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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

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」 803人

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 601人

見てみよう！！～

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

12月３日～12月７日 国有林野で遊び、学ぼう！

12月17日～12月21日 大麦パワーで、もっとおいしく、もっと健康に！

◆ テーマ「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）」 ◆

消費者の食の信頼向上のため、食品関連企業と地方自治体・農林水産省が協働で推進す

るフード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）の展示を行いました。

食品事業者の取組に関する情報を消費者に届けるためのＦＣＰ活動について、具体的な

ツールの「ベーシック１６」や「ＦＣＰ展示会・商談会シート」などをはじめ、各県にお

いて食・農・地域の魅力を十分に伝え、高めるための「ＦＣＰ地域ブランチ」活動をパネ

ル展示等で紹介しました。あわせて、ＦＣＰの考え方やこれまでの取組を映像で放映しま

した。

ＦＣＰの取組を紹介する展示 多くの方に関心を持っていただきました。
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◆ テーマ「ＪＡＳの週 ～ＪＡＳマークと食品表示を見てみよう！！～」 ◆

１１月はＪＡＳ普及推進月間でした。ＪＡＳ制度や米トレーサビリティ制度、食品表示

の監視業務をパネル展示やパンフレット配布、スライドショーの上映により、わかりやす

く紹介しました。また、ＪＡＳマークの付いた商品を実際に手にとって見られるよう、食

用植物油脂や有機豆乳など約３００点のＪＡＳ商品を展示しました。

たくさんのＪＡＳ商品が展示されました。 有機農産物を原料とした商品の展示

☆ 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。１１月の来訪者は以下のとおりです。

■ 平成２４年１１月の訪問 来訪者数

岡山県立岡山操山中学校３年生 ４名

合 計 １件 ４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～



☆今後の特別展示スケジュールの紹介

期間 展示名 ねらい 展示内容 担当

１月21日
～

1月25日

使っていますか
ＧＯＨＯ－ＷＯＯＤ

合法木材の
普及・拡大を図る。

地球環境や日本の森林の持続的経営を脅かす違法
伐採問題について理解を深めてもらうとともに、我が
国が取り組んでいる「合法木材」の供給体制及び合
法木材製品を紹介します。

林野庁林政部
木材利用課
木材貿易対策室

1月28日
～

2月１日

太陽と大地の恵み 砂糖
～日本の砂糖の安定供給
を支える仕組み～

価格調整制度の仕
組みを分かりやすく
紹介し、制度への理
解を深めてもらう。

砂糖の生産農家や製造を支援することにつながる価
格調整制度の仕組みをパネルでわかりやすく紹介し
ます。また、バラエティ豊富な砂糖とその特性を紹介
します。

生産局農産部
地域作物課

2月4日
～

2月8日

おいしいだけじゃないよ
チョコレート・ココア

チョコレートやココア
の持つ効能・栄養に
ついて普及啓発す
る。

チョコレートやココアに含まれている成分は動脈硬化
の予防など体に良いとされています。今回は、原材
料や製品の展示を行うとともに、パネル等を用いて
チョコレートやココアの持つ効能・栄養についてわか
りやすく紹介します。

食料産業局
食品製造卸売課
 

2月12日
～

2月15日

フラワーバレンタイン、
はじめます。
～男性から女性へ花を
　　贈る2月14日～

バレンタインデーを新
たな花贈りの物日と
して定着させ花の消
費拡大を目指す。

花き業界が一丸となって取り組んでいる｢フラワーバ
レンタイン｣の活動や取組をパネルやポスター等で紹
介します。また、フラワーアレンジやテーマフラワー
の展示等を行い、「フラワーバレンタイン」を体感して
いただきます。

生産局農産部
園芸作物課
花き産業・施設
園芸振興室

2月18日
～

2月22日
 ｢ふれあい牧場の週｣

ふれあい牧場を通じ
て消費者等に畜産へ
の理解と食育の推進
を図る。

かわいい動物たちにふれあえるコーナー、ふれあい
牧場の機能・役割等を紹介するコーナーや、四季の
牧場写真の展示等により、ふれあい牧場の魅力を
紹介します。

生産局畜産部
畜産振興課
草地整備推進室

2月25日
～

3月1日

ごぞんじですか
食品新素材
～毎日美味しく
　　　　　食品新素材～

多くの農林水産物や
加工食品に含まれて
いる食品素材やその
働きについて普及啓
発する。

穀物、野菜、果物や魚介類には、オリゴ糖や食物繊
維、ポリフェノール、グルコサミン等多くの食品素材
が多く含まれています。これらの食品素材がどんな
もので、どんな働きをしているのかをわかりやすく紹
介します。また、試飲食コーナーを設けて体験してい
ただきます。

食料産業局
食品製造卸売課
 

下記日程により、本省消費者の部屋で特別展示を開催します。ご来場をお待ちしております。
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期間 特別展示名 ねらい 展示内容 担当

3月4日
～

3月8日
再発見！日本の農山漁村

農山漁村への関心と理解を
深めてもらう。

「食と地域の『絆』づくり」や「オーライ！ニッポン大賞」等各
種表彰事業の受賞団体を中心に、創意工夫あふれる地域
活性化の取組を、パネルやパンフレットを用いて紹介しま
す。

