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福岡市

この冊 子について
ご近所さんやお友達にも思わず教えたくなる「暮らし上手のヒント」を集めました。

目指したいのは「手間ひまかけた丁寧な暮らし」。
家族には安全でおいしいものを食べてほしいし、健康でいてほしい。
日頃何気なく見過ごしていることにちょっと目を向けてみませんか。
暮らしを豊かにする知識や知恵の数々…、
この一冊からそんなヒントが見つかれば幸いです。
気になる話が
いっぱい！
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食

豆知識

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❶

あと、牛や豚って、
一頭ずつ検査されて
いるのよ

よく見聞きするけど…
あれ？ 気になってきた！

牛肉の表示で、
「国産」は原産地を表し、
「和牛」
は品種を表します。原産地は飼育期間が最も長い
所を表示するので、海外生まれの「国産牛」もい
ます。
「和牛」と表示できるのは、日本生まれ・
日本育ちの黒毛和牛など４品種です。

知らなかった！

和牛と国産牛って
何が違うの

詳しく知りたいな

知れば
安心！

～「国産牛と和牛」について～

一頭一頭丁寧に検査されています
検査や、国産牛と和牛の違いについて

牛・豚の〝意外と
知られていないこと〟

①生体検査：農場から食肉市場に運ばれる牛や豚を、生きた
まま検査。高熱や異常が見つかると、と殺禁止になります。
②解体前検査：と殺後、異常が見つかると解体禁止に。
③解体後検査：目視検査、必要に応じて精密検査（細菌・ウ
イルス・抗生物質などさまざま）が行われます。
※これらの検査は福岡市食肉衛生検査所の獣医師により、一
頭一頭行われます。合格した肉だけが検印を押されて流通し
ます

安全な肉でも、食中毒に注意！

身近な牛・豚ですが、実は
知られていないこともいっぱ
いあります！

検査に合格しても、食中毒は別の話。食中毒菌の多くは動物の
腸管内にいます。加工や流通の過程で肉に菌が付くこともあるの
で、保存温度に注意し、中心部までよく加熱して食べましょう。

牛肉・豚肉が食卓に上るまでの流れ

食 卓へ

頭

格付けは
「日本
食肉格付協会」
が行う

店

廃棄

格 付けなど

検 印

解体後検査

解体禁止

（必要に応じて精密検査）

解体

と殺

解体前検査

合格

と畜検査

場

食肉市場

農
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生体検査
と殺禁止
不合格

「福岡市食肉衛生検査所」
が行う
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食

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❷
「農薬」
って
どんな
イメージ？

虫をやっつけるとか！
人間の体には
どうなんだろう？

農薬使用には、
すごく厳しい基準が
定められているん
だよね
イメージにとらわれ
ないで、正しい知識
を持ちたいね

「残留農薬基準」とは、野菜や果物に残留することが許される農薬の最大
量のことです。農薬が残留していたとしても人の健康に影響を与えないよ
うに、次の２つの考え方をもとに安全性を確認し、設定されています。

一日摂取許容量（ADI）

〝毎日一生食べ続けても健康への影響が出ない量〟のこと

まずは
知ることから

急性参照用量（ARfD）

〝１日に摂取しても健康への影響が出ない量〟のこと

私たちは、どのくらいの量の
農薬を摂取しているの？

気になる！ 野菜や
果物の農薬の話
「農薬」と聞くとどんなイメージ？
品質の良い野菜や果物を〝安定して生産〟し、
〝コ
ストを抑えて〟市場に供給するためには、農薬は欠
かせない存在といえます。たとえばはやりの「種な
しブドウ」に使われる植物成長調整剤も農薬の一種
であるように、実はとても身近なものです。
とはいえ、健康への不安の声も耳にします。

農薬の決まりは？
農薬は、健康に与える影響や残留性等について審査され、国に登録され
たものしか使用できない決まりがあります。さらに、作物ごとに使える農
薬と、その頻度や時期が決められ、正しく使えば「残留農薬基準」を超え
ないようになっています。
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残留農薬基準って何？

ADI や ARfD は、多くの動物実験の結果
から得られた、健康への影響が出ない量（無
毒性量）に、さらに 100 分の１をかけて設定
されています。
残留農薬基準は ADIや ARf Dよりもさらに
安全側に余裕を持たせて設定されています。

