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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

６月20日～６月24日 望ましい食生活の実現に向けて 879人

６月27日～７月１日 知ってる？植物検疫と動物検疫 534人

７月５日～７月８日 「三陸海の幸」を知ろう！ 907人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

７月25日～７月29日 しっかり手洗い！しっかり加熱！！衛生管理も忘れずに！！！

８月１日～８月５日 カレーのヒ・ミ・ツ～カレーで健康な体つくりを！～

８月15日～８月19日 チューインガムでリラックス！！

◆ テーマ「 ◆望ましい食生活の実現に向けて」

消費者が健全な食生活を送ることを目指して、企業等が行っている情報提供などの取

組を紹介しました。期間中は、最近家庭で行うことは少なくなった鰹節削り体験を実施

しました。

↑運動に関するコーナー ↑鰹節削り体験

↑総菜などを使ったバランスの良い食事の紹介

↑多くの方の来場がありました。 ↑農林漁業体験の紹介
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◆ テーマ「知ってる？植物検疫と動物検疫 ◆」

植物及び動物・肉製品等の輸出入検疫制度と、植物防疫所及び動物検疫所の業務を紹介

しました。

↑海外からのお土産に関する情報 ↑ペットと一緒に海外に行くには

↑靴底消毒を模擬体験。空港などで口蹄疫 ↑輸入禁止植物に関する害虫を展示

などの侵入を防ぐために実施されています。

◆ テーマ「 ◆三陸海の幸」を知ろう！

「食べて応援しよう！」の一環として、三陸の水産業の特徴と震災復興への取組を広く

知って頂くため、パネル展示や「お魚大使」さかなクンによる「お魚講座」の開講などを

行いました。

↑多くの方が訪れました。 ↑被災地応援メッセージへの書き込み



☆今後の特別展示スケジュールの紹介

7月19日現在

期間 展示名 ねらい 展示内容 担当

7月25日
～

7月29日

しっかり手洗い！
しっかり加熱！！衛生
管理も忘れずに！！！

身の回りにある食中
毒の危険を認識し、
食中毒予防３原則お
よび５Ｓを習慣づける
ことで食中毒に対す
る衛生管理を日々の
生活で実践できるよ
うに意識づける

今年度初めに食肉の生食により死亡者が4名にの
ぼる食中毒が発生しました。この食中毒の原因と
なった腸管出血性大腸菌以外にも、下痢や嘔吐な
どの体調の変化だけでなく死亡する可能性を秘め
ている食中毒原因物質は他にもあります。
食中毒は予防することができます！！！個々の特
徴や対処法を知って自ら身を守りましょう。

消費・安全局
消費者情報官
（社団法人日本
食品衛生協会）

8月1日
～

8月5日

カレーのヒ・ミ・ツ
～カレーで健康な体
　　　　つくりを！～

カレーをもっと身近な
ものに感じてもらい、
健康の増進、食育の
推進を図る

国民食と言われる「カレー」ですが、まだまだ魅力
がいっぱいです。歴史、文化、健康などの視点か
ら、カレーのさらなる魅力と秘密に迫り、消費者の
皆様へアピールします。また、身近な米や野菜を使
用したカレーを通じた健康な体作りの提案や、一工
夫した美味しいカレーのレシピを提案します。

総合食料局
食品産業振興
課

8月15日
～

8月19日

チューインガムで
    リラックス！！

噛むことの大切さとマ
ナーの啓発

パネル、ビデオ等を用いてガムの製造工程、ガム
の持つ噛む効用をはじめ、口臭予防、眠気防止な
どの機能性を紹介し、併せてポイ捨てというマナー
違反への啓発を行います。展示はガムの原料であ
るチクル、砂糖とキシリトールの他、全社の製品を
展示紹介し、試食品サンプリングや手作りガムの体
験コーナーを設けます。

総合食料局
食品産業振興
課

9月5日
～

9月9日

棚田はすごい！
おいしい！美しい！

棚田の紹介を通し
て、棚田が果たして
いる多面的機能や保
全の必要性について
の理解促進

近年、美しい景観の保全活動など様々な面で注目
されている棚田について、四季折々の写真パネル
を展示し、全国各地の棚田や保全活動の取組を紹
介するとともに、今年で１７回目を迎える棚田サミッ
トについて紹介します。

