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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、農林水産本省の北別館1階にあり、特別展

示には、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

10月１日～10月５日 意外とスゴイ、冷凍食品 1,328人

10月９日～10月12日 森からの恵み「きのこや特用林産物」 600人

10月15日～10月19日 間伐・間伐材利用促進の週 484人

10月22日～10月26日 －皆さんの応援に感謝！－ただ今農業農村の

復旧・復興に全力を尽くしています！ 630人

10月29日～11月2日 環境に貢献するエコファーマーの活動 1,047人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

11月12日～11月16日 頑張っています！食品産業。食への信頼「見える化」活動

（フード・コミュニケーション・プロジェクトの紹介）

11月19日～11月22日 ＪＡＳの週 ～ＪＡＳマークと食品表示を見てみよう！！～

◆ テーマ「意外とスゴイ、冷凍食品」 ◆

食卓に身近な冷凍食品には、簡単・便利以外にも知られていない優れた特性があります。

冷凍食品のポイントを、分かりやすいパネルや冷凍食品の製造工程の放映などにより紹

介しました。また、自然解凍でも食べれる冷凍食品の試食は大好評でした。

たくさんの方に来訪いただきました。 各社の商品(見本）の展示
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◆ テーマ「森からの恵み「きのこや特用林産物」」 ◆

１０月１５日は「きのこの日」。森の恵みや秋の味覚として親しまれているきのこ類に

ついて、栽培方法・機能性をパネルなどで紹介しました。また、木炭や炭を使った石鹸・

タオルなどの製品を展示・紹介しました。

菌床しいたけやぶなしめじなど各種類 炭を使った石鹸・タオル製品などを紹介

のきのこ類を紹介

◆ テーマ「間伐・間伐材利用促進の週」 ◆

「間伐推進強化期間」（１０月・１１月）に合わせて、間伐材を利用した製品、間伐・

間伐材利用コンクールの取組事例の展示などを行いました。また、間伐の推進や間伐材の

利用促進に向けた普及啓発、「間伐材マーク」の紹介等を行いました。

間伐材を利用した製品の展示 「間伐材マーク」の紹介

間伐・間伐材利用コンクールの取組紹介(左：寄木しおり・レターセット、右：パーテェション)
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◆ テーマ「－皆さんの応援に感謝！－ただ今農業農村の復旧・復興に

全力を尽くしています！ ◆

東日本大震災により宮城県の農業農村は甚大な被害を受けましたが、平成２４年度を「復

興元年」とし、本格的な復旧・復興を行っています。被害の大きかった沿岸部を中心に復

旧・復興の取組をパネルの展示やスライド映像により紹介し、圃場に戻ってきた魚たちの

水槽なども展示しました。また、農地復旧を行った水田から収穫した「復興米」の試食も

行いました。

農地復旧の水田から

農地等の復旧・復興状況をパネルで紹介 収穫した復興米 被災園芸農家が栽培

した「輪菊」

☆ 学校関係の訪問状況

「消費者の部屋」では、小・中・高校生などに対して、農林水産行政等をわかりやす

く説明しています。１０月の来訪者は以下のとおりです。

■ 平成２４年１０月の訪問 来訪者数

北海道立帯広三条高等学校２年生 １１名

北海道立帯広三条高等学校２年生 ２名

合 計 ２件 １３名

～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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☆ １０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～

１０月の相談件数は、４５２件（前月３８８件）でした。このうち、問合せは

３７０件、要望・意見は７３件、その他は９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

件数（前月件数）

穀類及び 78(87)

その加工品

青果物及び 62(56)

その加工品

農政 52(48)

水産物及び 33(26)

その加工品

特定の商品をあ 30(33)

げないもの

畜産物及び 19(14)

その加工品

豆類、いも類及 11(5)

びその加工品

農業 8(9)

飲料 7(7)

その他 152(103)

合計 452(388)
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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

件数（前月件数）

安全・衛生 96(91)

表示 38(55)

制度・基準 38(32)

資料請求・照会 50(47)

商品知識 38(22)

品質・規格 24(26)

生産・流通・消費 21(21)

そ の 他 147(94)

合 計 452(388)

〔相談者別件数〕

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別比率

件数(前月件数)

一般消費者・消 278(242)

費者団体

企業関係者及 45(55)

びその団体

消費生活センタ 38(21)

ー等

不明・その他 38(25)

農林水産業及 20(21)

びその団体

公務員 20(17)

マスコミ関係者 8(5)

子ども 5(2)

合計 452(388)

◆ 主な要望・意見

＊ 食育について、学校、地域での勉強会やＰＲを更に徹底すべき。

＊ 食育について、子を持つ親に積極的に広めるべき。

＊ 都内でも飼育環境を整備し、放し飼い養鶏を推進してほしい。

＊ 耕作放棄地などを退職者の家庭菜園に貸与できるようにしてほしい。
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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。

