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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～ 966人

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）～ 737人

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！～ 3,221人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

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 ～

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

◆ テーマ「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！」キャンペーンと連携した福島県産の果実の風評被害対策の
一環として、観光果樹園やモモの品種、福島県における果樹の放射性物質の除染・検査体
制の取組などを、資料やパネル展示及び映像により紹介をしました。また 、ミスピーチ
キャンペーンクルーによる福島県産モモの試食会も行われました。

↑福島県産モモの展示 ↑ミスピ－チキャンペーンクルーによる

試食会が行われました。
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◆ テーマ「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）～◆

オランダ王国フェンロー市において、１０年に一度開催される世界最大の花の博覧会「フ
ロリアード２０１２」の開催にあわせ、日本政府の出展会場の様子、品種コンテストで受
賞した日本産花を紹介したパネルの展示や博覧会会場内の日本ブースで展示された花を飾
り、国際園芸博覧会の模様や日本の優れた花きの魅力を紹介しました。

↑鮮やかなトルコギキョウの展示 ↑たくさんの美しい花に魅了されました

◆ テーマ「カレーのヒ・ミ・ツ」 ～カレーで健康な体つくりを！～◆
幅広く人気のあるカレーの魅力を、歴史、文化、健康などの視点からパネル紹介しまし

た。そして、カレーについてもっと興味を持っていただけるよう、カレークイズの実施や、
スパイス・ハーブの紹介をしました。また、本格スパイスを使い自分の好みに調合したオ
リジナルカレー粉を作る体験コーナーを開催し、たくさんの人に参加していただきました。

↑いろいろなスパイスが展示されました。 ↑小さな子どもたちも来訪し、盛況でした。

☆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。７月は１校の高校の訪問がありました。

■平成２４年７月の訪問 来訪者数

広島県立尾道北高等学校 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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☆ 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、４７４件（前月４９０件）でした。このうち、問合せは

３９７件、要望・意見は４９件、その他は２８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）

６月 ７月 差

青果物及びそ 58 44 -14

の加工品

穀類及びその 52 94 42

加工品

特定の商品を 23 33 10

あげないもの

農政 103 63 -40

水産物及びそ 53 37 -16

の加工品

飲料 6 8 2

農業 20 15 -5

畜産物及びそ 23 27 4

の加工品

豆類、いも類及 10 13 3

びその加工品

その他 142 140 -2

合計 490 474 -16
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の加工品 9%
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品 20%

特定の商品をあげ

ないもの 7%

農政 13%

水産物及び

その加工品 8%
飲料 2%

農業 3%

畜産物及びその加

工品 6%

豆類、いも類及び

その加工品 3%

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）

６月 ７月 差

安全・衛生 118 75 -43

表 示 47 55 8

制度・基準 26 25 -1

資料請求・照会 10 14 4

商品知識 9 26 17

品質・規格 23 23 0

生産・流通・消費 26 62 36

そ の 他 231 194 -37

合 計 490 474 -16

〔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）

６月 ７月 差

一般消費者・消 267 253 -14

費者団体

企業関係者及び 47 48 1

その団体

消費生活センタ 23 33 10

ー等

農林水産業及び 17 16 -1

その団体

マスコミ関係者 8 13 5

子ども 23 46 23

公務員 19 15 -4

不明・その他 86 50 -36

合計 490 474 -16

◆ 主な要望・意見
＊ 農林水産省は、食品残さを減らすために努力すべき。
＊ ヨーロッパやアメリカからのウナギの稚魚の輸入が規制されつつある。早く、
ウナギの完全養殖を行ってほしい。
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会 3%
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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。

７月の子ども相談件数は、前月より２３件増加し、４６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
＊ 豆腐を作るのに適している大豆はどのようなものですか。
＊ 親子丼やおせち料理はどのようにしてできたのですか。
＊ 米を作る時、水を張らず土だけで育てることはできますか。

