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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

６月４日～６月８日 ジビエ(野生鳥獣)について考える

～ジビエ肉の有効活用～ 912人

６月11日～６月22日 Ｌｅｔ’ｓ食育！～食の楽しさ、大切さを感じよう～ 2,139人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

７月17日～７月20日 福島の美味しい果実・観光果樹園の紹介～がんばろう！ふくしまの果物～

７月23日～７月27日 世界に誇れる日本の花 ～２０１２年フェンロー国際園芸博覧会

（フロリアード２０１２）～

７月30日～８月３日 カレーのヒ・ミ・ツ ～カレーで健康な体つくりを！～

◆ テーマ「ジビエ(野生鳥獣)について考える」～ジビエ肉の有効活用～◆
今回の特別展示では、シカなどのジビエ肉を使用した関連製品・パネル・関係書籍の展

示やジビエの食肉処理の映像による紹介、ジビエ肉を使ったレシピ配布を行いました。
さらに省内食堂では、シカ肉を使った数量限定の特別メニューが登場し大好評でした。

↑鹿の剥製の実物展示 ↑ジビエに関する取組の紹介

◆ テーマ「Ｌｅｔ’ｓ 食育！ ～食の楽しさ、大切さを感じよう～」◆
全国各地における食育活動を資料・パネル及び映像で紹介しました。
管理栄養士を目指す大学生によるわかりやすい食生活相談や、「だし」の違う味噌汁を

使った味覚教育の体験、食育に取り組む企業担当者などによる座談会等を行いました。
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↑管理栄養士を目指す大学生による食生活相談 ↑学習院女子大学の品川明教授による、「だし」

の違う味噌汁を使った味覚教育の体験

↑子どもたち自身でつくる弁当の日の展示 ↑食育に取り組む企業担当者等によるの座談会

を開催

☆農林水産省への訪問対応

「消費者の部屋」では、小・中・高校生などに対して、農林水産行政等についてわか

りやすく説明しています。６月は９校の小中学校の訪問がありました。

■平成２４年６月の訪問 来訪者数

愛知県豊橋市立五並中学校 ４名

福井県大野市立陽明中学校 ４名

岐阜県瑞穂市立瑞穂北中学校 ５名

愛知県丹羽郡扶桑町立扶桑北中学校 ６名

神奈川県川崎市立中原小学校 １８名

神奈川県川崎市立土橋小学校 １８名

愛知県知多市立旭南中学校 ４名

岐阜県大垣市立南中学校 ５名

愛知県丹羽郡扶桑町立扶桑中学校 ８名 農林水産省の仕事について学びました。

合 計 ９件 ７２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～



☆今後の特別展示スケジュールの紹介

期間 展示名 ねらい 展示内容 担当

7月17日
～

7月20日

　福島の美味しい果実
　　　　　　　・観光果樹園の紹介
～がんばろう！ふくしまの果物～

「がんばろう　ふくしま！」
キャンペーンとの連携に
より、福島県産果実や観
光果樹園を紹介すること
で、福島県産果実に対す
る正しい理解を深めても
らいます。

これから本格的なシーズンを迎える福島県産の果実、
観光果樹園や果実に関するイベントなどを紹介。福島
県産果実に対する正しい理解を深めてもらいます。

生産局農産部
園芸作物課

7月23日
～

7月27日

　　　世界に誇れる日本の花
　～２０１２年フェンロー
　　　　国際園芸博覧会
　　　　　　（フロリアード２０１２）～

フロリアード期間中の最
も大きなイベントである
「ジャパンデー（８月１
日）」に併せ、国内におい
てもフロリアードをＰＲす
る。

現在、「２０１２年フェンロー国際園芸博覧会」（10年に
一度、オランダにて開催）に日本は政府出展している
ところであり、この出展を国内に広くＰＲするため、展
示の様子や品種コンテストで得られた成果などをＰＲ
し、日本産花きへの理解を深めてもらいます。

生産局農産部
園芸作物課
花き産業・施設
園芸振興室

7月30日
～

8月3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、食育の推進を図り
ます。

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。

食料産業局
食品製造卸売課
 

8月6日
～

8月10日

「ガムの楽しさと噛むことの
　　　　　　　　　大切さを考える！」
 ～チューインガムで
　　　　　　　　　リラックス！！
　噛むことの大切さを考えよう ～

現在の食生活の中で噛
むことの機会が少なく
なってきている子供に対
して、ガムを通じた咬むこ
との大切さを伝えるととも
に、ポイ捨て防止といっ
たマナーを周知する。

