
平成２５年度食品の安全安心意見交換会 
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食品の安全～リスクについて考える～ ワークショップ 

     

 

       

     

 

 



目次 

 

ワークショップ次第 

【日時】 平成 26年 ２月９日（日） １０：３０～１６：３０ 

ワークⅠ １０：３５～１１：５０（７５分） 

ミニ講話 １３：００～１４：２０（８０分） 

ワークⅡ １４：３０～１５：２０（５０分） 

発表（２０分）＋意見交換（２０分）１５：３０～１６：２０（４０分）  

【対象】 申込者 ３０人  （１グループ ５人×６グループ） 

【場所】ネストホテル那覇３階(ペガサス)    

【内容】①新聞記事を使ったグループワークを通して、食品の安全安心やリスク管理について参加者同士で

意見を深める。 

②講話などで学んだことを基に、日頃の生活や職場などで実践できる方策について考える。 

【ファシリテーター】座波 幸代（琉球新報社編集局NIE 推進室記者） 

【コメンテーター】屋比久 善昭（QSCサポート 食品衛生・品質管理コンサルタント） 

         比嘉 勝美（生活協同組合コープおきなわ 副理事） 

         大庭 真由美（西原町立西原東小学校 教頭） 

★グループワーク Ⅰ 

時間 概要 担当記者 

１０：３５～１０：５０ 

（１５分） 

 

１、アイスブレイク 

 食品の安全やリスクについて考えたり、興味や疑問を持ったり

した新聞記事を貼り付けたワークシートを持ち寄り、グループ内

でお互いに紹介し合う。自己紹介を兼ねながら、記事の内容の簡

単な要約と、どうしてその記事を選んだのかを説明することで、

お互いの興味関心や多様な見方について気付く。 （１人３分程

度） 

座波 

１０：５０～１１：１０ 

（２０分） 

 

２、付せん紙タイム （新聞ツイッター） 

 グループ内でワークシートを交換し合い、記事の内容や選んだ

理由などに対する意見や感想を自由に付せん紙に書き込み、貼り

付けていく。（付せん紙には自分のイニシャルを記入）  

 グループ全員から意見をもらうようにする。 

 

１１：１０～１１：２０ 

（１０分） 

３、オリジナル新聞作成 

 模造紙にワークシートを貼り付け、記事の内容や付せん紙の意

見から共通するテーマやキーワードを見つけ、「見出し」を付け

る。 

 

１１：２０～１１：５０ 

（３０分） 

４、発表 

 作った新聞をグループごとに発表する。お互いに見合い、聞き

合いながら、意見交換する。 

 

 



★ミニ講話（20分×4名） 

 コメンテーターおよび生活衛生課事務局（大場）から、食品の安全、リスクなどについて情報提供する。 

 

 

★グループワーク Ⅱ 

※ 講話を聞きながら「できること」「できないこと」「疑問に思うこと」を３色の付せん紙に分けて書いて

いく。 

 

時間 概要 担当記者 

１４：３０～１４：４０ 

（１０分） 

 

１、講話まとめと付せん紙作成（個人ワーク） 

 講話を聞きながら「できること」「できないこと」「疑問に思う

こと」について書いた付せん紙をまとめていく。講話中に書けな

かった分を書き上げ、各自でまとめる。 

座波 

１４：４０～１５：００ 

（２０分） 

 

２、意見を交わしながら分類貼り付け 

 座標軸（理解：疑問―納得、実践：難―易）を用いて、付せん

紙を分類して貼り付けていく。 グループ内で順番を決めて、１

人ずつ発表する。なぜそう思ったのか理由や意見を交わしながら

進める。話し合いながら見方が変われば、そこに付せん紙を移動

する。 

 

１５：００～１５：２０ 

（２０分） 

３、リスクとどう向き合うか考える 

 出来上がった座標軸を見ながら、共通点やぜひ強調したい点な

どをみんなで考えながら、そのグループのテーマ（見出し）を決

める。意見交換を基に考えを整理し、コメンテーターへの質問も

検討する。 

 

