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論文

食品安全政策に関する社会的意思決定への市民参加の意義
白田

茜

The meaning of citizen participation in social decision making about food safety policy
SHIROTA Akane
Abstract
This research revealed that citizen participation on food safety would visualize the problems in
food safety policy and would contribute to the determination of the direction of the policy.
Biases in the developing technologies, due to decision by a restricted number of people such as
experts, could possibly be corrected by the participation of various citizens.
Thorough their participation in conferences, citizens deepen their opinion, exert a role as a
more constructive partner in food safety, and also express tolerance and understanding of other
participants' opinions. This indicates educational aspect of citizen participation.
Keywords: food safety, citizen participation, social decision making, policy formation, policy
evaluation

1.

はじめに

本稿では、北海道庁が2006年度に実施した「遺伝子組み換え作物コンセンサス会議1）（以下「北海
道GMコンセンサス会議」と称す）
」を取り上げる．北海道GMコンセンサス会議については，科学
技術コミュニケーションの観点から取り上げた論考がすでにいくつかある（小林 2007；杉山 2007；
森岡 2007；三上 2007；渡辺 2007）
．これらの論考では，市民提案に至るまでの道民委員の議論の内
容，コンセンサス会議の実施に至るまでの背景，コンセンサス会議の評価や課題について述べられ
ているが，北海道GMコンセンサス会議の結果が実際の政策にどのように反映されたかの検証はな
されていない．そこで，本稿では，北海道GMコンセンサス会議についてインタビュー調査2）に基
づいた事例研究を行い，会議に参加した市民，専門家，主催者にどのような影響をもたらし，実際
の政策にどのように反映されたのかを検証し，食品安全政策に関する市民参加の意義を考察するこ
ととする．

2

北海道GMコンセンサス会議

2.1

北海道GMコンセンサス会議の背景

現在，遺伝子組み換え作物の栽培について，日本では2003年に公布された「遺伝子組み換え生物
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等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（以下，カルタヘナ法）」によって野生動
植物への影響を防止するための規制が行われているが，カルタヘナ法は一般作物との交雑や混入に
よる生産上及び流通上の混乱を防止するものではない．GM作物については，消費者からの強い不
安感がある．実際に，北海道では2003年に札幌市内の試験研究機関の対冷性GM稲の試験栽培計画
に対して，消費者と生産者からの反対運動が広がった．そこで，道は2005年「北海道食の安全・安
心条例」を制定し，同条例の中で「遺伝子組み換え作物の栽培による交雑・混入の防止」という課
題を明記した．これに基づき，2006年，道は全国で初めてGM作物の交雑を防止する「遺伝子組換
え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例（以下，GM条例）」を施行した．この条例では，
農家などによる開放系一般栽培は「許可制」に，試験研究機関による開放系栽培は「届出制」にする
ことが定められている．また，混入を防止するための隔離距離が告示によって定められている．
GM条例には施行後3年後の見直し規定と，道民の意見・情報聴収を行うことが定められていた．
そこで，北海道庁では，コンセンサス会議での議論や市民提案を道の施策立案の参考とするととも
に，行政や専門家等と道民が互いの声に耳を傾け，対話をし，政策や科学技術の評価を協働で進め
ていく「声のアセスメント」の手法の一つとして位置づけることが可能か検討することを目的とし
て，コンセンサス会議を行うこととした3）．
北海道においてコンセンサス会議を開催することとなった理由は，表向きには上述したとおりで
あるが，実は，コンセンサス会議が実現したのは，強い熱意を持ったキーパーソンが存在したから
でもあった．北海道庁食の安全推進局食品政策課主査（当時）渡辺稔之氏である．
筆者は2008年10月28日，北海道庁において渡辺稔之氏に対する聞き取り調査を実施した．
「市民参
加型手法4）の中でもコンセンサス会議を選択した理由」について質問し，以下の回答を得た．
理由の1つに，北海道の世論を二分するGM問題にコンセンサス会議の手法を導入することで，
一定の方向性が見出せるのではないかとの期待があった．2つに，2006年度当時，他にコンセンサ
ス会議を開催した地方自治体はなかったので，もし北海道庁がコンセンサス会議を実施した場合、
注目度が高いことが予測された．3つに，国（農林水産先端技術産業振興センター）が2000年度に
GMをテーマにコンセンサス会議を実施した経緯があったので，国が行ったコンセンサス会議の結
果と道庁で行った結果を対比させ分析を行うことで，GM条例の見直しの際に有効に活用できると
いう思いもあった．4つに，北海道庁が先んじてコンセンサス会議を実用化できれば，将来的にリ
スクコミュニケーションの手法として様々な場面で活用できるのではないかという期待もあった．
渡辺氏がコンセンサス会議の実施を要望した当初，実施のための予算要求も行っていない状態
だった．コンセンサス会議を開催するのに，運営体制や会議の進め方にもよるが，数百万から数
千万規模の経費が必要といわれている（科学技術への市民参加を考える会2002）．実際，2000年度
に国が実施したGMコンセンサス会議では1,853万円の経費がかかった．道財政も厳しい状況の中，
財政担当部局からもコンセンサス会議のための予算確保は難しいと言い渡された．そこで，渡辺氏
は財政担当部局の予算担当等と交渉し，道庁の部・局・課あらゆるところから予算の執行残を集め，
「遺伝子組み換え作物対話フォーラムプロジェクト5）」との協力・連携を行う等して，予算節約のた
めの工夫を重ね，コンセンサス会議実施のため約200万（2,147千円）の予算を計上するに至った6） ．
報告書によると、実際にかかった経費は約170万（1,731千円）であった．予算の問題はコンセンサ
ス会議を開催するにあたっての大きな壁だったが，それ以外にも障壁があった．当初，道庁内には
コンセンサス会議の開催について否定的な意見が多かった．渡辺氏はコンセンサス会議の市民提案
の結果を「政策等に反映させる」と規定する要綱案を作成していたが，
「政策立案等の参考にする7）」
という表現に変更することでようやく周囲の理解を得られたという．
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北海道GMコンセンサス会議の実施体制