農村振興局
中山間地域振
興課

9月28日
～

10月3日

木づかい推進月間
～身近な国産材製品と
　　　木育のご紹介～

来場者に木製品の素
晴らしさを再認識して
もらい、日常生活に
国産材製品を取り入
れてもらう

１０月は「木づかい推進月間」です。木を使うこと
は、地球温暖化防止につながります。「木づかい」と
は、暮らしの中に国産材の製品をどんどん取り入
れて、日本の　森林を育てるエコ活動。ご家庭やオ
フィスで使える国産材製品と木育をご紹介します。

林野庁
林政部
木材利用課

10月4日
～

10月7日
意外とスゴイ、冷凍食品 冷凍食品産業の振興

皆さんの食卓に身近な冷凍食品。簡単で便利と言
われていますが、冷凍食品にはまだまだ知られて
いない魅力があります。
冷凍状態では細菌が活動できないので衛生的なこ
とや、急速凍結することで栄養価や美味しさを保つ
ことが出来るのです。その「意外とスゴイ」部分をお
知らせします。

総合食料局
食品産業振興
課

10月11日
～

10月14日

森からの恵み
｢きのこや特用林産物｣

特用林産物に関する
理解の促進と普及に
よる需要拡大

きのこ類、山菜、木炭、竹等の特用林産物について
展示・紹介するとともに、東日本大震災の被災地及
びその周辺地域で生産・製造されている特用林産
物を積極的に消費する取組「食べて応援しよう」を
キャッチフレーズに紹介します。

林野庁
林政部
経営課
特用林産対策
室

10月31日
～

11月4日

環境に貢献する
エコファーマーの活動

エコファーマー制度や
エコファーマーの技
術・経営・生産物など
を紹介

環境にやさしい農業を推進している政策の紹介と、
エコファーマー達の実践している技術とそれによっ
て生産されている農産物と加工品等を紹介し、併
せて、エコファーマーが相互に交流し研鑽する組織
として誕生した「全国エコファーマーネットワーク」の
活動を紹介します。

生産局
農業環境対策
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

11月7日
～

11月11日

有機農業の週
　　　～２０１１～

有機農業を広く知って
いただき、認知度の
向上を目指す

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す。

生産局
農業環境対策
課

11月14日
～

11月18日

熊本県のこだわり(飼料
用米給与)畜産物！
～「えこめ牛」・「八
十八卵」の取り組み～

熊本県の取り組みを
広く紹介するととも
に、「えこめ牛」・「八
十八卵」等こだわり畜
産物の全国的な認知
度向上を図る

熊本県では、飼料自給率の向上・飼料の安定供給
及び水田の有効活用に資するため、飼料用等の水
田飼料作物の生産と利用を推進するとともに、飼料
用米を給与して生産された畜産物の認知度向上や
消費拡大運動を総合的に実施しています。今回、こ
のような取組みの紹介と併せて、食堂との共同企画
により料理を提供します。

熊本県
農林水産部
生産局
畜産課

11月28日
～

12月2日

国有林野で遊び、
　　　　　　学ぼう！

国民に開かれた国有
林の取組の紹介

ボランティア団体などによる森林整備活動や森林環
境教育の取組など国有林野を利用した様々な取組
を紹介するほか、全国各地にある「レクリエーション
の森」におけるスキーをはじめとした森林レクリエー
ションについて紹介します。

林野庁
国有林野部
業務課
国有林野総合
利用推進室

12月5日
～

12月9日

信州オリジナル食材
　　　　　　はいかが

信州オリジナル食材
のＰＲ

信州サーモン、信州黄金シャモ、信州プレミアム牛
肉などの加工品やＰＲ販売グッズ（ミニブック、パネ
ル、ポスター、リーフレット）の展示を行います。

長野県
農政部
農業政策課

12月12日
～

12月16日
２０１１国際森林年

我が国の国際森林年
の取組みを紹介し、
現在取り組んでいる
森林林業再生や「美
しい森林づくり推進国
民運動」、途上国の森
林保全等に対する国

今年は、国連が定めた国際森林年（the
International Year of Forests)です。国際森林年は、
世界中の森林の持続可能な経営保全の重要性に
対する認識を高めることを目的としています。展示
では、今年１年間の取組を網羅的に紹介します。

林野庁
森林整備部
計画課
海外林業協力
室

林保全等に対する国
民の理解の促進

（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。

　　 　詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。

※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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☆ ６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、１，１５０件（前月９６９件）でした。このうち、問合せは