                    

★ 発表（２０分）＋意見交換（２０分）１５：３０～１６：２０ 

  ・各グループ２分で整理した内容を発表する。 （発表のスタイルは各グループに任せる） 

  ・全６グループ発表の後、別のグループへの意見や感想があれば意見交換し合う。 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

グループワークⅠ 

     

     

     



グループワークⅡ 

 
Cグループ           A グループ           F グループ 

 
D グループ           B グループ            E グループ 

ワーク内容 

「Cグループ」 

 衛生管理は説得じゃなくて、やる気、雰囲気という題名にしました。 

 実践しやすい、理解、納得したと上に上がるのは、今回私たちが得た情報をどうやって発信していくのか、私

たちが知っているだけじゃなくて、どうやって周りの人に教えていくのかというのが実践しやすいし、納得もで

きたよというのが、だいたい上のほうに来ています。 

 それに対して、実践が難しいよとか疑問に持っているというのが、従業員のやる気をどうやったら出来るのか

なあというのがかなり難しくて、今回実践が難しくて理解ができたよという塊の中にあるものは、納得させて、

やる気、雰囲気ができれば上にあがるんじゃないのかなあというのが大半を占めているというのがわかりました。 

 その中で、やる気、雰囲気をつくるのは、このような情報を提供している点と点、わかる人をどんどん増やし

ていって、それを結んでいってそれを円にしていく。そしてどんどん上に上がっていって、衛生管理が説得では

なくて納得していただいて、できる、やってもらえるというふうになるんじゃないかなあという話になりました。



以上です。 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 せっかくですので、見ながら聞きながら、例えば上に上がったのはどんな項目かとか、ざっくばらんにコミュ

ニケーションタイムにしたいと思います。いかがですか。 

 すぐできそうというのは、何が多かったですか。 

「Cグループ」 

 今日は教えていただいて、分かったのは、ああそうだったんだなあと、潜んでいる怪我要因の社員への発信で、

付けない、減らさない、殺すというのは、どんどん話をしているんですが、じゃあどういう作業の中で出てくる

のかなという所で、あらましをちゃんと教えているのかなあという所で、考えたので、それはすぐ発信できるな

あと思いました。 

 後は、食の安心･安全の意味をちゃんと理解させているのかなあという所で、もう一度発信していけばよいの

かなあと思いました。 

 他には、意見として、食卓に上がった物は、おいしく楽しく感謝をもって頂くという事を今日習ったので、大

人が子供たちに伝えていく事が必要じゃないかなあという意見が上がっています。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ありがとうございます。個別に聞いていけば切がないので、グループの力っていうのは、みんなでいろんな意

見が出る中で見出している、解決策がでるんじゃないかなあと思います。他にありませんか。 

 

○質問 「黄色い、1番難しくて疑問はどういうふうにしたのかなあという事でしたか。」 

○回答 「Cグループ どうやってやる気を出させるのかなあという所が、難しいなあと思いました。」 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 逆にこうやったらできるんじゃないのというご意見はないですか。 

 