毒性試験での
無毒性量

残留農薬基準を超える野菜や果物が流通 一日摂取許容量
（ADI）
しないよう、福岡市では食品衛生検査所を中
心として、
青果物の検査に取り組んでいます。

残留農薬基準

摂取量調査も実施
国や自治体では、日常の食事で残留農薬をどの程度摂っているか実態
調査をしています。平成 27 年度の福岡市の調査では、検出された農薬は
ADI の 0.05％未満という非常に少ない量でした。

それでも残留農薬が気になる場合は
どうしたらいい？
「皮をむく」
「水洗いする」
「ゆでる」ことで、
残留農薬の量が減ったという実験結果もあ
ります。
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食

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❸

食品添加物って、
どんなイメージ？

分からないけど、
なんとなく入って
ない方が良さそう

気になる安全性は？

体に良くない
イメージが
あるなー
知らないから…
わかんない！

正しく
理解 !

国は、食品添加物について、科学的な評価に
より、
「人の健康を損なうおそれがない」場合に
限って、成分の規格、食品ごとの使用基準を決め、
その上で使用を認めています。

子

明太

辛子

000

￥0

行政のチェックも
福岡市では下記のことをチェックしています。

正しく理解して、おいしく食べましょう

食品添加物の
〝知っておきたいこと〟
「○○無添加」「○○不使用」をうたう食品が増えていますが、
そもそも食品添加物とはどんなものなのでしょう。

どんな食品に使われている？
豆腐を作るのに必要な「にがり（塩化マグ
ネシウム）
」
、炭酸飲料の「炭酸ガス」
、中華め
んにコシを与える「かんすい」
、
「うま味調味
料」などは、どれも食品添加物です。

おいしくする

□ 実際に使用基準が守られているか
□ 食品表示にない食品添加物が使用されていないか
□ 使用された食品添加物が、食品表示欄に正しく表示されているか
具体的には、市内で製造された食品はもちろんのこと、輸入食品を含む
市内で流通する食品についても、市内のスーパーや食品工場などで抜き取
り、検査をしています。
また、国では、食品添加物を人々が実際にどの程度摂取しているか、調
査を行い、安全性に問題がないことを確認しています。
私たちが口にしている加工食品は、こうして安全が守られています。

食品表示欄
使用された食品添加物は、
食品表示欄に表示されていま
す。実際に見てみましょう。
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原材料名 小麦粉（国内製造）
、
砂糖、卵、ショートニング、
脱脂粉乳、マヨネーズ
（卵を含む）
、イースト、塩、
パセリ
内容量

食感をよくする

3個

消費期限 2019. ● . ●
保存方法 直射日光、高温多湿を避
けて保存

品質を保つ

食品添加物は、私たちの食生活を豊かにす
るために使われています。

称 調理パン

添 加 物 乳化剤、ビタミン C

栄養成分を補う
見た目を良くする

名

※表示ラベルはイメージ

製 造 者 Ａ株式会社
福岡市●●●●●●
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食

福岡で一番多い食中毒、カンピロバクター

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❹

鶏料理で
何が好き？

焼き鳥、
水炊き！

鶏料理は
福岡の
食文化ね

鶏肉は
しっかり加熱
しましょう

正しく知っ
ておいしく
食べよう！

全問正解できる？
鶏肉○×クイズ

鶏肉の食べ方・扱い方を
知って、おいしく食べよう
突然ですが、鶏肉○×クイズです！

Ｈ29年福岡市食中毒発生状況
近年、福岡市内の食中毒の原因と
して最も多いのが、
カンピロバクター。
〈 病因物質別発生状況 〉
過去には野外イベントで 100 人以上
サルモネラ
ノロウイルス
１件
２件
の患者が出た事例もありました。
カンピロバクターは、ニワトリ・
事件数
アニサキス
17件
牛など家畜や野生動物の腸管内に生
３件
カンピロ
バクター
息する菌。人の体内に入ると増殖し、
11件
食中毒を起こします。感染すると１
～７日間の潜伏期間後、下痢や腹痛、
発熱の症状が出ます。子どもや高齢者など抵抗力の弱い人は重症化しやす
いです。また、ギラン・バレー症候群を発症することもあります。

ギラン・バレー症候群＝主にウイルスや細菌の感染がきっかけで発症する
神経症状。手足に力が入りにくくなるなどの症状から、重症化すると、手
足が動かせなくなる、呼吸ができなくなることもあります。

