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「消費者の部屋では」
消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農林水産本省の北別館1階に設

けられ、農林水産行政や食生活などについての情報提供などを行っています。また、特

別展示では、これまで延べ190万人を超える方々にご来室いただいております。

これからもわかりやすい情報の提供・相談に努めて参りますので、どうぞお気軽にご

利用ください。

☆ 特別展示のご紹介

● 特別展示の開催状況

日 程 テーマ 入場者数

５月14日～５月18日 食べるクジラをもっと身近に、簡単に！ 875人

５月21日～５月25日 広がってるね、米粉商品 1,172人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

６月４日～６月８日 ジビエ（野生鳥獣）について考える～ジビエ肉の有効活用～

６月11日～６月22日 望ましい食生活の実現に向けて

◆ テーマ「食べるクジラをもっと身近に、簡単に！」◆
今回の特別展示では、食材としてのクジラを身近に感じて頂くため、「食べられる・買

えるお店情報」や簡単な「クジラ料理のレシピ」を紹介するとともに、調査捕鯨について
も紹介しました。さらに、特別展示にあわせて、省内の食堂でもクジラ料理が提供されま
した。

↑クジラのヒゲや歯などの実物展示 ↑いろいろなクジラ料理の紹介

↑調査捕鯨の取組を紹介しました ↑食堂でのクジラ料理の提供
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◆ テーマ「広がってるね、米粉商品」◆
米粉は、日本の水田の最大限の活用と、食料自給率アップの切り札としてその需要拡大

が期待され、ここ数年急速に脚光を浴びています。
展示では、様々な米粉関連製品のパネル展示やパンフレットの配布、米粉の製造過程の

映像による紹介やレシピの配布と米粉食品の試食を行いました。さらに省内食堂では、米
粉を使った特別メニューが登場し好評を得ました。

↑米粉関連商品に関心が集まりました ↑さまざまな米粉利用製品の紹介

☆農林水産省への訪問対応

「消費者の部屋」では、小・中・高校生などに対して、農林水産行政等についてわか

りやすく説明しています。５月は１０校の中学校の訪問がありました。

■平成２４年５月の訪問 来訪者数

福島県会津若松市立第四中学校 ６名

新潟県新潟市立葛塚中学校 ５名

富山県魚津市立西部中学校 ４名

宮城県仙台市立北仙台中学校 １０名

宮城県仙台市立中田中学校 ６名

三重県桑名市立陽和中学校 ５名

岐阜県多治見市立陶都中学校 ７名

宮城県仙台市立愛宕中学校 ８名

愛知県名古屋市立津賀田中学校 ９名

三重県いなべ市立北勢中学校 ５名

合 計 １０件 ６５名 農林水産省の仕事について学びました。

～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～
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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、４８４件（前月５４５件）でした。このうち、問合せは

