
消費者の部屋通信
（平成２１年６月分）
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☆ 今月の特別展示 消費者の部屋展示室
～農林水産省の取組みをご紹介します～

◆ テーマ「６月１日は『牛乳の日』６月は『牛乳月間』」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

牛乳は、幅広い世代にとって必要な栄養素をバラン

スよく含む優れた食品です。これらの優れた働き、牛

乳乳製品摂取の食生活提案「３－Ａ－Ｄａｙ」をパネ

ルやパンフレットを使って紹介しました。また、牛乳

と野菜を組み合わせたスープの試食を行い、牛乳を料

理に取り入れるメニューを提案しました。

↑ブロッコリー、カボチ

ャ、ジャガイモの牛乳ス

ープの試食を行いました。

牛乳の栄養や機能につ

いて説明したパネル→

◆ テーマ「みんなで行こう！農山漁村～都市と農山漁村の共生・対流～」◆◆◆◆◆

全国各地のグリーン・ツーリズムを受け入

れている地域の紹介を行いました。緑豊かな

農山漁村で、各々が自然を楽しみながら農作

業やイベント、地域活動に取り組めるグリー

ン・ツーリズムは、近年、需要が高まってい

ると言われています。

↑「竹の子汁」の試食風景です。長野県野沢温

泉村から朝一番で採ってきた竹の子が使われま

した。
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◆ テーマ「Ｌｅｔ’ｓ 食育」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

６月は食育月間です。「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践方法

や教育ファームなどの農林漁業体験について紹介しました。

教育ファームの紹介 ↓

↑ 食事バランスガイドのコマ

“バランス”をわかりやすく示すため、1日に「何を」「どれだ

け」食べたらよいかをイラストで示した「食事バランスガイド」が作られました。

◆ テーマ「生きものやバイオマスがいっぱい！日本の農林水産業」◆◆◆◆◆◆◆◆

バイオマス利活用や地球温暖化対策、生物多様性保

全といった農林水産分野における環境保全の取組を紹

介しました。また、田んぼで見られる生きものなどを

展示し、環境保全の取組をご覧いただきました。

バイオマスからできた食器 →

↑バイオ燃料を作る機械

■平成２１年６月の特別展示 入場者数

６月１日～６月５日 ６月１日は「牛乳の日」６月は「牛乳月間」 758人

６月８日～６月12日 みんなで行こう！農山漁村～都市と農山漁村の共生・対流～ 727人

６月22日～６月26日 Ｌｅｔ’ｓ 食育 487人

６月29日～７月３日 生きものやバイオマスがいっぱい！日本の農林水産業 1,367人

■平成２１年７月の特別展示

７月６日～７月10日 知ってる？植物検疫と動物検疫

７月13日～７月17日 食品の安全いろいろ☆

７月21日～７月24日 親子で学んで 清涼飲料水をおいしく、楽しく！

７月27日～７月31日 生産から食卓までを見守る科学の目
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☆ ６月の消費者相談状況（速報）
～電話やメールでご相談を受け付けています～

６月の相談件数は、２，９１３件（前月２，１８９件）で、前月より７２４件（３３

％）増加しました。このうち、要望・意見は１０１件（前月４７件）と倍増し、苦情は

１９件（前月１５件）とやや増加しました。

図１ 相談件数の推移 速報

〔品目別相談件数〕

－青果物及びその加工品に関する相談が減少－

相談件数を品目ごとにみると､

｢穀類及びその加工品」に分類さ

れる相談が６１９件（前月４５９

件）、次に「水産物及びその加工

品」が３７１件（前月２６６件）

と増加しました。「青果物及びそ

の加工品」は、件数では３１２件

（前月３０４件）と前月並でした

が、全体に占める比率は１１％（前

月１４％）と減少しました。

図２ 品目別相談比率
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このうち、上位３項目について内容別に見ると、いずれも「表示」に分類されるもの

が６０％以上を占めていますが、特に「水産物及びその加工品」に分類される相談では、

「表示」に関する相談が９１％を占めています。

また、「穀類及びその加工品」の「表示」に関する相談（４３０件）のうち、３１６

件（７３％）は米の表示に関する相談でした。

図３ 上位３項目（品目別）の内容別相談件数

〔内容別相談件数〕

－新しい「制度・基準」に関する問合せが増える－

相談件数を内容ごとにみると、

「表示」に分類される相談が
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と最も多く、全体の６１％を占め

