
消費者の部屋通信
（平成２１年７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「知ってる？植物検疫と動物検疫」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

植物等及び動物・肉製品等の輸出入検疫制度

と植物防疫所、動物検疫所の活動を紹介しまし

た。会場には、空港の検査カウンターを再現し、

現役検疫官による検疫業務の詳しい説明を聞く

ことができました。

← 持ち込み規制についての説明

◆ テーマ「食品の安全いろいろ☆」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

身近な食品にひそむ食中毒菌・ウイルスに

ついて、食材・食品ごとに、そのなりたちや

特徴・症状・予防法などを紹介しました。ま

た、食中毒予防のための手洗い方法を実践し

ていただきました。

↑ 電解水自動水洗を使って手洗い中

↑ 洗い残しがあると光ります

← マイクロチップ

リーダー

イヌ・ネコを海

外から日本へ持ち

込む場合、マイク

ロチップを装着す

る必要があります。
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◆ テーマ「親子で学んで清涼飲料水をおいしく、楽しく！」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

清涼飲料水を飲む機会が増える夏に、清涼飲料水をより楽しんでいただくため、賞味期

限や容器の取扱い、保存方法などについて紹介しました。

← リサイクルした500ml の

ペットボトル約９本分でで

きています

↑ 親子で学んでいます

◆ テーマ「生産から食卓までを見守る科学の目」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

肥料、飼料、農薬や農畜産物等について、フード

チェーンの安全と信頼を確保するために行われてい

る監視業務や検査方法等について紹介しました。

しいたけの栽培法の判別 →

↑ 飲料の糖度を測っています。

学生のみなさんも興味深そう

に見ていました。

残留農薬の分析の様子 →

■平成２１年７月の特別展示 入場者数

７月６日～７月10日 知ってる？植物検疫と動物検疫 805人

７月13日～７月17日 食品の安全いろいろ☆ 467人

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！ 846人

７月27日～７月31日 生産から食卓までを見守る科学の目 611人

■平成２１年８月の特別展示

８月３日～８月７日 カレーのヒ･ミ･ツ～夏ベジカレーで健康な体作りを！～

８月17日～８月21日 チューインガムでリラックス！！

８月24日～８月28日 人と生きものがにぎわう“滋賀の農村”

保存方法などについて

説明しました →



- 3 -

☆ ７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～

７月の相談件数は、２，７９２件（前月２，９５７件）で、前月より１６５件減少し

ました。このうち、要望・意見は７９件（前月８９件）と減少し、苦情は２７件（前月

１９件）と増加しました。

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増加し、農政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

れる相談は６０６件（前月６４１

件）と減少し、次に「水産物及び

その加工品」は３７４件（前月

３７７件）と前月並でした。「青

果物及びその加工品」は、件数

３５５件（前月３１５件）、全体

に占める比率１３％（前月１１％）

と、共に増加しました。

一方、農政に関する相談は

１１９件（前月１９８件）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、

「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（４２９件）のうち、２９４

件（６９％）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〕
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と最も多く、全体の６５％を占め

ています。次に「制度・基準」が

２０９件（前月３０２件）と大き

く減少し、「安全・衛生」は
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図４ 内容別相談比率
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が増えています。

また、食品表示を始めとする各種の情報提供は２３０件と前月（１３７件）より大幅

に増加し、そのうち、「表示」に関する情報提供も１８９件と前月（１００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〕
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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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◆ 主な相談