８８９件、要望・意見は１９１件、その他は７０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）

5月 6月 差

青果物及びその加工品 147 142 -5

穀類及びその加工品 66 143 77

特定の商品をあげないもの 117 173 56

農政 77 97 20

水産物及びその加工品 80 65 -15

飲料 13 13 0

農業 41 49 8

畜産物及びその加工品 77 52 -25

豆類、いも類及びその加工品 13 17 4

その他 338 399 61

合計 969 1,150 181

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）

5月 6月 差

安全・衛生 443 477 34

表 示 55 74 19

制度・基準 89 239 150

資料請求・照会 71 60 -11

商品知識 25 23 -2

品質・規格 21 19 -2

生産・流通・消費 25 38 13

そ の 他 240 220 -20

合 計 969 1,150 181

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)

5月 6月 差

一般消費者・ 619 625 6

消費者団体

企業関係者及び 122 247 125

その団体

消費生活センター等 29 22 -7

農林水産業及び 51 69 18

その団体

マスコミ関係者 10 12 2

子ども 12 31 19

公務員 39 39 0

不明・その他 87 105 18

合計 969 1,150 181

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率

◆ 主な要望・意見

＊ 今回の震災の被災地の農家に対する救済を進めてほしい。特に現地のやる気が

起きるように、農地の除塩や生産環境の整備をどんどん進めてほしい。

＊ 最近、食育のイベントが減ってきている。食べることは大事なことなので、も

っと回数を増やして欲しい。

＊ 牛肉などの畜産物については、産地表示の範囲を都道府県以下まで拡大し、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。

６月の子ども相談件数は、前月より１９件増加し、３１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

＊ 日本の南の地域で米の生産量が少ないのはどうしてですか。

＊ 世界ではどのくらいの米の種類があるのですか。

＊ 田植えをするときは田んぼは柔らかいほうがよいのですか。

☆ ６月の東日本大震災関係の相談状況（速報）

６月の東日本大震災関係の相談件数は、５２８件でした。このうち問合せは３３２件、

要望・意見は１４２件、その他は５４件となりました。

放射性物質に関する食品の安全性の相談が７割を占めました。

〔内容別相談件数〕

（件）

安全・衛生 401

栽培・養殖・飼育 18

生産・流通・消費 15

制度・基準 14

表示 10

資料請求・照会 9

輸出入・貿易 6

その他 55

合 計 528

表４ 東日本大震災関係の内容別

相談件数

図６ 東日本大震災関係の内容別相談比率
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◆ 主な問い合わせ