４２１件、要望・意見は４７件、その他は１６件となりました。

図１ 月別相談件数の推移

〔品目別相談件数〕

表１ 品目別相談件数 図２ 品目別相談比率

（件）

４月 ５月 差

青果物及びそ 76 57 -19

の加工品

穀類及びその 68 86 18

加工品

特定の商品を 41 41 0

あげないもの

農政 141 64 -77

水産物及びそ 29 42 13

の加工品

飲料 9 7 -2

農業 14 10 -4

畜産物及びそ 26 24 -2

の加工品

豆類、いも類 8 10 2

及びその加工

品

その他 133 143 10

合計 545 484 -61
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件数

青果物及びその加工品

14%

穀類及びその加工品 13%

特定の商品を

あげないもの 8%

農政 26%

水産物及び

その加工品 7%

飲料 1.7%

農業 3%

畜産物及び

その加工品 6%

豆類、いも類及び

その加工品 4%

その他 24%
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〔内容別相談件数〕

表２ 内容別相談件数 図３ 内容別相談比率

（件）

４月 ５月 差

安全・衛生 152 128 -24

表 示 36 51 15

制度・基準 48 35 -13

資料請求・照会 19 70 51

商品知識 19 28 9

品質・規格 30 20 -10

生産・流通・消費 19 18 -1

そ の 他 222 134 -88

合 計 545 484 -61

〔相談者別件数〕

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別比率

（件）

４月 ５月 差

一般消費者・消 351 260 -91

費者団体

企業関係者及び 67 54 -13

その団体

消費生活センタ 30 28 -2

ー等

農林水産業及び 28 23 -5

その団体

マスコミ関係者 3 10 7

子ども 4 39 35

公務員 22 20 -2

不明・その他 40 50 10

合計 545 484 -61

◆ 主な要望・意見
＊ 農林水産省は、農林水産物の消費拡大のため、料理のレシピを含めた情報発信
をすべき。

＊ 農林水産省は、食料自給率の向上を目指すために、休耕田を活用し小麦、大豆、
トウモロコシ、そばなどを栽培すべき。

＊ 米粉は、もっと手軽に購入できるよう販売先の拡大をお願いしたい。

安全・衛生 26%

表 示 11%
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センター等 6%
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マスコミ

関係者 2%
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公務員 4% 不明・その他 10%
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〔子ども相談〕
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どもからの相談や質問にお答

えしています。
５月の子ども相談件数は、前月より３５件増加し、３９件となりました。

図５ 子ども相談件数の推移

◆ 主な子ども相談
＊ 農家は農業をやる上で、どのようなことに気をつけているのですか。
＊ 農林水産省は、日本の食料自給率を向上させるために何をしていますか。
＊ 農林水産省は、農業者の福祉について何をしていますか。
＊ 新種の苗はどのように作るのですか。
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☆ 相談事例（５月分）

