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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

５月16日～５月20日 食材としての鯨～食から捕鯨を考える～ 629人

５月23日～５月27日 米粉～しっとりもちもちヘルシーライフ～ 1,819人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

６月20日～６月24日 望ましい食生活の実現に向けて

６月27日～７月１日 知ってる？植物検疫と動物検疫

◆ テーマ「食材としての鯨～食から捕鯨を考える～ ◆」

鯨肉は食材として、竜田揚げをはじめ日本全国で様々な料理で利用されています。展

示では新しいクジラ料理のレシピや、商業捕鯨の再開を目指し、科学的知見を収集する

ために実施されている調査捕鯨について紹介しました。

↑鯨類について紹介 ↑鯨料理、鯨製品さらに鯨料理のレシピを紹介

↑調査捕鯨母船 ↑消費者の部屋前食堂に多くの鯨料理がメニューに
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◆ テーマ「 ◆米粉～しっとりもちもちヘルシーライフ～」

、 。 、我が国の水田をフル活用する観点から 米粉の需要拡大が注目されています 展示では

バリーエーションがどんどん広がっている米粉関連製品の紹介及び試食を行いました。

↑米粉をさわって、細かさを比べて

いただきました。

↑バームクーヘン ↑揚げ物

←消費者の部屋前食堂で

は米粉を使ったうどん

が食堂のメニューに。

↑たくさんの米粉製品や試食品があり多く

の方に来場いただきました。

☆ 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～

～ 農林水産省の仕事について学びました ～

■平成２３年５月の訪問 訪問者数

山形県山形市立蔵王第一中学校 ２５名

合 計 １件 ２５名

こんなご質問を受けました

○ 果物の自給率はどのくらいか教えて

ください。

○ 農林水産省ではどのくらいの人が働

いているのですか。
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☆ ５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～

５月の相談件数は、９６８件（前月１１５７件）でした。このうち、問合せは

７１５件、要望・意見は２３５件、その他は１８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）

4月 5月 差

青果物及びその 191 149 -42

加工品

穀類及びその加 100 66 -34

工品

特定の商品をあげ 96 115 19

ないもの

農政 80 77 -3

水産物及びその 113 80 -33

加工品

飲料 31 5 -26

農業 80 41 -39

畜産物及びその 74 77 3

加工品

豆類、いも類及び 12 13 1

その加工品

その他 380 345 -35

合計 1,157 968 -189

表１ 品目別相談件数 図２ 品目別相談比率
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〔内容別相談件数〕

（件）

4月 5月 差

安全・衛生 549 443 -106

表 示 50 56 6

制度・基準 71 87 16

資料請求・照会 67 70 3

商品知識 18 25 7

品質・規格 23 21 -2

生産・流通・消費 57 42 -15

その他 322 224 -98

合 計 1,157 968 -189

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）

4月 5月 差

一般消費者・ 709 618 -91

消費者団体

企業関係者 129 122 -7

及びその団体

消費生活セン 51 29 -22

ター等

農林水産業 97 48 -49

及びその団体

マスコミ関係 17 10 -7

者

子ども 5 12 7

公務員 62 39 -23

不明・その他 87 90 3

合計 1,157 968 -189

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別比率

◆ 主な要望・意見

＊ 食品の放射性物質のデータは店頭や政府公報で幅広く公表してほしい。

＊ ＴＰＰの情報がこのところないが参加は反対だ。捕鯨についても、自国の文化

として大事にしてほしい。

＊ 牛肉などの畜産物については、産地表示を都道府県単位よりも細かく表示して

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。

４月の子ども相談件数は、前月より７件増加し、１２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

＊ なぜ、大豆という名前がついたのですか。枝豆専用の品種はあるのですか。

＊ 学校内の田んぼで稲を作りたいので、稲作りの資料がほしい。また、いつ頃に

なにをすればよいかという作業カレンダーもほしい。
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☆ ５月の地震関係相談状況（速報）