小さいお子さんからお年寄りまで３世代に愛され続け
ている商品もあり、懐かしがられ幼い頃を思い出され
て大変喜ばれます。今回の展示では、チューインガム
の消費の促進とマナー向上の取組をご紹介します。
・会員各社のチューインガム展示・サンプリング実施
・チューインガムの機能・効用、製造工程等をパネル
で紹介
・ガムのポイ捨て防止とマナー啓発のＰＲ
・サポディラの木、チクルの展示
・親子で体験する「手作りチューインガム教室」を２日
間４回開催予定

食料産業局
食品製造卸売課
 

8月13日
～

8月17日

食中毒予防
はじめの一歩は手洗いから

日常生活でどんな時にな
ぜ手を洗うのかを再確認
し、食中毒予防の基本で
ある手洗いから日常生活
での食中毒予防を意識
づけ、衛生管理を実践で
きるように提案する。

さまざまな場所に触れる人の手には多くの微生物が
付着しています。食中毒の原因となる菌やウイルスが
付着した手で調理を行うと食中毒を起こしてしまうこと
に…。手洗いは食中毒予防のための最も大切な行為
です。もう一度、手洗いを見直してみませんか？

消費・安全局
消費者情報官/
(社)日本食品衛
生協会

9月3日
～

9月7日
緑の募金

緑の募金による森林整
備等を推進するための普
及啓発を行う。

ポスター、写真、パンフレット、のぼり、ちらし、募金用
資材、募金箱等

林野庁
森林整備部
研究・保全課
森林保全推進室

9月10日
～

9月14日

　　魚の国のしあわせ「fast fish」
～手軽で楽しい魚の
　　　　　　　　　　　　食べ方提案～

働く女性を中心とする消
費者に対し、魚食文化の
啓蒙を行うとともに、魚、
米、野菜を中心とした日
本型食生活の普及を行
う。

秋はさんま、鮭等いろいろな魚が旬を迎える中、消費
者の皆様へ①手軽で楽しい魚の食べ方、②伝統的な
料理、③栄養バランスのとれた日本型食生活方法を
パネル・レシピ等で紹介します。
また、電子レンジで煮魚を作ったり、魚を目利きする体
験するコーナーを設けます。

水産庁漁政部
加工流通課

9月24日
～

9月28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

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 展示名 ねらい 展示内容 担当

10月1日
～

10月5日
意外とスゴイ、冷凍食品

冷凍食品産業の振興を目
的とする。

皆さんの食卓に身近な冷凍食品には、簡単便利以外
にもまだまだ知られていない魅力があります。凍結状
態のため細菌が活動できず衛生的になることや、急速
凍結により栄養や美味しさが保たれていることなどを
お知らせします。
更に、給食や外食産業等でも多くの冷凍食品が使わ
れていることを試食も交えご紹介します。

食料産業局
食品製造卸売課
 

10月9日
～

10月12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
拡大を図る。

１０月１５日は「きのこの日」。きのこ類をはじめ、山菜、
木炭、竹等の特用林産物について、パネル、パンフ
レット等によりわかりやすく解説するとともに、きのこや
木炭等を展示・紹介します。

林野庁林政部
経営課
特用林産対策室

10月15日
～

10月19日
間伐・間伐材利用促進の週

間伐・間伐材利用の推進
を図る。

間伐実施の取組の紹介、間伐材製品の展示など間伐
の推進、間伐材の利用促進に向けた普及啓発、間伐
材マークの紹介等を行います。

林野庁
森林整備部
整備課
造林間伐対策室

10月22日
～

10月26日

　　－皆さんの応援に感謝！－
ただ今農業農村の復旧
 ・復興に全力を尽くしています！

東日本大震災により被災
を受けた宮城県内の農業
農村の復旧・復興を全国
からの支援に感謝するた
め紹介する。

宮城県では、東日本大震災により農業農村も多大な被
害を受けましたが、平成24年度を復興元年として本格
的な復旧・復興を行っています。
一方で平成24年春までに復旧が完了した農地では作
付けが再開されております。今回の展示では、支援の
感謝を込めて、現在の復旧・復興状況などをご紹介し
ます。

宮城県
農林水産部
農村振興課

10月29日
～

11月2日

　　環境に貢献する
　　　　エコファーマーの活動

環境保全型農業直接支払
対策、エコファーマーの技
術・経営・生産物並びに全
国エコファーマーネット
ワーク活動など、エコ
ファーマー制度を消費者
に紹介する。

環境にやさしい農業の推進に関する政策の紹介、エコ
ファーマーを実践している技術とそれによって生産され
ている農産物及び加工品等の紹介、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」の活動をご紹介し
ます。

生産局農産部
農業環境対策課

11月12日
～

11月16日

　頑張っています！食品産業。
　　食への信頼「見える化」活動
（フード・コミュニケーション
　　　　　　・プロジェクトの紹介）

食品事業者が安全な食品
を届けるために取り組んで
いる活動の紹介を通じて、
消費者の「食への信頼」の
向上に資する。

フード･コミュニケーション・プロジェクト（FCP）は、消費
者の皆さんの食に対する信頼を高めることを目的とし
て、食品企業と農林水産省が協働で取り組んでいるプ
ロジェクトです。展示ではFCPに参加する食品事業者
が消費者の信頼向上のために取り組んでいる活動を
紹介します。