○意見 屋比久氏 

 今いろいろ聞かせていただいたんですが、やっぱり「やる気」という所が一番難しくて、どこの企業さんでも

課題だという話が聞こえてくるんですが、まず「やる気」を出させるという時に、自分でこの人を変えようと思

っていないかなあというのが一つですね。 

 人というのは変えられないんです。じゃあどうするかというと自分が変わる以外にないいんです。先ほど言っ

ていたように発信していく。点を作ったらその点が点を作って、そしてまたこの2つの点が４つの点を作ってい

くという事で、どんどん円というのが出来てくる。やる気というのは、そういうふうな所で、どんどん出来てく

るということです。 

 それから、否定するわけではないんですけど、給料を上げたからといってやる気が出てくるかと言うと、そう

いうものではないんですね。これは、すごい昔から心理学で検証されていて、ここ最近脳科学でも解明されてい

るんですけど、給料を上げることによって、作業能力が落ちるというような報告が上がっていて、その上げ方と

かそういったものについては、考えながらやらないといけない。簡単に給料を上げようというふうにやると、し

ばらくはいいかも知れないけど、そう長く続くものではないということです。人というのは、常に上へ行こうと

いう欲求がある。健康な状態であれば、良い仕事がしたい。一歩進んだ仕事がしたいというのがあります。 

 マズローという心理学者は、五段階の欲求がある。一つは生理的な欲求で、ご飯を食べたいとか、眠りたいと

いう、そして安全の確保をしたい。それから、もう一つは社会に加わりたいという欲求、それからもう一つはみ

んなに認めてもらいたい、社会に認めてもらいたい。そして最後に何かをやりたい、何かをつくりたいという欲



求がでてくるんですけど、その人がいうには、これが満たされて初めてどんどん上に上がってくる。これが満た

されない限り、やる気というのは出てこないというふうに言っているんですね。それがどこかで漏れていないか

どうかという確認が必要だなあというふうに思います。以上です。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 どうもありがとうございます。 

 この生理的欲求とか、安全を守る欲求のために、給料を上げていただいて、うちの経営者に聞かせたいのです

が、ぎりぎりの所でやる気だけでやらせようとしているんですけど、私が思ったことは、説得、つまり大事だか

らやりなさいというのではなくて、そうなんだねという納得をみんなで広げていくという事がとても大事だと思

うので、まさに屋比久さんが言った事は、納得すればやる気に変わって、その人たちがやっていこうよというこ

とになるんじゃないかなあという事でした。すごい解決策をぎゅっと盛り込んでいただいたCグループだと思い

ます。改めて拍手をお願いします。次は、Aグループお願いします。 

 

「Aグループ」 

 発表させていただきます。この6グループの中で、一番コミュニケーションがとれがグループだと自負してお

ります。 

 テーマが大きくなったんですけれども、いろんな事を考えた中で、やっぱり私たち個人個人が賢い消費者にな

るためには、どうしたら良いんだろう。それはもちろん製造業者であり、生産者であり、小売業者であり、いろ

んな方々が関わり合ってはいるんですけれども、それでも全ては賢い消費者ですので、賢い消費者になるために

はというテーマにしました。今日一番気づかされた事は、大場先生のお話、子供たちは、なんて素直！、理解力

が向上していくんだろうという事を感じられたと思うんですけれども、だから大切なのは家庭教育よね、そして

学校教育よね、そして社会教育、イメージとしてはこういうイメージで、第一段階のベースは家庭教育であり、

第二段階の学校教育では知識を得て、第三段階の社会教育、そこでは実践と向上させていく、そして賢い消費者

になるということです。 

 このポーショニングなんですけれども、こちらの方は外部要因、環境というふうに私たちは考えました。これ

は私たちが頑張っても出来ないこと、政治的な事もあるでしょうし、これの中にはサッカリンの問題などいろん

な事がございました。それから、こちらの方は内部要因で人、要するに納得して、実践もし易いよねと、私たち

個人で。そして、こちらの方は、先ほども出ていましたけれども、モチベーション、やる気をあげるという事、

やる気を上げるんだけれども、理解はしているんだけれども納得しないというような意味で、疑問というものも

入れました。 

 それから、こちらの方は人なんですけれども、「しつけ」衛生関連の意識を磨く、これもしつけだろうし、そ

れから正しい調理方法、これを教えていくプロセスも大切だというような形の部分で分けてみました。キーワー

ドなんですけれども、賢い消費者になるためには、こういった部分が必要なんですねという意見をまとめてみま

した。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ありがとうございます。質問などがあれば是非どうぞ。 

