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消費者の部屋展示室☆ 特別展示のご紹介
～農林水産省の取組みをご紹介します～

● １月第３週以降の特別展示（予定）

１月第３週以降は次のテーマで特別展示を行います。ご来場をお待ちしています！

■平成２２年１月の特別展示

ニッポンを農林水産業から元気にする『農林水産広告賞』応募作品展示１月12日～１月22日

－サケは、なぜたくさん帰ってくるのか？－１月25日～１月29日 サケは海からの贈り物

● １２月第２週～１２月第３週の特別展示

■平成２１年１２月の特別展示 入場者数

12月７日～12月11日 国有林野で遊び、学ぼう！ 726人

538人12月14日～12月18日 ご存じですか？農林水産省の国際協力

１２月第２週～１２月第３週の特別展示の様子です。国有林野での取組や農林水産省の国

際協力について紹介しました。

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

国有林野を利用した森林環境教育や、全国各地にある「レクリエーションの森」など

で森林づくりに取り組むボランティア活動を紹介しました。また 「ネイチャークラフト、

教室」を開催し、松ぼっくりを使ったクリスマスツリー作りに挑戦してもらいました。

← ネイチャークラフト教

室の様子

◆ テーマ「ご存じですか？農林水産省の国際協力」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

農林水産省では、農林水産分野において開発途上

国に対する様々な国際協力に取り組んでいます。農

林水産省における国際協力についてパネルや資料等

で紹介しました。

また、ネリカ米の

試食や専門家による

講演を行いました。

ネリカ米 → ↑ 専門家による講演の様子



- 2 -

☆ 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、６１０件（前月８６８件）でした。このうち、問合せは

５３８件、要望・意見は３２件、その他は４０件となりました。

〔品目別相談件数〕

－主に農政、穀類及びその加工品に関する相談が減少－

（件）

表１ 品目別相談件数

図１ 品目別相談比率

このうち、上位３項目について内容別に見ると、農政では「 、穀類及びそ資料請求」

の加工品では「 、青果物及びその加工品では「 」に分類される相品質・規格 安全･衛生」

談が多くありました。

図２ 上位３項目（品目別）の内容別相談件数

11月 12月 差

農政 208 146 -62 

穀類及びその加工品 139 70 -69 

青果物及びその加工品 91 60 -31 

水産物及びその加工品 49 45 -4 

特定の商品をあげないもの 71 39 -32 

畜産物及びその加工品 37 38 1

その他の加工食品 18 26 8

豆類、いも類及びその加工品 28 25 -3 

農薬・肥飼料等・医薬品 31 24 -7 

その他 196 137 -59 

合計 868 610 -258 

その他
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〔内容別相談件数〕

－主に安全・衛生に関する相談が減少－

（件）

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率

このうち、上位３項目をみると、表示では「 、制度・基準、資水産物及びその加工品」

料請求・照会では「 」に関する相談が多くなっています。農政

図４ 上位３項目（内容別）の品目別相談件数

11月 12月 差

表      示 152 111 -41

制度・基準 130 98 -32

資料請求・照会 130 89 -41

安全・衛生 126 71 -55

品質・規格 43 41 -2

商品知識 66 40 -26

生産・流通・消費 35 35 0

そ  の  他 186 125 -61

合      計 868 610 -258
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〔相談者別件数〕

－主に消費者からの相談が減少－

（件）

表３ 相談者別相談件数

図５ 相談者別比率

表このうち 上位３項目をみると 一般消費者・消費者団体 消費生活センター等では、 、 、 「

」、 「 」 。示 制度・基準企業関係者及びその団体では に分類される相談が多くなっています

図６ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数

11月 12月 差

一般消費者・消費者団体 451 310 -141

企業関係者及びその団体 84 64 -20

消費生活センター等 75 47 -28

公務員 44 36 -8

農林水産業及びその団体 38 31 -7

教員・学校関係者 27 24 -3

子ども（中学生以下） 24 18 -6

不明・その他 125 80 -45

合計 868 610 -258
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◆ 主な相談

＊ タマネギの輸入量を教えてください。

＊ 鶏卵の卸売価格、小売価格を教えてください。

＊ マーガリンとバターの食品成分の違いについて教えてください。

＊ 有機農産物の制度について教えてください。

＊ 大根の生産量を教えてください。

◆ 主な要望・意見

＊ 環境保護などの観点から頭首工（取水堰）の建設に反対する動きがあるようだが、

農業振興のためには灌漑整備が不可欠である。このため、頭首工の建設を推進すると

ともに、併せて干ばつ対策のためのファームポンド（灌漑時の水量調整用に設置する

小規模ため池）の建設・整備を、特に水不足の深刻な四国地方で優先的に行うべき。

これらの整備が進めば、都市用水にも転用でき、水利事業の効果の向上が図られる。

＊ 全国の農業現場で、後継者不足、従事者の高齢化が深刻な問題になっている。この

ままでは、１０年後には米不足により価格が高騰し、海外から米を輸入することにも

なりかねない。私の実家でも以前、都会から研修生を受け入れていたが、仕事がきつ

い、何より賃金が安いなどの問題もあり移住が進まなかった。国は農業の人材確保対

策として、賃金の一部保証、住居の確保、資金援助等を推進してほしい。

〔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。

１２月の子ども相談件数は、前月より６件減少し、１８件となりました。

◆ 主な子ども相談

＊ 農林水産省はどのような仕事をしているのですか。

＊ 日本の国土のうち、農地、森林はどのくらいあるのですか。

＊ 日本の食料自給率はどのくらいですか。

0
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☆ 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～

