
消費者の部屋通信
（平成２１年５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「クジラについて考える～クジラの利用と捕鯨問題～」◆◆◆◆◆◆◆◆◆

古来より、クジラは日本の食文化の形成

に大きな役割を果たしてきました。しかし

現在では、商業捕鯨が停止されています。

鯨類の資源管理に必要な科学的情報を得る

ことを目的とする鯨類捕獲調査や過去から

現在までのクジラの利用等を紹介しました。

また、消費者の部屋前の食堂にて、鯨料理

がメニューに加わりました。

クジラクイズに挑戦中

↓

↑ クジラや捕獲調査について、

↑ クジラのひげ パネルやパンフレットで紹介

～ 展示期間中には、消費者の部屋前の食堂にて

「鯨料理」がメニューに加わりました！～

←クジラの刺身

クジラのハリハリ

鍋風 →
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◆ テーマ「しっとりもちもち 米粉をおいしく食べよう」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

我が国の水田をフル活用する観点から、米粉の需要拡大が注目されています。今回の展

示では、最近の米粉製粉技術や米粉の利用方法をパネルや書籍、パンフレット等で紹介し

ました。また、数多くの米粉加工品の展示や試食を通じて、その魅力を紹介しました。

また、消費者の部屋前の食堂にて、米粉を使った料理がメニューに加わりました。

↑ 米粉の製造方法、製粉技術の紹介

米粉のカップケーキ作り

の実演 ↓

↑ 米粉が主原料の麺

↑ 自家米で作ったパンの試食

～展示期間中には、消費者の部

屋前の食堂にて、米粉を使った

料理がメニューに加わりまし

た！～

↑米粉麺は、“サラダ風”に

■平成２１年５月の特別展示 入場者数

５月11日～５月15日 クジラについて考える～クジラの利用と捕鯨問題～ 889人

５月25日～５月29日 しっとりもちもち 米粉をおいしく食べよう 1,520人

■平成２１年６月の特別展示

６月１日～６月５日 ６月１日は「牛乳の日」、６月は「牛乳月間」

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～

６月22日～６月26日 Ｌｅｔ’ｓ 食育

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



農林水産省本省「消費者の部屋」

平成２１年後期（８月～１２月）の特別展示スケジュール

期間 特別展示名 ねらい 展示内容 担当

８月３日
～

８月７日

カレーのヒ・ミ・ツ
～カレーで健康な体
作りを！～

カレーをもっと
身近なものに
感じてもらい、
健康の増進、
食育の推進を
図る

国民食と言われるカレーですが、掘り下げていくと魅力
がまだまだいっぱいです。歴史、文化、健康などの視
点からカレーのさらなる秘密に迫ります。また、身近な
米や野菜を使い、カレーを通じた健康な体作りの提案
や嬉しいカレーレシピも盛りだくさん用意します。

総合食料局
食品産業振
興課

８月１７日
～

８月２１日
チューインガムの週

噛むことの大切
さとマナーの啓
発

パネル、ビデオ等を用いてガムの製造工程、ガムの持
つ噛む効用をはじめ、口臭予防、眠気防止などの機能
性を紹介し、併せてポイ捨てというマナー違反への啓
発を行います。展示はガムの原料であるチクル、砂糖
とキシリトールの他、全社の製品を展示紹介します。ま
た、試食品のサンプリングや手作りガムの体験コー
ナーを設けます。

総合食料局
食品産業振
興課

８月２４日
～

８月２８日

人と生きものがにぎ
わう“滋賀の農村”

滋賀の農山村
の魅力を全国
に発信

母なるみずうみ琵琶湖を抱える滋賀県では、自然と景
観、歴史文化などの地域資源を活用した様々な取組を
進めています。今回の展示では、地域住民と協働し、
都市住民との交流を深めつつ、豊かな田園空間を創
造する「人と生きものでにぎわう滋賀の農村」の取組を
紹介します。