 教育というテーマで、いろんな場面での教育で賢い消費者にならなければいけないねということだったと思う

んですけれども、こんなのやったらとか、こういう別の見方もある良いというものでも結構です。 

 改めて、Aグループさん、ありがとうございました。では、Eグループさん、どうぞ。 

 

 



「Eグループ」 

 まず自分が出来ることは何かという事から、すぐできそうな事は何かというところで、そこから、先ほどのミ

ニ講演会で、いろんな情報が出て、話がすごく弾んでいた所で、グループワークをやるようにという指示があっ

て、まとめに入ったものですから、すごく良い話がでまして、題は「自分を守る、手洗いは他人を守るため」と

教わったよという方がいらして、これもらおうと思いました。皆さん、これだけ覚えて下さい。 

 我が家の手洗い場にこれを書いておくと、すぐ実行できると思います。という事で、私たちも色々な話が出ま

したが、すぐできそうな事ということに絞ってこれにしました。後はご質問どうぞ。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 質問でもご意見でも、感想でもなんでも結構ですどうぞ。 

 

○質問 黄色い疑問の所が気になりますが、どういう内容でしょうか。 

○回答 これは個人的な疑問でして、後から質疑応答で聞きたいんですけど、今回は加熱をする事が重要という  

    事で、電子レンジも加熱に入るかどうかという事と、その加熱をした後に、例えば４、５時間、常温に 

    して食べたても大丈夫かという事を個人的に思いました。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 具体的に聞いた事が、自分の生活だとどうなのという事ですよね。 

 

○質問 自炊をして、仕事場には弁当を持っていくので、日々の生活の中から疑問があったので、それで聞いて  

    みたいなあと思っております。 

 

○質問 手洗いの大切さも私たちグループも出たんですけど、あまりにも神経質すぎると、潔癖症になってしま

うのではないかという意見がでたのですが、その事につきましてはどうでしょうか。 

 

「E グループ」  

 実は、その手洗いの実態についてですが、数値でどこら辺まで分かるのという事を、先ほどの比嘉さんのミニ

講演会で具体的な話を聞きました。コープ沖縄のホームページに手洗いの正しいやり方という事が出ていますの

で、それを実践できると良いねという話になって、その程度だったんですが、個人的には、やっぱり自分の免疫

力を殺すぐらいの手洗いでなければ、そんなに潔癖になる事はないんじゃないかという事で、コープ沖縄の手洗

いの方法で見ると、そんなに潔癖になる程の手洗いではありません。正しい方法という事を私たちがわかれば、

その心配は希有におわるのではないかと思っております。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ありがとうございます。すごいですね。やっぱりこれは良いですね。 

 

