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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～

● ９月以降の特別展示（予定）

９月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おります。

日 程 ： テーマ

９月27日～10月１日 木づかい推進月間

10月４日～10月８日 意外とスゴイ、冷凍食品

10月12日～10月15日 森からの恵み｢きのこや特用林産物｣

● ８月の特別展示の様子

日 程 ： テーマ 入場者数

８月16日～８月20日 チューインガムでリラックス！！ 3,272人

８月30日～９月３日 いつものメニューをちょっとだけ豊かに
～カボスのある食卓～ 974人

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆チューインガムでリラックス！！

パネル、ビデオ等を用いて、ガムの製造工程、ガムの持つ噛む効用をはじめ、口臭予

防、眠気防止などの機能性を紹介し、併せて「ポイ捨て防止」のマナー向上への啓発を

行いました。さらに、子どもたちを対象に「手作りチューインガム教室」を開催しまし

た。

↑チューインガム教室の様子

◆ テーマ「 」◆◆◆◆いつものメニューをちょっとだけ豊かに～カボスのある食卓～

大分県特産のカボスの産地紹介や加工品を展示し、柔らかな酸味とさわやかな香りを

楽しむ様々な使い方を紹介しました。さらに、カボスジュースの試飲や消費者の部屋前

の食堂でカボスが付いたメニューを提供しました。

↑カボスが付いたメニュー
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【 子 ど も 霞 が 関 見 学 デ ー の 様 子 】

農林水産省は平成２２年８月１８日、１９日に子ども霞が関見学デーを開催（参加者数

3,025人）し、消費者の部屋では、田んぼのエビの観察コーナーや子ども相談コーナーを

設けました。また、チューインガムの特別展示を同時開催し、たくさんの親子連れで賑わ

いました。

↑バケツ稲と田んぼのエビの観察を行いました。 ↑子どもたちの質問に答えました。

↑ チューインガムの展示はたくさんの親子連れで賑わいました。

☆ 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～

～ 農林水産業について学びました ～

■平成２２年８月の訪問校 訪問者数

神奈川県川崎市立西高津中学校３年 ３３名

合 計 ８件 ３３名

こんな質問を受けました！

♪ 日本の食料自給率を上げる方法は、どの

ようなものがありますか。

♪ 口蹄疫に感染した牛を安く売ることはで

きないのですか。

♪ 農水省はどのような仕事をしているので

すか。
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☆ ８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～

８月の相談件数は、７４２件（前月７８１件）でした。このうち、問合せは

６７３件、要望・意見は３３件、その他は３６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〕

－主に農政が減少、穀類及びその加工品が増加－

（件）

表１ 品目別相談件数

図２ 品目別相談比率
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制度・基このうち、上位３項目について内容別に見ると、穀類及びその加工品では「

準 資料請求・照会 商」 ） 」 ）（４０％ 、農政では「 （５８％ 、青果物及びその加工品では「

（２０％）に分類される相談が多くありました。品知識」

図３ 上位３項目（品目別）の内容別相談件数

〔内容別相談件数〕

－主に安全・衛生、表示が減少、制度基準が増加－

（ ）件
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図４ 内容別相談比率

3

14

17

23
60件
40％

5

26件
24％

7

16件
11％

9

13件
15％

15件
18％

22件
15％

17件
20％

13

13件
15％

4

64件
58％

3

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

青果物及びその加工品

農政

穀類及びその加工品

数字は件数

制度・基準

品質・規格

表示

安全・衛生

商品知識

生産・流通・消費

資料請求・照会

その他

7月 8月 差

制度・基準 108 138 30

資料請求・照会 99 113 14

表      示 127 104 -23

安全・衛生 150 91 -59

商品知識 78 69 -9

品質・規格 34 41 7

生産・流通・消費 31 32 1

そ  の  他 154 154 0

合      計 781 742 -39

制度・基準

19%

資料請求・照会

15%

表      示

14%

安全・衛生

12%

商品知識

9%

品質・規格

6%

生産・流通・消

費

4%

そ  の  他

21%



- 5 -

このうち、上位３項目をみると、制度・基準では「 （４３％ 、資穀類及びその加工品」 ）

料請求・照会では「 （５７％ 、表示では「 （２１％）に分農政 水産物及びその加工品」 ） 」

類される相談が多くなっています。

図５ 上位３項目（内容別）の品目別相談件数

〔相談者別件数〕

－主に一般消費者・消費者団体が減少、子どもが増加－

（件）
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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「 （１８％ 、企業表示」 ）

