
消費者の部屋通信
（平成２２年１０月号）

・・・・・・・・・・・・・・・目 次 ☆ 特別展示のご紹介 １

・・・・・・・・・・・☆ 農林水産省への訪問対応 ２

・・・・・・・・☆ ９月の消費者相談状況（速報） ３

・・・・・・・・・・・・・・☆ 相談事例（９月分） ５

・・・・・・・・☆ 地方の「消費者の部屋」だより ７

↑ ↑

「 」 （ ）冷凍食品の展示(10/4～10/8) 木づかい推進月間 の展示 9/26～10/1

↓ ↓



- -1

「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、これまでに延べ１８０万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

用下さい。

☆ 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27日～10月１日 木づかい推進月間 578人

10月４日～10月８日 意外とスゴイ、冷凍食品 1,217人

10月12日～10月15日 森からの恵み｢きのこや特用林産物｣ 611人

● １０月以降の特別展示の予定

日 程 テーマ

10月18日～10月22日 間伐・間伐材利用促進の週

10月25日～10月29日 砂糖は笑顔のエネルギー～ご存じですか？砂糖のひみつ～

11月１日～11月５日 有機農業の目指す世界～２０１０～

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆木づかい推進月間

１０月は「木づかい推進月間」です。木を使う

ことは、地球温暖化防止につながります 「木づか。

い」とは、暮らしの中に国産材の製品をどんどん

取り入れて日本の森林を育てるエコ活動です。

展示では、家庭や職場、学校などで使える、日

本の森林を育てる国産材製品を紹介しました。さ

らに、展示期間中は消費者の部屋前食堂で使った

国産材の割り箸をたい肥にする和ＲＥ箸（わりば

し）大作戦を実施しました。

↑和ＲＥ箸大作戦に使用された割り箸

は使用後はたい肥になります。

↑国産材製品の展示物



- -2

◆ テーマ「意外とスゴイ、冷凍食品」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

便利だから使われることが多い冷凍食品。しかし冷凍食品の魅力はそれだけにとどま

りません。冷凍食品が持っている意外と知られていない優れた特性、適切な選び方や取

扱い方などを紹介し、実際に冷凍食品の試食も実施しました。

↑冷凍食品の取り扱い方について情報提供しました。

↑試食コーナー

☆ 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９月の訪問 訪問者数

神奈川県川崎市立西高津中学校３年 ２名

静岡県私立聖光学院高校１年生 １名

東京都私立海城中学校２年生 １名

神奈川県相模原市立大野南中学校３年生 １名

合 計 ４件 ５名

こんな質問を受けました！

♪ 食料自給率はどのように計算されているのですか。

♪ 農林水産省にはどのくらいの人が働いてどのくらいの部署がある

のでしょうか。

♪ 農林水産省が作る統計はどのように作られているのでしょうか。
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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、５９６件（前月７５４件）でした。このうち、問合せは

５５１件、要望・意見は２６件、その他は１９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〕

（件）

表１ 品目別相談件数

図２ 品目別相談比率
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8月 9月 差

穀類及びその加工品 165 111 -54 

農政 107 101 -6 

青果物及びその加工品 85 57 -28 

特定の商品をあげないもの 49 47 -2 

水産物及びその加工品 42 35 -7 

畜産物及びその加工品 27 28 1

農薬・肥飼料等・医薬品 25 18 -7 

生き物 41 12 -29 

農業 17 12 -5 

その他 196 175 -21 

合計 754 596 -158 
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〔内容別相談件数〕

（ ）件

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率

〔相談者別件数〕

（件）

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率
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◆ 主な要望・意見

＊ 生産者は高齢者が中心となっており、農業を辞めたいと言っている。小規模農家

は作ってもらう人を探すのがとても大変である。

＊ 米の仮渡し価格が下落しており、このままでは生産者は意欲をなくしてしまう。

〔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６１件減少し、７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

＊ 世界の食料自給率について教えてください。

＊ 農林水産省はどのような仕事をしているのですか。

＊ 食料自給率をあげるためにどのような作物を作れば良いのですか。

☆ 相談事例（９月分）

Ｑ１ ハトムギについて教えて下さい。

Ａ：ハトムギはイネ科の一年生草本です。原産地は東南アジアで、我が国には 年ほど260
前に中国を経て伝来したと言われています。低湿地でもよく生育するので、イネの代替

作物として水田を利用し栽培が行われています。

食品としての利用は、焙煎した実をハトムギ茶として使ったり、精白したものをコメ

に混ぜて炊き込んだり、粉を小麦粉と混ぜてパン・菓子用に使われます。また、コメに

比べたんぱく質と脂質が多く含まれているため、健康食品としても使われています。

（参考資料： 食品図鑑」女子栄養大学出版部 「食材図典 生鮮食材篇」小学館）「 、
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Ｑ２ 1日にどのくらいの野菜を食べたらよいのでしょうか？

