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消費者の部屋展示室☆ 特別展示のご紹介
～農林水産省の取組みをご紹介します～

● ８月第３週以降の特別展示（予定）

８月第３週以降は次のテーマで特別展示を行います。ご来場をお待ちしております。

日 程 ： テーマ

８月16日～８月20日 チューインガムでリラックス！！

８月30日～９月３日 いつものメニューをちょっとだけ豊かに～カボスのある食卓～

● ７月第３週～８月第１週の特別展示

日 程 ： テーマ 入場者数

７月20日～７月23日 食に関する消費者の信頼の確保を目指して 407人

７月26日～７月30日 食中毒ってこんなに身近！！！ 501人

８月２日～８月６日 カレーのヒ・ミ・ツ～カレーで健康な体つくりを！～ 2,657人

７月第３週～８月第１週の特別展示の様子です。

◆ テーマ「 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆食に関する消費者の信頼の確保を目指して」

（独）農林水産消費安全技術センター(ＦＡＭＩＣ）の業務に関して、食品表示の見方

や生産資材・加工食品の商品知識についてパネルなどの展示を行いました。また、飲料

のビタミンＣ含有量の簡易分析テストなどを行い、楽しみながら表示や食品に対しての

理解を深められる展示を行いました。

↑畑で活躍する虫（天敵農薬） ↑飲料のビタミンＣ含有量の測定
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◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆食中毒ってこんなに身近！！！

（社）日本食品衛生協会の協力を得て、私たちが意外に食中毒になりやすい状況に取

り巻かれていることをパネルやパンフレット等で紹介し、実際に食中毒菌を顕微鏡で観

察できるコーナーなども設けました。また、手洗い前と後での菌やウイルスの減少状況

の確認なども体験することができました。

↑食中毒菌観察コーナー ↑手洗いの体験コーナー

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆◆◆カレーのヒ・ミ・ツ～カレーで健康な体つくりを！～

幅広い年代に人気のあるカレーについて、その魅力や歴史、文化、健康などの視点から

さらなる秘密に迫りました。また、身近な米や野菜を使い、カレーを通じた健康な体作り

の提案、カレークイズ、オリジナルカレー粉作りの体験型イベントも開催しました。

↑４種類のスパイスをブレンドし ↑カレーに関するクイズを行いました。

オリジナルカレー粉を作りました。 全問正解者には賞状がもらえます！
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（参考）

７月２０日～３０日：消費者の部屋展示室で◆

「森と湖に親しむ旬間」の展示を行いました

７月２１日～３１日は「森と湖に親しむ旬間」

。 、 、 、です 消費者の部屋展示室において 森林 ダム

河川等の重要性についてのパネル展示やミネラル

ウォーターの試飲を行いました。

☆ 農林水産省への訪問対応

～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～

【 学 習 風 景 】

～ 農林水産省の仕事について学びました ～

～ 特別展示を見学しました ～

■平成２２年７月の訪問 訪問者数

神奈川学園中学校３年生 ５名

広島県立尾道北高校２年生 ３名

合 計 ２件 ８名

こんなご質問を受けました

♪ マグロについて教えてください。

♪ 遺伝子組換え農作物について教えてく

ださい。

♪ 将来、就農したい場合は、どのような

ことに気をつければいいでしょうか。
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☆ ７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～

７月の相談件数は、７４７件（前月７６３件）でした。このうち、問合せは

６２１件、要望・意見は７７件、その他は４９件となりました。

また、口蹄疫関係の相談は８２件（前月８１件）で、全体の１１％を占めました。

〔品目別相談件数〕

－主に農政が減少－

（件）

表１ 品目別相談件数

図１ 品目別相談比率
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〔内容別相談件数〕

－主に生産・流通・消費、制度・基準が減少、安全衛生が増加－

（ ）件

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率
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くなっています。

図４ 上位３項目（内容別）の品目別相談件数
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〔相談者別件数〕

－主に一般消費者・消費者団体が増加－

（件）

表３ 相談者別相談件数

図５ 相談者別比率
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％）に分類される相談が多くなっています。
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◆ 主な相談