１０月の子ども相談件数は、前月より３件増加し、５件となりました。

図５ 子ども相談件数の推移

◆ 主な相談内容

＊ 大豆の学習をしているが、みその種類といつ頃から作られていたか知りたい。

＊ バケツ稲などでお米を作る場合、一般的にどのような肥料を使うのか。

☆ 相談事例（１０月分）

Ｑ１ 国内のあさりの生産地はどこですか。

Ａ：平成２２年漁業・養殖業生産統計によると、あさり類は全国で 27,185 トンの漁獲量

があり、主な漁獲地は、愛知県（17,635 トン）、静岡県（3,029 トン）、三重県（1,267 ト

ン）となっています。

（参考資料：「平成２２年漁業・養殖業生産統計」農林水産省）

Ｑ２ 自宅で栽培し収獲したごまがありますが、どのように保存すれば長く利用すること

ができるのでしょうか。

Ａ：密封できる袋や瓶などに詰めて、湿気がなく涼しい場所に保存しておくことをお奨め

します。また、冷凍庫で保存しておくといつまでも香りのよいごまが味わえます。なお、

すりごまにした場合はできるだけ早く使うことをお奨めします。

（参考：（参考）農林水産省のホームページ「２０１２年 aff(あふ)１１月号、特集２食材

まるかじり ごまのチカラ（2）」http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/0910/spe2_02.html）
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Ｑ３ サトイモを下茹でしたところ、非常に固くて食べられたものではありませんで

した。サトイモが固かった理由は何ですか。

Ａ：サトイモが固かった理由は、「水晶症」と考えられます。サトイモの品種（例え

ば「石川早生」）によっては、「水晶症」というのイモが固くなる事例があります。

これはイモがふとる過程で子イモがデンプンを孫イモに取られてしまい、デンプン

を取られた子イモは、ガリガリした固い食感になり、品質が落ちることです。生産

時期が終わりの頃には固くなったイモが混じり、このような状況になる可能性があ

るようです。

（参考：東京都青果物商業協同組合ホームページ公表資料「八百屋塾 2009：講演「“サトイモ

”について」」http://www.shoukumi.or.jp/htdocs/yj/2009/091220/yj_091220_01.htm）

☆ 地方の「消費者の部屋」だより

近畿農政局 和歌山地域センター 消費者の部屋

和歌山地域センターの消費者の部屋は、JR 和歌山駅から西へ徒歩２５分の和歌山地方合同庁舎

の５階に設置しています。

【消費者の部屋(消費者コーナー)】

消費者の部屋には、常設展示として食や食育に関するパンフレ

ットを設置し、子どもの背丈と同じくらいの大きさの食事バラン

スゴマを展示しています。

また、１階玄関ロビーにも消費者コーナーを開設しています。

毎月１９日の「食育の日」から月末までは、月毎に決められた食

育テーマに沿った各種パネルの展示などを行っています。

食事バランスゴマ

【移動消費者の部屋】

毎月２０日に JA 紀の里ファーマーズマーケッ

ト「めっけもん広場」において、「移動消費者の

部屋」を開設しています。消費者相談の受付・

パンフレットの配布の他に食育アンケートを実

施したり、自給率向上スマートボール・豆運び

及び米すくい等の体験型イベントにより、子供

から大人まで楽しめる部屋を設けたりしていま

めっけもん広場での開設風景 す。 自給率向上スマートボール
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また、食育月間の６月には和歌山市立市民図書館及び JA ながみね

の「とれたて広場」においても、「めっけもん広場 」と同様の取組を

行いました。

今後も、様々な場所で消費者の皆様への情報の受発信と展示内容の

充実に努めてまいります。

和歌山市立市民図書館での開設風景

近畿農政局 和歌山地域センター 消費・安全グループ

〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁2 和歌山地方合同庁舎 TEL：073-436-3857 FAX：073-436-5002

中国四国農政局 松山地域センター 消費者の部屋

松山地域センターは、ＪＲ松山駅から北に徒歩で約１０分の松山地方合同庁舎にあります。消費

者の部屋はその１階にあります。

【消費者の部屋】

消費者の部屋では、平成２４年４月から、食事バラン

スガイドに加え、食品の表示（期限表示）、米のトレー

サビリティ等のポスターを展示するほか、関連するパン

フレットを置くなど、展示内容の充実を図っています。

また、合同庁舎入口にもパンフレットを置き、来庁者

が気軽に持ち帰れるようにしています。

【移動消費者の部屋】

平成２４年１０月１４日に、ウエルピア伊予(伊予市)で開

催された「第８回いよし健康&福祉まつり」において移動消費

者の部屋を開設し、パネル展示とパンフレットの配布及び食

育アンケートを実施しました。

また、昨日の食事内容を聞き取り、パソコンに入力して診

断する食事バランスガイド診断を来訪者２６名の方に行いま

した。診断の結果に「自分の食事内容がよくわかった。今後

は食事バランスに注意したい。」などの声をいただきました。

今後もイベント等で、移動消費者の部屋を開設し、食や食事バランスに関する情報発信を行っ

ていきます。

中国四国農政局 松山地域センター 消費･安全グループ

〒790－8519 愛媛県松山市宮田町188番地 松山地方合同庁舎 TEL：089-932－1379 FAX：089-932－1873

消費者の部屋

移動消費者の部屋

（第8回いよし健康&福祉まつり）



☆ 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11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：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html
下車。A5、B3a出口すぐ。
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