感染の原因
注意

① 新鮮であれば、鶏肉は生で食べてもよい。
② 表面をあぶっている鶏肉は、
中は生でも問題ない。
③ 一度冷凍し、解凍した鶏肉は、
加熱せずに食べても安全だ。

答えは？
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答えは全て×。
鶏肉には、新鮮であれば特に、カンピロバク
ターという食中毒菌が付着しています。冷凍
や表面のみの加熱では、菌は死にません。

感染の主な原因は、菌の付着した
肉を、生や加熱不十分な状態で食べ
ること。カンピロバクターは、鶏肉
から高い割合で検出される菌。
今、
「あ
ぶり」
や
「レア」
などの食べ方がはやっ
ていますが、注意が必要です。

予防方法
予防方法は、肉を中心部まで十分に加熱して食べること。鶏肉なら、ピ
ンクから白に色が変わるのが目安です。
手指・器具を介して菌が移るのを防ぐため、生肉を触った手は石けんで
洗い、調理器具は洗浄後、熱湯や塩素系漂白剤で消毒を。シンクを介して
の感染にも注意をしましょう。また、焼肉などをするときは、生肉を触っ
た箸やトングと、取り箸を使い分けましょう。
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食

手洗いは「こまめに」！

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❺

先週、うちの子ノロ
ウイルスにかかって
大変だったの！

お世話する側も
うつらないように
気を付けなくちゃね

もう元気そう
だから、うつらな
いんじゃない？

ノロウイルスを
甘く見ては
いけないよ～

手洗いのタイミング

やっぱり
手洗い！

〝長く１回〟よりも、
〝こまめに〟洗おう

ノロウイルスは
正しい手洗いで予防！
例年冬になると流行する「ノロウイルス食中毒」
。下痢やおう吐、
腹痛、発熱が主な症状です。

感染は「手」を介して
ノロウイルス感染者の便や、お
う吐物には多くのウイルスが含
まれています。ノロウイルス食中
毒の多くは、これらのウイルスが
〝手を介して〟食品に付着するこ
とで起こります。
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手のシワに入り込むほど小さく、10 ～ 100 個という少量で感染するノロ
ウイルス。予防には丁寧な手洗いが重要です！
また、いつどこで手が汚染されるか分からないので、
「長い時間をかけ
て１回だけ洗う」よりも、
「こまめに洗う」方が効果的です。

手洗いのタイミングは次の３つ。ノロウイルスに
汚染されるおそれのある1と2は、特に念入りに！
1トイレの後 重要 !

2便・おう吐物の処理後 重要 !
3食品を取り扱う直前

正しく手を洗うためのポイント
まず、時計や指輪を外します。
洗い残しが多いのは、手の甲や指の間、手
首、爪の間（イラスト参照）などです。石け
んをよく泡立てて、特に意識して洗いましょ
う。
手洗いの後、アルコールスプレー等で消毒
することも多いと思います。でも、アルコー
ルは細菌には効果があっても、ノロウイルス
に対する効果は十分ではありません。正しい
手洗いで洗い流すことが最も大事です。

洗い残しが多い部分を
●で示しています

もし、感染・発症したら
ノロウイルスは発症から２～３日で快方に向かい
ますが、長い場合は１カ月程度、便にウイルスが含
まれています。回復後しばらくは家族などへの二次
感染が考えられるので、手洗いやトイレの消毒をしっ
かり行いましょう。
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暮

認定基準

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❻

うちの猫、
かわいいでしょ？

うちの犬も！
ずっと一緒に
暮らしていきたいなあ

犬や猫のために、
何ができるかな？
まずは最期まで
責任を持って飼う
ことだね

犬・猫が
！
大好きだから

福岡市から全国に広がる、
人とペットに優しい街づくり

「ずっといっしょ」
を応援！
福岡市では、
人とペットに優しい〝全国初の取り組み〟を開始し、
注目を集めています。

福岡市から全国へ
福岡市では「犬猫パートナーシッ
プ店制度」
を平成 30 年４月にスター
ト。これは〝犬猫と飼い主が最期ま
で幸せに暮らすための基準をクリア
したペットショップ〟を市が認定す
るというもの。
同年６月には奈良市でも同制度が
スタートするなど、全国にも広がり
を見せ始めています。
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認定店は、全部で８つの基準をクリアしています
（平成 30 年 12 月現在、市内に 11 店舗）
。
ここでは、大きな３つの基準を紹介します。
①犬猫の販売時に、
「最期まで飼うこと」
「万が一飼え
なくなった場合は新たな飼い主を自分で探すこと」
などを飼い主に誓約書を通して約束してもらうこと。
②マイクロチップを装着した犬猫のみを販売すること。
③「譲渡」という保護された犬猫を飼う選択肢もある
と案内すること。