ています。次に「制度・基準」が

３０１件（前月１９３件）、「安全

・衛生」が１４８件（前月１３６

件）となっています。

また、食育月間である６月は、

各地で「移動消費者の部屋」が開

設されたこともあり、食育や食事

バランスガイド等に関する相談が

８３件寄せられました。

図４ 内容別相談比率
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せられました。

また、食品表示を始めとする各種の情報提供は１３７件と前月（９９件）より増加し、

そのうち、「表示」に関する情報提供も１００件と前月（７２件）より増加しました。

図５ 内容別相談件数の前月との比較

〔相談者別件数〕

－消費者からの相談比率が減少－

相談件数をその相談者の職業
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と増加しました。

図６ 相談者別比率
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図７ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数

〔子ども相談〕
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図８ 子ども相談件数の推移 速報
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◆ 主な相談

＊ 米や雑穀を個人で外国に送る時の手続きを教えてください。

＊ 梅干用の赤シソの葉を、梅が漬け上がるまで保存するにはどうすればよいでしょう

か。

＊ 納豆の年間の生産量はどのくらいですか。

＊ もやしの生産量、消費量、もやしが生産されるようになったきっかけや由来を教え

てください。

＊ 食料自給率が低いことを実感できると思うので、国産材料だけで作ったメニューは

どんなメニューになるか教えてください。

◆ 要望・意見〔６月分１０１件〕 主なもの

＊ 購入した米の品質が悪く、とても食べられたものではない。国は直接、米の検査を

やっていないにしても、流通する米の品質を管理・指導すべきではないか。健全な食

料品が流通するように、行政がしっかり指導すべきだ。

＊ 農林水産省はもっと厳しく食品表示偽装を取り締まるべきだ。何年も前から産地偽

装が問題となっているが、食品企業は不正を正していく姿勢を示していない。農林水

産省は取締るだけでなく、企業への指導などもがんばってほしい。

＊ これまでの日本の農業は農薬や化学肥料など、環境や健康によくないものを使い過

ぎてきた。これからは有機農業を進めるべきで、日本の農業は有機農業に転換してい

かなくてはいけない。

＊ 植物工場において水耕栽培で作られた野菜は、その旨の表示をして、従来の土で作

った野菜と区別できるようにしてほしい。

＊ 農業者が高齢化し耕作放棄地が増えて地域の農業が衰退している。専業農家を育て

るためには、ある程度の税金をつぎ込んでも、輸入に頼りすぎず、国内で農産物を生

産し国内で消費するようにすべきだ。

◆ 苦情〔６月分１９件〕 主なもの

＊ 政府関連のいらない団体が多すぎる。今回、問題となっている「日本農村情報シス

テム協会」なども本当に必要なのか。必要のない団体はどんどん無くして、税金の無

駄遣いを減らすべきだ。

＊ 農林水産省の職員はヤミ専従とかコメの調査の不正とか、いったい何をやっている

のか。しっかりしろ。

＊ 仕事をしないででたらめな調査をしていたのは税金泥棒だ。民間ならとっくにクビ

だ。おまけに懲戒処分になった職員の天下り先を農林水産省が探していると報道され

ている。農林水産省はそんなことをしている暇はないはずだ。
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☆ 農林水産省への訪問対応

～修学旅行や社会科見学などでの訪問をお待ちしています～

【 学 習 風 景 】 【 特 別 展 示 の 見 学 】

～ 農林水産省の仕事などについて学びました ～

【 記者会見室の見学 】

■平成２１年６月の訪問 訪問者数

愛知県名古屋市立名塚中学校３年生 ７名

愛知県犬山市立東部中学校３年生 ５名

愛知県豊田市立崇化館中学校３年生 １０名

合 計 ３件 ２２名

訪問後、お手紙をいただきました！

♪私は今まで農林水産省がどのような

ことをしているのか、全然知りません

でした。これからは、食料自給率の向

上のために協力したいと思いました。

♪私たちが大人になったころ、農業が

どうなっているのか心配です。

♪スーパーなどで食料を選ぶ

ときは国内で作っているもの

をなるべく買いたいです。

生徒のみなさんからのご質問です！

♪ １年間でどのくらいの食品

偽装がありましたか。

♪ TV で、不況なので農業をす

ると良いと言っていたが、なぜですか。

♪ 最近、開発した技術はありますか。

♪ 国内農産物の価格を下げるにはどう

すればいいですか。

♪ 耕作放棄地を有効活用する方法を教

えてください。

♪ 農林水産業に従事する人の減少を食

い止めるための施策はありますか。
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☆地方の「消費者の部屋」だより

