの数十個
で食中毒に！

キャンピロバクターは
100個でもなることが！

9%

1%

10% 3%
細菌・ウイルス

自然毒（毒キノコなど）

化学物質（水産物中の

平成24年/総数1,100 件

77%

化学物質（水産物中の
ヒスタミンなど）

その他

不明

原因の77％が人の体に有害な細菌（さいきん）やウイルスである！

出展：食中毒事件一覧速報
（厚労省HP）

食中毒をおこさないための３つルールは、
①細菌をつけない②細菌を■■■■■
③細菌をやっつける」である。
■にあてはまる言葉は何？

さ ないふやさ ないふや

食中毒を防ぐための３ルール

１．細菌を付けない

２ 細菌を増やさない２．細菌を増やさない

３．細菌をやっつける
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１ 細菌を付けないとは？

・新鮮な材料を使おう

手や指をきれいに洗おう・手や指をきれいに洗おう

・調理に使う器具はきれいに
洗おう

２ 細菌を増やさないとは？

調理後は早く食べる！！

すぐ食べない時は？

１０℃以下もしくは６５℃以上で保存

３ 細菌を殺すとは？

中心温度が８５℃以上で一分以上

しっかり加熱する！！

食中毒を起しやすい食べ物は？

・生で食べるものは特に注意

刺身は、消費期限と保存方法を守る

サラダは、２次汚染に注意

お肉を触った手で、そのままサラダに触ると・・・
ばい菌が、お肉からサラダに移ること。

ユッケはなぜだめなの？ユッケはなぜだめなの？

ユッケはなぜだめなの？

• 平成23年焼肉チェーンで腸管出血性大腸菌
による食中毒がおこり、死者がでました。

• みんなが食べている牛肉は、と畜場（とちくじ
ょう）で じゅういさんが１頭１頭検査していまょう）で、じゅういさんが１頭１頭検査していま
す。検査で合格したら、お店にならびます。

• 食中毒の事件で問題になった「ユッケ」は、い
くつかの牛の肉を合わせたものでした。

• この細菌はどこからきたのか？
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と畜検査（牛）

ユッケがなぜだめなの？

• 腸管出血性大腸菌は、牛の腸管（ちょうかん）の中にいる細
菌（さいきん）です。

• と畜場やお店でお肉をしょりする途中で、腸管の細菌がお肉
にくっつくことがあります。

• スーパーで売られているお肉は、殺菌（さっきん）されている
わけではありません。菌はゼロではありません（ゼロリスクは
ない！）

• ユッケは、お店で商品として出すためには、人が大きなお肉
のかたまりから、切り出して処理（しょり）をしなくてはいけな
い。

• 人の手が入ることが多いほど、細菌がお肉に広がっていく可
能性は高くなります。

お迎え保護者の手 ハンバーグ作成中の手お迎え保護者の手 ハンバ グ作成中の手

スーパーで買った牛ひき肉
を触った手

ユッケがなぜだめなの？

• 焼く（やく）ことをすれば、菌は減らせます。
• しかし、ユッケは生でそのまま食べるため、もし腸管
出血性大腸菌がお肉についていたら、そのまま、そ
れが口に入ることになります。

• この細菌は、ほんのわずかでも最悪、人が死ぬかも
しれない危険な菌です。

• 国は、調査研究をして、せんもんの先生たちが話し
合い、ユッケは食べると危険なので、食べてはいけ
ないという法律をつくったのです。

菌のかたまりを見てみましょう！

手洗い・うがいを忘れたら
どうなりますか？

菌のかたまりを見てみましょう！

園児の手（洗浄前）

園児の手（洗浄後）
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この国の食品を食べたら危ないという
国はありますか国はありますか？

中国産は大丈夫ですか？

どんな検査をしているのか？お話します

ブロッコリー（アメリカ産）にはどれくらい農薬が入っているのですか

農薬の話で、残留農薬基準が決められているって話をしました

平成１５年５月に法律
（食品衛生法）が改正

残留基準値が決められてない農薬についても

一律基準値以下であれば、
輸入もできる。

残留基準値が決められてない農薬についても
一律基準（ 0.01ppm ）を守らないといけない。

輸入食品に対する検査体制は？

全国に３１箇所 検疫所があり、そこで資格をもった人
（約４００人）が検査をしています。

質問の答え
国内で流通している食品は、外国産のものであって
日本で残留農薬基準値が決まっていない農薬だとしても
０．０１ｐｐｍを超えて、流通できません。

食中毒の時のお腹の痛さを
大・中・小で表すと？

実に面白い質問だね

細菌の種類によって、症状はちがう

とってもお腹が痛い・・・サルモネラ
腸炎ビブリオ

発症が早く、嘔吐が出る・・・ブドウ球菌

農薬の使用基準はどのくらい？

農薬は、その種類ごとに使用方法が決まっていて、出荷する何日前には
使用を禁止するなど きまり があります。

量を考えることが大切

みんなが毎日食べている食品中に残っている農薬を
全部足したとしてもADIより少ないことがわかっている
食品中に残ってもよい量をADIよりも低い値で決めている

それが、農薬の残留基準です。

農薬は、残留基準で考えます

食品添加物に良いもの・悪いもの
があるのですか？

毎日食べる物についても
量を考えることが大切

科学的に人に悪い影響を与えることが明らかになったものは？

悪いものとして、使用することを禁止

今日はみなさん参加してくれて、
ありがとうございました。

わからないことなど質問は 担任のわからないことなど質問は、担任の
先生を通じて、聞いてください！

担当 沖縄県環境生活部生活衛生課
食品の安全安心推進本部事務局
大場 三緒子

連絡先
ＴＥＬ： 098-866-2055
E-mail ：oobamoko@pref.okinawa.lg.jp


