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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

９月３日～９月７日 緑の募金 576人

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～ 1,087人

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～ 771人

10月１日～10月５日 意外とスゴイ、冷凍食品 1,328人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

10月９日～10月12日 ～森からの恵み～きのこや特用林産物

10月15日～10月19日 間伐・間伐材利用促進の週

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！ ～みやぎの農業・農村復旧・復興パネル展～

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

～環境にやさしい農業を目指して～

◆ テーマ「緑の募金」 ◆

「緑の募金」は１人ひとりの力を大切にして、緑豊かな未来へつなぐ森林づくりを支え

ています。被災地のスギ間伐材で作ったチャリティグッズによる東日本復興支援募金、被

災地域で必要な緑化用苗木を子どもたちが育てるどんぐりプロジェクト、幼稚園・保育園

を巡回する「森の教室」など緑の募金に関する様々な情報を紹介しました。

↑たくさんの方々に来訪いただきました ↑東日本大震災復興事業の展示
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◆ テーマ「魚の国のしあわせ「Fast Fish」」～手軽で楽しい魚の食べ方提案～ ◆

周辺を海に囲まれ、多様な水産物に恵まれた日本に生活する幸せを消費者に知ってもら

うため、旬の魚を美味しくする方法や電子レンジなどを活用したお手軽料理レシピをパネ

ル展示、パンフレットなどで紹介をしました。また、気軽に魚が食べられる「Fast Fish」
の商品展示やオリジナルレシピ集作り体験、手軽に電子レンジで作れる煮魚の試食会を行

いました。

↑お魚の料理法やレシピカードなどの紹介 ↑お気に入りレシピ集作り体験の様子

◆ テーマ「木づかい推進月間」～身近な国産材製品と木育のご紹介～ ◆

１０月は「木づかい推進月間」です。「木づかい」とは、暮らしに国産材の製品を取り

入れて、日本の森林を育てるエコ活動です。家庭やオフィスで使える魅力的な国産材製品

と木育を紹介しました。また、今回、被災地の木材を利用した「東日本大震災復興支援の

木づかい製品コーナー」を設置・紹介しました。

↑震災復興支援コーナーの展示 ↑「木育」の一環、ヒノキ木玉プール



☆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

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。さらに、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。

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。

（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。

-3-
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☆ ９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～

９月の相談件数は、３８６件（前月４９８件）でした。このうち、問合せは

３２０件、要望・意見は４０件、その他は２６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）

８月 ９月 差

青果物及びそ 58 56 -2

の加工品

穀類及びその 78 86 8

加工品

特定の商品を 40 33 -7

あげないもの

農政 54 47 -7

水産物及びそ 33 26 -7

の加工品

飲料 9 7 -2

農業 16 9 -7

畜産物及びそ 9 14 5

の加工品

豆類、いも類及 13 5 -8

びその加工品

その他 188 103 -85

合計 498 386 -112
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【速報】

件数

青果物及びその加

工品 15%

穀類及びその加工

品 22%

特定の商品をあげ

ないもの 9%

農政 12%

水産物及び

その加工品 7%

飲料 2%

農業 2%

畜産物及び

その加工品 2%

豆類、いも類及び

その加工品 1%

その他 27%
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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）

８月 ９月 差

安全・衛生 92 91 -1

表 示 40 55 15

制度・基準 15 30 15

資料請求・照会 57 46 -11

商品知識 40 22 -18

品質・規格 24 26 2

生産・流通・消費 22 22 0

そ の 他 208 94 -114

合 計 498 386 -112

〔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）

８月 ９月 差

一般消費者・消 238 241 3

費者団体

企業関係者及び 50 55 5

その団体

消費生活センタ 29 21 -8

ー等

農林水産業及び 18 21 3

その団体

マスコミ関係者 8 5 -3

子ども 93 2 -91

公務員 23 17 -6

不明・その他 39 24 -15

合計 498 386 -112

◆ 主な要望・意見

＊ 若い人が働けるように、地方に住居とともに農業をできる場所を整備すべき。

＊ 食育について、子を持つ親に積極的に広めるべき。

安全・衛生
24%

表 示 14%

制度・

基準 5%

資料請求・

照会 12%
商品知識 6%

品質・規格 7%

生産・流通・

消費 4%

そ の 他 24%

一般消費者・消費

者団体 63%

企業関係者及び

その団体 14%

消費生活センター

等 5%

農林水産業及び

その団体 5%

マスコミ関係者
1%

子ども 1%

公務員 4%
不明・その他 6%
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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。