☆ 相談事例（７月分）

Ｑ１ オタネニンジン（朝鮮人参）は国内でも生産していると聞きましたが、どこの県で生産を

しているのですか。

Ａ：(財)日本特産農産物協会の「特産農作物に関する生産状況調査（平成 23 年 12 月調査）」に

よると、オタネニンジンは福島県（5,623kg）、長野県（1,776kg）、島根県（278kg）の生産が

あります。

（参考資料：「特産農作物に関する生産状況調査」(財)日本特産農産物協会）

Ｑ２ 「ジビエ」を使った料理というものを知りましたが、「ジビエ」の言葉の意味を教えてくだ

さい。

Ａ：鹿や渡り鳥など、狩猟の対象となっている野生鳥獣を意味するフランス語で、その肉を使っ

た料理を「ジビエ料理」と言います。

（参考資料：日本ジビエ振興協議会ホームページ）
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Ｑ３ ナスを自宅の冷蔵庫で何日か保管し、調理しようと切ったところ、中が茶色になっ

てしまいました。原因はなぜですか。

Ａ：ナスはインドが原産地とされる野菜です。このため低温に弱く、冷蔵庫の１０℃以下

の低温で２～３日保管すると呼吸が止まり、褐色になったり柔らかくなったりします（低

温障害）。褐色になったから食べられなくなるわけではありませんが、栄養分や食味は落

ちますので、早めにお召し上がりください。

（参考資料：「Ｑ＆Ａ食品の不安解消の手引き」ぎょうせい、「野菜園芸大百科５」農文協）

☆地方の「消費者の部屋」だより

北陸農政局 福井地域センター 消費者の部屋

JR福井駅のすぐ南に日本海に向かって流れる足羽川があります。その堤防沿いに毎年春にな

ると延々と咲き誇る桜並木を県民の方々は楽しみにしています。そんな足羽川堤防沿いに福井

地域センターはあります。もう建物は古くなりましたが消費者の部屋は３階にあります。

《消費者の部屋》

消費者の部屋では、「日本型食生活を実践しま

しょう」、「地産地消をすすめよう」、「食事バラン

スガイド」などの各種食育関係のパネルの展示や、

米や米粉を利用した食品や生活用品のサンプル等

の展示を行っています。また、食育に関する各種

パンフレットや図書も揃え、消費者の皆様への情

報提供や消費者相談の受付を行っています。

センター３階消費者の部屋

《移動消費者の部屋》

平成 24 年 5 月 29 日、JR 福井駅東側の

AOSSA の８階で盛大に開催された消費者フ

ォーラムに参加し、食育アンケートの実施

や食育関係のパネル展示と、小学生向けに

正しい箸の持ち方を指導するゲームを、遊

び感覚で学んでもらいました。

また、６月の食育月間では、6 月 19 日～ 24

日にかけて福井県立図書館のエントランス

ホールにて、第２次食育推進基本計画に沿

福井県立図書館エントランスホール った日本型食生活の実践をはじめとしたパネ

ル展示やパンフレットを配置し,幅広い年齢

層に情報発信を行いました。

北陸農政局 福井地域センター 消費・安全グループ農畜産安全管理チーム

〒918-8555 福井市つくも２丁目１１－２１ TEL 0776-36-1791 FAX 0776-35-8925
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近畿農政局 東近江地域センター 消費者の部屋

東近江地域センターは、滋賀県の南東部、東近江市八日市緑町(官庁街)にあります。最寄り

駅は、近江鉄道「八日市駅」で徒歩 18 分です。管轄は５市６町です。

【消費者の部屋コーナー】

消費者コーナーは当庁舎１階にあります。

食料自給率アップをめざし「 FOOD ACTOIN

NIPPON」・食事バランス等各種パンフレットの常

置、パネル展示・カロリーを示した食品サンプルの

展示をし、ご来庁の皆様へ情報提供を行っています。

【移動消費者の部屋】

食事バランスガイドなどの指針を活用して、「ごは

んを中心とした日本型食生活の普及・推進を通じた

食育」の普及啓発のため、庁舎を飛び出し、市・町

の消費生活展や食育フェアなどのイベント会場で、「移

動消費者の部屋」を開設し幅広い年代の消費者の皆

様に情報発信を行っています。

近畿農政局 東近江地域センター 消費・安全グループ

〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町11-24 TEL 0748-23-3874 FAX 0748-23-3844

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；坂本、石井、新宅、渡辺、池畑

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。