【 学 習 風 景 】

～ 農林水産省の仕事について学びました ～

～ 特別展示を見学しました ～

～ 記者会見室を見学しました ～

ネイチャークラフト教室を

体験しました！

■平成２１年１２月の訪問 訪問者数

岩手県盛岡公務員法律専門学校公務員ビジネス科１年生 ６名

高知県立幡多農業高等学校２年生 ６６名

大分県立日田高等学校２年生 ４名

大田区立大森第五小学校６年生 １０名

合 計 ４件 ８６名

こんなご質問を受けました！

♪ 日本における食料の安定供給や食料の確保に

ついて教えてください。

♪ 遺伝子を組み換えたら、植物がどうなるか予

測をしていますか。
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お 気 軽 に

☆地方の「消費者の部屋」だより

北陸農政局 富山農政事務所
「消費者の部屋」

、 、富山農政事務所は 立山・黒部アルペンルートの玄関口であるＪＲ富山駅の北口から
徒歩 分に位置する「富山地方合同庁舎」の 階にあります。5 4

庁舎 階の共有スペースに「食事バランスガイド」や「食育」等のパンフレットを展1
示している他、エレべーターホールをはじめ各所に「消費者の部屋相談窓口」への案内
板を配置して、来所された方
が気軽に４階まで訪れていた
だけるようにしています。

当事務所では、各種パンフ
レットや「食の安全・安心」
についてのＤＶＤを用意し、
食に関する素朴な疑問にいつ
でもお答えできるよう、相談
員が皆様のお越しをお待ちし

一階ロビー入り口 ４階に各種パンフレットを取
ています。 り揃えています。

月の食育月間には、郊外型ショッピングモー6
ルやイベント会場で「移動消費者の部屋」を開設
し、昨年度北陸農政局が募集した「私のおすすめ
バランス弁当」の入賞レシピのパネルをはじめ各
種パネルの展示、当事務所オリジナル「食育パソ
コンクイズ」などを行ないました。

また、秋には県主催で開催された地産地消の一
大イベント「越中とやま食の王国フェスタ：秋の
陣」にも参加し、パネル展示・パンフレット配布

「 」・ＤＶＤの上映をとおして 食事バランスガイド
の普及啓発や、地産地消・食の安全について来場
者に情報提供を行いました。

今後も 「移動消費者の部屋」を消費者の皆様、
との直接の触れ合いの場として、機会あるごとに
開設し、情報の受発信に努めていきます。｢移動消費者の部屋」

当事務所では、食の安全や食品表示・食育
など７つのテーマについて消費者の皆様にご
説明し、意見交換を行う出張講座(食の安全
１．２．３！とくだねｅ～講座)を行なって
います。

参加者からは 「日ごろの食生活を見直す、
ことができた 「食品の安全性について大変」
わかりやすかった」等の感想もいただいてお
ります。食に関する疑問がございましたら、
ぜひ当事務所の出張講座をご利用ください。

