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↑特用林産物の展示(10/12～15) ↑間伐材利用促進の展示(10/18～22)

↓砂糖の展示(10/25～10/29) ↓有機農業の展示（１１/１～５）
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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180万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12日～10月15日 森からの恵み｢きのこや特用林産物｣ 611人

10月18日～10月22日 間伐・間伐材利用促進の週 591人

10月25日～10月29日 砂糖は笑顔のエネルギー

～ご存じですか？砂糖のひみつ～ 1,021人

11月１日～11月５日 有機農業の目指す世界～２０１０～ 670人

● １１月以降の特別展示（予定）

日 程 テーマ

11月15日～11月19日 市町の力！｢食｣と｢農林水産業｣の再生に向けて

11月22日～11月26日 規格と食品表示の監視JAS

11月29日～12月３日 ご存じですか？「農林水産省の国際協力」

12月６日～12月10日 国有林野で遊び、学ぼう

◆ 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」です。栽培技術の発展とともに年間を通じて食べるこ、

とができるきのこ類の栽培方法や機能面などをパネル等で紹介するとともに、山菜、木

炭、竹等の製品を展示・紹介しました。

↑毒きのこに関する情報提供



- -2

◆ テーマ「間伐・間伐材利用推進の週 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆」

美しい森林づくりの取組や間伐実施の取組の紹介、間伐材製品の展示、間伐材マーク

の紹介などを通じ、間伐の推進や間伐材の利用促進に向けた普及啓発を行いました。

※間伐とは、成長に伴い混みすぎた森林の立木を一部抜き切りすることです。

↑間伐や間伐材利用の重要性をＰＲ ↑多くの間伐材製品が展示されました↑

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆砂糖は笑顔のエネルギー～ご存じですか？砂糖のひみつ～

、国民の摂取カロリー全体の約８％を占める食生活上不可欠な品目である砂糖について

一般的によく誤解されていることや、砂糖の有する機能性、砂糖が沖縄県、鹿児島県南

西諸島や北海道の地域や農業を支えていることを紹介しました。

↑てん菜

↑さとうきび

↑砂糖に関するパネル、パンフレットによる情報提供 ↑綿菓子体験コーナー

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆有機農業の目指す世界～２０１０～

有機農業に関するパンフレット配布、パネル展示などを行うとともに、消費者の疑問

・質問にお答えできるよう講習会や相談窓口を設置しました。

↑有機農業講習会 ↑有機農産物、有機食品を展示
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☆ 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～

～ 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 ～ ～ 報道室を見学しました ～

■平成２２年１０月の訪問 訪問者数

奈良県近畿大学付属小学校５年生 １０６名

静岡県牧ノ原市立地頭方小学校６年生 ９名

埼玉県鳩ヶ谷市立里中学校１年生 ６名

合 計 ３件 １２１名

対応協力：大臣官房総務課報道室、水産庁漁政部漁政課、農林水産技術会議事務局技術

政策課

このような質問を受けました

♪ 口蹄疫の問題はどうして起こったのですか。

♪ 食料自給率を上げるために、どのような取組を行

っていますか。

。♪ 日本の近くでとれる魚は減ってきているのですか

。♪ 遺伝子組換えはどのように行われているのですか

。♪ どのような食品を遺伝子組換えしているのですか
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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、７６５件（前月６４５件）でした。このうち、問合せは

６９３件、要望・意見は４０件、その他は３２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〕

（件）

表１ 品目別相談件数

図２ 品目別相談比率

9月 10月 差

農政 102 144 42

穀類及びその加工品 154 136 -18 

青果物及びその加工品 60 88 28

特定の商品をあげないもの 48 51 3

水産物及びその加工品 36 47 11

畜産物及びその加工品 28 45 17

飲料 11 43 32

農薬・肥飼料等・医薬品 18 18 0

牛乳及びその加工品 7 17 10

その他 181 176 -5 

合計 645 765 120
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〔内容別相談件数〕

（ ）件

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率

〔相談者別件数〕

（件）

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率

◆ 主な要望・意見

＊ 今年は等級の低い米が大量にできたため、とても低い取引価格になった。これで

は生産農家はやっていけない。

＊ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定に参加しなければ日本はさらに弱い立

場になっていく。世界的な視野に立って政策を考えていくべきである。

9月 10月 差

表      示 107 131 24

安全・衛生 75 118 43

資料請求・照会 70 105 35

制度・基準 128 91 -37

商品知識 61 72 11

品質・規格 34 50 16

生産・流通・消費 24 36 12

そ  の  他 146 162 16
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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、前月と同数で、７件となりました。

図５ 子ども相談件数の推移

☆ 相談事例（１０月分）

Ｑ１ ハクサイの歴史についておしえてください。

Ａ：ハクサイはアブラナ科アブラナ属の植物で、カブ、キャベツ、カラシナなどと同じ仲

間です。ハクサイの原産地は中国で、古代中国の華北で栽培されていたカブの類が南下

し、華中のチンゲンサイの類と交雑して不結球ハクサイが生じました。これが、冬期に

貯蔵野菜を必要とする華北で結球性を高め、清の時代に結球ハクサイになったといわれ

ています。

日本へは、明治時代に政府が導入し好評を得て、日清･日露戦争時に、現地でハクサ

イ食に慣れた兵隊さんが帰国して、その普及が促進され、昭和初期には全国に定着した

ということです。

（参考資料： 新版食材図典」小学館 「ハクサイの絵本」農文協）「 、
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Ｑ２ しその実が多く採れたので、利用方法をおしえてください。

