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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
● １月の開催状況

日 程 テーマ 入場者数

１月16日～１月20日 太陽と大地の恵み 砂糖 1,265人

～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

１月23日～１月27日 みんなで使おう － 587人GOHO WOOD
● ２月以降のスケジュール

日 程 テーマ

２月３日～２月８日 おいしいだけじゃないよチョコレート・ココア

２月９日～２月10日 新しいバレンタインはじまっています～フラワーバレンタイン～

２月13日～２月17日 お陰様で国内生産量日本一！！ひとつひとつが広島の宝！

瀬戸内・広島が誇る“レモン”をご紹介

２月20日～２月24日 笑顔を作る食品新素材～健やかな明日を求めて～

２月27日～３月２日 ふれあい牧場の週

３月５日～３月16日 東日本大震災から１年～復興に向けた農林水産省の取組～

◆ テーマ ◆◆◆◆「太陽と大地の恵み 砂糖～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

北海道や鹿児島県、沖縄県の砂糖生産を支援する制度の仕組みをパネルでわかりやす
く紹介しました。また、バラエティ豊富な砂糖やその原料のさとうきび、てん菜を紹介
しました。

◆
テーマ「 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆みんなで使おうGOHO－WOOD」 ◆◆

、地球環境や日本の林業経営を脅かす違法伐採問題について理解を深めてもらうために
我が国が取り組んでいる「合法木材」の供給体制及び合法木材製品を紹介しました。
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☆ 1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～

１月の相談件数は、４１７件（前月５００件）でした。このうち、問合せは

３４１件、要望・意見は５５件、その他は２１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〕

表１ 品目別相談件数 図２ 品目別相談比率

（件）

１２月 １月 差

-17青果物及びそ 55 38

の加工品

-53穀類及びその 124 71

加工品

-13特定の商品を 36 23

あげないもの

16農政 39 55

-1水産物及びそ 39 38

の加工品

-5飲料 7 2

5農業 17 22

3畜産物及びそ 23 26

の加工品

0豆類、いも類及 16 16

びその加工品

-18その他 144 126

-83合計 500 417

青果物及びそ

の加工品 9%

穀類及びその加工品 17%

特定の商品を

あげないもの 8%

農政 13%

水産物及び

その加工品 7%

飲料 0.5%

農業 5%

畜産物及び

その加工品 6%

豆類、いも類及び

その加工品 4%

その他 30%
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〔内容別相談件数〕

表２ 内容別相談件数 図３ 内容別相談比率

（件）

12月 1月 差

安全・衛生 170 137 -33

表 示 47 40 -7

制度・基準 54 38 -16

資料請求・照会 11 42 31

商品知識 19 13 -6

品質・規格 20 29 9

生産・流通・消費 20 16 -4

そ の 他 159 102 -57

合 計 500 417 -83

〕〔相談者別件数

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別比率

（件）

12月 1月 差

一般消費者・消 290 234 -56

費者団体

企業関係者及 51 62 11

びその団体

消費生活センタ 36 30 -6

ー等

農林水産業及 38 17 -21

びその団体

マスコミ関係者 5 3 -2

子ども 1 7 6

公務員 18 26 8

不明・その他 61 38 -23

合計 500 417 -83

◆ 主な要望・意見

＊ ＴＰＰ参加による食料の安定供給への影響について国民にもっと強く情報提供し

てほしい。

＊ バターが購入できなくて困っている。容易に購入できるように対応してほしい。

＊ 今回の原発事故による放射性物質汚染に懸念をしている。特に飼料については、

国産に限らず輸入飼料についても放射性物質検査を行うべきだ。

安全・衛生 33%

表 示 10%

制度・基準 9%
資料請求・照会

10%

商品知識 3%

品質・規格 7%

生産・流通・消費

4%

そ の 他 24%

一般消費者・消費者
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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。

１月の子ども相談件数は、前月より６件増加し、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

＊ 国は食料自給率を向上させるために、どのようなことをしているのでしょうか。

、 。＊ 元気に生活するためには 一日にどのくらいのご飯を食べればいいのでしょうか

＊ お餅一個にもち米は何粒使われているのでしょうか。

☆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２４年１月の訪問 来訪者数

神奈川県川崎市立日吉中学校 ３名

合 計 １件 ３名

～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～
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋関東農政局 横浜地域センター