９月の子ども相談件数は、前月より９１件減少し、２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

＊ 食料を輸入しつつ、食料自給率をあげることはできますか。

＊ 消費者の魚ばなれについて話してくれる窓口を教えてほしい。

☆ 相談事例（９月分）

Ｑ１ 防災用にアルファ米というものがあると聞きました。これはどのようなものですか。

また、アルファとはどういう意味ですか。

Ａ：アルファ米は、炊飯後に乾燥させて作った加工米のことで、炊かなくてもお湯や水を

注ぐだけでご飯になりますので非常用に利用されています。

アルファ米のアルファというのは、米のデンプンの状態のことで、炊飯して柔らかく

なった（糊化）状態をアルファ化状態といい、炊く前の米や冷やご飯の状態になること

をベータ化状態といいます。

（参考資料：「「食材図典Ⅱ」小学館）
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Ｑ２ 「宿儺（すくな）かぼちゃ」とはどのようなカボチャですか。

Ａ：「宿儺（すくな）かぼちゃ」とは、岐阜県飛騨高山地方で生産される特産品で、

白皮栗カボチャの一種です。ヘチマのような独特の形状と灰緑色の縦縞のある表皮

が特徴です。見た目のイメージと異なりホクホクとした食感と上品な甘みが特徴で

す。

（参考資料：「食材図典Ⅲ、地域食材篇」小学館、「宿儺かぼちゃ～飛騨高山、乗鞍山

麓からのおくりもの～」食と農林水産業の地域ブランド協議会ＨＰ）

Ｑ３ 紙製の牛乳パックの上にある切り欠けは、何のためのものですか。

Ａ：視覚障がい者の方が、牛乳であることを容易に識別するためのものです。

牛乳以外の加工食品では、屋根型紙パック容器の上端の切欠きは、禁止されてい

ます。

（参考資料：「加工食品品質表示基準」消費者庁）

Ｑ４ ヨコワとは、どのような魚ですか。

Ａ：ヨコワとはクロマグロの若い魚のことで、高知県や中国地方での呼称です。クロ

マグロも出世魚で、関東地方では若いマグロをメジと呼びます。

（関東地方）：コメジ→メジ→マグロ→オオマグロ

（関西地方）：シンマエ→ヨコワ→コビン→マグロ

（参考：（財）水産物市場改善協会ホームページ公表資料「おさかな普及センター資

料館Ｑ＆Ａシート」http://www.osakana-center.com/q&a/042/shusseuo.htm）

☆地方の「消費者の部屋」だより

関東農政局 千葉地域センター 消費者の部屋

千葉地域センターの『消費者の部屋』は、ＪＲ本千葉駅から北へ徒歩５分程の場所にあり、本千

葉庁舎１階正面玄関脇に設置しています。

【消費者の部屋】

消費者の部屋では、「食事バランスガイド」フードモデルセット

や食育のパネルをはじめ、お米加工品、その他食品サンプルの展示、

各種パンフレット等の常設展示を行っています。また、消費者相談

コーナーを設け、消費者等からの問い合わせや相談等の対応を行っ

ています。

庁舎横の別館には歩道に面したショーウィンドウに「消費者コー

ナー」を設置して、通勤・通学の方に対しても農林水産行政に関す

る内容をパネル展示等により情報提供を行っています。
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【移動消費者の部屋】