滋賀県農政
水産部農村
振興課

８月３１日
～

９月４日
立ち上がる農山漁村

地域における
自発的、意欲
的な取組の紹
介

農山漁村には、地域の資源を活かし、自らの創意工夫
によって地域を元気にしている人たちがいます。そう
いった意欲あふれた取組で「立ち上がる農山漁村」とし
て選定された事例について、パネルやパンフレット、産
品を展示して紹介します。

農村振興局
都市農村交
流課

９月２８日
～

１０月３日

間伐・間伐材利用促
進の週

間伐等の推進

美しい森林づくりの取組や間伐実施の取組の紹介、間
伐材製品の展示など間伐の推進、間伐材の利用促進
に向けた普及啓発、間伐材マークの紹介等を行いま
す。

林野庁整備
課造林間伐
対策室

１０月５日
～

１０月９日

信頼の食品！冷凍食
品

冷凍食品産業
の振興

冷凍食品の安全性への信頼を高めるために実施して
いる対策と、安全についての科学的な根拠を啓蒙した
資料のほか、冷凍食品が持つ様々な優れた特性を紹
介します。

総合食料局
食品産業振
興課

１０月１３日
～

１０月１６日

森からの産物「特用
林産物」

特用林産物に
関する理解の
促進

１０月１５日は「きのこの日」です。栽培技術の発展とと
もに年間を通じて食べることができるしいたけ等きのこ
類について、栽培方法や機能性などをパネル等で紹
介するとともに、漆製品、木炭、竹製品等の実物を展
示し紹介します。

林野庁経営
課特用林産
対策室

１０月１９日
～

１０月２３日

木づかい推進月間～
家庭やオフィスでエ
コ活動～

林業の理解と
発展

１０月は「木づかい推進月間」です。木を使うことは、地
球温暖化防止につながります。「木づかい」とは、暮ら
しの中に国産材の製品をどんどん取り入れて日本の
森林を育てるエコ活動。ご家庭やオフィスで使える国産
材製品を紹介します。

林野庁木材
利用課

１０月２７日
～

１０月３０日

養殖魚について学ぼ
う！～見て納得・学
んで安心！養殖業～

養殖現場を紹
介することで、
幅広い世代の
消費者に正し
い認識を持って
もらう

養殖している魚種や産地、養殖魚の飼育方法等、生産
現場での取組を分かりやすく紹介します。また、稚魚や
成魚、加工品、エサ、生簀模型等を展示すると共に、
魚の名前・重さ当てクイズや魚体験コーナー（実際の
魚をさわる、稚魚へエサをあげる）を設置します。

水産庁栽培
養殖課

   － ３ －

平成２１年６月１０日現在



期間 特別展示名 ねらい 展示内容 担当

１１月２日
～

１１月６日

有機農業の目指す世
界  ～２００９～

有機農業を広く
知っていただ
き、認知度の向
上を目指す

有機農業に関するパンフレット配布、パネル展示など
を行うとともに、消費者の疑問・質問にお答えできるよ
う講習会や相談窓口を設置します。また、食堂で有機
産物を使ったメニュー展開を行い、効果的に有機農業
の魅力を伝えます。

生産局農業
環境対策課

１１月９日
～

１１月１３日

不思議な作物・落花
生～11月11日は
ピーナッツの日～

落花生の持つ
効能・栄養につ
いての普及・啓
発

普段何気なく食べている落花生について、どんな栄養
があるのか、どんな実の着き方をするのかといったこと
は意外と知られていません。これらをパネル等で紹介
するとともに、落花生を使った料理の試食やレシピ等
の配布を行い、落花生を身近に感じていただきます。

生産局生産流
通振興課

１１月１６日
～

１１月２０日

砂糖は笑顔のエネル
ギー～ご存知です
か？お砂糖のこと～

砂糖について
の正しい知識
の普及・啓発

砂糖についてパネル等で説明し、パンフレットにて啓発
を行います。また、砂糖の原料（甘しゃ、てん菜）や各
社製品を展示します。

生産局生産
流通振興課

１１月２４日
～

１１月２７日

食品表示とＪＡＳ規
格

ＪＡＳ制度の普
及・啓発

食品表示とＪＡＳ規格は「ＪＡＳ法」という法律でルール
が定められています。みなさんが食品などを買うときの
みちしるべとなるＪＡＳマークや、食品表示のしくみにつ
いて紹介します。