農村振興局
都市農村交流課

3月18日
～

3月22日

世界の水田ネットワーク
～国際水田・水環境ネット
ワーク（INWEPF）～

世界の水田ネットワークの活
動を通じて、水田農業の水
利用、アジアの水田農業の
多様性を広く理解してもら
う。

水田農業の理解を広く深めるため、アジアを中心とした、
国際水田・水環境ネットワーク（INWEPF）が設立されまし
た。国際水田・水環境ネットワークやアジアの田園風景、暮
らしぶり等をパネルにより紹介します。

農村振興局
設計課
海外土地改良
技術室

4月22日
～

4月26日

安全で健やかな食生活を送る
ために
～消費・安全局の週～

消費・安全局
の業務を紹介する。

農林水産省は、国民の健康を守ることが何よりも重要であ
るという考え方の下で、食品の安全性向上に取り組むとと
もに、消費者の方に「食」に対する信頼感を持っていただけ
るよう取り組んでいます。消費・安全局における取組をパネ
ル展示を中心に紹介します。

消費・安全局
消費者情報官

5月13日
～

5月17日

食べるクジラを
もっと身近に、簡単に！

昔も今も食べられている、食
材としてのクジラについて紹
介する。

家でも出来る簡単クジラ料理のレシピや、クジラ料理を食
べられるお店・買えるお店の情報、さらに鯨汁や竜田揚げ
のような昔からの料理や中華・洋食に挑戦した新しいクジ
ラ料理等をご紹介します。一度足を運んでみませんか？

水産庁
資源管理部
国際課

6月3日
～

6月7日

ジビエ（野生鳥獣）
について考える～ジビエ肉の
有効活用～

ジビエ肉の消費者への普及
啓蒙と、ジビエ振興の理解と
利用促進を図る。

国産ジビエ（野生鳥獣）肉の利用促進のため、国産ジビエ
肉の現状と課題と解決策、また、国産ジビエ肉を美味しく料
理する方法と加工方法の解説とレシピ集、全国各地の取組
事例をパネル等で紹介し、製品化された商品を展示しま
す。

食料産業局
食品小売
サービス課
外食産業室

6月17日
～

6月21日

望ましい食生活の実現に向け
て

自らの食生活について考え
ていただくための取組を紹介
する。

日本型食生活の実践や農林漁業体験を通じて、食に関す
る知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てる「食育」を推進しています。食
育の様々な取組について紹介します。

消費・安全局
消費者情報官

　　 　詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。

（１）　入場は無料です。
（２）　特別展示は、原則として期間中の月曜日から金曜日まで行っています。
　　　　ただし、祝祭日、年末年始は閉室です。

（３）　開室時間は、１０時から１７時までです。
　　　　ただし、展示初日は１２時から１７時、展示最終日は１０時から１３時です。

※特別展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。
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☆ １１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～

１１月の相談件数は、３８６件（前月４５２件）でした。このうち、問合せは

３１９件、要望・意見は４８件、その他は６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）

穀類及びその加 66 （79）

工品

農政 49 （56）

青果物及びその 49 （62）

加工品

特定の商品をあ 31 （34）

げないもの

水産物及びその 26 （33）

加工品

農林水産業 24 （33）

畜産物及びその 16 （19）

加工品

豆類、いも類及 8 （11）

びその加工品

上記以外の食品 34 （40）

その他 83 （85）

合計 386（452）

穀類及びその

加工品 17%

農政 13%

青果物及び

その加工品
13%

特定の商品を

あげないもの 8%
水産物及び

その加工品 7%

農林水産業 6%

畜産物及び

その加工品 4%

豆類、いも類及び

その加工品 2%

上記以外の食

品 9%

その他 22%
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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 70 （96）

表 示 51 （38）

資料請求・照会 50 （51）

生産・流通・消費 35 （21）

品質・規格 26 （24）

商品知識 20 （38）

制度・基準 17 （38）

輸出入・貿易 13 （14）

販売・サービス 9 （7）

そ の 他 95 （125）

合 計 386 （452）

〔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・消費 219 （278）

者団体

企業関係者及び 43 （46）

その団体

消費生活センター 33 （38）

等

公務員 25 （20）

農林水産業及び 18 （20）

その団体

マスコミ関係者 6 （8）

子ども 7 （5）

不明・その他 35 （37）

合計 386（452）

◆ 主な要望・意見

＊ 小学生向けの食料自給率向上に関するイベントを開催してほしい。また、消費

者の部屋でも小学生向けのコーナーを設けてほしい。

＊ 子ども向けにアピールできる食事バランスガイドのポスターがほしい。

＊ 日本国内でもっと小麦、大豆を栽培すべき。

安全・衛生
18%

表 示 13%

資料請求・照

会 13%

生産・流通・消

費 9%

品質・規格 7%

商品知識 5%

制度・基準 4%

輸出入・貿易
3%

販売・

サービス 2%

そ の 他 25%

一般消費者・消費

者団体 57%

企業関係者及び

その団体 11%

消費生活センター

等 9%

公務員 6%

農林水産業及び

その団体 5%

マスコミ関係者
2%

子ども 2%

不明・その

他 9%
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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。