食料産業局
企画課
食品企業行動室

11月19日
～

11月22日

               ＪＡＳの週
  ～ＪＡＳマークと食品表示
                  を見てみよう！！～

ＪＡＳマーク制度や食品表
示等の紹介を通じ、それら
の理解を深めていただく。

１１月はＪＡＳ普及推進月間です。商品の品質を保証す
るＪＡＳマークには、実は色々な種類があります。当日
は、ＪＡＳマークが付いている商品を実際に手にとって
見れるよう、会場に多数展示するとともに、ＪＡＳマーク
と食品表示等による消費者への情報伝達の仕組み、
それらの違反に対する取組について紹介します。

消費・安全局
表示・規格課

12月3日
～

12月7日
国有林野で遊び、学ぼう！

国民に開かれた国有林の
取組を紹介する。

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17日
～

12月2１日

　大麦パワーで、もっとおいしく、
　　　　　　　　　　　もっと健康に！

大麦の健康機能性と特色
ある新品種を紹介するとと
もに、粉利用による食品の
高付加価値化を提唱する
ことで、多様な新規需要を
創出し、生産・消費の拡大
に資する。

大麦の代表的健康機能性成分であるβ-グルカンを豊
富に含む品種、炊飯後の変色が抑えられる品種、焼酎
原料用品種などの国内で育成された特色ある大麦新
品種や、大麦粉を利用した高付加価値食品について、
パネルによる説明、現物展示、配布等を行います。

農林水産技術会
議/(独) 農業・食
品産業技術総合
研究機構近畿中
国四国農業研究
センターほか

　　 　詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。

（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。

※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～

６月の相談件数は、４９０件（前月４８６件）でした。このうち、問合せは

４１３件、要望・意見は６１件、その他は１６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）

５月 ６月 差

青果物及びその 57 58 1

加工品

穀類及びその加 87 52 -35

工品

特定の商品をあ 41 23 -18

げないもの

農政 64 103 39

水産物及びその 42 53 11

加工品

飲料 7 6 -1

農業 10 20 10

畜産物及びその 24 23 -1

加工品

豆類、いも類及 10 10 0

びその加工品

その他 144 142 -2

合計 486 490 4

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成23年

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

H24年

１月

2月 3月 4月 5月 6月

【速報】

件数

青果物及びそ

の加工品 12%

穀類及び

その加工品 11%

特定の商品を

あげないもの 5%

農政 21%

水産物及び

その加工品 11%

飲料 1%

農業 4%

畜産物及び

その加工品 5%

豆類、いも類及び

その加工品 2%

その他 29%
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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）

５月 ６月 差

安全・衛生 128 118 -10

表 示 51 47 -4

制度・基準 35 26 -9

資料請求・照会 70 112 42

商品知識 28 26 -2

品質・規格 20 23 3

生産・流通・消費 18 10 -8

そ の 他 136 128 -8

合 計 486 490 4

〔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）

５月 ６月 差

一般消費者・消 260 267 7

費者団体

企業関係者及び 54 47 -7

その団体

消費生活センタ 28 23 -5

ー等

農林水産業及び 23 17 -6

その団体

マスコミ関係者 11 8 -3

子ども 39 23 -16

公務員 20 19 -1

不明・その他 51 86 35

合計 486 490 4

◆ 主な要望・意見

＊ 食料自給率の向上を目指すために、休耕田を活用し、小麦、大豆、トウモロコシ、

そばなどを栽培すべき。

＊ 米粉は、もっと手軽に購入できるよう販売先の拡大をお願いしたい。

安全・衛生
24%

表 示 10%

制度・

基準 5%

資料請求・照

会 23%
商品知識 5%

品質・規格 5%

生産・流通・

消費 2%

そ の 他 26%

一般消費者・消費

者団体 54%

企業関係者及び

その団体 10%

消費生活センター

等 5%

農林水産業及び

その団体 3%

マスコミ関係者
2%

子ども 5%

公務員 4%

不明・その他 18%
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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１３件減少し、２３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