関係者及びその団体では「 （５０％ 、子どもでは「 （５９制度・基準 資料請求・照会」 ） 」

％）に分類される相談が多くなっています。

図７ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数

◆ 主な要望・意見

＊ 大臣が先日、国会答弁で口蹄疫の基金の創設を約束したことを歓迎する。農水省

は赤潮対策、事故米、食の安全や外交や国益の問題など、いろいろ課題をかかえて
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図８ 子ども相談件数の推移
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋東北農政局 青森農政事務所

◆ ◆消費者の部屋

東北農政局青森農政事務所は、ＪＲ青森

駅から東へ徒歩 分の青森県立郷土館近く20

に位置します。庁舎 階の玄関の「消費者1

コーナー」では米加工品などの常設展示を

行い、同１階庁舎内に「消費者の部屋」を

設置し、食の安全や食品表示に関する情報

をパネル、パンフレット等で紹介をしてい

ます。

◆ ◆移動消費者の部屋

６月の食育月間の取り組みでは、県内各地で開催される食育イベントの際に、そ

の地域の消費者団体等と連携して「移動消費

者の部屋」を開設し、食事バランスガイドな

どの「食」に関する情報提供を行うことによ

り、地域の食育活動への支援、参画をしてい

ます。また、秋の取り組みとして、自治体主

催の食育県民大会や消費生活展等にもブース

を設営し、来場者に情報提供を行うこととし

ています。

◆ ◆気軽にお立ち寄り下さい

消費者の部屋の運営につきましては、多くの方に

足を運んでいただけるように創意工夫をして進める

とともに、小さいスペースではありますが 「食」に、

関する情報発信に努めています。

青森県には東北を代表する夏祭り「青森ねぶた祭

り 「弘前ねぷたまつり」等々賑やかな祭りがあります。また、 年 月には」 2010 12

東北新幹線新青森駅が開業いたします。青森においでの際には、ぜひお気軽に青森

農政事務所「消費者の部屋」に来てけろ～｡（お立ち寄り下さい)

東北農政局 青森農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒030-0802青森県青森市本町2-10-4 TEL:017-775-2154 FAX:017-777-3213

▲食育イベントでの移動消費者の部屋

▲１階消費者の部屋
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消費者の部屋九州農政局 佐賀農政事務所
［ ］消費者コーナーについて

佐賀農政事務所では、食生活や農林水産

行政について、情報提供するとともに地域

の方々が気軽に質問や相談等ができるよう

庁舎の１階玄関のロビーに消費者コーナー

を設置しています。

このコーナーでは、食の安全に関する政

策をはじめ農林水産行政に関する各種パン

フレット、パネルの掲示、米の消費拡大の

ため米加工食品を展示して来所者への普及

・啓発も行っています。

［ ］移動消費者の部屋について

平成22年6月12日～13日に佐賀市におい

て「第５回食育推進全国大会～佐賀食育フ

ェスタ2010～」が開催され43,000人の来場

がありました。佐賀農政事務所では、農政

局・管内農政事務所とともに会場内の「九

州農政局ブース」の運営にあたりました。

ブースでは、農林漁業体験の取組である

「教育ファーム」の意義、食料自給率など

「食」の現状への理解を深め、地域農産物

を上手に利用した日本型食生活の実践を促

すための「食事バランスガイド」の活用をＰＲしました。

今後とも、小売店舗等での食育キャン

ペーンなど各地で開催されるイベントに

おいて 「移動消費者の部屋」を開設し、、

消費者等からの各種質問・相談等に親切

・丁寧に対応しながら、地域ニーズの把

握に努めます。

併せて、食の安全に関する政策や食育

について地域の方々に広く情報提供して

いきます。

九州農政局 佐賀農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒840-0803 佐賀市栄町3番51号 TEL 0952(23)3132 FAX 0952(23)3168