新潟農政事務所は、 JR 新潟駅から徒

歩約 20 分の信濃川川岸に庁舎があり、

付近には旧新潟市税関跡があり、対岸

には佐渡島への玄関口の汽船航路があ

ります。

新潟市が全国にアピールしている都

市イメージは「みなとまち」で、江戸

時代は北前船の寄港地として繁栄しま

した。

～消費者の部屋・紹介～

消費者の部屋は庁舎 1 階玄関近くに

専用の部屋があり、食事バランスガイ

ドポスターやパネルを展示するほか、

パンフレット・食品モデルサンプルも

常設し来所された方への情報提供、相

談の部屋として利用しています。

～移動消費者の部屋・紹介～

今年 6 月の「食育月間」は、ジャスコ

新潟南店で、移動消費者の部屋を設置、

食事バランスガイド資料配付とパネル

展示を行い、来店の皆さんにアピール

しました。また、朝ご飯アンケートを

実施し、大勢の皆さんから回答をいた

だくことが出来ました。

新潟市健康福祉部食育・健康づくり

推進課も同時イベントを開催し食事バ

ランス SAT システムを活用したイベン

トで大盛況でした。

北陸農政局 新潟農政事務所 消費安全部 消費生活課

〒 957-8035 新潟県新潟市中央区船場町 2-3435-1

TEL 025-228-5212 fax 025-223-3987
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農林水産消費安全技術センター