＊ 農林水産省の「食育」の取組について教えて下さい。

＊ 米粉はどうやってつくるのですか。ミキサーでもできますか。

＊ 有機野菜と無農薬野菜の違いは何ですか。

☆ 相談事例（６月分）

Ｑ１ 果実飲料の糖度、酸度とはどのようなものですか。その単位は何ですか。

Ａ：糖度は、果実飲料に含まれる果糖、ぶどう糖及びしょ糖などの糖類の含有量を、酸度は、ク

エン酸、リンゴ酸などの有機酸の含有量を表したものです。「果実飲料の日本農林規格」では、

糖度を糖用屈折計で測定し、単位を°Ｂｘ（ブリックス）で表します（１０°Ｂｘはしょ糖

１０％に相当）。酸度は、水酸化ナトリウムで中和して測定し、クエン酸に換算して％で表し

ます。

（参考資料：「果実飲料の日本農林規格」農林水産省）
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Ｑ２ 「エンダイブ」という野菜がありますが、どのような野菜なのですか。

Ａ：エンダイブは、キク科ニガナ属の一・二年生草本類です。「きくぢしゃ」、「にがぢしゃ」

とも呼ばれ、レタスのような形態ですが、ちりめん状のヒダになった葉が特徴です。わ

ずかに苦味があるため、茹でて使ったり、内部の芯に近い苦味の少ないところは生食に

も使われます。近縁種のチコリのことをフランス語で「アンディーヴ」と呼ぶため、チ

コリと混同されがちですが、別種の野菜です。

（参考資料：「新版食材図典、生鮮食材篇」小学館、「料理食材大事典」主婦の友社）

Ｑ３ 「ユズ」の生産はどこの県が多いのですか。また、関東地方ではどこの県が多いで

すか。

Ａ：平成２１年産特産果樹生産動態等調査によると、ユズは全国で 25,438 トンの生産量（出

荷量）があり、主な生産地は、高知県（13,644 トン）、徳島県（2,996 トン）、愛媛県（2,855
トン）となってます。また、関東地方でユズの出荷量が一番多いのは埼玉県（148 トン）

で、次いで、茨城県（71 トン）、栃木県（29 トン）となっています。

（参考資料：「平成 21 年産特産果樹生産動態等調査」農林水産省）

☆地方の「消費者の部屋」だより

東海農政局 高山地域センター 消費者の部屋

高山地域センターはＪＲ高山駅から西へ１．８ｋｍのところにあり、「消費者の部屋」は１

階玄関を入った所に設置しています。

【消費者の部屋】

「消費者の部屋」では、食料自給率向上をはじめと

する主要な農林水産行政を紹介するパネルやパンフレ

ット、テレビのスライドショー、何をどれだけ食べた

らいいのかが一目で分かる食事バランスガイドの食品

サンプル等を展示してあります。

パネル等の展示内容は、定期的に入れ替えを行い、

新鮮な情報提供に努めています。

また来庁者からの消費者相談等も行っています。

消費者の部屋

【移動消費者の部屋】

６月の食育月間の取組の一つとして、高山市内の大手ス

ーパーにおいて、食料自給率、みのひだ食事バランスガ

イド等のパネル展示、パンフレットの配布を行いました。

今後も、各種イベント等において、食への関心を持って

いただけるように「移動消費者の部屋」を開設し、消費

者の皆様への情報発信を行っていきます。

移動消費者の部屋

東海農政局 高山地域センター 消費・安全グループ
〒 506-0055 岐阜県高山市上岡本町 7-479 Tel:0577-32-1155 Fax:0577-32-1156



☆地方の「消費者の部屋」だより

沖縄総合事務局 消費者の部屋

沖縄総合事務局農林水産部「消費者の部屋」は、那覇市新都心の

「おもろまち」にある那覇第２地方合同庁舎２号館１Ｆの行政情報

プラザに隣接して設置されています。

「消費者の部屋」では、食料・食生活及び農林水産行政等に係るパ

ネル展示やパンフレットの配布、ビデオの上映等により消費者に対

して情報提供を行っています。

特に平成22年度から農林水産部各

課と連携して特別展示に力点を置

いて取り組んでおり、平成23年度

（消費者の部屋） は12本の特別展示を行いました。

「知ろう！養殖業」や「おきなわの肉用牛」など沖縄の農林水

産業を紹介するとともに「食育」、「米トレーサビリティ制度」、

「６次産業化推進」などのパネル展示を行いました。

（イオン那覇店）

「移動消費者の部屋」では、平成23年度は６月にイオン那覇

店で保育園児を対象に「食育体験学習」を実施するとともに、

沖縄県及び沖縄県栄養士会の協力を得て沖縄国際大学、沖縄大

学において出前講座を開催しました。また、平成23年11月に那

覇市で開催された「離島フェア2011」（来場者数13万人）でも

「移動消費者の部屋」を開設しました。

（離島フェア）

沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号 TEL:098-866-1672 FAX:098-860-1195

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、通行証

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：坂本、石井、新宅、渡辺、池畑

相談電話 ０３－３５９１－６５２９

FAX ０３－５５１２－７６５１

子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５

インターネット相談窓口

：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html

東京メトロ「霞ヶ関」駅

下車。A5、B3a出口すぐ。