＊ パソコンがなくても放射性物質の検査結果を知ることができるように広報して

ほしい。

＊ 家庭菜園で野菜を作っているが、自家消費のほか、知人に送ったりするので、

土壌の放射性物質がどのくらいあるのか知りたい。放射性物質を測定してくれる

機関はないのか。

＊ イモ類や果実は土壌中の放射性物質を吸収する率が高いと報道があったが、実

態はどうか。

＊ 日本海や瀬戸内海の水産物は放射性物質の測定は行われているのか。

＊ 鶏卵の放射性物質検査は行われているのか。

☆ 農林水産省への訪問対応 ～ 農林水産省の仕事について学びました～

■平成２３年６月の訪問 来訪者数

岐阜県瑞穂市立穂積北中学校３年生 ５名

神奈川県川崎市立中原小学校６年生 １６名

新潟県上越市立上下浜小学校６年生 ６名

東京都海城中学校３年生 ３名

栃木県大田原市大田原中学校２年生 ３名

合 計 ５件 ３３名

※ 修学旅行や社会科見学などの訪問をお待ちしています。

こんなご質問を受けました

○ 東日本大震災により農林水産業がどのよ

うな被害にあったのですか。

○ 農林水産省ではどのような仕事を行って

いるのですか。
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☆ 相談事例（６月分）

Ｑ１ ズッキーニについて苦み（えぐ味）が強い物が稀にあるのですが、原因はなんなの

ですか、また、食べても問題がないのですか。

Ａ：ズッキーニ、キュウリ等ウリ科野菜には、ククルビタシンと呼ばれる苦味成分が含ま

れます。ニガウリの苦味もククルビタシン類によるもので、ごく低含量でも強い苦味を

示すのが特徴です。少し食べたくらいで中毒にはならないと思いますが、無理して多量

に食べるのは避けた方がよいかと思います。ひょうたん（ウリ科です）の実を食べて、

食中毒になった事例があったそうで、ククルビタシンの毒性によるものとされます。

（担当： 独）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所）（

Ｑ２ オクラの原産地がアフリカと言われていますが本当ですか。また、低温に弱いと言

われますが本当ですか。

Ａ：資料によりますと「アフリカ北東部白ナイル川の流域にオクラの野生種と考えられる

植物が発見されてから、アフリカがオクラのふるさとであろうと考えられている 」と。

あり、一般的にはアフリカが原産地と考えられているようです。また、生育については

「 度以下では生育できない 」ということです。10 。

（参考資料： そだてて遊ぼう５２、オクラの絵本」農文協）「

Ｑ３ 小麦粉の全粒粉とはどのようなものですか。

Ａ：小麦粉の全粒粉とは、小麦をまるごと粉にしたものです。別名グラハム粉ともいわれ

ています。全粒分は、皮や胚芽の部分も含まれるので粉の色はやや黒く、手触りはざら

つき感があり、比較的粒子があらいものも含まれています。小麦を構成する成分をすべ

て含んでいるため、ビタミン類をはじめ、ミネラル・タンパク質・食物繊維などの豊富

な栄養が一般の小麦粉よりも多く含まれております。全粒粉の用途は、比較的にパンが

多く、クラッカー、ビスケット、シリアル食品、パスタなどに使用されています。

（参考資料： 小麦粉の魅力 （財）製粉振興会）「 」
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☆地方の「消費者部屋」だより

消費者の部屋関東農政局

関東農政局消費者の部屋は、さいたまスーパーアリーナに近い合同庁舎 号館の前の四1
方をガラスで囲まれたピラミッド型のインフォメーションセンターにあります。

消費者の部屋の常設展示コーナーは、食料自給率、食育、食品の安全性等の幅広い分野
にわたるパネルやパンフレットを展示しています。平成 年からは「食と農の寺子屋｣の21
名称で、子供が農業と食を学べる場として充実を図っており、その一環で「さいたま新都
心子ども見学デー｣も開催し、大勢の親子連れの皆さんにご来場いただきました(本年度に
ついては、節電対策等の影響で、夏休み以外の開催を検討中 。）

また、毎月、テーマを決めて特別展示を開催しています。７月のテーマは「都市と農山
漁村の交流 、８月は「野菜、果物、茶の機能性」の展示を行い、 月 日の野菜の日に」 8 31
は野菜ソムリエによる講演会を行う予定です。

関東農政局 消費・安全部 消費生活課
330-9722 Tel 048-740-0358 Fax 048-601-0548〒 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

消費者の部屋中国四国農政局 徳島農政事務所

徳島農政事務所は、ＪＲ牟岐線の阿波富田駅から南へ徒歩８分の比較的アクセスに
恵まれた場所にあります。

【消費者コーナー】
、 「 」徳島農政事務所では 庁舎２階に 消費者の部屋

を設置し、パネル等の展示のほか、最新の施策を紹
介するパンフ等を充実させておりますが、むしろ来
場者を待つよりは外へ打って出る方向で運営してい
る特色をもっており、事務所１階ロビーに消費者コ

、 、ーナーを開設し パネルコーナーを設けているほか
「移動消費者の部屋」として各種イベント等へ出向
いての活動が主力となっています。

【移動消費者の部屋】
例えば、毎年６月の「食育月間」に、徳島県

総合教育センターを会場に実施している「移動
消費者の部屋」は、回を重ねて、一般の消費者
の方々や特に学校関係者に親しんでいただいて
おります。

この取組もあってか、大学キャンパス、図書
館、公民館等にて「移動消費者の部屋」を開設
するイベントあるいは学習会等の対応を行って
いるところです。

「戸別所得補償 「６次産業化」等農政に関」
「 」「 」することや 食品表示 食事バランスガイド

など、身近な生活に関する情報発信を行う場と
して、今後とも情報の鮮度に気を配りながら皆
様のお役に立てるよう努めてまいります。

中国四国農政局 徳島農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒770-0943 徳島県徳島市中昭和町2-32 Tel 088-622-6136 Fax 088-655-9136

徳島文理大学祭での展示



☆ 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７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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