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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、農林水産本省の北別館1階にあり、特別展

示には、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

12月３日～12月７日 国有林野で遊び、学ぼう！ 700人

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！ 911人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

１月21日～１月25日 使っていますか Goho-wood

１月28日～２月１日 太陽と大地の恵み 砂糖 ～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

◆ テーマ「国有林野で遊び、学ぼう！」 ◆

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、国有林野を利用した

様々な取組の紹介をしました。また、全国各地にあるレクリエーションの森、国有林野の

スキー場について紹介しました。

国有林内のスキー場の紹介 国民参加の森林づくりは全国で取組まれています。

全国各地の森林環境教育の取組を紹介 小枝で作られた木工製品
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◆ テーマ「大麦パワーで、もっとおいしく、もっと健康に！」 ◆

大麦に関する種類・用途などの基礎知識や最新の品種、健康機能性を活かした取組の事

例などについてパネル・パンフレットで紹介しました。また、全国の大麦製品の展示や試

食、さらに北別館の食堂とコラボで新品種を使った大麦御飯の特別メニューが登場し大好

評でした。

大麦の健康機能性を生かした商品の展示 大麦の健康機能性を紹介するパネル展示

大麦の品種の基礎知識の展示 大麦を利用した各種製品の展示

☆ 学校関係の訪問状況

「消費者の部屋」では、小・中・高校生などに対して、農林水産行政などをわかりや

すく説明しています。１２月の来訪者は以下のとおりです。

■ 平成２４年１２月の訪問 来訪者数

広島県福山市立福山中学校３年生 ５名

合 計 １件 ５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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☆ 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、２８６件（前月３９６件）でした。このうち、問合せは

２３４件、要望・意見は４３件、その他は９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

件数（前月件数）

穀類及びその加 49 （67）

工品

青果物及びその 41 （50）

加工品

農政 36 （49）

水産物及びその 25 （26）

加工品

農林水産業 22 （25）

畜産物及びその 16 （16）

加工品

特定の商品をあ 13 （33）

げないもの

豆類、いも類及 9 （8）

びその加工品

上記以外の食品 30 （35）

その他 45 （87）

合計 286（396）
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【速報】

件数 今年 昨年

穀類及び

その加工品 17%

青果物及び

その加工品 14%

農政 13%

水産物及び

その加工品 9%

農林水産業 8%

畜産物及び

その加工品 6%

特定の商品を

あげないもの 5%

豆類、いも類及び

その加工品 3%

上記以外の

食品 11%

その他 16%
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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

件数（前月件数）

安全・衛生 60 （75）

表 示 37 （51）

資料請求・照会 37 （50）

制度・基準 20 （19）

品質・規格 19 （26）

商品知識 19 （20）

生産・流通・消費 17 （35）

販売・サービス 6 （10）

輸出入・貿易 4 （13）

そ の 他 67 （97）

合 計 286 （396）

〔相談者別件数〕

表３ 相談者別相談件数 図４ 相談者別相談比率

件数（前月件数）

一般消費者・ 164 （225）

消費者団体

企業関係者 37 （43）

及びその団体

消費生活 21 （33）

センター等

公務員 12 （25）

農林水産業 11 （21）

及びその団体

マスコミ関係者 5 （6）

子ども 3 （7）

不明・その他 33 （36）

合計 286（396）

◆ 主な要望・意見

＊ 農業の生産性向上のため、若い農業の担い手が農地を取得しやすくなるよう

にしてほしい。

＊ 米の美味しさは品種でどう違うのか教えてほしい。

安全・衛生
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表 示 13%

資料請求・照

会 13%

制度・基準 7%
品質・規格 7%

商品知識 7%

生産・流通・

消費 6%

販売・

サービス 2%

輸出入・

貿易 1%
そ の 他 23%

一般消費者・消費

者団体 57%

企業関係者及び

その団体 13%
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等 7%

公務員 4%
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12%
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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。

１２月の子ども相談件数は、前月より４件減少し、３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

＊ 日本の木材はなぜ高いのですか。

＊ 農家や漁師さんの高齢化が問題となっていますが、国はどのような対策を

とっているのですか。

☆ 相談事例（１２月分）

Ｑ１ 外国でモチモチした食感のトウモロコシを食べましたが、これは日本で生産されているト

ウモロコシと違うのですか。

Ａ：質問のトウモロコシは、以前、日本でも生産されていた「糯種（もちしゅ）」（ワキシーコー

ン）と考えられます。トウモロコシの種類には、①馬歯種（デントコーン、飼料用）、②硬粒種

（フリントコーン、食用・飼料用・工業用など汎用種）、③甘味種（スイートコーン、生食用・

缶詰用）、④爆裂種（ポップコーン、菓子用）、⑤糯種（ワキシーコーン、モチや工業原料用）

があります。現在、日本では甘くてシャキシャキした食感の甘味種（スイートコーン）が全盛

ですが、以前は日本でも糯種がよく食べられていたようです。今でも糯種の種子は、「もちトウ

モロコシ」などの名前で国内の種子会社などから販売されているようです。

（参考資料：「作物栽培の基礎」農文協）
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Ｑ２ 国内の洋ランの生産地はどこですか。