○比嘉氏（コメンテーター）  

 手洗いについては、それぞれの所で違うと思うんですね。今うちでは店舗のほうでやっています。店舗の方で

はお肉を切ったり、お魚を捌いたりと加工に関わるんですね。その方というのは食品に触れますし、手袋もちゃ

んと取り替えてやっているんですが、直接口にする物を提供するので、それくらい徹しています。でも例えば家

庭であのような事を私が毎日するかというと、違うと思うんですね。ですから、手洗いについても基本的にこう

いうふうにしたら効率的に綺麗になりますよという事を、やっぱり良かった人たちがそうでない人たちに教えな



がらという事で、とっても広がってきて数値が良くなってきて、数値がだんだん上がってきて、良くなってきて

いるという報告を受けているんですが、だから、その立場によって違うんじゃないかと思います。 

 私も男の子だけ3名いるんですが大人になった子も含めてですが、帰ってきたら毎日手洗いしてねと言ってい

るんですが、一人として綺麗にやった人がいない。手を洗ったなあと思ってもタオルに必ず赤土が付いているん

ですね、後で見たら。それでも、あの人達は手洗いをして満足しているんですね。それを考えると、それぞれの

家庭でやってきたものは色々あると思いますので、潔癖症を助長するような手洗いではなくて、やっぱり衛生的

な事を考えると、外から帰ってきたら手洗いをしたり、うがいをしたら良いよと、大場先生もうちでは躾になっ

ちゃうのよという事や、これが躾ではなく当たり前になるような声賭けをしていけば良いんじゃないかなあと思

います。これは試験なんですが、そう思っています。うちの子たちはタオルが汚れているような洗い方を今でも

しています。 

 すみません、答えになっていないかも知れませんが、授業でやる所とそうでない所というのは、やっぱり考え

たほうが良いと思います。加工業に従事している人達というのは、やっぱりそういう衛生面の所からやっていか

なければいけないというので、それでも先程からモチベーションという話があるんですが、やっぱり楽しい方法

でやっていかないと、義務化されて嫌になってしまうと思うんですね。ですから、いまコープ沖縄のお店の中で

は、良い方向でみんなが思いを共有化しているという所で取り組めているという事で報告させてもらいました。 

  

★ファシリテーター：座波 幸代 

 やっぱりここで大事なのは、手洗いは他人を守る。自分以外の何かを守る行為。だからこそ、自分の仕事をし

ている時に、お客様、消費者のための行為だという意識が大事なのかなあという、納得だというふうにまた思わ

せていただきました。Eグループさん、どうもありがとうございました。ハーバード大学の白熱教室みたいです

ね。Fグループさんよろしくお願いします。 

 

「Fグループ」 

 色々な意見が出たんですけれども、一つひとつ上げていくと時間がないと思いますので、端折りますけれども、

それぞれの現場での現状の把握の話も出ましたし、理想はあっても現実はこうだよねという話も出ました。疑問

もいくつか出たんですけれども、グループでは、どんな話題になっても行き着く所は、先程から出て比嘉さんが

纏めてくださったんですけど、食の安全＝結局は人を介するので、消費者、生産者、流通、行政とか、それぞれ

の立場の人達のコミュニケーション力によるものだろうという結論に至りましたので、食の安全＝コミュニケー

ション力のアップという所に行き着くのではないかという事になりました。 

 私はふと気づいたんですけれども、「食」という漢字は人と人が寄り添い合って良い関係を気づくという事で

作られる文字ではないかと思いましたので、それを武田鉄也のものまねでやっていただこうかと思ったんですが

断られてしまったので、紙のほうで表現させていただきましたけれども、職場の中でも家庭の中でも親子ですと

か、家族、職場であれば取引先同士とか、いろんな立場でコミュニケーションをとっていって、昔が全て良いと

は言いませんけれども、やはり食の原点というのは生きていく上での基本ですので、やはり人と人、食の安全は

コミュニケーション能力のアップだよねという事になりました。 

 以上です。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ご意見、ご感想をどうぞざっくばらんにどうぞ。 

 例えば、コミュニケーション力をアップさせるために、何が出来るかなあみたいな話とかないですか。 

 

 



○質問 今回の企画は、他業者の人達とディスカッションが出来るという事は、一般の業者が受ける講習会とは 

    違って、いろんな方面からの目線で意見を交わせた。ただ一方的に受ける内容ではなく、能動的に様々 

    な声を聞いて考えるという事に対しては、すごく良い講習会だったし、実際に小学校などで行われてい  

    る食育の問題を知って、それをしているという人達がいるという事の存在の大きさは、僕ら食に関して 

    作っている側としても、大きな得るものがあったので、こういう講習会を今後とも続けて欲しいと思っ 

    たので、ぜひ次もお願いします。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ぜひ今後もやっていきましょう。Fグループさんに拍手をお願いします。 

 最高のほめ言葉をいただいているのではないかと思いますけど、涙出さないで下さいね。 

 D グループさんお願いします。 

 

