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寒露（かんろ）10月８日頃

草木に冷たい露が降りる頃という意味です。秋の長雨が終わり、

ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他の農作物の

収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きは

じめます。

かんろ

寒露
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◇ 「消費者の部屋」では、消費者の皆さまとのコミュニケーションを深めるため、農

林水産行政や食生活などの情報を提供しています。

また、農林水産省の北別館１階で行われる展示では、皆様のお役に立つように農林

水産業に関する情報を発信しております。

是非、お立ち寄りください！

☆ 展示の御紹介

●令和２年９月の展示状況 （以下の３件になります。）

期 間 展 示 名 入場者数

９月７日～９月11日 【特別】ウッドチェンジ！ 442人

～身近なものを木に変える、木づかいのススメ～

９月14日～９月18日 【特別】選んで安心！ＪＡＳマークは信頼の証 430人

９月28日～10月２日 【特別】ココロにおいしい冷凍食品 497人

～冷凍食品100周年～

●令和２年10月の展示予定 （以下の４件になります。）

期 間 展 示 名

10月５日～10月９日 【特別】農業農村整備事業とその豊かな恵み

～過去、現在、未来～

10月12日～10月16日 【特別】「特用林産物」ってなぁに？

～身近にある森林の恵み～（きのこもあるよ！）

10月19日～10月23日 【特別】我が国の農業と食文化を支える地域特産物

～地域特産物マイスターによる多様な取組～

10月26日～10月30日 【特別】さつまいも・じゃがいもの週

～おいものみりょく～

※展示予定は予告なく変更されることがありますので、御了承願います。

◆テーマ ウッドチェンジ！～身近なものを木に変える、木づかいのススメ～◆

日本は国土の約３分の２が森林。戦後に植えられた人工林の多くが、今、本格的な利

用期を迎えています。国産の木材を使うことは、私たちの生活に潤いを生むだけでなく､

「伐って、使って、植える」というサイクルを通じて、健全な森林の維持や地球環境に

も貢献することにもつながります。ウッドデザイン賞受賞作品、木製コロナ対策グッズ、

木育、木のまな板など、withコロナ時代のおうち時間を快適にする「木づかい」を多数

紹介しました。

ウッドデザイン賞受賞作品を詳しく解説

した垂れ幕や同受賞作品の現物(小型の

もの)を展示

木の文化と木のおもてなしとして各地の取組

事例をビデオで放映。様々な木製品により身

近なものを木に変える「ウッド・チェンジ」

を提案

木製コロナ対策グッズの「ヒノキ

のマスクケース」と「木糸マスク」
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◆テーマ 選んで安心！ＪＡＳマークは信頼の証◆

様々なＪＡＳ製品を紹介するとともに、信頼性を支えるＪＡＳのしくみや新たなＪＡ

Ｓの取組について紹介しました。日本の食生活を支え続けるＪＡＳワールドをご堪能い

ただきました。日本の農林水産物の信頼を守り続け、私たちの生活の中に深く浸透して

いるＪＡＳマークを改めて見つめ直しました。

◆テーマ ココロにおいしい冷凍食品～冷凍食品100周年～◆

2020年は、日本で冷凍食品が誕生して100周年。また、10月18日は「冷凍食品の日」で

す。冷凍食品の優れた特性や、家庭での保存方法、調理方法などについて、パネル展示

やＤＶＤ等を用いてお伝えしました。さらに、日々進化する冷凍食品の品質やおいしさ

について紹介しました。

有機ＪＡＳなど、既存のＪＡＳに関する

パネルを展示し、パンフレットを配布

農福連携を担う「ノウフクＪＡＳ」など新たな

ＪＡＳに関する展示パネルを見る来訪者

加工食品の様々なＪＡＳについて、種

類毎に多数の製品をわかりやすく展示

冷凍食品の解凍方法や､製造工場での厳

しい品質･低温管理などをビデオ放映し

て解説

冷凍食品の様々な製品(包装見本)を展示

するとともに､種類毎の製造方法をパネル

展示

｢冷凍食品の基礎知識｣として様々なパ

ネルを展示､｢冷凍食品Q&A｣等のパンフ

レットを配布
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☆地方の「消費者の部屋」展示予定一覧 （10 月） 