消費・安全局
表示・規格課

１１月３０日
～

１２月４日

にいがた発「Ｒ１０
プロジェクト」

米粉の普及・需
要拡大を図る

食料自給率向上のため、小麦粉消費量の１０％以上を
米粉に置き換える「Ｒ１０プロジェクト」を推進するため、
パネル展示、米粉製品の試食、米粉レシピを使った料
理講習会、米粉普及キャラクターコメパンマンの紹介
等により新潟県の微細製粉技術、新潟産米粉の価値
や魅力を紹介します。

新潟県農林
水産部食品・
流通課

１２月７日
～

１２月１１日

国有林野で遊び、学
ぼう！

国民に開かれ
た国有林の取
組の紹介

ボランティアによる森林整備活動や森林環境教育の取
組など国有林野を利用した様々な取組を紹介するほ
か、全国各地にある「レクリエーションの森」におけるス
キーをはじめとした森林レクリエーションについて紹介
します。

林野庁業務
課国有林野
総合利用推
進室

※特別展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。
（１）入場は無料です。
（２）特別展示は、期間中の月曜日から金曜日まで行っています。
　　 ただし、祝祭日、年末年始は閉室です。
（３）開室時間は、１０時から１７時までです。
　　 ただし、展示初日は１２時から１７時、
　　 展示最終日は１０時から１３時です。
　　 詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。
（４）住所 ： 〒１００－８９５０東京都千代田区霞が関１－２－１
　　              農林水産省北別館１階「消費者の部屋」

    ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９
    ＦＡＸ：０３－５５１２－７６５１

（５）最寄り駅：東京メトロ 霞ヶ関駅
　　 丸ノ内線、日比谷線、千代田線　　出口Ｂ３ａ

（６）ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/heya/

   － ４ －
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☆ ５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～

５月の相談件数は、２，０９３件（前月２，５５３件）で、前月より４６０件減少し

ました。このうち、要望・意見は４９件（前月７４件）、苦情は１５件（前月３０件）

と減少しました。

図１ 相談件数の推移 速報

〔品目別相談件数〕

－引き続き新型インフルエンザ

に関する相談が寄せられる－

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４４８件（前月５９３件）

と大きく減少し、次に「青果物及

びその加工品」が２８９件（前月

２９３件）、「水産物及びその加工

品」が２５４件（前月３１６件）

と前月より減少しました。

４月にメキシコで発生した新型

インフルエンザに関しては、５４

件（累計１１９件）の相談が寄せ

られました。

図２ 品目別相談比率

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７０％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、
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「表示」に関する相談が８５％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（３３０件）のうち、２３３

件（７１％）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〕

－豚インフルエンザが新型インフルエンザとされ

「安全・衛生」に関する相談は減少－

相談件数を内容ごとにみると、

「表示」に分類される相談が

１，３１０件（前月１，６０５件）

と最も多く、全体の６３％を占め

ています。次に「制度・基準」が

１７６件（前月２４０件）、「安全

・衛生」が１３６件（前月１９１

件）となっています。

図４ 内容別相談比率

これを前月と比較すると、「表示」に分類される相談件数は減少しましたが、相談全

体に占める比率はわずかに増加しました。一方、「制度・基準」、「安全・衛生」に関す

る相談は相談件数、相談全体に占める比率ともわずかに減少しています。「制度・基準」

に関しては、前月までに多く寄せられた「玄米及び精米品質表示基準」の改正を受けた

相談が減少したこと、「安全・衛生」に関しては、豚インフルエンザが、ヒトからヒト
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へ感染する新型インフルエンザと位置づけられ、豚肉等の「安全・衛生」に関する相談