北海道GMコンセンサス会議の実施体制には十分な配慮がなされた．なぜならば，行政が関わる
市民参加型の会議では，市民は既に会議での結論が想定されているのではないかという不安感，会
議の結果を都合よく利用するのではないかという不信感を抱く場合があるからである（渡辺2007）．
そこで，コンセンサス会議の主催者は北海道庁だが，中立的な立場で会議を企画・運営する「コン
センサス会議実行委員会（以下，実行委員会）
」を設け，会議に関わる関係機関が緩やかに連携して，
それぞれの役割を主体的に担っていくことが目指された（渡辺2007）
．具体的には，道が予算の確
保や事務処理を担い，
コンセンサス会議について知見のある「北海道大学科学技術コミュニケーター
養成ユニット（以下，CoSTEP）が会議の進行等を担うこととなった．また，GM作物について専門
家（科学者）と非専門家（市民）の対話を実施していた「遺伝子組み換え作物対話フォーラムプロジェ
クト」が会議の記録を担当した．実行委員会はステークホルダー，報道関係者，研究者，道職員の
8人で構成された．このように，渡辺（2007）も指摘しているように，北海道GMコンセンサス会議
は産官学が緩やかに連携し，関係機関が互いの特性を生かしながら主体的に会議に関わった，地方
自治体が主催する会議では珍しいケースであるといえよう．
2.3