「Dグループ」 

 多分、グループの中で一番主婦の数が多かったグループかなあと思います。なので専門的な事は分からない所

が多いんですけど、正確な情報発信と出来ることから一歩ずつという事で、いろんな情報が得られたんですけど、

それをどうやって子供たちや社会に繋げていったら良いのかという事が一番議論に上がった事です。やはり先程

も手洗いをあまり徹底すると、潔癖症になるんじゃないかという話もあったように、まずは本当に躾、帰って来

たら手洗いをしましょう。食べる前に手洗いをしましょう。トイレから出てきたら手洗いをしましょうという所

からやるべきじゃないかという事になりました。 

 賞味期限もしっかり見よう、またスーパーの商品もしっかり見ようという事で、私たち家庭の主婦が出来るこ

と、子ども達に簡単に教えられる事、そういう事から一歩ずつやっていきましょうという話になりました。 

 補足ですが、この潔癖症になるというのは、営業と家庭は違うので、家庭の中で営業のようになると、色々問

題もあるんじゃないかという事で、そこの部分は自分たちの子どもの状況とか、それぞれの要因に従って、昔は

家庭の中でも落としても3秒は大丈夫だとか、そういうのもありましたよね。そこの所は営業用とは分けて、緩

やかな中でやっても良いんじゃないかなあという事で、話が進みました。学習の場として、子どもたちの方から、

先程もが学校でいろんな取り組みの話があったんですけれども、食の安全に対して対象が大人である事が多かっ

たが、子どもでも早くはない事が分かったとか、やっぱり学習会やグループで近所の主婦たちの集まりの場でも

こういう話をして、社会の中で共有していくというか、安全とかそういうものを共有していく事が、できる所か

ら一歩ずつという事で、大切じゃないあという事がでました。以上です。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 何か質問ありあせんか。 

 色が混ざっているグループと、線の色が混ざっている所とか、それぞれあると思うんですね。なので、それで

色々質問が出たと思うんですが、やはりピンクは右上、上に行きやすいですよね。ブルーは下だったり、左の方

に行きやすいという事だったので、こういう色の具合を見てだと思います。 

 やっぱり、できる事から無理せず子ども達も一緒に巻き込みながらやっていくということは大事だなあと思い

ました。Dグループさん、ありがとうございました。 

 次は Bグループさんお願いします。 

 

「Bグループ」  

 これからBグループの発表を行います。 

 私たちの中では、様々な記事を持ってきた時に、いろんな関心の中から「誰が守る私の健康」という形の部分



でBグループはやりました。そして、先程のミニ講座を受けて、意外とこんな事ができるんだという事にたどり

着いたんですよ。聞かせていただいた内容からですね。こちらの方が個人も含め出来ること、難易度が比較的す

ぐできる事、こちらが、これからやりたいという、難易度は高いけれどもやろうという事、こちらが理解力も含

めて難しいなあという難易度の部分なんですけれども、最終的に決まった事は、今日色々学んだ事を、みなさん

とこういう形で共有した事を発信する事が大事なんだという事、知識はあっても発信するという行動に繋げてい

くという事はとっても大切だという事で、やっぱりできる事から始めようと、これは難易度はちょっと高いんで

すけれども、これをいかにここに持っていくかという形の部分を少しでも近づけるように取り組む姿勢が大事じ

ゃないかなあという事と、これは個人と企業のレベルアップに繋がっていくのではないかという形の部分で纏ま

っていきました。 

知識の共有、今日みなさんから教わった事を個人で感じる、中身の解釈の仕方がグループワークをする事によ

って、こういう捕らえ方をするんだとか、こういう観点から見ているんだという、学んだ事というのはやっぱり

大きな財産になりますので、そういう知識とかそういう物を共有する。先程も申し上げました発信する事が大事

という事、行動につなげる事が大切、そしてそれを出来る事から始めようという話に繋がりました。 

ここの難易度があるという所は金城さんが説明します。 

 