犬猫パートナーシップ店は
このロゴマークが目印

注目が高まる、マイクロチップ装着の意味
②のマイクロチップは、
約１㎝×２㎜の小さな電子
タグ。犬や猫の身元を証明
し、飼い主を特定すること
ができるため、迷子や自然
災害で離ればなれになって
しまっても、保護されれば、
もう一度巡り会うことがで
きます。

【マイクロチップ】
・長さ約１㎝
・直径約２㎜
・犬や猫の皮下に装着
・データベースへの登
録が必要

インジェクター

ホームページを Check ！
①「ずっといっしょ．ｃｏｍ（ドットコム）
」
動画やポスターで犬猫パートナーシップ店
制度を紹介しています。
②「わんにゃんよかネット」
新しい飼い主を待つ犬猫の情報を掲載して
います。
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暮

巣を作る場所

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❼
うちの軒先に
ハチが巣を作って
いるみたい

え、本当？
こわいね！

どんなことに気を付
けたらいいのかな？
業者に駆除も
頼まなきゃね

！
冷静に対応を

近寄らない、刺激しない！

夏から秋は、
ハチの巣に注意
ハチの巣作りは４月～６月に始まり、夏から秋にかけて、大き
さはピークに。それに伴い、攻撃性も高まります。中でも攻撃的
なのがスズメバチ。見かけたら要注意！
ちなみに、ハチの巣の利用は１年限り。冬にはいなくなり、翌年、
ハチが再びその巣を使うことはありません。

主なハチと巣の特徴について
スズメバチ
■ 巣 は 球 状 で、 楕 円 形 の し ま 模 様
あり（コガタスズメバチの初期の巣
については、とっく
りを逆さにした形）
■巣の出入り口の穴は
１つだけ
スズメバチの巣
（イメージ）
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アシナガバチ
■飛ぶときに長い足を
だらりと下げている
■巣はお椀を逆さに
したような形

アシナガバチの巣（イメージ）

ハチは、天候の影響を受けにくい場所や狭い場所、近くでエサを捕獲
できる場所を選びます。天井裏・軒先・樹木・壁や塀・壁の隙間・車庫・
物置などが多いようです。

ハチがいたら…
ハチは、黒色のものに対して攻撃的です。他に、ヘアスプレー、香水・
化粧品などのにおい、大声や物音にも反応します。
近付いて来たら、姿勢を低くして静かにその場を離れましょう。手で
払ったり、急に走って逃げようとすると、敵だと思って攻撃してきます。

もし刺されたら…
① 水で洗い流す ② 氷（冷水）で冷やす
③ ステロイド軟こうや抗ヒスタミン軟こうを塗る
体質によりますが、毒に含まれる成分によるアレル
ギー反応（アナフィラキシー・ショック）を起こした
場合は、早急に医療機関で受診してください。

巣を見つけたら…
巣には「近寄らない」
「刺激しない」が鉄則です。
福岡市役所では、個人所有の敷地内のハチの巣の駆除は行って
いません。駆除が必要な場合は、土地や建物の所有者・管理者の
責任で行ってください。電話帳等で、
「消毒業・ハチ駆除」の業
者を探してみましょう。

おまけ

～ミツバチの分封～

４月～５月頃、新しい女王蜂が誕生すると、巣分かれ（分
封）を行います。この時、一時的に塊となって樹木や外壁
などにとまりますが、攻撃性は低く、数日のうちに移動し
ます。近寄ったり突いたりせず、見守ってください。
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暮

今すぐ役立つ！ 井戸端会議ネタ その❽
マンションの水
道ってどういう仕
組みなんだろ？

うちのビルは、
一度貯水槽に貯めら
れた水が各部屋に
届いているみたい

貯水槽だね。誰か
管理してるのかな？
このビルは「検査適合」
ステッカーがあったから
大丈夫よ！

ョンの
うちのマンシ
夫？
貯水槽は大丈

安心！

貯水槽「検査適合」
ステッカー
私たちの生活に欠かせない水道水。毎日
飲むものだけに安全性が気になりますね。
ビルやマンションには、水道本管から引
いた水を、一度貯水槽に貯めてから各部屋
へ供給している建物が多くあります。
「う
ちの貯水槽は大丈夫？」と気になったこと
はありませんか。
給水方法の一例