＊ 原木しいたけの生しいたけの県別生産量を教えて下さい。

＊ 生のトウモロコシをたくさんもらったので、保存方法を教えてください。

＊ 農商工連携の事例を具体的に教えてください。

＊ 余っている農地を借りて、野菜を作りたいので、東京近郊で相談先を教えてくださ

い。

＊ アジ、サバの漁獲量、1 年間の漁獲量の変化について教えてください。

◆ 主な要望・意見〔７月分７９件〕

＊ 購入した葛餅に葛粉が使われていなかった。消費者は当然、葛粉が入っていると思

っている。消費者が誤解するような表示はやめるべきだ。

＊ 植物工場では野菜やきのこが無菌状態で生産できるので安全だと言っていたが、食

べ物がすべて無菌のものになると、子ども達の身体の抵抗力が落ちて、病気にかかり

やすくなるのではないかと心配だ。これ以上植物工場を広げるのではなく、自然の中

で農地を耕して行う農業を支援してほしい。

＊ 有機農産物の内容が正しく理解されず、有機栽培より無農薬栽培のものの方がよい

と誤解されている。消費者から生産者まで広く有機の制度を正しく理解してもらうよ

うアピールしてほしい。また、きちんと有機の制度が守られているかどうか、チェッ

クを続けてほしい。

＊ 隣の農家が農薬を頻繁に散布するため、被害を受けている。農林水産省は現場の調

査をして、農薬の使用方法などの法律を見直すべきだ。適正な散布方法を守らなけれ

ば罰則を与えるという規定を作ってほしい。

＊ 農家は補助金をもらうより、米が作れるなどのやりがいが欲しい。食用でない米を

自動車燃料油に変える技術があると聞いたが、耕作放棄地にはそういう米を植えるな

ど、補助金より土地の有効活用を考えてほしい。

◆ 主な苦情〔７月分２７件〕

＊ ヤミ専従に関わった職員の給与を返還するということだが、ヤミ専従をした職員は

組合員から選ばれているはずだし、職員のほとんどが組合員だろうから、反省する意

味でも、ヤミ専従をした職員だけではなく全職員の給与から返還すべきだ。

＊ ヤミ専従の職員は給料を返上するのか。また、農家の保有米の調査で調査をせずに

サボっていた職員もいる。民間であればこのような職員はクビである。農林水産省の

体質はどうなっているのか。

＊ 鳴門ワカメの産地偽装がまた発生したが、指導が甘いから再発したのではないか。

業者だけでなく、県に対しても、徹底して指導・監視を行うべきだ。
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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 】

～ 「食事バランスガイド」などについて学びました ～

～ 夏休みの宿題について聞いています ～

【 特 別 展 示 の 見 学 】

～ 「植物検疫、動物検疫の週」を

ご覧いただきました ～

■平成２１年７月の訪問 訪問者数

神奈川県立希望ヶ丘高等学校３年生 １０名

合 計 １件 １０名

訪問されたみなさんからのご質問です！

♪ 「食事バランスガイド」も地域により食

事例が異なっているようですが、具体例

があれば教えてください。

♪ １つ分、２つ分･･･と食べた量を数えて

いきますが、どのくらいの量で１つ分、

２つ分となるのか教えてください。

♪ 後継者のいない農地はどうなるのです

か。

♪ 農産物の品種改良は、何を目的としてい

ますか。
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☆地方の「消費者の部屋」だより

●『消費者の部屋』

千葉農政事務所は、ＪＲ本千葉駅から北へ徒歩５

分の場所にあります。

『消費者の部屋』は、本庁舎１階の玄関脇に設置

し、「食事バランスガイド」のフードモデルセット

の展示や食育のパネルをはじめ、世界のお米サンプ

ル、お米加工品、その他食品サンプルの展示、各種

パンフレット等の常設展示を行っています。また、

消費者相談コーナーを設け、消費者等からのお問い

合わせやご相談等の対応を行っています。

本庁舎横の別館の歩道沿いのショーウィンドーに ≪消費者の部屋≫

は『消費者コーナー』を設け、「食事バランスガイド」などのパネル展示等も行っていま

す。

●『移動消費者の部屋』

『移動消費者の部屋』は、『移動お米インフォメー

ションプラザ』と併せて開設することで、食育及び米

の消費拡大の一体的な推進を行っています。平成２０

年度は、市の公民

館やコミュニティ

センターをはじめ、

各団体の消費生活

展やイベント会場

等１６ヵ所で『移動消費者の部屋』を開設し、食料自

給率や「食事バランスガイド」等の食生活に関するア

ンケートへの協力をお願いしながら、食の安全に関す

る情報提供や食育の推進に努めました。

本年度は、６月の食育月間に合わせて、千葉市生涯学習センターにおいて開設（６月

１日～５日）しました。

今後とも、「食事バランスガイド」のＰＲや消費者が望む情報提供ができるよう努めて

まいります。

関東農政局 千葉農政事務所 消費者の部屋

関東農政局 千葉農政事務所 消費生活課

〒 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町 10-18

電 話 043-224-5613

ＦＡＸ 043-221-0016
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中国四国農政局 鳥取農政事務所 「消費者の部屋」

