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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

８月６日～８月10日 ガムの楽しさと噛むことの大切さを考える！

～チューインガムでリラックス！！噛むことの大切さを考えよう～ 3,784人

８月13日～８月17日 食中毒予防 はじめの一歩は手洗いから 536人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

９月３日～９月７日 緑の募金

９月10日～９月14日 魚の国のしあわせ「Fast Fish」～手軽で楽しい魚の食べ方提案～

９月24日～９月28日 木づかい推進月間～身近な国産材製品と木育のご紹介～

◆ テーマ「ガムの楽しさと噛むことの大切さを考える！」

～チューインガムでリラックス！！噛むことの大切さを考えよう～ ◆

パネルやビデオ映像等を用いて、チューインガムの歴史や製造方法を紹介するとともに

チューインガムを噛むことによる効用や「ポイ捨て防止」のマナー向上への啓発を行いま

した。さらに、体験コーナーとして、子どもたちを対象にオリジナルガムを作る「手作り

チューインガム教室」を開催しました。

↑夏休みでたくさんの子どもたちが来訪しました ↑「手作りチューインガム教室」の様子
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◆ テーマ「食中毒予防 はじめの一歩は手洗いから」 ◆

８月の「食品衛生月間」を迎え、食中毒予防や対処法に関する展示を行いました。

食中毒に関するパネルの展示、顕微鏡での食中毒菌・カビの観察、食中毒事故が多い腸

管出血性大腸菌・カンピロバクター・ノロウイルス食中毒についてのビデオ放映、手洗い

体験や、目には見えない手の汚れを検査機器でその場で測るふきとり体験などが行われま

した。

↑展示の様子 ↑夏休みの子どもたちも見学に来ました

【 子 ど も 霞 が 関 見 学 デ ー の 様 子 】

農林水産省は、平成２４年８月８日、９日に子ども霞が関見学デーを開催し、3,320人

の親子の方々に来訪いただきました。「消費者の部屋」では、バケツ稲や田んぼのエビの

観察コーナー、子ども相談コーナーを設けました。

↑田んぼのエビを観察しました ↑初めてバケツ稲を見る子どもたち
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☆ ８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～

８月の相談件数は、４９５件（前月４９４件）でした。このうち、問合せは

４３６件、要望・意見は４６件、その他は１３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）

７月 ８月 差

青果物及びその 44 58 14

加工品

穀類及びその加 102 77 -25

工品

特定の商品をあげ 34 39 5

ないもの

農政 68 53 -15

水産物及びその 37 33 -4

加工品

飲料 8 9 1

農業 15 15 0

畜産物及びその 27 9 -18

加工品

豆類、いも類及び 13 13 0

その加工品

その他 146 189 43

合計 494 495 1

0

200

400

600

800

1,000

H23年

9月 10月 11月 12月

H24年

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

8月

【速報】

件数

青果物及びそ

の加工品 12%

穀類及びその加工

品 16%

特定の商品をあげ

ないもの 8%

農政 11%

水産物及び
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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）

７月 ８月 差

安全・衛生 76 90 14

表 示 57 40 -17

制度・基準 31 15 -16

資料請求・照会 63 57 -6

商品知識 37 40 3

品質・規格 23 24 1

生産・流通・消費 26 22 -4

そ の 他 181 207 26

合 計 494 495 1

〔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）

７月 ８月 差

一般消費者・消費者 260 236 -24

団体

企業関係者及びその 48 50 2

団体

消費生活センター等 33 29 -4

農林水産業及びその 16 18 2

団体

マスコミ関係者 13 8 -5

子ども 54 93 39

公務員 15 22 7

不明・その他 55 39 -16

合計 494 495 1

◆ 主な要望・意見

＊ 耕作放棄地などの農地はフル活用し、農業生産を高めてほしい。

＊ コメの品種毎の料理レシピなどを作成し、コメの消費拡大を推進すべき。
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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。
８月の子ども相談件数は、前月より３７件増加し、９１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

＊ お米は、パンなど他の穀物の加工品に比べ腹持ちがよいと言われますが、その

理由は何ですか。

＊ お米の粒が少し欠けているのは何故ですか。

＊ ホウネンエビの飼育方法を教えてください。

☆ 相談事例（８月分）

Ｑ１ お米の粒が少し欠けているのは何故ですか。（子ども相談）

Ａ：白米は、芽になる部分（胚芽）を取り除いてあり、その取り除いたところが欠けて見えるの

です。ちなみに、胚芽のついたままのお米は胚芽米といい、スーパーやお米屋さんに売ってい

ます。今度、よく見て比べてみてください。

（参考資料：「イネを育てる」金の星社）

Ｑ２ カニを料理する際、60℃の蒸気で蒸すと、しっとり美味しく仕上がりますが、色は赤くな

らず見栄えが悪くなります。何度で蒸せば赤く発色しますか。

Ａ：新鮮な生のカニは、色素のアスタキサンチンとたんぱく質が結合した状態にあり、黒っぽい

色をしています。加熱処理をすると、その結合が切れてアスタキサンチンが分離し鮮やかな赤

色に発色します。この反応は 60 ℃を超えると非可逆的になり、安定的な発色状態になるようで

す。

（参考資料：「食品の変色の化学」（株）光琳）
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Ｑ３ マクワウリとはどのような野菜ですか。