【食育推進全国大会（農政局ブース 】）

【消費者コーナー】

【 】食育推進全国大会での食生活チェック
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☆ 相談事例（８月分）

Ｑ１ ももについて教えてください。

Ａ：ももは、バラ科サクラ属の落葉性小高木で、中国が原産地とされています。３月下

旬から４月始めにかけてピンク色の花が咲き、果実は６月から９月にかけて熟し、市

場に出回ります。日本の代表的な品種は、熟期の順にちよひめ、日川白鳳、白鳳、あ

、 、 。 、かつき 浅間白桃 川中島白桃などがあります 平成２１年の収穫量は トン150,700

一番多い県は山梨県（ トン 、続いて福島県（ トン 、長野県（ ト50,200 30,100 19,000） ）

ン）です。

（参考資料： 食材図典」小学館、平成 年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び「 21

出荷量（農林水産統計 ））

Ｑ２ 小麦の国別の生産量について教えてください。

Ａ：２００８年のＦＡＯ（国連食糧農業機関）の統計によると、小麦の生産量は世界で

万トンで、中国、インド、アメリカ、ロシア、フランスの５カ国で５０％強を68,341

占めています。これらの国の生産量は次のとおりです。中国： 万トン、インド11,246

： 万トン、アメリカ： 万トン、ロシア： 万トン、フランス： 万7,857 6,802 6,377 3,900

トン。

（ 「 」）参考資料：ＦＡＯ ＦＡＯＳＴＡＴ

Ｑ３ かぼちゃの国内生産量と主な生産地について教えてください。

（ ） 、Ａ：平成２０年産野菜生産出荷統計によると全国の生産量 収穫量 は トンで242,800

、 （ ）、 （ ） （ ）主な生産地は 北海道 トン 鹿児島県 及び茨城県 トン120,000 14,800 10,200

です。

（参考資料：平成２０年産野菜生産出荷統計（農林水産統計 ））

Ｑ４ 米、小麦、いも類、大豆の食料自給率は、最新のデータでどのくらいですか。

Ａ：平成２２年８月１０日に農林水産省が公表した平成２１年度の食料需給表の品目別

自給率によると、米は ％（うち主食用の米は ％ 、小麦は ％、いも類はか95 100 11）

んしょ（サツマイモ）が ％、ばれいしょ（ジャガイモ）が ％、大豆は ％とな94 73 6

っています。

（参考資料：平成２１年度食料需給表）
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Ｑ５ 世界の主な国々における国民一人当たりのトマトの年間消費量を教えて下さい。

Ａ：ＦＡＯ（国連食糧農業機関）の統計によると、２００７年の世界の主な国々におけ

る国民一人当たりのトマトの年間消費量は以下のとおりです(２０１０年６月現在)。

国 名 消費量 国 名 消費量 国 名 消費量

45.0kg 31.7kg 19.2kgアメリカ カナダ メキシコ

17.3kg 53.9kg 46.1kgドイツ イタリア スペイン

23.4kg 27.4kg 21.2kgフランス オーストラリアニュージーランド

16.9kg 5.9kg 25.8kgアルゼンチン フィジー アルジェリア

31.7kg 61.1kg 18.2kgチリ イラン パラグアイ

10.8kg 20.9kg 96.8kg韓国 中国 エジプト

27.0kg 2.7kg 74.2kgモロッコ インドネシア レバノン

94.3kg 93.5kg 86.4kgギリシャ リビア チュニジア

地域別のトマト年間消費量は以下のとおりです、

43.7kg 27.4kg北 米 ヨーロッパ

20.6kg 14.5kgオセアニア 南 米

16.6kg 14.6kgアフリカ アジア

日本の国民一人当たりの消費量は同統計によると となっています。9.0kg

なお、上記のデータは供給粗食料ベースで国際比較したものです。供給粗食料ベース

の数字とは、国内消費仕向量－（飼料用＋種子用＋加工用＋減耗量）であり、粗食料の

１人・１年当たりの数値は、粗食料を総人口で除して得たものです。

（参考資料：ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」( )）Food Blance Sheet



☆ 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等を掲載しています。

◇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９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、松川

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。

ここをクリック
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