鳥取農政事務所は、 JR 鳥取駅南側に位置する鳥取第一地方合同庁舎の４階

及び５階に入居しています。１階玄関フロアには、各種パンフレットを常置

し、来庁者へ情報提供を行うとともに、５階には「消費者相談室」を設け、

消費者からのあらゆる相談に対応しています。

近年、食品の安全等について消費者の

関心が高まり、自らも学習し判断できる

ようにとの思いから、当事務所の「食の

知っ得講座」実施の要請が相次いでいま

す。また、毎年、鳥取環境大学で学生向

けに「食育」についての講義を行ってお

り、日本型食生活の実践に加え、食料自

給率向上に向けて毎食ごはんを食べよう

【鳥取環境大学における食育講義】 という意識を持った学生も多くなってい

ます。講義後の質問も多数寄せられるなど、講義に対する関心も高くなって

います。

本年３月７日、鳥取市で、鳥取県主催の「こ

れからの「食育」を考える全国研究大会～「食

のみやこ鳥取県」からの発信～」が、石破農

林水産大臣や有名タレントを招き、開催され

ました。この中で食育総合展示会として、「食

事バランスガイド」をはじめ食農教育、学校

給食等について幅広く取り上げ、日本型食生

活の実践に向けた普及啓発が行われました。

当事務所も「食事バランスガイド」「食品表示」

「食料自給率」等のパネル展示、パンフレッ

トの配布等を行いました。

今後も関係機関との連携を深め、各種イベン

トにおいて「移動消費者の部屋」を開設し、広

く消費者の方々への情報提供を行い普及啓発活

動に取り組むこととしております。 【食のみやこ鳥取県における展示】

中国四国農政局 鳥取農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒６８０－０８４５ 鳥取市富安２丁目８９番地４

電話 ０８５７－２２ー３１３１ ＦＡＸ ０８５７－２４－６７７５



- 11 -

☆ 相談事例（７月分）

Ｑ１ 杏仁豆腐の杏仁とは何ですか。

Ａ：杏仁豆腐の「杏仁」はアンズ（杏）の果実中の種子（仁）のことで、「あんにん」、

「きょうにん」（中国語ではシンレン）とも呼ばれ、古くから薬用として利用されて

きました。

アンズは中国原産とされるバラ科の落葉中高木で、紀元前から果実が食用として栽

培され、現在ではトルコ、イタリア、アメリカなど広い地域で生食、加工用に栽培さ

れています。

中国の杏仁には、苦味種（北杏）と甘味種（南杏）の２種類があり、苦味種は杏仁

（きょうにん）として漢方で利用され、咳をしずめたり、喘息に効果があると言われ

ています。甘味種は食用に使われ、その核を割り、内部から種子を取り出し乾燥させ

粉末状にしたものが杏仁粉（杏仁霜）で、杏仁豆腐に使われます。日本の栽培種は苦

いものが多く、杏仁豆腐には使われていません。

また、杏仁には青梅と同じ青酸配合体（アミグダリン）を含むので、注意が必要で

す。

（参考資料：「食材図典Ⅱ加工食材編」小学館、「食品加工総覧第１１巻 果樹・樹

木」（社）農山漁村文化協会 ）

Ｑ２ アイスクリームの歴史について教えてください。

Ａ：アイスクリームの原型は、夏期まで保存していた氷雪に蜜や果汁などを混ぜて作っ

た冷たい飲み物と考えられています。ギリシャのアレクサンダー大王が兵士に飲ませ

士気高揚に役立てた話や、ローマのジュリアス・シーザーや皇帝ネロがアルプスから

万年雪を運ばせ、それらを楽しんだ話、また、日本では清少納言の「枕草子」に、氷

室の氷から作った飲み物が美味であったという話があります。

１６世紀頃に、氷に寒剤（チリ硝石または食塩）を混合して氷結点をを下げる技術

が発明されてから、ヨーロッパの上流社会の食卓で、酒類や果汁を混ぜたり、乳成分

や卵を加えたデザートとして普及し、アメリカにも伝わりました。

日本最初のアイスクリームは、万延元年（1860 年）幕府の使節が渡米したとき、

アイスクリームを供され、これが日本人がアイスクリームを食べた最初ではないかと

いわれています。そして明治 2 年には、横浜で氷と塩を用いて、日本で最初のアイス

クリーム「あいすくりん」の製造販売を始めました。

（参考資料：「食品大百科事典」(株)朝倉書店、「世界たべもの起源事典」東京堂出

版、「あいすくりいむ物語」（社）日本アイスクリーム協会）
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Ｑ３ 出世魚と呼ばれる魚にはどんなものがありますか。関東と関西での呼び名の違い

も教えてください。

Ａ：成長にともない呼び名が変化する魚のうち、とくにブリ、スズキ、ボラなどを出世

魚といいます。

このうち、ブリは関東、関西だけでなく、地方名も多い出世魚の１つで、地方によ

って以下のように呼び名が変わります。

（関東）わかし(20cm)→いなだ(40cm)→わらさ(60cm)→ぶり

（関西）もじゃこ→わかな→つばす→はまち→めじろ→ぶり

（北陸）つばいそ・ふくらぎ→はまち・がんど→中鰤(ちゅうぶり)→大鰤(おおぶり)