福岡市での取り組み
福岡市では、そんな不安を解消するための
取り組みが平成 30 年９月からスタート。10
㎥を超える貯水槽のうち、管理の良い施設に
は、
「検査適合」というステッカー（画像）を
配布しています。
貯水槽は駐車場や屋上など目立たない所に
設置されていることが多いので、きちんと管
理されているか、目にする機会は少ないかも
しれません。
これからは、自分のビルやマンションのエントランスなどに、このス
テッカーがあったら安心できますね。

貯水槽の管理は
私たちが安心して使用できるように、貯水槽には維持管理方法などが
法令で定められています。

10㎥を超える貯水槽の場合は…

貯水槽
（高置水槽）

① 水槽の清掃を１年に１回行うこと

② 水道法に定められた検査（法定検査）を１年に１回受けること
などが、設置者に義務付けられています。

検査判定は３種類
法定検査では、
「貯水槽の劣化がないか」
「衛生的に管理されているか」
など、
いくつもの項目について検査が行われます。この検査の判定には
「良
好」
「要改善」
「即改善」の３種類があり、
「良好」の場合は、
「検査適合」
ステッカーが配布されるというわけです。
◇

貯水槽
（受水槽）
水道本管
17

ポンプ

◇

法定検査はビルやマンションによって実施時期が異なり、随時行われ
ています。
「検査適合」ステッカーの配布は始まったばかり。平成 30 年８月まで
に検査を受けた場合は、ステッカーの配布は次回からになります。
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よくある質問と

問合わせ先一覧

●豚肉や牛肉がどんな検査をされているか、見てみたい

施設の見学ができます

●飲み水（井戸水、ビルやマンションの水道水）について教えてほしい
●シックハウス症候群について知りたい
●住まいのダニやカビ等について教えてほしい

お住まいの区の保健福祉センター衛生課 環境係 へ問合わせを

保健福祉局食肉衛生検査所

☎ 092-651-3404 FAX092-651-9015

shokuniku.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
●鮮魚市場や青果市場などに流通している食品が、どんな検査をされているかを見てみたい

施設の見学ができます

〈鮮魚市場係〉

●食品を購入したら、ガラス片が入っていた。どうしたらいいの？
●地域のバザーで食品を出す場合の手続きを知りたい
●食品の表示のことを知りたい

お住まいの区の保健福祉センター衛生課 食品係 へ問合わせを

《保健福祉センター衛生課問合わせ先》

東区

（東保健所）

環境係

☎ 092-645-1112 ☎ 092-645-1111 FAX092-645-1114
環境係

食品係

（博多保健所） ☎ 092-419-1125 ☎ 092-419-1126

FAX092-434-0007

環境係
食品係
中央区
FAX092-761-8280
（中央保健所） ☎ 092-761-7351 ☎ 092-761-7356

eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp

南区

環境係

（城南保健所）

食品係

環境係 食品係

☎☎ 092-831-4219

FAX092-843-2662

環境係
食品係
早良区
FAX092-822-5733
（早良保健所） ☎ 092-851-6602 ☎ 092-851-6609

eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp

西区

●犬猫を譲り受けたい

あにまるぽーと （東部動物愛護管理センター） ☎ 092-691-0131 FAX092-691-0132
▶福岡市東区蒲田 5-10-1（福岡市クリーンパーク東部北隣）
dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
敷地内のふれあい広場では、飼い犬と散歩したり遊んだりできます。
（リードを放すことができるドッグランではありません）
犬のしつけ方相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

環境係

●野良猫が増えて困っているので、相談したい

ふくおかどうぶつ相談室（家庭動物啓発センター） ☎ 092-891-1231 FAX092-891-1259
▶福岡市西区内浜 1-4-22
dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp
●犬の登録や狂犬病予防注射に関する手続きについて教えてほしい

食品係

☎ 092-895-7094 ☎ 092-895-7095 FAX092-891-9894

eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp
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●飼えなくなった犬猫について相談したい