が２６件（前月４５件）と減少したためと思われます。

また、食品表示を始めとする各種の情報提供は９８件と前月（１４０件）より減少し、

そのうち、「表示」に関する情報提供も７１件と前月（１０２件）より減少しました。

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増加－

相談件数をその相談者の職業別

からみると、「企業関係者及びその

団体」からの相談は９９６件（前

月１，２４１件）、「農林水産業及

びその団体」からは１５０件（前

月２５１件）と、いずれも大きく

減少しました。一方、「一般消費者

・消費者団体」からは、４２０件

（前月４４１件）と件数ではやや

減少しましたが、全体に占める比

率は増加しています。

図６ 相談者別比率

このうち、上位３項目をみると、「企業関係者及びその団体」、「農林水産業及びその団

体」からの相談は「表示」に分類される相談が多くなっています。特に「企業関係者及び

その団体」からの相談は、８２％が「表示」に関する相談となっています。

一方、「一般消費者・消費者団体」からの相談では「表示」（２８％）に次いで「安全・

衛生」（２２％）に関する相談が多くなっています。前述した新型インフルエンザについ

ては、「安全・衛生」に関する相談（２６件）のうち、「一般消費者・消費者団体」からは

２０件の相談が寄せられました。
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図７ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数
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子ども相談については、子ども相談専用電話を設け、農林水産業や食品に関する子
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５月は、全相談件数２，０９３件中４８件と、前月（４１件）に比べ増加しました。
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◆ 主な相談

＊ たまねぎを水にさらすと、辛みが抜けるのはなぜですか。

＊ 中国から食用の小麦の輸入がないわけを教えてください。

＊ 「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」をください。

＊ 購入した精肉の内容量が不足していたが、どこに相談すればいいですか。

＊ メキシコ産のアボカドの周りに豚インフルエンザウイルスがついていることはない

ですか。

◆ 要望・意見〔５月分４９件〕 主なもの

＊ メキシコやアメリカで、豚からインフルエンザウイルスは分離されているのか。食

べても問題なく、ウイルスも分離されていないなら、検疫の強化や国内の検査は必要

ないのではないか。

＊ 子どもたちは農作物がどのようにできるのか知らない。子どもの農業体験の機会を

作ることが大切だ。英語教育よりも必要な教育だ。

＊ 今の農業は補助金浸けで、おまけに国の関与が多すぎる。これからの農家は自分で

自分の農業経営のやり方を考えていくべきで、国もそのような指導をすべきだ。

＊ 優良農地が宅地や工業用地に転用され、農地がどんどん減ってきている。農林水産

省は優良農地の農業以外への転用を厳しく規制し、優良農地を確保し、国内の農業生

産を増やしていくような政策をとるべきだ。

＊ 森林の保全には間伐が有効なのに、十分実施されていない。国有林の保全のために、

間伐の計画的実施をお願いしたい。

◆ 苦情〔５月分１５件〕 主なもの

＊ 農家への補助金は無駄だ。農地を所有しているだけの中途半端な農家をなぜ優遇す

るのか。農家より困窮している国民がいる。国民の税金を農家への補助金に使うな。

＊ 加工食品の表示について、厚生労働省、農林水産省など縦割り行政で、対応も統一

されず不満だ。消費者庁になれば、縦割り行政でなくなるのですよね。

＊ 野菜の出荷に係る経費が増加したが、負担が増える部分については、生産者が負担

しなければならないことが納得できない。消費者・行政が負担すべきではないか。消

費者の意見ばかり聞いて行政をしているが、それでは農作物を作ることができなくな

ってしまう。
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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 ～