Ｑ１ 「たくあん（沢庵）漬け」の名前の由来を教えてください。

Ａ：「たくあん漬け」は、生干ししたダイコンを、米ぬか・塩を混ぜた漬け床に漬け込ん

で作る、代表的な漬け物で単に「たくあん」とよばれます。たくあん漬けの呼び名は関

東から発生したもので、京都では「辛漬（からづけ）」、九州では「百本漬（ひゃっぽん

づけ）」と称するようです。名前の由来は諸説あり、「貯え漬け」がなまったという説や、

江戸時代初期の臨済宗の僧・沢庵（沢庵和尚、1573 ～ 1645）が創作したとする説、沢

庵和尚の墓石（東京都品川区東海禅寺）が、ダイコンを漬ける丸い漬物石に似ているか

らという説、禅家の作る「百一漬」（ダイコンとナスの交互に漬けた漬物）が転訛した

とする説があります。

（参考資料：「たべもの起源事典」東京堂出版、「まるごと楽しむダイコン百科」農文協）

Ｑ２ ワカメの根っこのグルグルしている部分が売られていますが、食べられるのですか。

Ａ：ワカメの根っこ部分の厚いヒダが折れ重なった部分を、一般的に「芽かぶ（めかぶ）」

といい、ワカメの生殖細胞が集まっている部分です。晩春から初夏にかけて出回り、湯

がいて鮮やかな緑色になったものを、ワカメ同様みそ汁に使ったり、また、包丁で細か

く刻むと粘りを生じるので、醤油などを加え“めかぶとろろ”として食したりします。

（参考資料：「食材魚貝大百科」平凡社、「新版食材図典、生鮮食材篇」小学館）

Ｑ３ 日本で生産される、米、小麦、大豆、トウモロコシの最新の収量のデータを教えて

ください。

Ａ：平成 23 年産作物統計による、それぞれの作物の１０アールあたりの収量は次のとお

りです。

１．米：５３３ｋｇ

２．小麦：３５３ｋｇ

３．大豆：１６０ｋｇ

また、平成 22 年産野菜生産出荷統計によるトウモロコシ（スイートコーン）の１０ア

ールあたりの収量は９２８ｋｇとなっています。

（参考資料：「平成 23 年産作物統計」、「平成 22 年産野菜生産出荷統計」農林水産省）



- 7 -

Ｑ４ 「メヒカリ」とはどのような魚ですか。

Ａ：「メヒカリ」はアオメエソという魚の俗称で、目が大きく青緑色に輝いている特徴か

ら“メヒカリ”の名が付きました。成魚は 20 センチほどに成長し、本州中部沿岸から

東シナ海の比較的深い海に生息しています。主に底引き網で漁獲され、天ぷらに使われ

るほか、干もの佃煮などに利用されます。

（参考資料：「食材魚貝大百科」平凡社）

Ｑ５ ジャガイモは根菜類と区分されているようですが、そのほかの野菜類の区分はどの

ようになっているのか教えてください。

Ａ：日本標準商品分類（平成 2 年 6 月、総務省）によると、野菜は

１．根菜類：ダイコン、バレイショなど

２．葉茎菜類：ハクサイ、シュンギク、ホウレンソウなど

３．果菜類：キュウリ、トマト、サヤインゲンなど

に区分されています。一般的には、それよりもう少し細かく、

１．花菜類：ブロッコリー、ミョウガなど

２．果菜類：イチゴ、スイカ、キュウリ、トマトなど

３．茎菜類：アスパラガス、タケノコ、タマネギ、ニンニクなど

４．根菜類：ダイコン、ゴボウ、ショウガなど

５．葉菜類：キャベツ、セロリ、コマツナ、ハクサイなど

のような区分が使われているようです。

（参考資料：「日本標準商品分類」総務省、「Ｑ＆Ａ食品の不安解消の手引き」ぎょうせい）



- 8 -

☆地方の「消費者の部屋」だより

関東農政局 東京地域センター 消費者の部屋

東京地域センター（消費・安全グループ農畜産安全管理チーム）は、東京メトロ千代田線の

湯島駅から徒歩５分程の湯島地方合同庁舎２階にあります。

当センターの消費者の部屋は、今年の４月から湯島地方合同

庁舎２階に移転しました。庁舎は湯島天神の目の前にあり、旧

岩崎邸にも隣接していて、都内とは思えない緑豊かな立地です。

常設展示では、食や食育に関するパンフレッ

トを配置しているほか、東京版バランスガイド

のフードサンプルを展示しています。

また、「移動消費者の部屋」として、JA全中農業・農村ギャラリー

や東京都食育フェア、都内の各区市の消費生活展等へ約４０ヶ所に参

加しています。パネル展示や資料配布、食料自給率クイズやもみすり

体験等を通じた食育の推進や食の安全・安心情報また米粉の普及推進

等にも取り組んでいます。

関東農政局 東京地域センター 消費・安全グループ農畜産安全管理チーム
〒113-8580 文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎２F TEL:03-5804-5381 FAX:03-5804-5390

九州農政局 福岡地域センター 消費者の部屋

福岡地域センターは、JR 博多駅から西へ徒歩 15 分のところにあり、「消費者の部屋」は１ F
玄関ロビーの右横に設置しています。

消費者の部屋（常設展示コーナー） 【消費者の部屋】

「消費者の部屋」では、食事バランスゴマ、食事バラン

スガイドのパネル、米を利用した食品やバランスの良い食

事のサンプル等の展示を行っています。

また、食育・農業・農政に関する各種パンフレットや図

書及び「食育」、「食の安全・安心」に関する DVD やビデオ

テープ等を揃え、消費者の皆様への情報提供や消費者相談

の受付を行っています。

移動消費者の部屋（マリンメッセ福岡）

【移動消費者の部屋】

平成 24 年５月 16 日～ 18 日、マリンメッセ福岡で開

催された「第 22 回西日本食品産業創造展」において、

消費者相談、食育アンケートの実施、食事バランスガ

イド等食事の推進に関するパネル展示と農政に関する

各種パンフレット配布を行いました。

また、６月の食育月間では、６月９日～ 10 日にかけ

て「博多大丸のパサージュ広場」で日本型食生活によ

る食事バランスガイドの紹介等を行い、今後もわかり

やすい情報発信に努めてまいります。

九州農政局 福岡地域センター 消費・安全グループ
〒812-0018 福岡市博多区住吉３丁目１７－２１ ℡：092-281-8261 Fax:092-281-3202



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 消費者の部屋のホームページ( 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。

◇特別展示のご案内
特別展示のスケジュールや概要について紹介しています。また、パネルの内容や

展示物の写真など、展示の一部を掲載し、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ています。

農林水産省ホームページ・トップ

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2４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；坂本、石井、新宅、渡辺、池畑

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）
FAX ０３－５５１２－７６５１

東京メトロ「霞ヶ関」駅

下車。A5、B3a出口すぐ。
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