横浜地域センターは、横浜市の中心部、横浜ランドマークタワーがそびえ立つみなとみら

い地区に隣接し、横浜高速鉄道みなとみらい線「馬車道」駅４番出口から１分の横浜第二合

同庁舎内にあります。

【消費者の部屋】

消費者の部屋は、高層棟２階の消費・安全グループのフ

ロアに隣接し、食事バランスガイド、日本型食生活、食品

表示、牛トレ－サビリティ、米トレ－サビリティなどのパ

ネル展示、各種パンフレット等を設置し来所者への情報提

供や消費者相談に対応しています

【移動消費者の部屋】

、 「 」、移動消費者の部屋は 神奈川県が主催する 食育フェスタ

イベント会場、市町村のロビー等を利用して 「食と農のひ、

ろば」を開催し、食事バランスガイド、日本型食生活、食料

自給率などのパネル展示、各種パンフレットの配布、食育ク

イズ・ゲームなどを行いながら「食」に関する情報提供、ア

ンケート及び消費者相談を行っています。

今後も多くの皆さまに食育の推進、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、展示内容等の充実に努

めてまいります。

関東農政局 横浜地域センター 消費・安全グループ

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 Tel:045-211-1333 FAX:045-211-1337

消費者コーナー近畿農政局 奈良地域センター

、 、 。奈良地域センターは 近鉄新大宮駅から徒歩約１０分 奈良第３地方合同庁舎にあります

【消費者の部屋】

当センターの「消費者コーナー」は合同庁舎 階ロ1
ビーに設置されています。

、食事バランスガイド及び各種パンフレットを常置し

「食」に関する情報発信を行っています。また、照会

や相談等は事務室に連絡をいただけるようご案内し、

対応できる体制となっています。

【移動消費者の部屋】

庁舎内での常設以外に、スーパーマーケットな

どで、地域食育ネットワークの関係団体と連携し

た取り組みとして「移動消費者の部屋」を開設し

ています。

農林水産行政、食料自給率や食生活について、

消費者の皆さまにわかりやすく、関心を持ってい

ただけるように情報提供を行っています。

近畿農政局 奈良地域センター 消費・安全グループ

〒 奈良県奈良市法蓮町 奈良第３地方合同庁舎630-8113 387
TEL:0742-32-1872 FAX:0742-36-2985
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☆ 相談事例（1月分）

Ｑ１ バナナの国別の輸入量を教えてください。また、インドはバナナの生産が多いと聞

きますが輸入はされないのですか。

Ａ：平成２２年の財務省貿易統計によると、バナナの総輸入量は約 万 千トンで、１110 9

位がフィリピン（約 万 千トン、約９３％ 、２位エクアドル（約 万 千トン、103 5 4 6）

約４％ 、３位台湾（ 千トン、約１％）です。また、インドはバナナの生産量は世界） 9

で１位（約 万 千トン）ですが、ミカンコミバエ種群の病害虫があるため、我が3,189 8

国への持ち込みや輸入が植物検疫の観点から禁止されています。

（参考資料：財務省貿易統計、ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ ）」

Ｑ２ 甘酒と白酒の違いはなんですか。

Ａ：甘酒と白酒は同じものと思われている方が多いと思いますが、かなり違うものです。

一般的に甘酒は、ご飯やおかゆなどに米こうじを混ぜて保温し、米のデンプンを糖化さ

せたもので、アルコールをほとんど含まない甘い飲み物です。昔から庶民の手作り飲み

物として親しまれ、作り方も意外と簡単で一晩でできることから一夜酒ともいわれてい

ました。一方、白酒は、みりんや焼酎などに蒸したもち米や米こうじを仕込み、 ヶ月1

程度熟成させたもろみを、軽くすりつぶして造った酒のことをいいます。昔からひな祭

9 45りなどで供えられ、白く濁り粘りと甘みがあり、アルコール分は ％前後、糖質が

％程度含まれ、酒税法ではリキュール類に分類されています。

（参考資料： たべもの語源辞典」東京堂出版）「

Ｑ３ カシスについて教えてください。

Ａ：カシス（ ：フランス語）は、ユキノシタ科のスグリ属の果樹であるフサスグリcassis

の 種で、和名ではクロフサスグリ（又はクロスグリ）と呼ばれています。原産はヨー1

ロッパで、日本へは明治に導入され、夏期冷涼な気候を好むため、北海道や東北地方で

栽培されています。果実は黒色でやや球形、直径は ～ ミリメートル程度です。完8 10

熟した果実は、甘ずっぱく生食することもできますが、主要な用途は加工原料であり、

おもな製品はジャム、ゼリー、ジュース、シロップ、パイ及びリキュール等の原料とし

て広く利用されています。

（参考資料： 旬の食材 四季の果物」講談社）「



☆ 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

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2４年２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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