 私がここを書いたのは、やはり人間は生活があるし、色々な事情、意識の高い人、やりたいけれども仕事が忙

しくてなかなか出来ない人と、そもそも全く関心がない人がいると思うんですよ、特に男の人は。男ってお酒好

きなんですよ。また開き直って体に悪い物ほど旨いんだよという人もいる。業務として半分当たっているんです

けど、そんなコミュニケーションを取りながら、やっぱり本当に話をすると食に関しては非常に関心が高いんで

すね。今は長寿県沖縄が２０何位まで落ちているじゃないですか。だから本当は関心は無いんだけれども、本当

は薄いだけ。でもここがこういうふうに上がっていくと、きっと何だ、何だという事で俺も仲間に入れろよとい

う人が出てくる。100 人中 100 人とは言いません。100 人中 30 人でも行けば、そしたらここにいるという

ふうに来て、良い方へのスパイラルになる。 

 そして、私たちはこの人達も救わなければいけない、食の安心･安全というのは何もこういった意識のある人

達、お子さんたちを守る為のものでは決してないと思います。食品の安心･安全という人達は、沖縄県全員なん

ですね。だから、役割分担をきちんとして、ここをどんどんステップアップしていけば、きっとこの人達も分か

ってくれるのではないかと思います。私はちょうどこの辺ですね。でも今日受けてこの辺にいます。良かったで

す。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 ありがとうございました。 

 電子レンジの回答をお願いします。 

 

○回答：大野課長  

 電子レンジで大丈夫かとう時に、食品でぜんぜん変わってくるんですよ。例えば、カレーやシチュー類を加熱

しておいて、そのまま置いておいたというになると、去年、西原の方で食中毒が起こった例があるんですけど、

これは加熱した時間より冷却する時間が長い、温度が高い時間が長くて、その間にどんどん菌が増えてしまった

り、最近はヒートショックというのがありまして、加熱を加えられ、危ないなあと思うと一気に爆発的に増えよ

うとするんですよ。どんどん増えていって、それと嫌気性細菌、空気が敵だと言われていて、加熱すると空気が

ない状態になって、彼らにとっては非常に良い環境になってしまうんですね。それを電子レンジで加熱したら大

丈夫かというと、実は電子レンジで過熱した人達は食中毒が起こって、鍋でグツグツ温めた家族は大丈夫だった

という事例もあるんですよ。電子レンジがなぜ駄目なのかというと、加熱が均一になりづらい、偏りがどうして



も出来るというところで、完全ではないということです。完全に加熱する、炒めるとか、そういう事をした物は

多分大丈夫かなあと思うんですが、少なくともこの煮込み系のやつですね、あの辺は注意が必要かなあと思いま

す。 

 電子レンジで加熱して調理するというのではなく、加温する、温めるだけといった場合には、今言ったように、

空気を嫌う菌については、この中で生きていますので、どうしても加熱、加温する、温め直すだけといった場合

には、食中毒を疑うのであれば、やはり鍋に入れてグツグツ煮るという事が良い。冷蔵庫に入れて一晩ぐらいっ

ていうのもありますし、自分がどのような形で調理したかという事も出てきます。ただ、カレーとシチューは嫌

気性細菌、空気を嫌う菌については、面倒くさいですけど、鍋で温め直してから食べるようにして下さい。 

 例えば、菌は菌で増えるんですけど、ぶどう球菌は菌の数と酸性にするエンナロトキシンという毒素があるの

で、毒素は加熱しても減りません。そのまま残ってしまいます。なので、牛乳とか黄色ブドウ球菌が増える。昔

の雪印は、この黄色ブドウ球菌が増えてエンナロトキシン毒素が増えて、それが残っていて、食中毒になったと

いう事がありますので、菌によってそこらへんが違います。 

 それから、5、6 時間放っておいて大丈夫なのかという事なんですけど、やはりお弁当に入れる時には、しっ

かり冷ましてから。なぜ冷ますかと言うと菌が増える温度帯というのがあるんですね。30 度から 40 度の少し

下くらいは増えやすいので、弁当に入れる時は冷ましてから。それだったらお昼に食べても大丈夫なんですけど、

熱いまま蓋をしますと良い温度になってしまいますので、そこら辺を気をつけていただければ大丈夫だと思いま

す。 

 

