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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

12月６日～12月10日 国有林野で遊び、学ぼう！ 569人

12月13日～12月17日 －地産地消－江戸前の魚介類を食べよう！ 1,393人

● 平成２３年１月以降の特別展示（予定）

日 程 テーマ

１月17日～１月21日 サケは海からの贈り物 サケは、なぜたくさん帰ってくるのか？

１月24日～１月28日 地域が進める農業・農村の６次産業化

～地域と普及指導員が拓く、農業の新展開～

Goho-wood１月31日～２月４日 選んで、使って

◆ テーマ「国有林野で遊び、学ぼう！ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆」

ボランティア団体などによる森林整備活動や森林環境教育など、国有林野を利用した

さまざまな取組や全国各地の「レクリエーションの森」のスキー場など、森林レクリエ

ーションについて紹介しました。

↑「森林環境教育」や「レクリエーションの森」の紹介



- -2

◆ テーマ「－地産地消－江戸前の魚介類を食べよう ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆」

法人「ふるさと東京を考える実行委員会」の協力を得て、東京湾の魚や漁具の展NPO

示、試食を通して江戸前漁業を紹介しました。さらに、東京湾の漁業に関する説明のパ

ネル展示が行われました。

↑ 毎日100食限定の試食コーナーは ↑消費者の部屋前食堂でも江戸前の魚が

多くの方で賑わいました。 メニューになりました。

☆ 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～

■平成２２年１２月の訪問 訪問者数

高知県立幡多農業高校２年生 ５９名

東京都豊島区立目白小学校６年生 ２４名

合 計 ２件 ８３名

対応協力：大臣官房総務課報道室



- 3 -

☆ １２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～

１２月の相談件数は、４６９件（前月７３０件）でした。このうち、問合せは

３９９件、要望・意見は３４件、その他は３６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

11月 12月 差

農政 143 74 -69 

青果物及びその加工品 74 64 -10 

穀類及びその加工品 123 56 -67 

畜産物及びその加工品 28 34 6

水産物及びその加工品 33 30 -3 

特定の商品をあげないもの 68 29 -39 

農薬・肥飼料等・医薬品 18 20 2

豆類、いも類及びその加工品 15 16 1

生き物 13 13 0

その他 215 133 -82 

合計 730 469 -261 
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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

（ ） 、＊ 環太平洋パートナーシップ ＴＰＰ 協定に加入するのはやむを得ないと思うが

そうするとコメにも打撃があるため米粉製品を推進し、需要拡大を図るべきだ。

＊ 日本の業業を守るためには戸別所得補償制度を含め国の補助が必要である。
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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。

１２月の子ども相談件数は、前月より１８件減少し、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

＊ お米は約何日で育ちますか。

＊ 農林水産省はいつできたのですか。

＊ 消費者の部屋ではどのようなことを行っているのですか。

☆ 相談事例（１２月分）

Ｑ１ トウゴマについて教えてください。

Ａ：トウゴマはトウダイグサ科トウゴマ属の一年生草本で別名をヒマ（蓖麻 、カラエと）

いい、インド、小アジア、北アフリカが原産です。草丈は１～２ｍで、秋に花が咲きま

す。成熟した種子を日干しにした後、圧搾したものがヒマシ油です。現在では、主に印

刷用のインクなど工業用に利用されます。なお、種子には毒性のリシン（タンパク質）

やリシニン（アルカロイド）が含まれているため、種子を生食するのは危険なので注意

する必要があります。

（参考資料： 新訂原色牧野和漢大図鑑」北隆館）「
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Ｑ２ みそとしょうゆの最近の生産量を教えてください。