５月の地震関係の相談件数は、５８３件でした。このうち、問合せは３８２件、

要望・意見は１９５件、その他は６件となりました。

食品の放射性物質の汚染に関する安全・衛生の相談が６割を占めました。

〔内容別相談件数〕

（件）

安全・衛生 386

栽培・養殖・飼育 42

資料請求・照会 19

生産・流通・消費 18

制度・基準 17

表示 15

輸出入・貿易 4

その他 82

合 計 583

表４ 地震関係の内容別相談件数

図６ 地震関係の内容別相談比率

◆ 主な問い合わせ

＊ 自宅で家庭菜園を行っているが、原発事故により放射性物質の汚染問題を心配

している。どうしたらよいか。

＊ 農水畜産物の放射能検査について教えてほしい。特に原乳はクーラーステーシ

ョンで調査しているとのことだが大丈夫か。

、 、＊ 東日本の食品の放射性物質の検査を行うのではなく 全国一律に検査を実施し

食品の安全が保たれるようにして欲しい。

＊ 放射性物質に汚染された土壌浄化試験の実施状況について、菜種の種や栽培地

について知りたい。

＊ 新聞記事でじゃがいもが放射性物質を吸収しやすいという記事をみた。農水省

の見解か。
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☆ 相談事例（５月分）

Ｑ１ 水産物への放射性物質の影響はどのように調査しているのでしょうか。

Ａ：水産庁が策定した「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」に基づき、福島県及

び近隣県の主要港において、表層、中層、底層の漁獲物を週 回程度サンプリングして1

調査しています。

これまで（ 月 日現在 、 件の水産物について放射性物質調査が行われ、福島原6 7 505）

発の周辺で試験採取された沿岸の表層性魚種（コウナゴ、シラス 、無脊椎動物（ムラ）

サキイガイ、ホッキガイ、ウニ 、海藻類（ワカメ、ヒジキ、アラメ 、淡水魚（アユ、） ）

、 、 ） 、 。ヤマメ ウグイ ワカサギ から 暫定規制値を超える放射性物質が検出されています

今後とも、広範囲かつ多様な水産物について調査を行い、結果を速やかにお知らせし

ます。

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくあるご質問と回答 ）」

Ｑ２ 湖や河川等の淡水の水産物への影響はどうでしょうか。

Ａ：湖や河川等の淡水についても、放射性物質が大気中から水面に降下することや周辺の

山や土地等に降下した放射性物質が雨水や地下水から流れ込むことが考えられます。

これまで（ 月 日現在）の水産物の放射性物質調査において、アユ、ヤマメ、ウグ6 7

イ、ワカサギで暫定規制値を超える値が検出されており、引き続き、淡水域の水産物に

ついても広く調査を行います。

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくあるご質問と回答 ）」

Ｑ３ 原発事故は、お茶生産に対してどのように影響を及ぼしているのですか。

Ａ：原発事故により放射性物質が大気中に放出され、茶園にも降下しました。 月下旬以3

降、空間放射線量は減少又は安定化していますが、萌芽期前にあった茶樹は葉に放射性

物質を受け止め、 月以降に萌芽した新芽からも放射性物質が検出されています。4

一部の産地では、食品衛生法上の暫定規制値を上回る放射性セシウムが生葉から検出

され、県から当該市町村や 関係者に対し、出荷自粛が要請されているところです。JA

、 、 。今後 茶樹における放射性物質の移行等について 調査により明らかにしていきます

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくあるご質問と回答 ）」

○なお、東日本大震災に関する情報についてはこちら。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html→農林水産省ホームページ：
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋中国四国農政局

は、ＪＲ岡山駅から南へ徒歩５分の岡山第２合同庁舎にあり、１階中国四国農政局
玄関ホールに「消費者の部屋」展示コーナーを設置しています。

【 消費者の部屋」展示コーナー】「
消費者の信頼確保の一環として、農林水産行政に関

する施策や各種情報の提供を行うために、庁舎１階の
正面玄関横の「消費者の部屋」展示コーナーでは、各
種パンフレットを常置するとともに、テーマを設けて
パネル展示等を行っています。また、来場者の質問等
に対応できるよう直通の電話機を設置してます。本年

「消費者の部屋」展示コーナー度は主要施策である戸別所得補償や６次産業化等年間
１４のテーマを設定して、概ね３～４週間毎にパネル
展示等を行う予定です。

【移動消費者の部屋】
「 」 、毎年６月には 食育月間 の取組として

岡山市をはじめ県内各地域で「移動消費者
の部屋」を開設しています。また、この他
にも県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。

生協主催フェスタへの参加

中国四国農政局 消費・安全部 消費生活課
〒700-8532 岡山市北区下石井1-4-1 TEL:086-224-4511(内線2321) FAX：086-224-4530

消費者の部屋九州農政局 大分農政事務所

大分農政事務所は、ＪＲ大分駅から北へ徒歩２０分のところにあり 「消費者の部屋」、
は庁舎一階玄関のロビー左横にあります。

【消費者の部屋】
「消費者の部屋」では、日本型食生活、農

業体験、農林水産行政等に関する各種パンフ
レット、図書及びパネルなどを揃えて展示す
るとともに、食に関するタイムリーな情報提
供や消費者相談にも分かりやすくお答えが出
来るよう努めています。

【移動消費者の部屋】
6「 」 、移動消費者の部屋 について 本年度も

月の「食育月間」にスーパー等において食に
関する相談窓口の設置や食事バランスガイド
チェック、食育に関するアンケート等を行い
ます。

また、大分県農業大学校や立命館アジア太
平洋大学においても、大学生に健康的な食生
活を送って頂くために、移動消費者の部屋を
開催し、食生活に関する相談を受けるととも
に、食事バランスガイドについて啓発を行い
ます。

これからも、消費者の声に耳を傾け関心の
「 」高い情報を発信できますよう 消費者の部屋

の充実に努めてまいります。

九州農政局 大分農政事務所 消費・安全部 消費生活課
870-0047 1-2-28 097-532-6132 097-532-6160〒 大分市中島西 ℡ Fax

消費者の部屋

食の消費者相談コーナー



☆ 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( から、さまざまな情報http://www.maff.go.jp/j/heya/ )

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

※３月にリニューアルしました。

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２３年６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、新宅、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。

ここをクリック
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