出張講座の様子

陸農政局 富山農政事務所 消費･安全部 消費生活課北

930-0856 富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎４階

TEL(076)441-9309 FAX(076)441-9327

ど う ぞ
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近畿農政局 奈良農政事務所「消費者の部屋」

奈良農政事務所は、近鉄奈良駅から南へ徒歩約２０分のところにあります。駅からは少し

遠くなりますが、途中には世界遺産の「元興寺」などがあり、風情豊かな「ならまち」の町

並みが続きます。庁舎からは若草山、遠くに東大寺を望むことができます。

「消費者の部屋」

当事務所の「消費者の部屋」は、庁舎１階ロビーにあ

り、食料自給率、食育、食事バランスガイドなどのパネ

ル展示、紙芝居などの食育グッズ、お米の加工食品など

を展示しています。６月の食育月間では、橿原市内にあ

る地域課ロビーでもパネル展示を行うなど 食 に関す、「 」

る様々な情報提供の場として、消費者の皆さまに気軽に

来所していただけるような雰囲気づくりをこころがけて

います。

「移動消費者の部屋」

６月の「食育月間」や９月の「食生活改善普及月間 、」

秋のイベントには 地域の食育ネットワークの方々や自治、

体と連携して スーパー等の店舗やイベント会場 大学祭、 、

で「移動消費者の部屋」を開設しています。

食 への関心を高めていただき 食生活の改善につな「 」 、

がるよう 食事バランスガイドの普及・啓発を中心にパネ、

ル展示、パソコンに

よる食事バランスガ

イド体験（食事バランスチェック 、食育クイズなどを）

実施しています。

今後も「移動消費者の部屋」を充実させ、より多くの

消費者の方々に情報発信することができるように努め

ていきたいと思います。

近畿農政局 奈良農政事務所 消費・安全部 消費生活課 

〒630-8307 奈良県奈良市西紀寺町 13 番地 

TEL ０７４２－２３－１２８３ FAX ０７４２－２３－５７５０

消費者の部屋

大学祭での様子

せんとくんも食事バランスチェック
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☆ 相談事例（１２月分）

Ｑ１ 小豆（あずき）の「大納言」の名前の由来を教えてください。

Ａ：小豆の中で特に大粒な特定の品種群は 「大納言」と呼ばれ、流通・加工上、普通、

の小豆品種とは区分されています。その名前の由来は、この品種群の小豆は、大粒な

だけではなく、煮たときに皮が破れにくい特性を持ち、いわゆる「腹切れ」が生じに

くいことから、切腹の習慣がない公卿（くぎょう）の官位である「大納言」と名付け

られたともいわれています。なお、豆の形が大納言が被った烏帽子（えぼし）に似て

いるためという説もあります。江戸時代には 「大納言」より小粒なため「中納言 、、 」

「少納言」と名付けられた品種もあり、一部の地域で栽培されています。

（参考資料：財団法人日本豆類基金協会ホームページ）

Ｑ２ エゴノリとその加工品について教えてください。

Ａ：エゴノリは、紅藻類のイギス科エゴノリ属の一年生海藻で、岩手県沿岸を含む日本

海沿岸地域の潮下帯に分布しています。細い糸状の藻体で、鈎（かぎ）状の枝先でホ

ンダワラ類などの海藻に絡みつき、団塊となって棲息しています。

エゴノリの代表的な加工品は「おきゅうと」で、福岡県の博多地方の名物です。晩

秋に大きく太く老成したエゴノリを乾燥させ、水晒しし脱色、天日乾燥して保存して

おきます。この乾燥したエゴノリを煮溶かして、箱に入れ冷やし固めたものが「おき

ゅうと」で、トコロテン状のものを適当な大きさに切って、しょうゆ、三杯酢、酢み

そなどをかけていただきます。博多では朝食のおかずとして親しまれてきました。

また、新潟県佐渡地方、石川県能登地方では「エゴ練り 「エゴこんにゃく」な」、

どといわれていす。

（参考資料： 食材魚貝大百科」平凡社 「食品図鑑」女子栄養大学出版部 「食材図典「 、 、

Ⅱ」小学館）
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ライ麦の輸入量とその用途について教えてください。Ｑ３

Ａ．ライ麦は、イネ科ライムギ属の麦類で、麦類の中では最も寒さに強く、高冷地やや

せた土地でも栽培が可能です。コムギに最も近縁の麦類で、ドイツ、東ヨーロッパ、

ロシア、北アメリカで主に栽培されています。日本には明治の初めに欧州より導入さ

れましたが、現在ではほとんど栽培されておらず、国内の需要は輸入によりまかなわ

2008 59,281れています ライ麦の輸入量は 農林水産輸出入概況によると 年の実績で。 、 、

トンで、カナダ（ トン 、ドイツ（ トン）米国（ トン）から輸入し53,241 4,911 1,087）

ています。

ライ麦はコムギと同様に製粉され、やや黒みを帯びたライ麦粉にし、乳酸発酵によ

る独自の酸味と風味を持った、いわゆる「黒パン」の原料として使われます。また、

菓子やウイスキーなどの麦芽の原料、そして家畜の飼料として使われます。

（参考資料：農林水産省ホームページ公開資料「農林水産輸出入概況( 年) 「新2008 」、

版、食材図典」小学館）

落花生（らっかせい）は、根菜類ですか。Ｑ４

Ａ．落花生は、根菜類ではなく、豆類に分類されます。南アメリカ原産のマメ科ラッカ

セイ属の植物で、世界各地で伝わったのは新大陸発見以降、栽培が盛んになったのは

世紀以降です。日本へは江戸時代（安永年間）に中国から渡来し南京豆の名が付19

きましたが普及しませんでした。本格的に栽培が始まったのは明治以降で、歴史は浅

いといわれています。

（ 「 」 、 ）参考資料： 食材図典生鮮食材篇 小学館 財団法人日本豆類基金協会ホームページ



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 消費者の部屋のトップページ 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。

◇特別展示の様子

特別展示の様子の詳細について、パネルの内容や展示物の写真など、展示の一部を詳

しく掲載し、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ます。

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２２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；本部、古本、渡辺、堰本

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

FAX ０３－５５１２－７６５１

ここをクリック
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