 開催期間 展示テーマ 

北海道農政事務所 10 月１日（木）～10 月 30 日（金） 考えよう、災害への備え 

～いつもの食品でムリなく家庭備蓄～ 

東北農政局 10 月１日（木）～10 月 15 日（木） 私たちの食と農を支える統計調査 

～10 月 18 日は「統計の日」～ 

10 月 16 日（金）～11 月 13 日（金） 『米の消費拡大』の取り組みについて 

関東農政局 

 

10 月１日（木）～10 月 30 日（金） 

 

ココロにおいしい冷凍食品 

－2020 年は、冷凍食品 100 周年－ 

10 月１日（木）～10 月 16 日（金） 

 

（特別展示）毎年 10 月は食品ロス削減月間 

～食べ物を無駄にしないようにしよう～ 

10 月 16 日（金）～10 月 30 日（金） （特別展示）私たちの食と農を支える統計調査 

～10 月 18 日は「統計の日」～ 

北陸農政局 

 

10 月１日（木）～10 月 20 日（火） 

 

統計で見る北陸の農林水産業について 

 

10 月 21 日（水）～11 月 10 日（火） もったいない！減らそう食品ロス 

東海農政局 

 

 

 

９月 25 日（金）～10 月９日（金） 

 

10 月は食品ロス削減月間です 

～ドギーバッグを使って食品ロスを減らそう～ 

10 月 14 日（水）～10 月 28 日（水） 

 

植物防疫所の仕事 

近畿農政局 

 

９月 15 日（火）～10 月７日（水） 

 

農業・農村のもつ大切な役割 

～農業・農村の多面的機能の紹介～ 

10 月８日（木）～10 月 30 日（金） 統計でみる近畿の農林水産業のすがた 

中国四国農政局 

 

９月 28 日（月）～10 月 16 日（金） 

 

統計で見えてくる農業・水産業のすがた 

10 月 19 日（月）～11 月６日（金） 地域の農林水産物・食品を海外へ！ 

 

九州農政局 ９月 28 日（月）～10 月２日（金） 統計データから見た九州の農林水産業の姿 

10 月５日（月）～10 月９日（金） 

 

木づかい推進月間 

～国産材製品と林業パネルのご紹介～ 

10 月 12 日（月）～10 月 23 日（金） 

 

食品ロス削減月間の実施について 

 

10 月 26 日（月）～11 月６日（金） いっぱい食べよう、やさいとくだもの！ 

 

内閣府沖縄総合事

務所【外部リンク】 

  

＊展示内容は変更することがございますので、最新の情報はそれぞれのリンクから御確認ください。 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/seikatsu/shouhisyacorner/shouhisyacorner.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/soudan/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/shohi/index.html#01
http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/index.html
http://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syouhisya.html
http://www.ogb.go.jp/nousui/syouan/nousui_syoku_syouhi.html
http://www.ogb.go.jp/nousui/syouan/nousui_syoku_syouhi.html
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☆ 令和２年９月の消費者相談状況（速報） 
    ～電話やメールで御相談を受け付けています～ 
 
  令和２年９月の相談件数は、105件（前年同期 128件）でした。このうち、問合せは 
93件、要望・意見は３件、苦情１件、情報提供等は８件でした。 
 
  図１ 月別の全相談件数の推移        図２ 子ども相談件数の推移     

 
〔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。９月の子ども相談件数は３件（前年同期 15件）でした。 
       
   表１ 相談内容別内訳            図３ 相談内容別比率       

                          
  項   目 件数  比率 
品質・規格・基準等 22 21% 

生産・流通等 18 17% 

法令・制度 16 15% 

食品の安全 13 12% 

食品表示 10 10% 

食品衛生 3 3% 

栽培・養殖・飼養・育成 3 3% 

その他 20 19% 

    計 105 100% 

                    
                