会議に参加した主催者，市民，専門家への影響

2.3.1 主催者（北海道庁）への影響
コンセンサス会議を実現に至らしめた北海道庁の渡辺氏は，長期間農政に携わり，GMについて
ある程度の知識があった．このようなある種「専門知識を持った行政官」が一般市民との対話の必
要性を感じていたということを最初に指摘しておきたい．
地方の行政職員は住民・農家と接する機会が多い．実際に，渡辺氏も支庁8）勤務時代には農業者
と接する機会が多く，道庁勤務になってからも，シンポジウムなどで道民の意見を直接聞く機会が
あった．こうした背景が，渡辺氏が道民の考えに対して敏感であった一つの要因であろう．GMに
ついてある程度知識がある行政職員が，一般市民との対話の必要性を感じ，道庁の予算担当部局等
を説得してコンセンサス会議を実行したということは，行政の「欠如モデル9）」からの脱却，
「双方
型コミュニケーション」への移行を意味する．
筆者は，2008年11月2日に北海道庁においてGM条例の担当者である北海道農政部食品政策課食
品安全グループ 小田原輝和主幹・丸子 剛史主査に対する聞き取り調査を実施した．北海道GMコ
ンセンサス会議についての感想を求めたところ，小田原氏は「GMには色々な問題の切り口がある
ということに気づいた」という．
「GMの問題を考える際に，もはや単に安全・安心という切り口で
はなく，実に様々な視点からGMを考えていかなければならないと実感するとともに，そのことが
GMの問題を非常に複雑にしており，議論をする際のフレームを認識することが重要であることが
分かった」という．フレーミングの重要性については，平川（2002）がフレーミングに注目するこ
とがリスク知識政治10）を理解するのに重要であることを指摘している11）．
これまで，行政の場面で行われていたのは，市民の見えないところで行政と専門家で政策を決定
していくという「審議会」方式であった．しかし，このような政策決定の方法では，もはや市民の
理解を得ることができなくなっている上，弊害も生じてきている．それは，科学の客観性や価値中
立性を重視するあまり，当該科学技術に関わる社会的・政治的側面が考慮されていないことである．
このような意思決定では，市民の意見が排除され，その問題が関わる科学的なリスク以外の社会的
リスク（経済リスク・文化的リスク・政治的リスク）が無視されがちである．ある科学技術を社会
に導入しようとする時，その技術の受け手は市民・社会であり，市民・社会がその技術を受け入れ
るか否かによって，導入の可能性が左右される．したがって，市民が当該科学技術に関する問題を
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どのように捉えているか，専門家だけではなく，社会生活を通じて様々な知見のある市民の意見を
考慮することによって，科学的なリスクだけではないフレームを広く捉え，再構築する必要がある．
主催者（北海道庁）は，コンセンサス会議を行うことによって，このことを認識することができた
のではないだろうか．
2.3.2 市民（道民委員）への影響
2008年10月28日に北海道庁において聞き取り調査を実施した際，北海道GMコンセンサス会議を
担当した渡辺氏は「提案に至る議論の過程で，市民（道民委員）は賛成派・反対派ともに互いの意
見に耳を傾け，一定の理解を示すようになった」と述べていた．渡辺氏は，このような市民（道民
委員）
が互いの意見に一定の理解を示しながら結論を出すという経過は予測していなかったという．
つまり，参加を通じて，市民は公共的な問題関心を深め，理性的討論が行うことができるようになっ
たとはいえないだろうか．このことは，ルソーが市民参加の効果を「参加の過程を通して，利益と
は違う公益の存在に目覚め，他者との協同の重要さを知ることによって公的な市民となる」と考え
ていたことに合致する（C. Pateman 1970）
．篠原（1977）も指摘しているように，参加は政治の機
能の問題であるだけではなく，社会教育的側面を持つのである．
北海道庁が道民の意見を積極的に聴取する姿勢については，道民委員から評価されていた．筆者
は，2008年10月24日に北海道GMコンセンサス会議で道民委員であった吉村親氏（当時，北海道大
学大学院教育学院生）に対する聞き取り調査を実施した．
「コンセンサス会議実施の前後で北海道庁
に対する評価は変わったか」との質問に対し，吉村親氏は「市民提案を受けた結果（道庁の政策へ
の反映）がどのようになったかで評価は変わるが，コンセンサス会議のような市民を受け入れる姿
勢に関しては，今までと違う新しい取り組みで評価できると思う」との回答があった．また，道民
委員に対して実施されたアンケート調査からも，コンセンサス会議への参加について，
「非常に有
意義であった」
「有意義であった」のいずれかに全員が回答し，参加に高い満足度を得ていたことが
窺える12）．
2.3.3 専門家への影響
北海道GMコンセンサス会議に招聘された専門家は，GMの開発研究を行っている研究者だけで
なく，ジャーナリストや生産者も含まれていた．第1回目のコンセンサス会議では8人の専門家が道
民委員に対し情報提供を行った13）．
情報提供に招聘された専門家は，コンセンサス会議のような場で話すことは初めてであった14）．
それでは，会議に参加した専門家に対してどのような影響があったのであろうか．
筆者は2008年12月14日，道立市民活動促進センターにおいて，北海道GMコンセンサス会議に専
門家として招聘されたNPO法人北海道食の自給ネットワーク事務局長大熊久美子氏15）に対する聞
き取り調査を実施した．
大熊氏に対して，市民（道民委員）との対話への情報提供について意見を求めると，大熊氏は「専
門家として情報提供のために与えられた時間は15分間だけであり，この時間内で話せるかという問
題があった．時間はいつまでも無限大に使えるものではないというのは分かるが，
（GMという）大
きな問題であるからにはきちんと議論を尽くしたかった」と述べていた．また，1日目の会議の8名
の専門家による情報提供（12:30～16:00）の後，道民委員と専門家の対話（16:45～18:30）の時間が設
けられたが，この時も「ファシリテーターによって質問に対する回答者（専門家）が指名され，指名
された以外の専門家が発言する機会はなかった（大熊氏）
」という．なお，他の専門家からも発言す
る時間の不足については指摘されており，専門家と市民の対話が十分でなかった可能性がある16）．
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コンセンサス会議が専門家に何らかの影響を与えたという結果は，今回の調査では導き出すこと
ができなかった．この点に関し，他の専門家（農家やGMの研究者，ジャーナリスト）に対しても
調査を行い，検討することは今後の課題としたい．
2.4

政策への反映

政策への反映については，市民の代表ではない市民パネルの作成した報告書と，現実の政策との
関係をどのように設計するかという課題が指摘されていた（小林2002）
．また，コンセンサス提言
文書は時間の制約のもとに作成されたものであり，これに対しては専門家の知的加工や補正が必要
であろう．そういった意味で，
政策立案の有力な参照資料と考えるべきである（小林2002）．実際に，
筆者が2008年10月29日に北海道庁において北海道農政部食品政策課の小田原輝和主幹・丸子剛史主
査に聞き取り調査を実施した際，
「コンセンサス提言文書がどのように政策へ反映されたのか」とい
う質問について，小田原氏は「政策の実現にあたっては，道議会の存在等を抜きにしては考えられ
ないが，コンセンサス提言文書は貴重な道民の意見であり，
（政策検討の）参考に活用するという位
置づけ」との回答があった．提言文書の内容がどの程度政策に反映されたかという点では，限定的
ではあるが，道庁単独では解決できない表示の問題などに関して，国に要望を行ったり17），交雑に
ついての知見を深めるために試験研究（
「交雑防止検討調査事業18）」）を拡充して行っていることは，
提言を受けた道庁の動きと評価することができよう．この道庁の動きは，市民提案の中の「（2）表示」
や「
（3）自然・環境への影響」の「交雑の問題，
防止のための取り組み」の提案に対応したものである．
詳細については，次ページの表1を参照されたい．
また，北海道庁は「食品の安全性に関する情報の提供や消費者，生産者，事業者等の関係者間の
情報の共有と意思疎通に努めること」を目的として，2006年からリスクコミュニケーションを推進
している. コンセンサス会議実施後，筆者が2008年11月2日に北海道庁において聞き取り調査を実施
した際，小田原主幹は「専門家が一方的に市民に向け話すというリスクコミュニケーションは意味
がなく，参加者同士で討論をしながら理解を深めて考えをまとめていくというコンセンサス会議の
手法を何らかの形で導入することを検討している」と述べていた．このことは，道庁内でコンセン
サス会議の手法が高く評価されていることを意味している．
また，コンセンサス会議の評価について，渡辺氏に対し2008年10月28日に北海道庁において聞き
取り調査を実施した際，渡辺氏は「コンセンサス会議は，行政の段階ですぐに決断を下さなければ
ならないようなテーマについては適さないが，それ以外であれば，科学技術に関わらず，今後どの
ようなテーマにでも応用可能である」と述べていた．今後，北海道庁では「農業の担い手」等のテー
マについてコンセンサス会議の手法を用いた会議を行う予定である19）．