Ａ：マクワウリはウリ科キュウリ属の一年生草本です。東アジアで発達した東洋系の

メロンの仲間で、日本へは 2000 年以上前に中国や朝鮮半島から伝来したとされます。

「古事記」や「万葉集」にも記載があり、古くは‘ウリ’といえばマクワウリのこ

とを指し、カラウリ、アジウリとも呼ばれていました。

マクワウリの名前は美濃国真桑村（現、岐阜県本巣市）が特産地と知られたこと

によります。果形は丸形から円筒形、俵形、扁円形などさまざまで、重さは 300 グ

ラムから１キロ程度です。果皮の色は白、黄、緑で、多様な溝や斑紋があります。

肉質はサクサクとした歯ざわりのものから柔らかいものまであり、西洋系のメロン

に比べ甘さ、香りは多くないですが、さわやかな風味があります。

かつては銀マクワ、甘露、梨瓜、悠紀、黄金、成歓など多くの地域で独特の品種

が生産されていました。しかし、1950 年代に入ってマクワウリとヨーロッパ・カン

タロープとの一代雑種品種プリンスが普及し、さらに多くのハウス・メロンと呼ば

れるものがこれに続いて育成されましたが、その後生産が減少して、現在では、地

域的にわずかに生産されているだけのようです。

（参考資料：「新版食材図典、生鮮食材篇」小学館、「食品図鑑」女子栄養大学出版部）

☆地方の「消費者の部屋」だより

東北農政局 八戸地域センター 消費者コーナー

八戸地域センターは、ＪＲ八戸駅の北東約3.5キロに位置し、八戸総合卸センターな
どが立地する卸商業団地の一角にあります。「消費者コーナー」を庁舎１階玄関ホール

左側に設置しています。

【消費者コーナー】
消費者コーナーでは、食事バランスガイド

や食品表示、米トレーサビリティ制度、農業
者戸別所得補償制度などについての各種パン

フレットを常置し、来庁者に「食」や「農」
に関する情報発信を行っています。

また、パネル等の展示は、来庁者の目を引く

よう立体的に配置するとともに、定期的に入れ

替えを行っています。

【移動消費者の部屋】

６月の食育月間には、八戸市の観光スポ
ットである食品市場「八食センター」にお
いて移動消費者の部屋を開設し、消費者相
談の受付、食育アンケートの実施、食事バ

ランスガイドに関するパネルの展示とパン
フレットの配布を行いました。

今後とも消費者の皆様へ、情報の受発信
と展示内容などの充実に努めてまいります。

東北農政局 八戸地域センター 消費・安全グループ
〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字狐田45-3 TEL 0178-29-2115 FAX 0178-20-2868

移動消費者の部屋（八食センター内）

消費者コーナー（庁舎１階玄関）



☆地方の「消費者の部屋」だより

中国四国農政局 高知地域センター 消費者の部屋

高知地域センターはＪＲ高知駅から南西に約２ｋｍにあり、高知地方合同庁舎の１階玄

関を入った所に消費者コーナーを設置しています。

【消費者の部屋コーナー】

消費者コーナーは、狭いながらも月毎にテー

マを変え、入居官署の協力を得ながら農林水産

行政を始めとして、各省庁の施策を紹介するパ

ネルやパンフレット等の展示を行い、消費者へ

の情報提供を行っています。

【移動インフォーメーション】

６月の食育月間の取組の一つとして、高知市内の県

立図書館、高知市民図書館において、食育、食事バラ

ンスガイドに関するパネル、食品サンプルの展示、パ

ンフレットの配布を行いました。また、県立図書館で

はこのテーマに合わせ会場に食育に関する書籍が多数

展示、貸出が行われました。

このほか、各種イベント等の場を活用し、移動消費

者の部屋や移動インフォーメーションを開設し、消費

者の皆様への情報発信を行っています。

中国四国農政局 高知地域センター 消費・安全グループ
〒780-0870 高知県高知市本町4-3-41 高知地方合同庁舎 Tel 088-875-2155 Fax 088-872-7547

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」
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相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５

インターネット相談窓口

：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html

東京メトロ「霞ヶ関」駅

下車。A5、B3a出口すぐ。

移動インフォーメーション

（高知県立図書館)

８月消費者コーナー（合同庁舎１階玄関）


