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消費者の部屋展示室☆ 特別展示のご紹介
～農林水産省の取組みをご紹介します～

● ５月第３週以降の特別展示（予定）

５月第３週以降は次のテーマで特別展示を行います。ご来場をお待ちしています！

５月10日～14日 しっとり もちもち 米粉をおいしく食べよう

５月17日～21日 クジラについて考える～クジラの利用と捕鯨問題～

● ３月第４週の特別展示

日 付 ： テ ー マ 入場者数

３月23日～３月26日 174人安心して食生活を送るために

～皆で参加して意見を交換するリスクコミュニケーション～

３月第４週の特別展示の様子です。 ～皆で参加して意見を安心して食生活を送るために

交換するリスクコミュニケーション～の展示を行いました。

◆ テーマ「安心して食生活を送るために

」◆◆◆◆◆◆～皆で参加して意見を交換するリスクコミュニケーション～

農林水産省、食品安全委員会など関係府省では、国民の皆様に安心して食生活を送っ

ていただくため、正確でわかりやすい情報提供や意見交換を行っています。国が取り組

む食品の安全に関するリスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションや関係府省

の役割、また、農林水産省が実施する具体的な取組について、パネル展示などで紹介し

ました。

↑リスクコミュニケーションに関する展示 ↑食の安全に関する取り組みの展示
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☆ ３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～

３月の相談件数は、７６２件（前月７３８件）でした。このうち、問合せは

６６６件、要望・意見は５９件、その他は３７件となりました。

〔品目別相談件数〕

－主に青果物及びその加工品、特定の商品をあげないものが増加、農政、穀類及びその

加工品に関する相談が減少－

（件）

表１ 品目別相談件数

図１ 品目別相談比率

このうち、上位３項目について内容別に見ると、農政では「 、青果物及制度・基準」

びその加工品では「 、特定の商品をあげないものでは「 」に分類される安全･衛生 表示」

相談が多くありました。

図２ 上位３項目（品目別）の内容別相談件数

2月 3月 差

農政 183 123 -60 

青果物及びその加工品 61 90 29

特定の商品をあげないもの 48 83 35

穀類及びその加工品 143 78 -65 

畜産物及びその加工品 41 53 12

水産物及びその加工品 38 49 11

農薬・肥飼料等・医薬品 32 38 6

豆類、いも類及びその加工品 18 25 7

飲料 6 18 12

その他 168 205 37

合計 738 762 24
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〔内容別相談件数〕

－主に表示、商品知識に関する相談が増加、資料請求、生産・流通・消費に関する相談

が減少－

（ ）件

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率

穀類及びその加工品 水産物及びその加このうち、上位３項目をみると、表示では「 「」、

、制度・基準では「 、安全・衛生では「 」に関する相談工品 農政 青果物及びその加工品」 」

が多くなっています。

図４ 上位３項目（内容別）の品目別相談件数

2月 3月 差

表      示 148 173 25

制度・基準 121 132 11

安全・衛生 104 114 10

資料請求・照会 106 80 -26

商品知識 39 68 29

品質・規格 30 37 7

生産・流通・消費 53 26 -27

そ  の  他 137 132 -5

合      計 738 762 24
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〔相談者別件数〕

－主に一般消費者・消費者団体からの相談が増加－

（件）

表３ 相談者別相談件数

図５ 相談者別比率

このうち、上位３項目をみると、一般消費者・消費者団体では「 、企業関安全・衛生」

係者及びその団体では「 、農林水産業及びその団体では「 」に分類され制度・基準 表示」

る相談が多くなっています。

図６ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数

2月 3月 差

一般消費者・消費者団体 321 391 70

企業関係者及びその団体 104 100 -4

農林水産業及びその団体 69 86 17

消費生活センター等 73 57 -16

公務員 44 29 -15

教員・学校関係者 22 14 -8

マスコミ関係者 12 10 -2

不明・その他 93 75 -18

合計 738 762 24
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◆ 主な相談

＊ グレープフルーツの輸入量を教えてください。

＊ しょうがの国内収穫量、輸入量を教えてください。

＊ みかん生産量の多い県を教えてください。

＊ お米の平均収穫量を教えてください。

◆ 主な要望・意見

＊ 近年、生活環境の悪化が懸念されており、特に大気汚染などは深刻になっている。

農地や水田、森林などは大気汚染を解消するための能力を有しており、環境を保持し

ていくためにも重要である。農林水産省は水田などが減少しないような政策をとって

ほしい。

＊ 野菜を生産しているが、生産資材の価格が高くなっているにもかかわらず、野菜の

値段は安く抑えられているため本当に経営が厳しい。このため、廃業者が後を絶たず

。 。耕作放棄地も増えてきている 若い人が就農しても経営が続かずやめていってしまう

品質のよい野菜が高く売られているなどと報道されているのは、大手の法人が独自の

ルートで販売するもので、我々一般の農業者にはそのようなことはできない。米につ

いて戸別所得補償制度が始まるようであるが、野菜についても同様な制度を設けて、

野菜生産者が持続的に経営できるようにして欲しい。

〔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。

３月の子ども相談件数は、前月より２８件減少し、７件となりました。

◆ 主な子ども相談

＊ 日本の魚の漁獲量の資料をください。

＊ 日本の果物の生産量の資料をください。

＊ お米を輸入していますが、今後のお米の自給率について教えてください。
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☆ 農林水産省への訪問対応