3

食品安全政策に関する市民参加の意義の考察

3.1

地方分権の視点から

3.1.1 市民のニーズに沿った政策の実施
今回，北海道庁で実施されたコンセンサス会議という手法はあくまで市民参加型手法の一つの類
型であり，仮の枠組みを提示しているにすぎない．そういった意味では，行政にとって負担感の少
ないプログラムの開発等，未だ改善の余地が残っているが，今後ますます限られた資源（予算・人員）
で効率的な行政運営を求められることが予測される行政にとっては，市民のニーズに沿った政策を
確実に実施していくためには有効な手段である．
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市民提案 ‐「安全・安心の視点から」

長期摂取による慢性毒性への懸念
・慢性毒性の審査が免除されているのではなく、現在の遺伝子組換え作物についてはその必要が
ないと考えられていることが分かりました。急性毒性はなくても、食経験は１０年ほどと短く、長期に
渡って摂取した場合の害が心配です。胎児やそのまた次の世代への健康影響も調べていただき
たい。私たちは、慢性毒性の試験の実施を提案します。
（１）
食品として
の安全性

アレルギーへの影響
・遺伝子組換えによって新しく生じたタンパク質について現在の安全性審査のやり方は不十分で、
さらなる検討が必要ではないでしょうか。近年アトピーやアレルギーで悩む方が多い中、遺伝子組
換え作物が何らかの影響を与えていないかについても研究が進められることを望みます。
安全性の基準
・安全性の基準について、現行の基準をさらに安全なものにレベルアップすることによって、食品
安全に関する基準を明確にし、信頼を回復していただきたい
・未承認の遺伝子組換え食品が流通しないよう管理体制をより強化してください。
混入率と表示基準
・日本では、
かりに遺伝子組換え作物が非意図的に混入してしまった場合でも、混入率が５％未満
であれば「非遺伝子組換え」
と見なされることになっています。この混入率をＥＵ並みの１％未満
程度にすべきだと考えます。

（２）
表示

醤油・食用油などの表示について
・醤油・食用油など、遺伝子組換えで組み込まれた遺伝子やその遺伝子によって作られたタンパク
質が技術的に検出できないということで表示が義務化されていない食品がありますが、
これは、原
料が遺伝子組換えか否かで選択したい人たちの「選ぶ権利」
を阻害するものだと考えます。適切
な表示を検討し実施してほしい
農作物以外のものについて
・現状では、畜産・水産物の飼料にも表示義務はありませんが、今後、遺伝子組換え作物の飼料
で育てた畜産物や水産物のほか、
きのこ類など林産物についても表示をされるように検討が必要
だと考えます。

（３）
自然・環境
への影響

交雑の問題、防止のための取り組み
・交雑による自然環境や生態系への影響を最小限とするための方策を講じる必要があり、
そのた
めには、隔離距離を設定するための交雑防止に関する試験研究や交雑の可能性を限りなくゼロ
に近づけるための遺伝子組換え技術を応用した植物の開発、実際に遺伝子組換え作物を開放
系で栽培することを想定した観察方法や管理技術の研究・開発などを検討する必要があります。
道条例について
・北海道が全国で初めて制定した
「ＧＭ条例」
に基づき策定された
「交雑防止措置基準」
について
は、道内外の花粉飛散距離の試験研究結果などに安全率２倍をかけていますが、道内における
交雑に関する科学的な知見の蓄積を図り、
未解明な部分が多い植物の交雑に関するメカニズム
を明らかにする研究を継続することなどで、
より効果的な交雑防止措置を講じる必要があります。
生命倫理の問題

（４）
遺伝子組
換え技術その
もの

技術の不確実性・持続可能性への疑問
・遺伝子組換え農作物については農薬の使用量など安全面について、各専門家からまったく正反
対なデータによって説明がなされ、
そのこと自体が、
一概に確立された技術とは言えなく、
国内での
商業栽培が行われない原因の一つと考えました。
・遺伝子組換え作物を連作栽培している社会的背景も含め、遺伝子組換え技術が収量やコスト、
安全性、環境問題など、真に持続可能な農業技術といえるのか、検証するためのデータの公表
が求められます。
技術開発のあり方
―研究機関においては、食料や機能性食品、医薬品開発などの遺伝子組換え作物に対する研究
を慎重に進め、
技術としての安全性を確立し、
一般の人々にも分かりやすい形でデータを公表してい
くべきだと考えます。