●「地域猫活動」について詳しく知りたい

eisei.JWO@city.fukuoka.lg.jp

（西保健所）

shokuhin.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

☎ 092-559-5161 ☎ 092-559-5162 FAX092-559-5149

eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区

☎ 092-682-3922 FAX092-682-6144

●あにまるぽーとのふれあい広場ってどんなところ？

eisei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

（南保健所）

☎ 092-711-6440 FAX092-711-6439

〈青果市場係〉

●犬猫の行方不明、保護情報について問い合わせたい

食品係

eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

博多区

保健福祉局食品衛生検査所

●犬猫のしつけについて相談したい

あにまるぽーと （東部動物愛護管理センター）

ふくおかどうぶつ相談室（家庭動物啓発センター）
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●セアカゴケグモを見つけたけど、どうしたらいいの？ ●大きなハチの巣があって心配だ
●浄化槽のことを知りたい ●家庭ごみの出し方を教えてほしい

お住まいの区の生活環境課へ問合わせを

セアカゴケグモやハチの駆除は行っておりませんが、駆除の方法について相談を受け付けています。

東区役所生活環境課

☎ 092-645-1024 FAX092-632-8999

seikatsukankyo.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

博多区役所自転車対策・生活環境課

☎ 092-419-1070 FAX092-441-5603

seikatsukankyo.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

中央区役所生活環境課

☎ 092-559-5101 FAX092-561-5360

seikatsukankyo.MWO@city.fukuoka.lg.jp

よくある

Q A
＆

Q このコラムのような内容をもっと積極的に知りたいのですが、

・

譲渡には一定の条件があります。
・最期まで責任を持って飼うこと
・ペット飼育可能な住居に住んでいること
・万が一、犬猫を飼い続けることができなくなった場合に備えて、
代わりに飼い続けてくれる「受け皿」を用意すること など
詳しくは東部動物愛護管理センターに問い合わせてください。

どうやったらこういう情報が手に入りますか？

A

福岡市では、くらしに役立つ出前講座を無料で行っています。
テーマ例

学びたいテーマや日時、場所なども相談できます。生活衛生課・食品安全推進課（背表紙）
へ気軽におたずねください。
（食中毒予防、食の安全安心確保のための福岡市の取り組み）
「食」
（井戸水やマンションの水道水、シックハウス症候群、住まいのダニ・カビ対策）
「くらし」
（地域猫活動、動物愛護）
「動物」
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譲渡

環境局保健環境研究所▶☎ 092-831-0660（代表）／ FAX092-831-0726
hokanken.EB@city.fukuoka.lg.jp

譲渡時講習

その他

・

飼養環境調査

seikatsukankyo.NWO@city.fukuoka.lg.jp

募集しています。

譲渡前講習

☎ 092-895-7053 FAX092-882-2137

Q 保護された犬猫を飼いたい。どうしたらいい？
A 東部動物愛護管理センターでは、犬猫の新しい飼い主を
予 約

☎ 092-833-4343 FAX092-851-2680

seikatsukankyo.SWO@city.fukuoka.lg.jp

西区役所生活環境課

赤い汁は
「ドリップ」
と呼ばれていて、
成分は筋肉色素のミオグロビン、
組織液などです。冷凍した肉を解凍したときなどに、筋肉細胞が壊れて
ドリップが出ます。ドリップの中には、
食中毒菌が含まれていますので、
購入した肉のパックはビニール袋で包むなどして、他の食品にドリップ
が付かないようにしましょう。

犬猫とのマッチング

☎ 092-833-4087 FAX092-822-4095

seikatsukankyo.JWO@city.fukuoka.lg.jp

早良区役所生活環境課

この正体は、組織液などです。

譲渡の手順

城南区役所生活環境課

A「ドリップ」と呼ばれるもの。一見、血液のようですが、

☎ 092-718-1092 FAX092-718-1079

seikatsukankyo.CWO@city.fukuoka.lg.jp

南区役所生活環境課

Q スーパーで買うパックの肉で、赤い汁が出ていることがあり
ますが、あれは何ですか？

こちらからも
アクセスできます

もよろしくね！
web 版 「暮らし上手のヒント」
お出かけ先や、お友達の家など、 スマートフォン・パソコンからの
どこでも「暮らし上手のヒント」 アクセスは…
が見られます！
暮らし上手のヒント 福岡市 検 索
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