＊ 無洗米の水加減について教えてください。

＊ 子ども向けの食料自給率の資料はありますか。

＊ お米の保存方法を教えてください。

＊ 野菜と果物の違いを教えてください。

◆ 主な要望・意見

＊ 農家が保有する種牛の殺処分に強く反対する。隔離して様子をみるなり、ＰＣＲ検

査を受けさせるなりすべきではないか。

＊ 口蹄疫に関して、宮崎の生産者に補償を行い、安全で元気に暮らしていけるように

してほしい。

＊ 食料自給率が低いのは問題だ。海外から食料を入れるなとは言わないが、自給率が

向上するようにしてほしい。

〔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。

７月の子ども相談件数は、前月より３４件減少し、８件となりました。

◆ 主な子ども相談

＊ 食料自給率をあげるためには、どのようにしたらよいのですか。

＊ 夏場の野菜の卸売価格を教えてください。

0
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150
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件数

速報
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☆地方の『消費者の部屋』だより☆

消費者の部屋北陸農政局 福井農政事務所

福井農政事務所は、ＪＲ福井駅から西へ

徒歩２０分、桜の名勝で有名な足羽川堤防

下に位置し静かな環境の中にあります。

また、食育の先進地である福井は、食育

ボランティアの皆さんをはじめとする個人

や団体、地域、学校などの活動が盛んで、

全国トップクラスの健康長寿県であります。

これを支えている大きな要因として、ごは

んを中心にいろいろな食材をバランス良く

組み合わせた食生活があげられます。 足羽川堤防の桜並木

『消費者コーナー』

消費者コーナーを庁舎１階の玄関ホール

に設け、食生活指針の内容を詳しく解説し

た大パネルの展示や、ショーケースに展示

された米麦加工食品ギャラリ－、食事バラ

ンスガイド簡単料理メニュー授賞作品・米

粉推進のパネル展示をはじめ、食育・農業

・農政の各種パンフレットを揃え、消費者

の皆様への情報提供などを行っています。

また、農林水産行政や食生活についての相

談も受け付けています。

『移動消費者の部屋』

「移動消費者の部屋」も各種イベント等で

開設し、食事バランスガイドの説明や親子

・中高年向けの食事バランスガイドの配

布、食料自給率を考えていただくために、

米粉の消費拡大関係のパネル展示などを行

っています。

今後も 「移動消費者の部屋」を消費者、

の皆様との直接のふれあいの場として、機

会あるごとに開設し、情報を幅広く発信し

ていきます。

北陸農政局 福井農政事務所 消費・安全部 消費生活課

918-5555 2 11 21 0776 36 1791 FAX0776 36 8925〒 福井市つくも 丁目 － 電話 ( ) ( )
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消費者の部屋中国四国農政局 高知農政事務所