Ａ：平成２３年産花き生産出荷統計によると、洋ラン類の出荷量は切り花類と鉢もの類があ

ります。切り花類の出荷量は全国で２,０００万本あり、主な生産地は、福岡県（３３３万

本）、徳島県（３２１万本）沖縄県（１９６万本）となっています。鉢もの類の出荷量は全

国で１,７２０万鉢あり、主な生産地は、愛知県（３９１万鉢）、福岡県（１８０万鉢）、熊

本県（１７５万鉢）となっています。

（参考資料：「平成２３年産花き生産出荷統計」農林水産省）

Ｑ３ 国産のアナゴはどこの県の漁獲が多いのですか。

Ａ：平成２３年漁業・養殖業生産統計によると、アナゴ類は全国で４,３７４トンの漁獲量があ

り、主な漁獲地は、長崎県（７３４トン）、島根県（７０４トン）、愛知県（４６８トン）と

なっています。

（参考資料：「平成２３年漁業・養殖業生産統計」農林水産省）

☆地方の「消費者の部屋」だより

東北農政局 盛岡地域センター 消費者の部屋

盛岡地域センターは、ＪＲ盛岡駅から東へバスで１５分程、盛岡中央公民館の隣に位置し、１階

玄関右に「消費者の部屋」を設置しています。

【消費者の部屋】

消費者の部屋では、食事バランスガイド、食品表

示、日本食文化などのパネルを展示するとともに、

関連するパンフレットを配置し、来庁者にお持ち帰

りいただけるようにしています。

また、管内の米粉加工品や、洋野町（ひ

ろのちょう）大野地区の地元木材で作ら

れた学校給食用の木工食器なども展示し

ています。

【移動消費者の部屋】

盛岡地域センター管内各地のイベントなどにおいては、

「食」に関心を持っていただくため、パネル展示・パンフ

レット配布を行うほか、塗りばしで大豆や小豆をどれだけ

つまめるかを競う「はしの達人」ゲームを行い、正しい箸

の持ち方なども楽しみながら学んでいただいています。

今後とも多くの方に食育や食料自給率の向上などについ

て理解を深めていただくため、活動内容の充実に努めて参

ります。

東北農政局 盛岡地域センター 消費・安全グループ

〒020-0013 岩手県盛岡市愛宕町13-33 TEL:019-624-1125 FAX：019-624-9170

消費者の部屋

外国の方も「はしの達人」に！

木工食器



☆地方の「消費者の部屋」だより

東海農政局 豊橋地域センター 消費者の部屋

豊橋地域センターは、豊橋駅（ＪＲ・名鉄）から豊橋鉄道渥美線に乗り、愛知大学前駅で降り

て徒歩５分の２階建ての庁舎です。玄関を入って左手に消費者コーナーを設けています。

【消費者コーナー】

消費者コーナーには食や食生活に関するパンフレットを常

設するほか、米麦の加工食品・備蓄用食品の展示、食事バラ

ンスガイドに基づく食事例の提示などを行っています。

【移動消費者の部屋】

毎年、豊橋市や蒲郡市が開催する消費者展において、移

動消費者の部屋を開設し、「今一度 食生活を考えよう」

のテーマでパネルの展示とパンフレットの配布を行ってい

ます。

また、６月の食育月間と毎月１９日の食育の日を中心に、豊橋地域センター管内の１３か所（道

の駅、図書館、市役所など）で食事バランスや食に関するパネル・ポスターの展示とパンフレット

の設置を行っています。

さらに、昨年１１月から

は、子供向けの食育ポス

ターを作成し、小学校や

児童館など４か所に掲示

しています。

今後も幅広い年齢層に対

して、農林水産省行政に

関する情報発信や、食育

の推進に努めていきます。

東海農政局 豊橋地域センター 消費・安全グループ

〒441-8064 愛知県豊橋市富本町字国隠20-6 Tel:0532-45-8195 Fax:0532-45-8196

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2５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」
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相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５

インターネット相談窓口

東京メトロ「霞ヶ関」駅 ：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/1c41.html

下車。A5、B3a出口すぐ。