（５）
遺伝子組
換え作 物 に
関 する今 後
の情報開示

行政と専門家ばかりの会議だけでなく、今回のコンセンサス会議のように広く道民と対話する機会
を今後も設けていく必要があります。具体的には、
ＧＭ条例施行３年後の見直し時期の会議などに
数名の道民を道民代表として委員に加えること、
またそれ以外にもリスクコミュニケーションを図るた
めのタウンミーティングの継続的な実施などの方法を提案します。

（６）
第三者機
関による安全
性評価

政府は、生産者や消費者団体、一般市民などを食品安全委員会に加えるか、
または独自の第三者
機関を設置し、遺伝子組換え作物に関して専門家が出したデータを検討したりする業務を委託しま
す。北海道においては、食の安全・安心委員会にその役割を果たしていただきたいと考えます。
出典：北海道庁ホームページより抜粋・編集
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今回，道庁の事務量が膨大であった大きな原因は，公平性を期するため12本もの要領・要綱等を
作成したことであった20）．次にコンセンサス会議に取り組もうとする地方自治体は，北海道庁が作
成した要綱・要領等を参考にして，より省力化した準備ができるのではないだろうか．次なる地方
自治体による取り組みが期待される．
3.1.2 将来の地方分権の際の土壌づくり
現在，国から地方自治体への権限委譲に関して，2007年4月に地方分権改革推進法に基づき内閣
府に設置された「地方分権推進委員会（以下「推進委員会」と称す）において，地方分権のための諸
方策が勧告されているところである．同委員会では，
「地方が主役の国づくり」を掲げ，
「地方自治
体を，自治行政権のみならず自治立法権，自治財政権をも十分に具備した完全自治体にしていく
とともに，住民意思に基づく地方政治の舞台としての『地方政府』に高めていくこと（第一次勧告
2008.5.28）
」を地方分権改革の究極の目標としている．第一次勧告（以下「勧告」と称す）でも指摘
されているように，
「地方自治体は住民に対して幅広い行政サービスを提供しているが，そのサー
ビスの多くは，実質的な決定権が国に留保されていたり，財源を国に依存せざるを得ない」のが実
態である．
勧告では
「地域のあり方は地方独自の個性を優先し自ら決定する自治の確立が住民にとっ
て望ましい」としている．
推進委員会では，
国から都道府県への事務・権限委譲を行うべき具体的な項目について勧告を行っ
ている．第一次勧告では，例えば，保育所，教育，医療・医療保険，公営住宅，保健所，ハローワー
ク，土地利用規制，道路，農業等について地方への権限委譲を勧告しており，今後，地方分権は確
実に進んでいくと考えられる．地方分権が進められれば「地方における行政を行う場合にその地方
の住民の意思と責任に基づいて処理する」という住民自治の姿勢がこれまで以上に求められ，地方
による政策決定も，市民社会の討議によって正当性を獲得することが重要視されよう．こうした場
合に，
コンセンサス会議等の市民参加の仕組みを地方自治体レベルで取り入れることが必要となる．
コンセンサス会議は「間接民主主義」に代わる「直接民主主義」を標榜するものではない．このこ
とについて，小林（2002）は，
「コンセンサス会議は有志という点で限定的であり，結論は政策的意
思決定ではないので，明らかに直接民主主義ではない．しかし，社会的・政治的意思決定過程への
能動的参加という側面がある」
と述べている．このような，参加と討議を重視する討議デモクラシー
は，代議制デモクラシーに加えて「ツー・トラック（二回路）制」のデモクラシーとして間接民主主
義を補完するものである．
3.1.3 地方自治体における市民参加の可能性
コンセンサス会議はデンマークが発祥の地である．デンマークは，国土は約4.3万平方キロメー
トル（九州とほぼ同じ）であり，人口約543万人（デンマーク統計年鑑2007）という日本と比較して
小さな国である．コンセンサス会議やシナリオ・ワークショップ等の市民を政策決定に関与させる
仕組みはデンマークが発祥地である．このことから，比較的小さな国土の規模で国民のコンセンサ
スが形成されやすいとは考えられないだろうか．これに対し，日本の総人口は1億2770万人（2008
年11月1日時点概算値）であり，国レベルで国民のコンセンサスを形成することは困難である．そ
こで，地方自治体レベル，さらにいうと基礎自治体21）レベルでこのような市民参加の仕組みを取り
入れ，コンセンサス形成を行うことが望ましい．
コンセンサス会議が実施された北海道は，人口約560万人という規模であり，デンマークの人口
とほぼ同じ程度である．さらに，コンセンサス会議が行われた背景として，北海道の農林水産業は，
国産供給熱量の約2割を全国に供給しており，日本における食糧供給に大きく貢献している22）。ま
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た，北海道の生産量が全国一の農産物（2007年時点）は，小麦，大豆，小豆，いんげん，じゃがいも，
テンサイ，そば，たまねぎ，かぼちゃ，スイートコーン（スイートコーンのみ2006年時点）等であ
り，北海道の農業は日本の食料供給地として大きな役割を担っている．また，北海道の生産量が第
一位のじゃがいも（全国の生産量のうち79.3％）
，大豆（同23.6%），テンサイ（同100％），スイートコー
ン（同42%）は厚生労働省で安全審査を経て日本国内で流通が認められているGM作物24）であり，こ
のためGMは道庁の重要な政策課題事項として位置づけられ，北海道民はGM作物の生産に対し非
常に敏感であったことが窺える．
また，北海道庁は，全国的に先駆けて「食の安全・安心条例」
（2005年3月）を制定しており，食
品に関するリスクコミュニケーションを2005年度から継続的に行っている．これまで行われたリス
クコミュニケーションは，2005年度が「北海道食の安全・安心基本計画」及び「北海道食育推進行
動計画」のブロック説明会・意見交換会，食品安全フォーラム，GM作物に関するシンポジウム等，
2006年度が北海道GMコンセンサス会議，農薬に関するリスクコミュニケーション，地域の指導者
育成講習会，2007年度が道産食品の信頼回復に向けた消費者と食品関連事業者との意見交換会，食
中毒予防対策についてのリスクコミュニケーション，BSE（牛海綿状脳症）検査についての意見交
換会，GAP（農業生産工程管理）に関する意見交換会，2008年度が輸入食品等の安全確保について
のリスクコミュニケーション等である．
内閣府に設置されている「食品安全委員会」では，2004年7月に公表された「食の安全に関するリ
スクコミュニケーションの現状と課題」で，地方自治体の役割についてこう述べている．
「地域住民
や食品関連事業者の身近な行政機関である地方公共団体では，その地域に密着した食の安全にかか
わる具体的な対応をテーマとして取り上げることが求められる」
．しかし，このように多数のテー
マを取り上げ，継続的に市民とのリスクコミュニケーションを行っている地方公共団体は他に類を
みない．このように北海道においてリスクコミュニケーションが重視されているのは，上述した北
海道の食料生産基地としての特性によるものである．このように，道民との対話を重視してきた道
庁がコンセンサス会議を開催したことには，市民との対話を行うことができる十分な素地があった
と考えられる．
3.2

