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3 月 11 日に発生した東日本大地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。そして、
被災された皆様、ご家族の方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。
今回の東日本大地震の影響で食品からの暫定規制値を超えた放射能が検出された場合、県単位
で出荷を自粛、また風評被害も影響している中、有機野菜などの安心食品宅配をインターネットで提
供するオイシックス株式会社（東京都品川区、代表・高島宏平）は、2011 年 3 月 31 日(木)～2011 年 4
月 1 日（金）に、当社のサービス利用者 1379 名を対象に、青果と乳製品の放射線量に関するアンケー
トを実施しました。
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であれば購入したい
購入したい人
したい人が約 8 割
「宮城、福島、茨城などの生産物について放射線量のチェックを行ったうえで国の基準値を下回る
ものであれば購入するかどうか？」という問いに対して、「購入したい」と答えた方は全体の
７７％（「積極的に購入したい」37％と「検討して購入したい」40％の合計）となりました。この結果から、
消費者自身が安全の確認をできれば購入したい方が多いことがわかりました。子供の有無で内訳を
見ると、子供のいない回答者のうち｢購入しない｣｢わからない｣と答えた人は 17.8％なのに対し、子供
のいる回答者の｢購入しない｣｢わからない｣の合計 28.2％で、子供のいる人の方が 10.4％多い結果と
なりました。この結果より、子供への影響を不安に感じている回答者が多いことが伺えます。
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【調査概要】
・調査対象：おいしっくすくらぶをご利用頂いているお客様
・調査方法：インターネット調査
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・調査日 ：2011 年 3 月 31 日(木）～2011 年 4 月 1 日（金）
・有効回答数：1379
オイシックス株式会社調べ
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また、本アンケートの中で、以下のような声が多く寄せられ、被害にあわれている生産者を応援したい
という方が多いこともわかりました。
-少しでも被災地を応援したい
-農家さんも被災者なので協力したい
-購入することでぜひ産地を支えていきたい
■放射線量よりも
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この他、「放射能、農薬、化学肥料と食品の関係についてどう思うか？」という問いに対して、放射能
と食品の関係で「非常に気にしておりとても心配」「少し気にしている」と回答した人が 82％なのに対し
て、放射能と食品の関係で「非常に気にしておりとても心配」「少し気にしている」と回答した人は 94％
で、放射能よりも農薬の方が気になる回答者が 12％多い結果となりました。この結果から、現在、放射
能について多く報道されていますが、回答者は、放射能だけでなく、普段から気をつけている農薬へ
の関心が非常に高いことがわかりました。
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Ｏｉｓｉｘでは被災地支援のための活動を行っております（参考）。また、放射能検出の報道に関して
当社では、放射性物質の検出があった県か否かに関わらず、当社センターから出荷する青果物、
乳製品および卵のすべてのアイテムにおいて、放射線量の検査を行っており、国の暫定基準値
を下回ることを確認した上で出荷しております。また、今回の風評被害を受けている地域の商
品を紹介するコーナーも設置予定です。
¶青果物等の放射線に関するＱ＆Ａ
http://www.oisix.com/shop.g6--aboutus--earthquake_radiationfaq__html.htm#faq

【参考】Ｏｉｓｉｘの被災地支援活動
Ｏｉｓｉｘでは、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においてＯｉｓｉｘでできる支援活
動などをしております。
東日本大震災支援活動について

http://www.oisix.com/shop.g6--aboutus--earthquake_shien__html.htm

・ 被災地への食糧支援
現在（2011 年 3 月 31 日時点）2 回に分けての食糧支援を行なっております。
支援物資到着日 ： 3 月 14 日（月）
お届け先 ： 宮城県内の 3 ヶ所
支援物資の内容 ： 飲料水のペットボトル…2L×600 本
はちみつりんご酢♪＋Fe…125ml×10500 本など
支援物資到着日 ： 3 月 19 日（土）
・3 月 22 日（火）
お届け先 ： ミネラルウォーター…仙台市青葉区・宮城県その他被災地
梅干…岩手県大槌町
支援物資の内容 ：ミネラルウォーター…20L 入り商品×20 箱 24L 入り商品×20 箱
※支援協力メーカー 株式会社 SORIN 様

梅干…600 パック
・EAT and SEND プロジェクト
今後の被災地の復興には長期間の時間がかかると考え、継続的な支援を続けられる仕組みで
支援していく必要があると考えました。そこで「募金つき商品」を販売し義援金を被災地の復
興に対して継続的に支援していくプロジェクトを開始しました。
開始日：2011 年 3 月１８日
対象商品数：32 商品（こちらは随時増やしていく予定です）
・ポイント募金プロジェクト
お客さまからお預かりした Oisix ポイントを 1 ポイント＝1 円に換算して、被災地に寄付
します。
・節電バナープロジェクト
節電バナープロジェクトは、1 人でも多く節電の輪が広がるようにスタートしたプロジェ
クトです。節電バナーを集め自由に利用できるよう掲載しています。
※バナーは「節電ポスター」「復興支援ポスター」に掲載されている作品の中からバナーとしての掲載を許諾いただいたもの掲載
しております。

オイシックス株式会社について
オイシックス株式会社（代表：高島宏平）は、「子どもに安心して食べさせられる食材」をコンセプトに、
有機・特別栽培野菜、無添加加工食品など多様な食材と豊かで楽しい食生活に役立つ情報をオンラ
インサイト「Ｏｉｓｉｘ(おいしっくす)」(http://www.oisix.com/)およびオフライン(牛乳宅配店など)経由で提
供する事業を 2000 年 6 月より行なっています。また、2007 年 10 月より著名人などがレシピを紹介す
るレシピブログポータルサイト「Ｏｉｘｉ[オイシィ]」(http://oixi.jp/)を運営しています。
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