１１月の子ども相談件数は、前月より２件増加し、７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

＊ 玄米に緑色の米が混じっていました。これはどうしてですか。

＊ 日本で一年間に捨てられる食べ物の量はどのくらいですか。

＊ 世界各国の食料自給率を教えてください。また、日本の食料自給率は、世界の

中では何位ぐらいなのですか。

☆ 相談事例（１１月分）

Ｑ１ クレソンの由来や国内の産地などについて教えてください。

Ａ：アブラナ科オランダガラシ属の多年生草本で、原産地は中部ヨーロッパです。日本へは明治

時代初期に、外国人宣教師によって伝えられたそうです。肉料理などに添えられる香草で、ほ

のかな香りと苦味、ぴりっとした辛味が身上で、ローストビーフの付け合わせとして知られて

います。

平成２０年産地域特産野菜生産状況によると、７３０トンの収穫量があり、国内の主な産地

は山梨県（４０６トン）、沖縄県（９２トン）、愛知県（４６トン）となっています。

（参考資料：「旬の食材、春・夏の野菜」講談社、「平成２０年産地域特産野菜生産状況」農林

水産省）
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【速報】

件数 今年 昨年
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Ｑ２ 国内のギンナン（イチョウ）の生産地はどこですか。

Ａ：平成２２年産特産果樹生産動態等調査によると、ギンナンは全国で９９４トンの収穫量

があり、主な生産地は、愛知県（２３８トン）、大分県（１５５トン）福岡県（９５トン）

となっています。

（参考資料：「平成２２年産特産果樹生産動態等調査」農林水産省）

Ｑ３ 玄米に緑色の米が混じっていますが、これは何ですか。（子ども相談）

Ａ：稲が成長していく際、その中で成長しきれず緑色の部分（葉緑素）が残った米粒（未熟

米）が入っているためです。

（参考：農林水産省ホームページ公表資料「玄米の検査規格：検査用語の説明」

http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/kome/k_kikaku/k_kaisetsu/index.html#aoji）

☆地方の「消費者の部屋」だより

北海道農政事務所 苫小牧地域センター 消費者の部屋

北海道農政事務所苫小牧地域センターは、JR苫小牧駅から南東に徒歩２０分程のところに

あり、１階の玄関ロビーに「消費者コーナー」を設置しています。

【消費者コーナー】

当センターでは、食育、食料自給率の向上な

どに関するパネル、パンフレット、食育関連図

書を常置し、来訪者の方々へ情報発信を行って

います。

また、管内各市町から提供いただいた地域の

特産品サンプルをショーケースに展示し、概ね

4 ヶ月ごとに入れ替え、地場産品の消費を通じ

た地産地消の推進を行っています。

【移動消費者の部屋】

本年６月の食育月間では、１５日から１９日の

間、伊達市の伊達市観光物産館に移動消費者の部屋

を設置し、「あなたの食は大丈夫？もっと知ろうよ

食のこと！」をテーマに、食事バランスガイドフー

ドモデルの展示やパソコンを利用した食育クイズの

実施、食育・地産地消及び食料自給率等に関するパ

ネル展示、パンフレットの配付等を行い「食」に関

する情報の発信に努め、大変多くの方々の来場があ

りました。

今後とも、各地域で開催される消費生活展のイベントに積極的に出展していくとともに、展示内

容の充実に努め、消費者のみなさんへ食に関する情報の受発信を継続してまいります。

北海道農政事務所 苫小牧地域センター 消費・安全グループ

〒053-0005 北海道苫小牧市元中野町3-3-6 Tel:0144-32-5345 Fax:0144-32-5347

移動消費者の部屋



☆地方の「消費者の部屋」だより

中国四国農政局 福山地域センター 消費者の部屋

福山地域センターは、広島県の東部の沿岸部にある JR 福山駅の北、約３キロのところにあり、

「消費者の部屋」は庁舎１階に設置しています。

【消費者の部屋】

消費者の部屋では、食育や食料自給率向上に関する

パネルやフードサンプルの展示を行うとともに、主要

な農林水産行政を紹介するパンフレットなどを備え、

来庁された皆様への情報提供を行っています。

【移動消費者の部屋】

来庁する機会のない消費者にも広く情報提供を行

うため「移動消費者の部屋」を開設しています。

１０月７日～８日に開催された「福山うずみフェ

スタ２０１２」に参加し、食育の啓発を中心に農林

水産行政に関するパネル展示、パンフレットの配布

による情報提供を行うとともに、消費者相談コーナ

ーを設置しました。

中国四国農政局 福山地域センター 消費・安全グループ

〒720-0017 広島県福山市千田町2-5-30 TEL:084-955-8642 FAX:084-955-8637

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１２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、新宅、渡辺、池畑

相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５

東京メトロ「霞ヶ関」駅 インターネット相談窓口

下車。A5、B3a出口すぐ。 ：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html

消費者の部屋

移動消費者の部屋

（福山うずみフェスタ２０１２）