市民と行政間の信頼の構築

近年のリスク心理学研究では,「信頼」が人びとのリスクアクセプタンスを考えるうえで，極めて
重大な役割を担っていることを明らかにしている（中谷内2008他）
．なお，
「信頼」は，心理学的に
は2つの要素によって構成される．1つは，信頼する対象者の能力についての期待であり，これを「専
門性の信頼」と呼ぶ．もう1つは，対象者の意図についての期待であり，これを「誠実性の信頼」と
呼ぶ（吉川1999）
．現実のリスク管理者は，基本的には専門家であるから，専門性の信頼は通常確
保されていることが前提となる．
従って，
専門家が信頼できるかどうかという議論は，多くの場合「誠
実性の信頼」をいかに確保するかという点に集約される（堀井2006）．住民参加を含めた現代の行政
の場面において重要とされる信頼は，
「誠実性の信頼」に他ならない．つまり，行政が市民からの「信
頼」を得るためには市民参加が重要な役割を果たすと考えられる．
これまで，政策は，高度な技術的専門知識によって行政官や専門家が独占しており，市民は政策
について語る知識に乏しく，政策を語る資格がない存在とみなされてきた．しかし，今回取り上げ
た北海道GMコンセンサス会議の事例からは，市民が参加を通じて，公共的な問題関心を深め，理
性的な討論を行うことが明らかとなった．このことは，市民参加によって，市民に対する行政の信
頼感が増し，行政と協働して政策形成を担いうる，あるいは政策形成過程の一部に関与できる存在
として，行政が市民を認める可能性を秘めている．すなわち，市民参加によって，行政への市民の
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信頼が醸成されるとともに，市民への行政の信頼が獲得されうるのである．このことは，行政が市
民参加を推進していく上で重要なファクターであると考える．
3.3