Ａ：塩漬け、しょうゆ漬け、佃煮、味噌漬けにすると、比較的長く保存ができます。し

その実は、花が終わって、完全に実が入ってしまうと堅くなり、歯触り、臭気が悪く

なるので、収穫の際は注意が必要です。

（参考資料： 家庭でつくるこだわり食品」農文協）「

Ｑ３ 大豆の世界と主な生産国の生産量、収穫面積を教えてください。

Ａ：２００９年のＦＡＯの統計によれば、世界及び上位３カ国の大豆の生産量、収穫面

積は以下のとおりです （２０１０年９月現在）。

国 名 収穫面積（ ） 生産量（ｔ）ha

30,906,985 91,417,300アメリカ合衆国

21,760,208 56,960,732ブラジル

16,767,548 30,993,379アルゼンチン

98,826,867 222,268,904世 界 計

（ 「 」）参考資料：ＦＡＯ ＦＡＯＳＴＡＴ

Ｑ４ アマランサスについておしえてください。

Ａ：アマランサスはヒユ科ヒユ属の一年生草本です。メキシコ及びグアテマラ原産で、

花をつける花軸が直立するセンニンコクと、アンデス原産で花軸が垂れ下がるヒモゲ

イトウの二種類が主に栽培され、日本でも東北地方を中心に栽培されていいます。

アマランサスの実は直径は ～ ミリメートルで、一般に出回っているものは0.8 1.5

黄色みを帯び、たんぱく質とミネラル類の栄養価の高いことから注目されています。

実を米に混ぜて炊飯したり、お粥やポップ菓子にしたり、実を粉にしてパンや菓子に

利用したりします。

（参考資料： Ｑ＆Ａご飯とお米の全疑問」講談社 「食品図鑑」女子栄養大学出版部）「 、
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋北海道農政事務所

北海道農政事務所は、ＪＲ札幌駅から西へ25分程歩いた場所（札幌市中央区）
に位置しており、２階玄関ホールに「消費者コーナー」を設置しています。

【消費者コーナー】
本年４月に大幅なレイアウト変更を行

い、事務所の顔である玄関ホールの機能
性を損なうことなく、明るく親しみやす
いコーナーの運営に努めています。

立体的なパネルの配置や食事バランス
ガイドフードモデルの展示、パンフレッ
トの常置などにより消費・安全行政の情
報発信を行っています。

【移動消費者の部屋】
月に開催されたイベントにおいて、日10

本型食生活の推進・普及のため、食事バラ
ンスガイドや米粉レシピなどの配布と合わ
せ 「まわる食事バランスコマ」の工作体験、
を行いました。また、この他にも道内各地
で開催されるイベントを積極的に活用し、

。消費者の皆様へ情報の発信を行っています

北海道農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒060-0004 札幌市中央区北4条西17丁目19-6 TEL:011-642-5474 FAX：011-613-3795

消費者の部屋中国四国農政局 農政事務所愛媛

愛媛農政事務所は、ＪＲ松山駅から徒歩１０分の松山地方合同庁舎にあります。

【消費者の部屋】
「消費者の部屋」は１階に設置されており、

来訪者へ農林水産省の取り組みを紹介するため、
食事バランスガイドパネル・食育関連図書、各
種パンフレットや米を原料とした食品等のサン
プルを常設展示しています。

【移動消費者の部屋】

毎年６月には「食育月間」の取組として松
山市の中心部まつちかタウンで「移動消費者
の部屋」を開設しています。

今年度は 「実つけよう！食育」をテーマ、
として「食育」の推進と食料自給率向上を目
的に 「ラスク」や「ふんわりカステラ」な、
ど米粉製品の試食を行い、米粉の普及啓発を
行いました。

このほか、各種イベント等において、食事
バランスガイドなど「食」に関する情報提供
を行い、食育の支援や各種情報の発信を行っ
ています。

中国四国農政局 愛媛農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒790-8519 愛媛県松山市宮田町188番 松山地方合同庁舎 Tel 089-932-1379 Fax 089-932-1873

バランスコマ工作中

まつちかタウン相談ｺｰﾅｰ

松山市食育ｷｬﾗｸﾀｰ“モグッピー”

消費者コーナー入り口



☆ 消費者の部屋ホームページ

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、通行へお越しの際は、

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」

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。

消費者の部屋のトップページから、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。

http://www.maff.go.jp/j/heya/index.html

◇消費者相談

過去の主な相談事例等を掲載しています。

http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html

◇特別展示の様子

特別展示の様子の詳細について、パネルの内容や展示物の写真など、展示の一部を

、 。詳しく掲載し 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ます

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/kako.html


	Taro-消費者の部屋通信11月号(表
	Taro-22通信11月号展示
	Taro-22通信10月03相談分析
	Taro-22通信10月相談事例（7Ｐ）
	Taro-消費者の部屋通信（北海道・.pdf
	Taro-22通信11月裏表紙