毎年、千葉県内の各市町村で行われる消費生活展や各種団体のイベント

等で「移動消費者の部屋」を開設して、「食料自給率」をはじめ「食事バ

ランスガイド」、「めざましごはんキャンペーン」などのパネル展示や各

種パンフレットの配布を行っています。

また、日本型食生活などを見直すきっかけ

作りとして「めざせ！お箸の達人」と題し、

１分間に何粒の大豆をお箸で運べるかの体験

型イベントを開催して、老若男女問わず多く

の方に楽しんでもらっています。

本年度は、６月の食育月間に千葉市生涯学習センターアトリウムガー

デンにおいて、移動消費者の部屋を開設しました。今回は、千葉県にも

ご協力をいただき、「ちばのたべものなるほどクイズ（千葉県作成）」か

ら出題して、子どもから大人まで多くの方に楽しんでもらいました。

今後も移動消費者の部屋は、消費者相談窓口を同時開設し、来場する多くの皆さま方から意見を

いただくとともに食育の推進、食料自給率の向上などについて楽しみながら理解を深めていただく

ため、情報の受発信と内容の充実に努めていきます。

関東農政局 千葉地域センター 消費・安全グループ

〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉10-18 ℡：043-224-5613 Fax:043-227-7135

九州農政局 佐賀地域センター 消費者の部屋

佐賀地域センターは、ＪＲ佐賀駅南口から東へ徒歩５分のところにあり、県木であるクスや桜の

木々に囲まれた緑豊かな環境にあります。

当センターでは、消費者の部屋を庁舎２階に開設し、日本型食

生活の推進や食料自給率向上をアピールするため各種パネル、食

事バランスガイド、フードサンプルを展示しています。また、1 階

玄関ロビーには、消費者コーナーを設け、フード・アクション・

ニッポン、食事バランスガイドのパネル展示や食料自給率向上、

農業者戸別所得補償制度に関するパンフレット等を揃え来所され

る消費者や農業者等に情報提供を行っています。

消費者の部屋

食育月間の取組として、６月２０日～２２日まで、佐賀大学学生会館

食堂に移動消費者の部屋を設置し、食育をテーマに佐賀市の管理栄養

士と連携し、食生活が不規則になりがちな大学生を対象とした食事バ

ランスチェックを実施しました。また、その結果を基に管理栄養士が

食生活改善のアドバイスを行ったところ、学生からは「今後の参考に

したい。」と好評でした。

佐賀大学学生会館内食堂

これからも関係機関や団体と連携し、「移動消費者の部屋」を活用しつつ、日本型食生活の推進、

食料自給率向上に向けた情報発信を行ってまいります。

九州農政局 佐賀地域センター 消費・安全グループ

〒840-0803 佐賀市栄町３番５１号 ℡：0952-24-3915 Fax:0952-29-5609



☆地方の「消費者の部屋」だより

九州農政局 北九州地域センター 消費者の部屋

北九州センター管内には、100万都市である北九州市をはじめ２８市町村あり、北九州工業地帯

から農村景観百選に選ばれる地域があるなど、地勢的にもバラエティに富んでいます。

当庁舎は、北九州市のシンボル・小倉城の南西500メートルほどの所にあり、別棟の１階に「消

費者の部屋」を設置しています。

「消費者の部屋」では、食育関連や農政に関するパネルやパンフレット、食品サンプルの展示

を行っています。また、パソコンで食事バランスチェックと BMI 測定ができるコーナーを設けて

いるほか、農林水産業や食生活に関する図書の外来者への貸し出しも行っています。

→消費者の部屋

平成 24年 6月 24日（日）、北九州市総合保健福祉センター

で開催された食育フェスタ「私たちの食について考えよう」にお

いて「移動消費者の部屋」を開設しました。消費者相談、食事バ

ランスチェック、パネル展示・パンフレット配布などを行い、多

くの方に立ち寄っていただきました。

今後も地域において農林水産行政に関する情報提供や食育に積

極的に取り組んでまいります。

食育フェスタ

九州農政局北九州地域センター 食育・安全チーム

〒803-0817 北九州市小倉北区田町2-31 ℡:093（571）3623 fax:093（571）3630

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１０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、新宅、渡辺、池畑

相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５

東京メトロ「霞ヶ関」駅 インターネット相談窓口

下車。A5、B3a出口すぐ。 ：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html