専門家と非専門家の対話のメリット

第1回目の北海道GMコンセンサス会議では，会議の最後に道民委員と専門家の対話の時間が設
けられたことついては前述したとおりである．この対話には，一般の傍聴は許可されなかったため，
筆者は議論の詳細については知り得ないが，筆者が2008年12月14日にNPO法人北海道食の自給ネッ
トワーク事務局長大熊氏に対する聞き取りを行った際，大熊氏は「対話の時間では，GMについて
の（技術的な）安全・安心についての質問が集中した」と述べていた．対話では，近年開発されて
いる「第二世代」といわれる花粉症緩和米，糖尿病対策米などの消費者利益を謳ったGM作物につ
いて，道民委員から安全性等（機能性食品の過剰摂取による弊害，医薬品としての作物開発がなさ
れた場合の交雑の問題や安全性評価の方法をどうするのか）についての疑問が呈されたという．
このことに関して，大熊氏は「
（専門家はGM作物について）生産者のメリットがあるだけで，消
費者のメリットがないことが（消費者に）受け入れられない理由だと思っていた．消費者メリット
を謳った第二世代のGM作物だったら消費者の理解を得られるという『目玉』だったが，消費者は
決してそうではなかった（受け入れない）
」との意見であった．
この対話には，GM作物の技術的特質・可能性を追求する研究者も参加していた．この研究者は，
（対話の前に行われた）市民への情報提供では，
「遺伝子組換え技術では，動物や微生物の遺伝子を
植物に入れて遺伝変異を飛躍的に拡大することができる．これにより，作物の成分を画期的に変え
ることができるので，花粉アレルギーを抑える花粉症緩和米などを作り出したほか，さらにはエネ
ルギーや工業用素材を植物から作り出す可能性がでてきた」とGM作物の可能性を述べていた（コ
ンセンサス会議実行委員会2007）
．この研究者は，道民委員との対話でどのような感想を持ったの
であろうか．今回の調査では，残念ながらGM推進派の研究者に対する聞き取りを行うことができ
なかったが，今後の課題としたい．
もちろん，
全ての消費者（市民）が花粉症緩和米等のGM作物の開発に懐疑的であるとは限らない．
しかし，専門家は，単に「消費者が喜ぶであろう」という想定で開発をするのではなく，消費者が
本当に必要としているものであるのか，そして，将来的にどんなものを望んでいるのか，消費者の
意見が反映された技術の開発を推進していく必要がある．消費者が望むような技術開発が行われな
ければ，将来的にその技術は消費者に受け入れられない恐れがある．