Ａ：農林水産省「平成２１年米麦加工食品生産動態等統計調査年報」によると、全国のみ

その生産量は４５５，７３８トンです。その内訳は、米みそが３６２，８０６トン、麦

みそ２５，８０１トン、豆みそ２３，３８８トン、調合みそ４３，７４３トンとなって

います。 また、全国のしょうゆの生産量は８６７，９３４キロリットルです。

（注）なお、米麦加工食品生産動態等統計調査は２１年度調査をもって廃止することとなりました。

今後、みそとしょうゆの生産量については、それぞれの業界団体が実施している調査結果を利用してく

ださい。みそについては 「全国味噌工業協同組合連合会（全味工連 」のホームページで、しょうゆに、 ）

ついては「しょうゆ情報センター（日本醤油協会 」のホームページで公表されています。）

（参考資料：農林水産省ホームページ公表資料「平成２１年米麦加工食品生産動態等統計

調査年報 ）」

Ｑ３ じゃがいもの産地と収穫量について教えてください。

Ａ：じゃがいも（ばれいしょ）は、ナス科ナス属の多年生草本で、原産地は南米のアンデ

。 ， 、 ，ス高原です 平成２１年産の国内収穫量は２ ４４５千トンで 北海道が一番多く１

８７９千トン、全体の７７％を占めています。その他、長崎県、鹿児島県など日本全

国で収穫されています。

（参考資料：農林水産統計 「食品図鑑」女子栄養大学出版部）、

Ｑ４ 南米の伝統的なじゃがいもの保存食「チューニョ」について教えてください。

Ａ：チューニョ( )は、南米アンデスの高地でインカ帝国の時代から作られた保存食Chunyo

で、じゃがいもを屋外で凍結乾燥させた食品です 「黒いチューニョ」と「白いチュー。

ニョ」があり 「黒いチューニョ」は、冷涼で乾燥した南米アンデスの高地の気候を利、

用して作ります。その作り方は、気温が氷点下になる夜間に外気で凍結させた後、日中

になって溶けると踏みつけて中の水分を出し、さらに天日で干し、この凍結・融解を繰

り返してカラカラになるまで乾燥させます。これにより、水分が多く腐りやすいじゃが

いもの保存性が高くなるとともに、有害成分のソラニンなどを除去する”あく抜き”も

できるのです 「白いチューニョ」は、上記の凍結・融解を繰り返す過程で水に浸けて。

表皮を取り除いてから乾燥させたもので、白いチョーク状をしています。

また、日本にも「かんなかけいも （青森県 「凍（し）みいも （青森県、山梨県 、」 ）、 」 ）

「しばれいも （北海道）などと呼ばれる、じゃがいもを凍結乾燥や水晒しなどの加工を」

した伝統的な保存食品があります。

（参考資料： ジャガイモのきた道」岩波新書 「ジャガイモの世界史」中公新書 「おも「 、 、

しろジャガイモ専科」 プロダクション）TAKA
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋岩手農政事務所

岩手農政事務所は、ＪＲ盛岡駅から東へバスで15分程、盛岡中央公民館
の隣に位置し、１階玄関右に「消費者の部屋」を設置しています。

【消費者の部屋】
消費者の部屋には、ミーティングテーブルを備え、相談者

への対応、食事バランスガイド、食品表示、めざましごはん等
のパネル展示や食育関係のビデオやＤＶＤの視聴ができるよう
に整備しています。
【移動消費者の部屋】

県内で開催される各種イベント等に参加し、「食事バラン
スガイド」、食品表示、米粉の普及などのパネル展示や各種パ
ンフレット配布、消費者相談にも取り組むなど、「食」に関す
る情報提供や意見収集を行っています。

毎月 日の食育の日には、スーパーマーケットや産直19
施設からスペースをお借りして、「食事バランスガイ
ド」等の普及・啓発に取り組んでいます。

今後とも多くの皆さんに食育の推進、食料自給率の向
上などについて理解を深めていただくため、活動内容の
充実に努めていきたいと思います。

岩手農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町13-33 TEL:019-624-1125 FAX：019-624-9170

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、通行証へお越しの際は、

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２３年１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。

記録は？（はしの達人）

米粉パンをＰＲ

岩手農政事務所消費者の部屋
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