★ファシリテーター：座波 幸代 

 いかがでしたか。今日は、朝10時半から始まって、もうあっという間に4時半になっていますが、子どもの

ワークショップの時に言うんですけど、今日は楽しかった人？ 

 ありがとございます。何でも良いことをするのを嫌だなあと思うこと自体おかしいと思うんですよね。食につ

いて学ぶという事も本来正しい事がなかなかできない、わかっているけどという所を、どう習得していくいかと

いう事を皆さん自身が考え出した素晴らしい解決策が今日出揃ったと思います。 

 とっても素晴らしいなあと思ったのは、やっぱり皆さんが受身ではなくて主体的に、正にクイズをやると子ど

もの理解度が伸びるとか、最初は大人の係わり合いなんだけれども子ども達が自然に自発的にやるという事があ

りましたけど、やっぱりキーワードはそういった主体的とか自発的というようになっていくのかなあというふう

に思います。やっていて楽しい人がいれば自ずと、私もやってみたいと思う人はすごく増えると思うので、今日

はいろんなお土産があったと思います。それを持ち帰って明日職場に行ってからでも、どんどん出来る事からや

っていくと、本当に良いつながり、やらされているのではなくて、楽しいからやるという事がどんどん広がって

いく素晴らしい流れになると思います。 

 主催者として最後に申し上げたいのは、正に新聞もそうだと思うんですね。記事を読んでなるほど、こんな事

が起こっていたんだという事をぜひ誰かと共有していただきたいと思います。こんな記事が載っていたよ見た？

とか、どう思う？おかしいよねなど、そういう一言、そういう会話、コミュニケーションが私たちはただ情報を

発信したいだけじゃなくて、何かを良くしたいという人間たちが集まって、マズローの欲求でいうと経済的な事

はどうかと思うんですが、自己実現とかやる気のためにやっている仕事ではあるんですが、そういった形で誰か

が社会の事について、政治の事について、食の安全の事について、一緒に関心を持っていただいて、ぜひ話して、

そして私たちに出来る事というのを繋げていっていただければなと思います。そういう道具として、新聞を使っ

ていただいたり、こういうワークショップという形をとっていただいたりしていただければなあと思います。 

 ひとまず、ファシリテーターという重責を、拙い進行でご迷惑をおかけしましたが、終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

 



皆様、本当に長時間お疲れ様でした。時間も押しているんですけど、生活衛生課の班長の方から、閉会の挨拶を

お願いしたいと思います。 

 

○挨拶 生活衛生課班長  

 みなさん、お疲れ様でした。この講習会を受ける前と受けた後では何か違ってきたんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 参加者の皆様につきましては、長い間お疲れ様でした。本日はテーマを「安全な食生活を送る上でリスクとど

う向き合うか」について、グループで意見交換をしていただきましたが、今回のこの機会は既にご承知だと思い

ますが、結論を出す事が目的ではないという事ですよね。本日は一つのテーマについては、年齢、職業など違う

初対面の皆様やお知り合いの方もおられたかと思いますが、限られた時間の中で知識、経験に基づく意見を出し

合って情報共有して、更に一緒に考えていき、それで一つの形にして発表したというプロセスに大きな意味があ

ったんじゃないかと思います。 

 また、今回は多方面で活躍されているコメンテーターの方々の講演についても、短い時間ではありましたけれ

ども、非常に有意義な時間であったと思います。この経験を生かしまして、皆様がそれぞれの立場でご活躍され

る事を期待しまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

 尚、今回ファシリテーターとして、座波さま、コメンテーターの比嘉様、それから屋比久先生、それから大場

先生、大変お世話になりました。拍手をいただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ワークショップ写真 

グループワークⅠ 

   

   

   

  



ミニ講話 コメンテーター 

   

グループワークⅡ 

    

   

 



   

   