～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～

【 学 習 風 景 】

～ 農林水産省の仕事について学びました ～

■平成２２年３月の訪問 訪問者数

３８名福井県小浜市立第二中学校２年生

合 計 １件 ３８名

こんな質問が出ました！

♪ 農林水産省はどのような仕事をしているのですか。

♪ 農林水産省はどのような組織となっているのですか。

♪ 日本の食料自給率が低下したのは、どのような理由からですか。
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☆地方の『消費者の部屋』だより☆

関東農政局 静岡農政事務所「消費者の部屋」

静岡農政事務所は、ＪＲ静岡駅から北東へ徒歩

約２５分、静岡市の中心部にある駿府公園（徳川

家康でおなじみの駿府城跡）の東側に位置します。

「消費者の部屋（消費者コーナー 」は、庁舎）

１階玄関ロビーにあります。ここでは、食事バラ

ンスガイドをはじめとする各種パネル展示や、実

物大の俵、棚田を表現したジオラマなどの展示を

行っています。

消費者の部屋（消費者コーナー）

「移動消費者の部屋」では、県内各地域で開

かれる消費生活展などのイベントに参加し、パ

ネル展示や、パソコンを使った食事バランスガ

イドを利用した食事チェック、大豆ひろいゲー

ムなどを実施しています。

昨年６月の食育月間には静岡銀行の協力によ

り静岡市と沼津市の２カ所で１ヶ月間、屋外デ

ィスプレイで食事バランスガイドの映像を放映

しました。

「移動消費者の部屋」での大豆ひろいゲーム

また、３年前から庁舎玄関脇に小さな田んぼ

を作り、お米の作付けをしています。昨年は、

うるち米「あさひの夢」の作付けに加えて「赤

米 「緑米 「黒米」といった古代米の栽培にも」 」

チャレンジしました。

田んぼで作業をしていると、近所の人たちに

よく声をかけられます。昨年の夏も夕方になる

と近所の子ども達が、虫や放流したメダカとり

に熱中する姿がよく見られました。中には作業

「はさかけ」された稲を手伝ってくれる子ども達もいて、地域とのつ

ながりを感じた１コマでした。

関東農政局 静岡農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒420-0865 静岡市 葵区東草深町７－１８ 電話 054-246-6959 FAX 054-246-5001
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中国四国農政局 山口農政事務所

山口農政事務所は、山口県のほぼ中央に位置する県庁所在地の山口市にあり

ます 「西の京・山口」とも呼ばれ、戦国大名大内氏全盛期の大内文化を伝え。

る寺院「瑠璃光寺」や明治維新のころの歴史・文化遺産が今も多く残り、観光

地としての魅力に溢れています。

「消費者の部屋」
○事務所玄関に入るとまず正面に目にとまる

のが常設展示。消費者の部屋への入り口でも

あるここには、輸入がストップした場合を想

定したフードモデルや食事バランスガイド、

米粉の消費拡大などに関してひと目で分かる

展示をしています。

足を止めて展示に見入る来庁者には職員が

声をかけ、いろいろな話題が広がっています。

○消費者の部屋には、消費者相談に訪れる方

を始め、食育に携わる食生活改善推進員さん

、や学校の先生方がしばしば相談等で訪問され

情報交換の場ともなっています。

右の写真は、山口県立大学栄養学科の先生

です 「若者向けの食事バランスガイドに関す。

る良いパンフレットはないかしら」と気軽に

訪問され、大学内での「お弁当の日」の取組

など、興味深い情報を提供してくださいました。

「移動消費者の部屋」
○移動消費者の部屋や移動インフォメーショ

ンにも積極的に取り組んでいます。

大型商業施設や大学の食堂、小学校のラン

チルーム、県内各地のイベント会場などで積

極的に開設して 「食の安全に関する情報発、

信 「食事バランスガイドの普及・啓発」等」、

を行いました。

移動消費者の部屋を訪れた方から、後日出張講座の依頼をいただくなどの波

及効果も生まれています。

中国四国農政局 山口農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒753-0042 山口市惣大夫町３－８ 電話 083-922-5203 FAX 083-932-7581
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☆ 相談事例（３月分）