福岡センター 門司事務所
農林水産消費安全技術センター福岡センター門司事

務所は、国の重要文化財に指定されているＪＲ門司港

駅から徒歩５分、観光地門司港レトロ地区の一角に位

置する門司港湾合同庁舎の７階にあります。「消費者

コーナー」では消費者のテクニカルパートナーとして、

食に関するご相談に対応するとともに、パンフレット

やパネルを常設展示し、ビデオ・ＤＶＤの貸し出しを

行っています。

◇消費者への啓発普及
７月 23 日から 30 日まで、合同庁舎１階ロビーで、「食品表示偽装を見破る分析技術」

と題して特別展示を行います。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

また、多くの方に食品に関する情報を提供するととも

に、科学的な視点から食品への知見を深めてもらうため、

移動消費者の部屋を開設しています。昨年は「福岡市消

費生活フェア」（10 月）や、「北九州市農林水産まつり」

（11 月）、「おきなわ花と食のフェスティバル」（２月）

に参加しました。今年度も同様に参加を予定しています。

当センターを見かけましたら、お声を掛けて下さい。

◇講習会の開催
門司事務所では、７月 23 日～ 24 日地方公共団体職

員等を対象に、消費者相談、商品テストに対応するた

めの検査分析技術等の研修会を開催します。

また、食品について消費者及び事業者の相互理解や

情報の共有化等を図る各種の講習会も開催しています

（昨年は 10 月福岡市、２月大分市で開催）。

今後もより多くの消費者の皆様に気軽にご利用いただ

ける「消費者コーナー」を目指していきます。

（住所）〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10
門司港湾合同庁舎７階

（電話） 093-321-2671（担当：消費安全情報課）

JR鹿児島本線「門司港駅」下車徒歩5分

※「門司駅」ではありませんのでご注意ください

（事務所から関門橋を望む）

＜昨年の移動消費者の部屋＞
（福岡市消費生活フェアにて）

＜昨年の地方公共団体職員等研修＞



- 11 -

☆ 相談事例（６月分）

Ｑ１ コンフリー（シンフィツム）を食べたいのですが、毒性について教えてください。

Ａ：コンフリー（シンフィツム）は別名をヒレハリソウともいい、ヨーロッパから西ア

ジアに自生しているムラサキ科ヒレハリソウ属の多年性草本です。草丈は４０～９０

cm で、直立し、全身に白い粗毛があります。根は紡錘形で分岐し、葉は肉厚で卵形

～長卵形です。５月から９月にかけて長い花茎をもつ釣り鐘状の白～紫の薄色の花が

咲きます。日本へは明治時代に家畜の飼料として導入されたのち、一時期健康食品と

して注目されたため、広く家庭菜園に普及し、葉が天ぷらなどに利用されました。

平成１６年６月に厚生労働省は、コンフリーとコンフリーを含む食品を摂取して肝

障害(肝静脈閉塞性疾患で､主に肝臓の細静脈の非血栓性閉塞による肝硬変又は肝不

全)を起こす例が海外で多数報告されているとして、摂取を控えるよう注意を呼びか

けると共に、食品としての販売を禁止しました。ですから、自生あるいは栽培してい

るコンフリーであっても食用とすることで健康被害が生じるおそれがあると考えられ

るので食用にはしないでください。

また、コンフリーを加熱することによって、その毒性が軽減されるというデータは

ありませんので、加熱したものであってもコンフリー等を食用とすることは避けてく

ださい。

なお、コンフリーが生育している環境中で生活していてヒトの健康に影響を及ぼす

ようなことはありません。

（参考資料：「原色世界植物大圖鑑」北隆館、厚生労働省ホームページ公表資料

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html）

Ｑ２ 香り米とは、どのようなお米ですか。また、香り米を使った料理にはどのような

ものがありますか。調理法も教えてください。

Ａ：「香り米」は炊きあげると独特の香りがする米で、インドやパキスタンの長粒種系

の「バスマティ」やタイの「カオダクマリ（ジャスミンライス）」が有名です。また、

日本にも「ヒエリ」、「さわかおり」、「みやかおり」、「はぎのかおり」といった中粒

種系の香り米があり、高知県、宮城県などで栽培されています。

バスマティなどは、「煮取り法」により調理します。その方法は、

１．米を洗った後、３０分ほど水に浸けます。

２．鍋に米の１０倍ぐらいの水を入れ沸かします。

３．水が沸騰したらバターと塩を適量加え、米を入れ、鍋の底で焦げ付かないように

時々かき混ぜながら、１０～１５分茹でます。
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４．茹であがったらザルに取り上げます。この時、芯が残っているようであれば、先

ほどの鍋の上にザルごとのせるか、または、蒸し器などで芯がなくなるまで蒸し上

げて仕上げます。

できあがった「香り米のご飯」は粘りけの少ない、パラパラした食感のものになり

ます。インド料理では、このご飯を使ったビリヤーニ（ご飯に、香辛料を効かせた肉

や野菜の煮込み、またはカレーを混ぜ合わせ、蒸し上げた米料理）やプラオ（米に野

菜や肉を入れて香辛料を効かせて炊き込むピラフ）などがあります。

一方、日本の香り米は、普通の米に１～２割程度混ぜて洗米し、炊きあげると煎り

大豆やポップコーンのような、香ばしい独特の香りが強く感じられ、その後も香りが

続くようです。しかし、混ぜる量が多いと香りが強すぎて、人によっては好まれない

こともあるようです。

（参考資料：「新特産シリーズ赤米・紫黒米・香り米」、「発展途上国の食生活に学ぶ

６、インドの食生活に学ぶもの」ともに(社)農山漁村文化協会、（独）農業・食品産

業技術総合研究機構 作物研究所ホームページ公表資料「イネ品種・特性データベー

ス検索システム」http://ineweb.narcc.affrc.go.jp/）

Ｑ３ びわの品種や生産地を教えてください。

Ａ：びわは、バラ科ビワ属の常緑果樹で中国及び日本に自生しています。中国では長江

流域の各地に広く分布し、日本では九州から福井に至る日本海沿岸に主に自生してい

ます。中国では古くから栽培されていましたが、日本で本格的な栽培が行われたのは

江戸末期から明治初期にかけて、中国から唐びわという果実の大きな品種が導入され、

それをもとに茂木（もぎ）、田中などの優良品種が育成されてからです。

現在は１０品種程度が栽培されていますが、そのうち茂木が全栽培面積の５０％以

上を占め、次いで田中、長崎早生などの品種が多くなっています。栽培は温暖な海岸

沿いの地域で行われ、ハウス栽培のものは３月から、露地栽培のものは５～６月に出

回ります。果実の形には卵型、球形、扁球形があり、果皮、果肉とも橙黄色のものが

多くなっています。大部分は生食用として出荷されますが、シロップ漬けやびわゼリ

ーなどにも加工されています。

平成１９年産の国内生産量は、約５，７１０ｔでした。県別では長崎（１，２６０ t）

が最も多く、次いで千葉（７５４ t）、香川（６３４ t）、和歌山（５８２ t）、愛媛（

５８２ t）の順で生産されています。

（参考資料：「食品図鑑」女子栄養大学出版部、農林水産省ホームページ公表資料「平

成１９年産果樹生産出荷統計」http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu?TouID=F006）
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Ｑ４ 梅には毒があると聞いていますが、梅干しや梅酒は大丈夫ですか。