↑「クジラ」に関する展示の見学

【 記者会見室の見学 】

↑「米粉」に関する展示の見学

■平成２１年５月の訪問 訪問者数

宮城県仙台市立西多賀中学校３年生 ９名

宮城県仙台市立高砂中学校３年生 １１名

宮城県仙台市立中山中学校３年生 ４名

宮城県仙台市立長町中学校３年生 ６名

愛知県新城市立八名中学校３年生 ５名

合 計 ５件 ３５名

訪問後、お手紙をいただきました！

♪農林水産省が食品の裏の表示をチェ

ックしていることが分かりました。

♪クジラの捕鯨が規制されている事実

や捕鯨の歴史がとても古いことを聞い

て驚きました。

♪田んぼだったところが、耕

す人が少なくなったので、荒

れ地になったと知りました。

生徒のみなさんからのご質問です！

♪農林水産省と海外の関わり

は、どのようになっていますか

♪農林水産省は主にどのような

仕事をしていますか。

♪ 森林破壊をなくすためには、どのよ

うなことをすればいいですか。

♪ 農林水産業の環境への配慮はどのよ

うになっていますか。
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☆地方の「消費者の部屋」だより

東北農政局 秋田農政事務所
「消費者の部屋」

『消費者コーナー』

秋田農政事務所では、庁舎１階の玄関ホー

ルに「消費者コーナー」を設置し、２種類の

のぼり旗と食事バランスガイドのビックコマ

やパネル、また米や米粉加工食品の見本品や

伝統的な農機具などを常設展示しているほか、

各種パンフレットの提供等により、来庁者へ

の情報提供を行っています。

また、農林水産行政、食料、食生活の相談

も、各担当窓口の連絡先を明示し、受け付け

ています。

『移動消費者の部屋』

消費者の視点に立った農林水産行政の推進

を図るため庁舎外に出向き、当事務所で行っ

ている業務内容の情報提供と消費者等の皆様

からの意見収集や相談業務等を行うこととし

て、秋田駅東西連絡自由通路「ぽぽろーど」

で平成２０年４月、秋田駅東口の秋田拠点セ

ンター「アルヴェ」で平成２０年６月に「秋

田農政事務所の窓」を開設しました。

会場では、「食育の日」「食事バランスガイ

ド」「めざましごはんキャンペーン」などを

テーマにパネル展示やビデオを上映し、訪れ

た消費者から相談を受けました。

今後も「移動消費者の部屋」を県内各地で

開設し、情報の受発信に努めてまいります。

東北農政局 秋田農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒 010-0951 秋田県秋田市山王 7-1-5

TEL 018-862-5614 FAX 018-862-5340
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九州農政局 宮崎農政事務所「消費者の部屋」

宮崎農政事務所は、ＪＲ宮崎駅から徒歩でわずか３分と非常に便利なところに位置していま

す。鉄筋一部５Ｆの建物で、今年の３月には、統計部が４Ｆに仲間入りして、とてもにぎやかにな

りました。

◆ 「消費者の部屋」

「消費者の部屋」は、庁舎１階の玄関ホールに入ってすぐ右の恵まれたスペースに設

置されています。６月の食育月間を前に部屋を大改造し、消費者の方々が気軽に立ち寄

れる部屋、職員も興味をもって立ち寄ってくれる部屋に、リニューアルしました。

入り口には、食事バランスガイドのタペストリ

ーを配置し、フードモデルセットで朝食・昼食・

夕食を並べて、１日分の食事例を展示しています。

また、部屋の内部には、ａｆｆ５月号から守りた

い「日本の食」と題する食料自給率のパネルを作

成し、特別展示を行っています。今後、「食育体

験コーナー」や「食育ライブラリー」の設置を行

ったり、食育関係のＤＶＤ放映も計画しています。

◆ 「移動消費者の部屋」

スーパー、大学、図書館などのご協力の下、年間を通じて、いろいろなところに出向

いて、「移動消費者の部屋」を開設し、「食事バランスガイド」「食品表示」「食料自給率」

などのパネルやパンフレットを展示しながら、九州農政局版食育アンケートを行って、

大勢の消費者の方々からご意見を承っています。また、昨年１１月には、「宮崎県食育・

地産地消推進大会」（みやざきの食と農を考える県民会議主催）に参加し、栄養士会や食

生活改善推進協議会の方々と協力して、食事バランスガイドの普及を大々的に行いまし

た。今年度以降も積極的に参加していきます。

九州農政局 宮崎農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒８８０－０８０１ 宮崎市老松２丁目３番１７号 ＴＥＬ ０９８５－２２－３１８１ ＦＡＸ ０９８５－２２－３３８４
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☆ 相談事例（５月分）