□ 消費者の部屋

高知農政事務所では、地方合同庁舎１階の

玄関ロビーに「展示コーナー」を設け、食品

表示、食事バランスガイドや農業施策に関す

るパネルなどを展示しています。

、 、また 他の入居官庁にもご協力をいただき

９月には防災の日に合わせて、高知気象台が

防災に関する展示を実施する予定です。

４階の「消費者の部屋」では、食育かるた

や紙芝居、ＤＶＤなど食育グッズのほか、各

課の業務イベントに合わせてパネルやパンフ

レットを展示したり、消費者からの相談に応

【職員手作りの食育グッズ】対しています。

□ 移動消費者の部屋

量販店や各種団体の食育イベント等にあわ

せて 「移動消費者の部屋」を開設していま、

す。自治体やヘルスメイトの皆さん方と連携

し、食事バランスガイドや地元の野菜を使っ

た簡単な調理例を紹介したり、食生活に関す

る相談を受けています。

６月の食育月間には、各地で「移動インフ

ォメーション」を開設しています。日本型食

生活の実践や食料自給率の向上、食品の表示

などをテーマに、パネルやパンフレットを展

示し、情報提供を行っています。
】【移動インフォメーション

□ 本年２月に高知市内の地方合同庁舎に

移転しました

高知農政事務所は、坂本龍馬の誕生地から、

東へ約５００ 、徒歩で約５分の高知地方合m
同庁舎４階にあります。

ぜひ、お立ち寄りください。

中国四国農政局 高知農政事務所
消費・安全部 消費生活課

780-0870 4-3-41〒 高知市本町

088-875-2155 FAX 088-872-7547電話

【坂本龍馬誕生地の碑】
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☆ 相談事例（７月分）

Ｑ１ ヤマモモについて教えてください。

Ａ：ヤマモモは、ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑高木で、高さは１０～１５ｍ程度です。

本州の中部以南沿海の暖地、中国南部に原生しています。開花は４月上旬で、６月～

７月にかけて実が熟します。果実は球形で、葉腋に出る花穂に１個から数個つき、果

径１～３ｃｍ、果面は紅紫色、多数の多汁質の小突起で覆われ、内に１個のかたい種

子があります。松ヤニ臭はありますが多汁で甘く、酸味もあります。生食するほか、

、 、 。 、 、 。ジュース 果実酒 シラップ漬けなどにします 徳島 広島 高知県が主な産地です

（参考資料： 食材図典」小学館）「

Ｑ２ 小麦の輸入量、輸入国、自給率について教えてください。

Ａ：平成２１年の小麦の日本への輸入量は トンで、一番多い輸入先はアメリ4,702,565

2,839,897 942,449 878,043カ合衆国（ トン 、続いてカナダ（ トン 、オーストラリア（） ）

トン）です。また、平成２０年度の小麦の自給率（カロリーベース）は１４％です。

（参考資料：貿易統計（財務省 ））

Ｑ３ 中国からの落花生の輸入量を教えてください。

11,550Ａ：平成２１年の中国からの落花生輸入量は、加熱など調製していないものは

トン、調製したものは トンでともに１位です。51,430

また、同年の中国以外から輸入は、調製していないものは第２位がアメリカ合衆国

（ トン 、第３位が南アフリカ（ トン 、調製したものは第２位がアメリカ9,424 4,204） ）

合衆国（ トン 、第３位がベトナム（ トン）となっています。1,160 28）

（参考資料：貿易統計（財務省 ））

Ｑ４ マサバのようなゴマサバがいました、これは交雑種なのですか、また両者を正確

に見分ける方法を教えてください。

Ａ：日本沿海で多く漁獲されるサバ類には、マサバとゴマサバがおり、マサバはゴマサ

バ比べると、やや北に分布する傾向があります。一方、ゴマサバは暖水性・沖合性が

強いといわれていますが、これらが同じ海域で漁獲されることもしばしばあるようで

す。報告によると、マサバとゴマサバは同属であり、希に交雑した個体があるとのこ

とです（研究紹介「マサバのようなゴマサバ 、中央水研ニュース No.38、平成17年1」

0月 。）
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両種の見分け方として、ゴマサバは腹側に多数の黒い斑点がちりばめられています

が、マサバにはふつう腹側にこのような斑点はありません。ただしマサバにも腹側に

斑点をもつ個体がときどき見られるため、FAO（国連農業食料機関）の同定ガイドで

は、前後２枚ある背びれ（前方から、第１背びれ、第２背びれ）の特徴に注目して、

次のように分けられています。

・マサバ：第１背びれの棘（きょく：扇の骨のようにヒレを支持する堅く鋭いスジ状

の部位）が少なく９～10本。第１背びれと第２背びれの間隔は狭く、第１背びれ基部

の長さより短い。

。 、・ゴマサバ：第１背びれの棘が多く10～13本 第１背びれと第２背びれの間隔は広く

第１背びれ基部の長さより長い。

なお、より精度の高い見分け方として上述の報告で紹介されている方法は、第１背

びれ基部の長さ（正確には第１背びれの基部のうち、１本目から９本目までの棘の付

け根が占める長さ）と尾叉長（魚の吻先から尾びれの中央の彎入部までの長さ）の比

率が１２％未満であればゴマサバ、１２％以上ならばマサバというものです。

マサバ ゴマサバ

マサバとゴマサバの見分け方（ 中央水研ニュース」 より）ｂ が１２％以上ならマサバ、「 No.38 /a

１２％未満ならゴマサバ

（ 独）水産総合研究センター）（

農林水産省「消費者の部屋」 北別館入口から入館していただくと、通へお越しの際は、

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２２年８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；船田、古本、渡辺、松川

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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