。Ｑ １ 「安納いも」とはどのようなものですか、教えてください

Ａ： 安納いも」は太平洋戦争後、戦地から兵隊さんが持ち帰った苗を鹿児島県種子島「

の安納地区で栽培されたのが始まりと言われています。

昭和６３年に種子島の西之表市（にしのおもてし）で収集された在来種の中から、

県の農業試験場で形状・外観等が優れた個体が選抜され、平成１０年に「安納紅（あ

んのうべに 」と「安納こがね」の２品種が登録されました。）

肉質はともに黄色ですが、皮色が「安納紅」は褐紅色 「安納こがね」は淡黄褐色、

をしており、焼きいもや蒸しいもにすると”しっとり”とした粘質の肉質となり、甘

みを強く感じられ、青果・加工用として利用されています。

（担当：生産局 生産流通振興課）

Ｑ ２ 日本の食料自給率は、かつて約70％もあったものが現在は、約40％に低下した

と聞きました。日本の食料自給率が低下した理由を教えてください。

Ａ：現在の日本の食料自給率は、カロリーベースで４１％です。

食料自給率は昭和４０年度の７３％から大きく低下しており、その主な要因は、

① 国内で自給可能な米の消費量が減少し、他方、エサ等原料の多くを輸入に依存

している畜産物や油脂類の消費が増加するなど、食生活が大きく変化したこと、

② 食の外部化が進展する中で、国内生産が消費者ニーズなどに十分に対応できて

いないこと

等にあると考えています。

（担当：大臣官房 食料安全保障課 食料自給率向上対策室）

Ｑ ３ 食料自給率が低いと、どのような問題があるのでしょうか。

Ａ：世界人口の増加、中国やインド等での所得水準の上昇、バイオ燃料の拡大等により

農産物の需要が増大する一方、地球温暖化等により水資源が不足したり、砂漠化が進

行したりするなど農産物の供給面でマイナス要因が生じています。このため、今後と

も、世界の穀物等の需給はひっ迫した状況が続き、食料価格は高い水準で、かつ、上

昇傾向で推移するとも予測されています。

このような情勢の中、食料の安定供給を将来にわたって確保していくためには、国

内の農業生産の増大を図り、食料自給率を向上させることが重要と考えています。

（担当：大臣官房 食料安全保障課 食料自給率向上対策室）
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Ｑ ４ 農林水産省は食料自給率を向上させるため、どのようなことを行っているので

しょうか。

Ａ：農林水産省では、食料自給率を向上させるため、

① 生産面においては、戸別所得補償制度の導入や、農業・農村の６次産業化等を通

じて、水田をはじめとした生産資源を最大限活用し、小麦、米粉用米、飼料用米、

大豆等の作付を拡大するとともに、

② 消費面においては、商品開発や食品産業事業者とのマッチング、農業・農村の６

次産業化による消費者の多様な需要への対応、企業団体を含めた国民が一体となっ

て国産農産物の消費拡大を推進する国民運動「フード・アクション・ニッポン」を

実施する

などの取組を行っています。

（担当：大臣官房 食料安全保障課 食料自給率向上対策室）

Ｑ ５ イカの一生について教えてください （子供相談）。

Ａ：イカの寿命は約１年で、スルメイカを例にとると、秋から冬にかけて親イカが、日

本の南西海域で卵を産みます。卵は南からの暖かい海流（黒潮、対馬暖流）に漂いな

がら、７～１０日でふ化し、赤ちゃんイカが生まれます。赤ちゃんイカはプランクト

ンを食べて成長し、ヒレなどがしっかりしてくると泳いで小魚などを取るようになり

ます。夏になると、日本海側では北海道の稚内付近まで海流に乗ってきます。十分成

長した親イカは産卵をするために、今までとは逆に南に移動をはじめます。エサを取

、 。りながら生まれた海域に戻り そこで交尾・産卵し次の世代を残して死んでゆきます

同じイカでもコウイカは、２～４月に比較的大きな湾の浅い所に集まって産卵しま

す。卵は海底の海藻などに産み付けられ、約１ヶ月でふ化します。生まれた赤ちゃん

イカはプランクトンなどをエサに成長しながら、だんだん沖に出て行きます。成長し

た親イカは、冬に沖から湾の浅い所に移動して産卵し、死んでゆきます。

（担当： 独）水産総合研究センター広報室）（



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 消費者の部屋のトップページ から、さまざまな情報http://www.maff.go.jp/j/heya/

がご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。

◇消費者相談

過去の主な相談事例を掲載しています。

◇特別展示の様子

特別展示の様子の詳細について、パネルの内容や展示物の写真など、展示の一部を詳

しく掲載し、東京霞が関まで足を運べなかった方々にも展示情報をお届けします。

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

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２２年４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；船田、古本、渡辺

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

FAX ０３－５５１２－７６５１

ここをクリック
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