4

結論
食品安全政策に関する市民参加の意義をどう考えるか．これが，これまで論じてきた筆者の問い

であった．筆者は，事例研究及び先行研究を通じて4つの答えを得た．1つは「市民と行政の間で信
頼関係が構築される可能性」である．
コンセンサス会議の参加者（道民委員）は，参加を通じて市民の考えが政策に反映されることを
期待していた．また，行政の市民の意見を聞こうとする姿勢は参加者（道民委員）によって高く評
価されており，市民参加を行う行政と参加者の間で信頼関係が構築される可能性が示唆されうる．
2つには，
「市民意識の醸成」のためである．北海道GMコンセンサス会議では，参加を通じて，
市民は公共的な問題関心を深め，立場や意見が異なる参加者同士で理性的な討論が行うことが明ら
かになった．参加は政治の機能の問題であるだけではなく，社会的な教育側面を持つと考えられる．
3つには，
「将来の地方分権の際の土壌づくり」のためである．今後，地方分権が進んだ場合に「地
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方における行政を行う場合にその地方の住民の意思と責任に基づいて処理する」という住民自治の
姿勢がこれまで以上に求められ，地方による政策決定も，地方の実態に合った政策を地方の住民の
意思と責任によって選択し，市民社会の討議によって正当性を獲得することが重要視されよう．こ
うした場合に，コンセンサス会議等の市民参加の仕組みを地方自治体レベルで取り入れていくこと
が必要である．
4つには，
「専門家と非専門家の対話のメリット」があることである．多様な人々の参加により，
専門家など少数の人々による意思決定の「偏り」が是正される可能性が示唆される．
注
1）コンセンサス会議とは，
「政治的，社会的利害をめぐって論争状態にある科学的もしくは技術的話題に
関して，素人からなるグループが専門家に質問し専門家の答えを聞いた後で，この話題に関する合意
を形成し，最終的に彼らの見解を記者会見の場で公表するためのフォーラムである」といわれ，市民
参加型テクノロジーアセスメント（PTA）の一つの手法である（Joss&Durant,1994.12）
．
2）本研究で行ったインタビュー調査の概略は以下のとおり．①2008年10月24日に北海道GMコンセンサ
ス会議の道民委員であった吉村親氏（当時，北海道大学大学院教育学院生）に対する聞き取り調査を実
施，②2008年10月28日に北海道GMコンセンサス会議を担当した北海道庁食の安全推進局食品政策課
主査（当時）渡辺稔之氏に対する聞き取り調査を実施，③2008年11月2日にGM条例の担当者である北海
道農政部食品政策課食品安全グループ 小田原輝和主幹・丸子 剛史主査に対する聞き取り調査を実施，
④2008年12月14日に北海道GMコンセンサス会議に専門家として招聘されたNPO法人北海道食の自給
ネットワーク事務局長大熊久美子氏に対する聞き取り調査を実施した．
3）北海道庁でコンセンサス会議が実施された背景については，渡辺（2007）を参照されたい．
4）他にも市民参加を制度化したものとして，①討議制意見調査，②プランニング・セル，③市民陪審制，
④シナリオ・ワークショップ，⑤グループインタビュー，円卓会議等の手法がある（篠原2004他）
．
5）GM作物について非専門家と専門家の対話を行うプロジェクト．このプロジェクトは，
（独）科学技術振
興機構社会技術研究開発センターの社会技術研究開発・公募型研究開発に応募して採択された．プロ
ジェクト代表は北海道大学大学院農学研究院の松井博和教授である．
6）北海道GMコンセンサス会議では，道民委員や実行委員，事務局職員などに対する謝金等は計上せず人
件費を大幅に抑えた．また，会場についても，道庁赤れんが庁舎等を利用し，広報宣伝費についても，
報道機関に協力を依頼したほか，道庁の出先機関である道内14の支庁や各農業改良普及センター，北
海道大学が有しているネットワークなどを通じて，道民委員の募集やコンセンサス会議のPRを行うな
ど，道や北海道大学の資源を有効活用することによって大幅な経費節減を図った．また，遺伝子組換
えGMO対話フォーラムPJが実施する専門家インタビューにコンセンサス会議の日程を合わせるなどし
て，専門家を招聘する経費を削減するといった工夫も行った（渡辺2007）
．
7）政策立案の参考にするだけではなく，国への要請も行うという面も含まれている．
8）北 海道には，石狩，渡島，檜山，後志，空知，上川，留萌，宗谷，網走，胆振，日高，十勝，釧路，
根室の 14の支庁がある．
9）市民を「正確な知識の欠如した状態」であるものと捉え，市民に知識を注入することを目的とみなす発
想のこと．
10）リスク知識政治とは「リスク解析の結果や，その手法の科学的・技術的な客観性・妥当性・実行可能性
など科学的な正しさだけでなく，リスク評価・管理における社会的意思の反映の公正さ，評価・管理
の対象となる技術の目的の正当性，関係者の責任能力に関する信頼性など，社会的な正しさまで含む
ものである」とする概念である（平川2002）．
11）フ
 レーミングについては，平川（2002）が，
「利害関係者の間や，専門家と一般市民の間で現実に生じて
いるリスク論争の大部分は『安全かどうか』，
『リスクはどれくらいか』を争っているように見えて，実
のところはフレーミングの不一致に基づく論争，フレーミング論争だということがある．第2に，この
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ようなフレーミングの違いは，単に関係者間のコミュニケーションを阻み論争を生むだけでなく，リ
スク知識政治の正当性を大きく左右するからである」と述べている．
12）詳 細については，
「コンセンサス会議道民委員アンケート調査結果」
（コンセンサス会議実行委員会
2007）を参照されたい．
13）第1回目のコンセンサス会議に専門家として招聘されたのは，札幌テレビ放送・佐々木律報道課長，北
海道大学・喜多村啓介教授，四日市大学・河田昌東講師，長沼町農業協同組合・内田和幸代表理事組合長，
北海道食の自給ネットワーク・大熊久美子事務局長，興部町富田ファーム・富田泰雄オーナ－，北見
市角田農園・角田誠二代表，北海道農政部食の安全推進局食品政策課・今井聡裕主幹の8名であった．
14）詳細については，
「専門家事前インタビュー及びアンケート集計」
（コンセンサス会議実行委員会 2007）
を参照されたい．
15）大熊氏は，2006年11月25日に開催された第1回コンセンサス会議において招聘された専門家の1人であ
る．
16）市民との対話の不足については，
「専門家事前インタビュー及びアンケート集計」でも，
「プレゼン直後
に質疑応答の時間が欲しかった」，
「（道民）委員の質問にできるだけ多く答えようとするために議論が
深まらなかったと思う．質問を絞っても良かったのでは．質問する相手（専門家）の指名はあったが，
指名された人だけが答えるのではなく，他の専門家からも発言があっても良かったのではと思う」等の
コメントがみられた．
17）国への要望に関して，北海道農政部食品政策課の丸子剛史主査から，
「
（GM作物の）表示の制度は道で
は如何ともしがたいところがあるので，交雑の問題や安全性の審査について国に要望・提案して制度
改正を求めている」との 回答があったが，具体的な文書や項目案についての提示はなかった．
18）交雑に関する科学的知見の蓄積を図ることを目的に2006 年度から2008 年度まで実施されている．具体
的には，稲，大豆，テンサイ，トウモロコシ，ナタネの花粉飛散距離を測ったり，飛散距離を設ける
ことによらない交雑防止の方法を検討している．
19）2008年10月28日に北海道庁において北海道庁食の安全推進局食品政策課主査（当時）渡辺稔之氏に対す
るインタビュー調査を実施した際に回答を得た．なお，渡辺氏はインタビュー当時（2008年10月時点）
で北海道庁農政部農業経営課に在籍しており，道における農業政策を担当している．
20）要綱・要領等は，要綱が1，要領が8，基準等が3の全部で12であり，コンセンサス会議の全体構想や実
行委員会の設置などを協議するために定めた「準備委員会設置要領」やコンセンサス会議全体の実施方
針や実施計画等を定めた「実施要綱」，コンセンサス会議のスケジュールなどを書き記した「会議実施
フロー」，中立的な立場でコンセンサス会議の企画・運営を行う実行委員会の設置を定めた「実行委員
会設置要領」等である．
21） 国
 の地方行政区画の中で最小の単位で，首長や地方議会などの自治制度があるものを指す．日本では
市町村が基礎自治体に相当する．
22）北 海道のカロリーベース食料自給率への寄与率（2006）によると，全国の996kalに対し，北海道は
218kalである（国民1人1日あたり供給熱量は2,548kal）
．
23）2008年12月18日時点で安全性審査が終了した食品及び添加物は，じゃがいも8品種，大豆5品種，てん
さい3品種，とうもろこし45品種，なたね15品種，わた18品種，アルファルファ3品種，添加物14品目
（α‐アミラーゼ，キモシン，プルラナーゼ等）である．
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