Ｑ１ 豚インフルエンザとはどのような病気ですか。なぜ鳥インフルエンザの時のよ

うな全頭処分をしないのですか。

Ａ：豚インフルエンザは豚インフルエンザウイルスによる豚の伝染病です。豚がイン

フルエンザにかかると、鼻汁や咳等の風邪の症状を示します。豚は感染しても、死

ぬことはまれで、通常１週間程度で回復します。

鳥インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスによる鳥類の伝染病で、病原性

（致死率）の低い「低病原性鳥インフルエンザ」と、病原性（致死率）の高い「高

病原性鳥インフルエンザ」があります。このうち、高病原性鳥インフルエンザにつ

いては、ニワトリ等の家きんにおいて致死率はほぼ１００％で、伝播力も強く、我

が国の家きん産業に極めて重大な影響を及ぼします。

殺処分等の防疫措置を行うべき疾病については、伝染病の重篤性・伝播力等を踏

まえ、専門家からの意見を聞き、法律で定めています。豚インフルエンザや低病原

性鳥インフルエンザについては、家畜に対してほとんど病原性を示さないこと等か

ら、その対象となっていません。

なお、Ｈ５亜型又はＨ７亜型ウイルスによる鳥インフルエンザについては、強毒

型への変異が確認されていることから、病原性（致死率）が低くても、我が国にお

いては高病原性鳥インフルエンザとして殺処分等の防疫措置を行うべき疾病として

います。

（参考資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構・動物衛生研究所ホームペー

ジ公表資料「疾病情報」http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/diseaseindex.html）

Ｑ２ 花粉交配用のミツバチが不足していると聞きましたが、これはセイヨウミツバ

チで在来種のミツバチとは違うと聞きました。どう違うのですか。

Ａ：日本では在来種のニホンミツバチと海外から輸入されたセイヨウミツバチの２種

類が養蜂に用いられています。セイヨウミツバチを用いた近代養蜂は、明治１０年、

勧農局新宿試験所（現・新宿御苑）にイタリア産セイヨウミツバチ６群が輸入され

たことが始まりです。

セイヨウミツバチはニホンミツバチに比べ、

１．蜜を集める能力が高く（ニホンミツバチの４～５倍）、花の種類ごとの蜜をと

ることができる

２．ハチの群れの管理方法が確立しており、採蜜や健康管理がしやすい

といった長所があります。また、ニホンミツバチは、
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１．神経質で群れごと巣箱から逃避しやすく管理しにくい