  
  表２ 相談者別内訳             図４ 相談者比率         

              
 項   目 件数  比率 

一般消費者・消費者団体 59 56% 

事業者(従業員を含む)及びその団体 10 10% 

相談業務関係者 9 9% 

農林水産業従事者及びその団体 6 6% 

マスコミ関係者 3 3% 

中学生以下 3 3% 

公務員（教員・学校関係者除く） 2 2% 

高校生・大学その他の学生 1 1% 

不明・その他 12 11% 

     計 105 100% 

注）四捨五入の関係で割合（％）の合計は 100％とならない場合があります。 
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☆相談事例（９月分） 

Ｑ：なすを切ったときに種子部分が黒変していても食べられますか？ 

 

Ａ：種子部分の変色は鮮度が落ち始めているサインですが、種が茶色、黒色に変色し

ていても、食べることはできます。 

そのほか、なすを切ると、あくが回って変色することがありますので、切ったなすは、

すぐに調理するか、水につけることをお勧めします。 

 

【保存方法】 

なすはインド原産のため、暑さには比較的強いですが、寒さには弱いです。温度が５℃

以下になると、低温障害を起こし、果皮がしなびて種子が褐色になるなど、早く傷んで

しまいます。 

一方、暑すぎる状態での保存もよくありません。２本から３本ずつキッチンペーパー

で包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れると、１週間程度保存できます。 

 

【品種】 

なすには、長卵形、卵形、長形、大長形、丸形、小丸形など形の違いや様々な品種が

あります。なかでも長卵形は栽培の適応性が広く、全国的に生産されています。 

在来品種として各地で作られているなすとしては、東北地方の仙台長、関西の賀茂な

す、福岡の博多長、大阪の泉州水なす、山形の庄内なす、民田なすなど枚挙にいとまが

ありません。 

 

【収穫】 

令和元年のなすの作況調査によると、収穫量が多いのは高知県 40,800 トン、熊本県

35,300トン、群馬県 26,500トンです。 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

「旬の食材 春・夏の野菜」(講談社)  

「野菜と果物の品目ガイド」（農経新聞社） 

「食材図典 生鮮食材篇」（小学館） 

農林水産省広報誌 aff（あふ）2020年７月号  

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2007/spe1_05.html 

農林水産省ホームページ作況調査 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/  

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2007/spe1_05.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/
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Ｑ：「こまつな」の茎に黒い斑点がついているのですが、食べても大丈夫ですか？ 

 

Ａ：こまつなの葉茎に見られる黒い小斑点は、「ゴマ症」によるものと思われます。 

これは、野菜の生理障害であり、「はくさい」や「かぶ」、「のざわな」などで

も同様の症状が見られます。 

病原菌やカビ、虫が原因ではなく、栽培時の天候不順や低温環境、肥料からの窒

素の過剰吸収だと考えられています。このようなケースでは、野菜にストレスがか

かり、色素（ポリフェノール類）が蓄積して、黒い斑点状になることがありますが、

味や品質には問題ありません。 

 

こまつなは中国から渡来したかぶが祖先といわれ、江戸川区小松川で改良され、

関東を中心に普及しており、関東地域の出荷シェアは 54％になります。 

栽培期間が短く、いろいろな環境に適応できるため、現在では露地栽培とハウス

栽培を組み合わせて年に４～８回作付けされ、一年を通して出回っています。 

平成 30年の野菜生産出荷統計では、全国で 102,500トンの出荷があり、主な産地

は茨城県（18,400 トン）、埼玉県（12,500トン）、福岡県（11,300トン）、東京都

（7,470トン）です。 

 

こまつなは生育適温が 10～25 度と寒暖に強いため、野菜が不足する冬場に活用

されていたことから、雑煮などの伝統的な料理にも欠かせない野菜です。 

栄養豊富な緑黄色野菜で、ビタミンＫなどのビタミンやミネラルを豊富に含んで

います。また、アクが少ないため下ゆでの必要がありません。油やたんぱく質と一

緒に食べるとカルシウムの吸収率が高まるので、鍋物や炒め物などにすると栄養効

果満点です。 

黒い斑点があるからと捨ててしまわずに、美味しく食べてください。 

 

