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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

７月25日～７月29日 しっかり手洗い！しっかり加熱！！ 416人

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！～ 2,773人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

８月15日～８月19日 チューインガムでリラックス！！

９月５日～９月９日 棚田はすごい！おいしい！美しい！

◆ テーマ「 ◆しっかり手洗い！しっかり加熱！！衛生管理も忘れずに！！！」

肉を生食したことにより腸管出血性大腸菌による食中毒が発生しました。夏を迎え引

き続き食中毒への警戒が必要です。食中毒の原因となる細菌等や食中毒の予防や対処法

についてお知らせしました。

↑食中毒の原因になる細菌等の紹介

↑家庭でできる食中毒予防の紹介 ↑手洗い体験コーナー
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◆ テーマ「 ◆カレーのヒ・ミ・ツ～カレーで健康な体つくりを！～」

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ました。一工夫

した美味しいカレーのレシピの提案や、オリジナルカレー粉作り体験も開催しました。

↑カレーのレシピの紹介

↑オリジナルカレー粉を作る体験コーナー ↑東日本大震災の被災地を応援するコーナー
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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、２０１３件（前月１１７６件）でした。このうち、問合せは

１２０８件、要望・意見は５３１件、その他は２７４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）

6月 7月 差

青果物及びその加工品 143 117 -26

穀類及びその加工品 155 149 -6

特定の商品をあげない 177 115 -62

もの

農政 99 131 32

水産物及びその加工品 65 58 -7

飲料 13 4 -9

農業 41 28 -13

畜産物及びその加工品 53 506 453

豆類、いも類及びその 17 16 -1

加工品

その他 413 889 476

合計 1,176 2,013 837

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

６月 ７月 差

安全・衛生 478 1,364 886

表 示 77 66 -11

制度・基準 260 136 -124

資料請求・照会 60 10 -50

商品知識 23 17 -6

品質・規格 19 24 5

生産・流通・消費 23 75 52

そ の 他 236 321 85

合 計 1,176 2,013 837

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

6月 7月 差

一般消費者・消費 626 1,393 767

者団体

企業関係者及びそ 272 229 -43

の団体

消費生活センター 22 43 21

等

農林水産業及びそ 69 121 52

の団体

マスコミ関係者 12 20 8

子ども 31 18 -13

公務員 40 39 -1

不明・その他 104 150 46

合計 1,176 2,013 837

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率
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◆ 主な要望・意見

＊ 畜産物は産地表示の多くが「国産」の表示となっている。都道府県の表示がよ

いのではないか。

＊ 放射性セシウムに汚染した牛肉が流通したことで、他の畜産物に対する不安が

広がっている。豚肉や鶏肉、鶏卵を徹底的に調べるべき。

＊ ホームページ以外でも情報が得られるようにしてほしい。

＊ 汚泥肥料を使わないですむのであれば、使わないようにしてほしい。

＊ 安全な肥料を入手でき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１３件減少し、１８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

＊ 日本では、どれぐらいのお米がとれるのですか。

＊ 学校田で米作りをしていて、肥料を撒きましたが、田んぼの中で中央の稲が特

に大きく成長し、端の方の稲の成長があまり良くないのはどうしてでしょうか。

＊ なぜ、日本は外国の食料に頼っているのですか。

＊ 外国から輸入している食べ物はどのくらいあるのですか。
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☆ ７月の東日本大震災関係相談状況（速報）

７月の地震関係の相談件数は、１６２３件でした。このうち、問合せは８７１件、

要望・意見は４９１件、その他は２６１件となりました。

食品の放射性物質汚染に関する安全・衛生の相談が８割を占めた。

〔内容別相談件数〕

（ ）件

安全・衛生 1,296

制度・基準 71

生産・流通・消費 29

表示 21

栽培・養殖・飼育 12

資料請求・照会 12

輸出入・貿易 5

その他 177

合 計 1,623

表 地震関係の内容別相談件数

図 地震関係の内容別相談比率

◆ 主な問い合わせ

＊ 牛肉から規制値を超える放射性物質が検出されている。牛乳も放射性物質に汚

染されているのではないのか。牛乳は毎日飲むものなので大変心配である。

。 。＊ 放射性物質を含む汚泥を原料にした肥料は流通するのか その規制値はどうか

＊ 肥料などが放射性物質による汚染を受けた問題で、肥料の流通などの自粛を指

示した１７県を教えてほしい。

＊ 稲わらの規制値及び汚染状況についてはどうか。
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☆ 相談事例（７月分）

Ｑ１ 世界のばれいしょ（じゃがいも）の生産量のベスト１０を教えてください。

32,958Ａ：２００９年のＦＡＯの統計によると、ばれいしょ（じゃがいも）は、世界で

万トン生産されています。生産量のベスト１０は、１位中国： 万トン、２位イン7,328
ド： 万トン、３位ロシア： 万トン、４位ウクライナ： 万トン、５位米3,439 3,113 1,967
国： 万トン、６位ドイツ： 万トン、７位ポーランド： 万トン、８位フラ1,967 1,161 970
ンス： 万トン、９位オランダ： 万トン、１０位ベラルーシ： 万トンです。723 718 712
ちなみに日本は 万トンで２６位です （平成２３年８月１５日時点）240 。