２．蜜の生産量が少ない

などの理由で、セイヨウミツバチが現在の養蜂業の主流となりました。

一方でニホンミツバチはセイヨウミツバチと比べ、

１．セイヨウミツバチの病気や寄生虫にかかりにくい

２．天敵のスズメバチを撃退する能力を持っている

３．暑さ寒さに強く、群れの回復力が高い

などの長所があります。

また、ニホンミツバチからは、日本古来の「垂れ蜜」（ハチが蜜を貯めた巣を、

取り出し刻んでザルなどで濾（こ）し採って作ったもの）や「にごり蜜」（巣ごと

全て煮溶かして作ったもの）が採れるため、少しずつその価値が見直され、生産の

研究などが始まっています。

（参考資料：「特産品シリーズ・日本ミツバチ」(社)農山漁村文化協会、「人と自

然と愉快な仲間たち」全国転地養蜂農業協同組合）

Ｑ３ ネリカ（米）について教えてください。

Ａ：ネリカ（米）は、乾燥や病害虫に強いアフリカ種（オリザ・グラベリマ）の稲と

収穫の多いアジア種（オリザ・サティバ）の稲を交配させた新しい品種の総称です。

ネリカとは"New Rice for Africa：NERICA"(アフリカのための新しい稲)の略で、

１９９４年に、アフリカの食糧安全保障問題に取り組む「西アフリカ稲開発協会（Ｗ

ＡＲＤＡ）」（本部：コートジボワール）で開発されました。

アフリカでのコメの開発は９０年代初頭から始まり、当時は技術面での壁にぶつ

かるなど困難な時期もありましたが、日本を含む先進国からの資金・技術力の援助

などを受けました。その結果、優れた特徴を数多くもったネリカ（米）が誕生しま

した。その特徴は、

１．乾燥に強く、降雨量が年５００～６００ミリのサバンナ地域でも栽培可能

２．高い収量で、在来種に比べ、少量の肥料・農薬で栽培が可能

３．病害虫や雑草に強い

４．収穫が早く、在来種に比べ栽培期間が３０～５０日短縮される

５．タンパク質含有量が高く、在来種は６～８％に対し、ネリカ（米）は８～１０

％

国連では、このネリカ（米）がアフリカでの「貧困対策と食糧安全保障の切り札」

になるものと大きな期待が寄せられています。

（参考資料：国際連合開発計画ホームページ公表資料「アフリカの飢餓を救うネリ

カ米」、アフリカ開発会議ホームページ公表資料「ＴＩＣＡＤの成功事例」）
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Ｑ４ 米粉製品が注目を浴びていますが、米粉の分類について教えてください。

Ａ：米粉とは、お米を原料にして生まれた米の粉の総称です。

お米には、うるち米ともち米があり、それぞれのお米を加熱してから粉にするア

ルファ型とお米をそのまま粉にするベーター型があります。

うるち米のアルファ型には、乳幼児の離乳食や重湯に用いられる乳児粉、和菓子

の原料の一部として使われるみじん粉があり、ベーター型には、団子などに使われ

る上新粉、饅頭に使われる上用粉、かるかん粉があります。

一方、もち米のアルファ型には、おはぎなどに使われる道明寺（どうみょうじ）

粉、干菓子などに使われる寒梅（かんばい）粉、おこしなどに使われる上南粉、落

雁（らくがん）粉などがあり、ベーター型には、大福もちなどに使われるもち粉、

練りきりに使われる求肥（ぎゅうひ）粉、白玉粉があります。

また、最近は、製粉技術の向上により、微細な米粉に小麦グルテンを加えたパン

用米粉で作られた米粉パン、米粉麺、洋菓子など様々な食品への利用が可能となり、

食料自給率の向上や地産地消につながるとして注目されています。

（ 参 考 資 料 ： 全 国 穀 類 工 業 協 同 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ 公 表 資 料

http://www.komeko.net/what/r_marerial.html、（社）米穀安定供給確保支援機構ホームペ

ー ジ 公 表 資 料 「 も ち 米 の 製 品 い ろ い ろ 料 理 い ろ い ろ 」

http://www.komenet.jp/mochi-seihin/page7.html）

Ｑ５ ビーフンはどのような米粉から作られるのですか。

Ａ：ビーフンは、うるち米を原料として作られる米粉の麺のことで、昔から中国南部

や台湾の米の産地で作られていました。一般的には乾燥したものが出回り、昔は豊

作の年に作り、飢饉の年に備えたといわれています。ビーフンに適している米は粘

りけの少ないうるち米がよいため、日本では主に輸入米（インディカ米）を用いて

作られています。麺の種類には細いものや幅の広いものもあり、炒めビーフン、焼

きビーフン、汁ビーフンなど、中国料理や台湾料理の素材としてよく使われていま

す。

（参考資料：「料理食材大事典」主婦の友社）
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《子ども相談》

Ｑ 私たちが利用しているエビの種類は、何種類ぐらいありますか。

Ａ：エビ類には、クルマエビのような体が左右にやや平たい遊泳型（ゆうえいがた）

のものと、イセエビのような円筒形（えんとうけい）か背腹（せはら）にやや平た

い歩行型（ほこうがた）のものがあります。その種類は世界で約３，０００種ある

といわれ、クルマエビに代表される遊泳型のエビ類は約１，７００種に上ります。

日本人が食用に利用するエビ類で、輸入（ゆにゅう）されるものも含めて、最も多

いものは、天ぷらなどに利用されているクルマエビの仲間で約４０種類です。その次

にイセエビの仲間で約１５種類、アマエビの仲間が約９種類となっています。

日本のエビ類の自給率（じきゅうりつ）は５％しかなく、ほとんどがベトナム、イ

ンドネシア、インドなどからの輸入品です。

（参考資料：「新版食材図典 生鮮食材篇」小学館、「商用魚介名ハンドブック」成山

堂書店、「ジュニア農林水産白書２００８」農林水産省）



☆ 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６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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