ブリの養殖は西日本で発達したことと、体長約 60cm のもの（関西でいう「はまち」）

を出荷したため、養殖物を「はまち」といい、天然物を「ぶり」ということもあるよ

うです。

また、スズキは、こっぱ→でき→せいご→ふっこ→すずき→おおたろう

ボラは、はく→おぼっこ→すばしり→いな→ぼら→とど

と成長にともなって呼び名が変わります。ものの最後のことを「とどのつまり」とい

いますが、これはボラの最後の呼び名に由来します。

（参考資料：（財）水産物市場改善協会ホームページ公表資料「おさかな普及センター

資料館」http://www.osakana-center.com/q&a/042/shusseuo.htm ）

Ｑ４ 日本の食料自給率は低いにもかかわらず、なぜ、農産物などの輸出を促進してい

るのですか。

Ａ：我が国の農林水産物・食品の輸出を促進することは、

１．農林漁業者・食品産業事業者の意欲の拡大や経営の発展が図られる

２．産地の活性化や担い手の育成・確保につながる

３．国内の生産力が強化され、そのことが食料安全保障につながる

４．地域振興を図る各種の取り組みと合わせて輸出が行われることで、地域経済の活

性化につながる

５．諸外国との経済的な結びつきが強化される

６．世界各国の人々に日本と日本食文化に対する親しみと理解を深めてもらう

ことにつながるものと考えております。

また、食料自給率は、「国内における食料生産」が「国内における食料需要」のど

の程度を占めるかということを割合で示した数値ですが、この「国内における食料生

産」の概念には、輸出に仕向けられる食料の生産に該当する部分が含まれます。した

がって、輸出が増加すれば、食料自給率が向上するとともに、食料自給力の向上にも

つながります。

（担当：大臣官房国際部国際経済課）
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Ｑ５ フード・マイレージとは何ですか。

Ａ：フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが 1994 年から提唱

している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が

輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたもの

です。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離（国内輸送を含まず）を乗じたも

ので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。

輸入食料に係るフード・マイレージ＝輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が

国までの輸送距離で計算されます。（注：輸入相手国別に計測し集計したものが全体

のフードマイレージとなります。）2001 年では人口 1 人当たりのフード・マイレージ

は日本が 7,093tkm（単位：トンキロメｰトル／人）であるのに対し、韓国は 6,637tkm、

アメリカは 1,051tkm、イギリスは 3,195tkm、フランスは 1,738tkm、ドイツは 2,090tkm

と国により大きな開きがあります。

また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、

このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

（参考資料：「農林水産政策研究 No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」

（株）日本評論社）
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《子ども相談》

Ｑ 稲（イネ）の害虫（がいちゅう）は、どのようなものがいますか。また、害虫の天

敵（てんてき）はどのようなものがいますか。

Ａ：稲の害虫には、次のようなものがいます。

１．ガの仲間（なかま）

幼虫がイネの葉や茎（くき）を食べ害を与えます。（ニカメイガ、アワヨトウ）

２．カメムシの仲間

稲の穂（ほ）から汁（しる）を吸い、お米を斑点米（はんてんまい）という質の

悪いものにします。（アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオトゲシラホソカメムシ）

３．ハムシの仲間

稲の葉を食べます。（イネクビホソハムシ）

４．ゾウムシの仲間

幼虫は土の中で稲の根を食べ、成虫（せいちゅう）は地上で葉を食べます。（イ

ネミズゾウムシ）

５．バッタの仲間

成虫が稲の葉を食べます。（コバネイナゴ）

６．ウンカ・ヨコバイの仲間

稲の葉・茎から汁を吸い、病気を広めます。（セジロウンカ、トビイロウンカ、

ツマグロヨコバイ）

これら害虫を食べる天敵は次のようなものがいます。

１．クモの仲間

自分より小さい虫を食べます。（キクヅキコモリグモ、ハシリグモ、ハエトリグ

モほか）

２．トンボの仲間

主に飛（と）んでいる虫を食べます。（アキアカネ、ナツアカネ）

３．カマバチの仲間

ウンカやガの幼虫に卵を産み付け、寄生（きせい）することにより虫を殺します。

（トビイロカマバチ、キアシカマバチ）

４．その他

ウンカやガの幼虫に卵を産み付け、寄生することにより虫を殺す寄生蜂（きせい

ばち）（ネジレバネ）、虫を食べるアメンボ、カマキリなどの虫。アマガエル、ト

ノサマガエル、また、ツバメやスズメも天敵といえます。

（参考資料：「減農薬のための田の虫図鑑」(社)農山漁村文化協会）



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 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８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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