（参考資料：ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ ）」

Ｑ２ 「未熟なジャガイモはソラニンによる食中毒に注意するように」と聞きますが、未

熟なジャガイモとはどのようなジャガイモなのでしょうか、判断する方法を教えてく

ださい。

Ａ：ジャガイモによる食中毒をさける目的であるなら、イモの表面が緑色に変色したジャ

ガイモを食べないように注意していただければ大丈夫です。食中毒の原因となるグリコ

、 、アルカロイドは 栽培中や収穫後にイモに光があたらないよう適切に管理されていれば

イモの未熟、完熟によらず健康に影響を及ぼす量は含まれていません。

ジャガイモによる食中毒は、ジャガイモに光があたることでイモに生成・蓄積される

ポテトグリコアルカロイド（ （主としてα－ソラニン、α－チャコニン）によるPGA）

ものです。光があたったイモでは、 と同時にクロロフィルが生成・蓄積され、イPGA
モの表面が緑色になることから、緑色になったイモを避ければ が増加したイモをPGA
避けることができます （クロロフィルは植物に含まれる緑色の色素であり、体に害は。

ありません ）。

未熟なイモが問題とされる理由は、イモに光があたった際、完熟イモに比べ未熟イモ

で が増加しやすいことです。また、 は皮に近い部分に多く蓄積され、小さいPGA PGA
イモでは、皮に近い部分を多く食べることになり食中毒の危険性が増します。これらの

ことから、未熟で小さいイモでは による食中毒の危険性が高くなります。イモのPGA
完熟、未熟に大きさは直接関係ありません（小さなイモでも完熟します 。ジャガイモ）

による食中毒は、家庭菜園や学級菜園など、ジャガイモに対する知識が十分でない人達

が栽培、収穫し、イモに光をあてたことが原因であるケースがほとんどです。

○ジャガイモによる食中毒を避けるために！

スーパー等の小売店で販売されているジャガイモを購入する際は、表面が緑色になっ

たイモは避けましょう。また、家庭では冷暗所（真っ暗で涼しいところ）で保存しまし

ょう。

（担当： 独） 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター）（

Ｑ３ らっきょうの生産量が多い関東の都県はどこですか。

Ａ：関東地区における、平成２０年産のらっきょうの生産量（収穫量）の多い県は、茨城

県： トン、千葉県： トン、神奈川県： トンです。全国の生産量ベスト３は、225 128 73
宮崎県： トン、鳥取県： トン、鹿児島県 トンです。3,963 3,958 3,817

（参考資料：地域特産野菜の生産状況）
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋東北農政局 秋田農政事務所
秋田農政事務所は、ＪＲ秋田駅からバスで西へ10分程の官公庁街に位置し、八橋

運動公園のすぐそばにあります。

【消費者コーナー】
庁舎１階の玄関ホールには、米どころ秋田らしく

米俵や米粉を中心にお米の多様な用途の情報を展示
しています。

【移動消費者の部屋】
県内で開催される食

や農に関するイベント
等に参加し、食料自給
率を柱として、食事バ

、ランスガイドやめざましごはんキャンペーンによる食育
米粉の推進等のパネル展示や料理レシピ、パンフレット
の配布を行っています。また、同時に消費者相談を行っ
ています。

昨年10月に開催された「由利本荘市米まつり」では、
「 」（ ） 、着ぐるみ おにぎりマン 東北農政局所有 を活用して

朝ご飯の欠食予防やご飯を中心とした日本型食生活の推
進を図りました。

今後も、消費者のニーズを把握し、関心の高い情報を発
努めてまいります。信できるよう内容の充実に

東北農政局 秋田農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-5 TEL:018-862-5614 FAX：018-862-5340

消費者の部屋関東農政局 群馬農政事務所
群馬農政事務所は、ＪＲ両毛線前橋駅から徒歩で２０分ほど、群馬県庁にほど近いとこ

ろにあります 「消費者の部屋」は、庁舎１階玄関ホールから統計部のフロアに入ったと。
ころにあります。

【消費者の部屋】
前回の庁舎改修により、部屋のスペースが以前の３

分の１程度になりましたが、パネル展示を中心に食育
関係のビデオ放映のほか、食事バランスガイドの手作
りのタペストリーなども展示し、学校帰りの小学生も
よく立ち寄ってくれます。

また、バス停が事務所前にあるので、玄関ホールに
ベンチを設置し、食育の資料や大型フォトフレームに
食育関連の映像をバス待ちの時間見られるように工夫
しており、ちょっとした消費者コーナーとなっていま
す。

中央奥がタペストリー「消費者の部屋」

【インフォメーションコーナー】
そのほか、庁舎正面の国道１７号線歩道側にあるインフ

ォメーションコーナーでは、毎月、旬の群馬県産農畜産物
等の食材を紹介し、通行者の方々や信号待ちの運転手の皆
さんに、地産地消に繋がるよう情報提供しています。

（大型フォトフレームは、現在、節電対策のため休止中）
玄関ホールに設置した資料とベンチ

関東農政局 群馬農政事務所 消費・安全部 消費生活課
〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-2-2 TEL 027-221-1182 FAX 027-221-0982



☆ 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、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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