Ａ：梅の核（胚または仁（じん）とも言う）や未熟果実には、アミグダリンという青酸

配糖体が含まれていて、梅の果実に含まれている酵素や人の消化管内で分解されて青

酸を生じ、中毒をおこす場合があります。中毒症状としては嘔吐、腹痛、下痢などが

あり、胚の部分を多量に摂取すればけいれんや呼吸困難などを起こすことも報告され

ています。しかし、果実が熟してくるとアミグダリンが分解されて、青酸による中毒

の心配がなくなります。また、梅干しや梅酒、梅漬けなどの加工をすることにより、

アミグダリンは分解されて減ってきますので、実を食べても梅酒を飲んでも心配あり

ません。

なお、同じバラ科のあんず、もも、すもも、びわなどの未熟果実や種子も注意が必

要です。

（参考資料：（独）国立健康・栄養研究所ホームページ公表資料「健康食品」の安全

性・有効性情報 http://hfnet.nih.go.jp/）

Ｑ５ お茶をいれたところ、表面に油膜のような浮遊物が出てきました。これは何です

か、飲んでも問題はありませんか。

Ａ：この浮遊物は、お茶に含まれるポリフェノール類が水に含まれるカルシウムに反応

して油膜状の物質を生成したものと考えられます。この現象は、ウーロン茶で多く見

られますが、これは、紅茶や緑茶でも油膜状の物質ができる可能性があるものの、紅

茶や緑茶はティーポットや急須で入れるため、お茶の温度が早めに下がるのに対し、

ウーロン茶は、大きめのやかんで煮出しそのまま室温で冷却することが多く、お茶の

温度が下がりにくいためと考えられます。これは飲用しても特に問題はありません。

（参考資料：堀江秀樹、氏原ともみ、木幡勝則：日本食品科学工学会誌 Vol.49, No.5,

(2002)）
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《子ども相談》

Ｑ 野菜の種には、なぜ外国産のものが多いのですか。

Ａ：国内で売られている多くの野菜の種は、日本の種会社が開発した種です。種を生産

するための条件（じょうけん）が良い場所が外国だったので、日本の種会社は外国に

親種（お父さんとお母さん）を持っていって、交配（おしべの花粉をめしべにくっつ

ける）して種をとり、日本へ持って帰ってきています。

品質の高い種を生産するためには雨があまり降（ふ）らないなどの条件が必要です

が、日本は温暖（おんだん）で雨が多く湿度（しつど）が高いため病気になる可能性

が高いのです。また、日本では種を生産する畑をほかの畑から離（はな）すことが難

しくなってきたので、他の植物の花粉がくっついて違う品種の種ができるなど、種の

品質が悪くなるおそれがあります。これに加え、日本で種を生産する農家の人が年を

とったり、手伝ってくれる人がいないなどの問題もあります。温室などで雨を避（さ）

けて種を生産したり、人を雇（やと）って手伝ってもらったりすれば日本でも品質の

高い種を多く生産できますが、お金がかかるため外国で種を生産してもらうようにな

ったのです。 （担当：生産局知的財産課）



☆ 消費者の部屋ホームページをリニューアルしました！

＊ 消費者の部屋のトップページ http://www.maff.go.jp/j/heya/ から、さまざまな情報

がご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。

◇消費者相談

過去の主な相談事例を掲載しています。

◇特別展示の様子

特別展示の様子の詳細について、パネルの内容や展示物の写真など、展示の一部を詳

しく掲載し、東京霞が関まで足を運べなかった方々にも展示情報をお届けします。

農林水産省「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと、通行

証無しで入室できます。皆様のお越しをお待ちしています。

平成２１年７月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局

消費者情報官「消費者の部屋」

担当；本部、前川、渡辺、堰本

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

FAX ０３－５５１２－７６５１

ここをクリック
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