＜参考資料＞ 

「野菜園芸大百科９」（農文協） 

農畜産業振興機構ホームページ 野菜ブック  

https://www.alic.go.jp/y-suishin/yajukyu01_000313.html  
農林水産省ホームページ 野菜生産出荷統計 平成 30年産 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html 

 

https://www.alic.go.jp/y-suishin/yajukyu01_000313.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html
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☆ 地方の「消費者の部屋」だより
中国四国農政局 消費者の部屋

中国四国農政局「消費者の部屋」は、ＪＲ岡山駅から南へ徒歩７分、イオ
ンモール岡山の西隣、岡山第２合同庁舎１階北側玄関ホールにあります。

【消費者の部屋】
「消費者の部屋」では、局内各部室及
び関係機関等の協力の下、年間展示計画
に沿って展示を行っています。しかしな
がら、本年度については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、急きょ需要
が減少した花き、牛乳の購入促進に関す
る展示やその他の国産食材の消費拡大を
喚起するためのレシピ集の作成・展示を
行いました。このようにその時々の状況
に合わせたタイムリーな情報提供を行っ
ています。 「消費者の部屋 特別展示」

【移動消費者の部屋】
６月８日～29日の間、徳島市立図書館において、６月の「牛乳月間」、「食
育月間」に合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響により、需要が減少し

ている牛乳やヨーグルトの消費拡大を目的とす
る「プラスワンプロジェクト」と併せて、“食育
”で大切な、バランスの良い日本型食生活を紹
介しました。新型コロナウイルスの感染防止の
ため、パネルの間隔に余裕を持たせた展示とな
りましたが、開催場所が図書館ということもあ
り用意したパンフレット類は残部がなくなるほ
ど多くの方々に来場いただきました。

｢徳島市立図書館の展示｣

【子どものための夏休み企画（リモート版）を開設】
８月３日～25日の間、岡山市内の小学校の夏休み期間
に合わせて、例年開催している「子どものための夏休み
企画」をＨＰ上のリモート版として開設しました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
家庭で活用していただくことを想定し、各種施策等の情
報に加え、クイズや宿題工作に使えるペーパークラフト
・ぬり絵のデータ提供及び子ども電話相談室の設置など、
見て、聞いて、楽しく学べるリモート版としての開設に
より、期間中に274件の閲覧をいただきました。

「夏休み企画チラシ」

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丁目４番１号

TEL:086-224-9428 FAX:086-224-4530
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☆一口メモ

新型コロナウイルスへの感染を予防するため、学校での過ごし方がいろいろと変わりま

した。給食の時間の過ごし方も、大きく変わったと聞いています。

給食の時間、おしゃべりせず、周りの人と席を離し、全員で同じ方向を見て、給食の配

膳を待ったり、静かに給食をとったりする学校が多いようです。児童・生徒のみなさんも、

戸惑っているのではないでしょうか。

このような中、給食の時間に動画を流し、教室から食べ物の世界をのぞいてみませんか？

昔から続く年中行事と食べ物の話、食べ物が食卓までに届くまでの話、安全で健やかな

食生活を送るヒント、食中毒を防ぐ手洗いの方法など小中学校等でご利用いただける様々

な動画を取り揃えていますので、ご活用いただければと思います。

詳しくはこちら、「食育動画のご紹介」のページ（農林水産省）

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/movie/index.html

農林水産省「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと便利です。

令和２年10月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課「消費者の部屋」

担 当 中川、中西、山口、加藤、小林、栗原
消費者相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

こどもそうだん電話 ０３－５５１２－１１１５

相談受付時間：10時～17時 土日祝日、年末年始を除く

インターネット相談窓口：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
下車。A5、B3a出口すぐ。

【給食の時間、教室から食べ物の世界を
のぞいてみませんか？】～食育動画のご紹介∼

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/movie/index.html
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