Ａ： 年３月に厚生労働省が策定した ２１世紀における国民健康づくり運動 健2000 「 （

康日本２１ 」によれば、野菜の平均摂取目標量は３５０ｇ以上（成人１人１日あた）

り）と設定されています。

（参考資料： ２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１ 」厚生労働省）「 ）

Ｑ３ ナンプラーについて教えてください。

Ａ：ナンプラーは、タイの魚醤油で、主原料はアンチョビですが、サバ科やイワシ科の

小魚でも作られています。これらの原料を塩漬けして発酵・熟成させて得る液汁から

製造します。熟成期間は約 ヶ月ですが、高品質のものは ～ 年かけて熟成させる6 2 3

こともあります ナンプラーと同じ魚醤油は 日本のしょっつる 秋田 いしる 石。 、 （ ）、 （

川 、いかなごしょうゆ（香川 、ベトナムのニョクナムなどが知られています。） ）

（参考資料： 食材図典」小学館）「

Ｑ４ 日本の食料自給率は約４０％ですが、世界各国の食料自給率はどのくらいなので

すか。

Ａ：諸外国の食料自給率は、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）のデータをもとに、農林水産

省が試算をしています。 年の諸外国の食料自給率（カロリーベース）は下の表2007

のとおりです。

173% 168%オーストラリア カナダ

111% 80%フランス ドイツ

63% 44%イタリア 韓 国注

75% 82%オランダ スペイン

78% 52%スウェーデン スイス

65% 124%英 国 アメリカ

注：韓国については、韓国農村部「 年度農漁業濃漁村及び食品産業に関する年次報告書」2009

による。

（参考資料： 食料需給表」農林水産省）「
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関東農政局 茨城農政事務所 消費者の部屋 

 
茨城農政事務所は、黄門様、助さん、格さんの銅像が出迎える、JR 水戸駅北口を出て

歩くこと１５分、旧水戸城内三の丸の水戸藩藩校として有名な弘道館の北側にあります。 
本館１階の玄関ロビーにある「消費者コーナー」では、「いばらき版食事バランスガイ

ド」ポスターの掲示、米加工品の展示や各種パン

フレットを常備しています。また、本館２階の正

面に「消費者の部屋」があり、食事バランスガイ

ドコマの模型を中心に、本物そっくりの地場産農

産物のレプリカやパネルを展示し、気軽に訪れや

すい雰囲気作りと情報提供に努めています。 
「子ども相談室」としても常に開放しており、

小学生親子が、夏休みや冬休みの宿題の情報収集

のため、気軽に相談室を訪れてくれます。 

 
「移動消費者の部屋」としては、県内の関係団

体の消費生活展や地産地消のイベント等に参加し、

「いばらき版食事バランスガイド」の普及・啓発、

食料自給率の向上、米の消費拡大に向け、ポスタ

ー掲示や各種パンフレットの配布を行っています。 
本年６月の「食育月間」では、県立図書館ほか、

県内各所において食料自給率等各種パネル展示や

食に関わるパンフレットの配布を行いました。 

 
また、11月20日～21日に開催される「たべる、

たいせつ惚れ２ 収穫祭 2010」（主催：全農茨城県

本部・いばらきコープ）では、各種パネルを展示

し、そのパネルの内容についてのクイズを行うほ

か、ミニ食事バランスコマ作りを行うことにより、

食育の普及･啓発を図る予定です。 

 
 
今後も、「移動消費者の部屋」として県内各地のイベント等に参加し、足を止めて見て

もらえるように工夫しながら各種情報提供を行う等、「消費者の部屋」を通じ、食に関す

る情報発信に努めていきます。 

 
 関東農政局 茨城農政事務所 消費･安全部 消費生活課 

〒310-0061 水戸市北見町１－９ 電話 029-221-2185 FAX 029-221-2943 
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消費者の部屋近畿農政局 和歌山農政事務所

［消費者の部屋（消費者コーナー）］

和歌山農政事務所「消費者の部屋」は、ＪＲ和歌山駅

から西へ徒歩約25分、和歌山城の東側に建つ和歌山

地方合同庁舎の５階に常設しています。また、１階玄関

ロビーにも「消費者コーナー」を開設し、食事バランスガ

イドをはじめとする各種パンフレットの提供をするととも

に、毎月19日から月末までは食や農に関する各種パネ

ルの展示を行っています。

［移動消費者の部屋］

ＪＡ紀の里ファーマーズマーケット「めっけもん広場」に

おいて、毎月19日（食育の日）に「移動消費者の部屋」

を開設しています。開設から５年目を迎える今年度は、

食育月間の６月に地元のボランティア団体が行った食

育紙芝居の読み聞かせとのコラボレーションや、８月の

「めっけもん広場」リニューアルオープンイベントでの、

食と農作物に関するクイズの提供など、新たな取組も試

みました。

また、初の試みとして近鉄百貨店和歌山店との共催

で、８月12日～18日の１週間、「夏休み 食について学

ぼう」と題して、親子向けの消費者の部屋を開設しまし

た。連日多くの来場者があり、有意義な取組が出来まし

た。

今後とも様々な場所で、食や農に関する情報の提供

や消費者相談等を行っておりますので、是非お立ち寄り

下さい。

近畿農政局 和歌山農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒640-8143 和歌山市二番丁２ 電話073-436-3853 FAX 073-436-5002

（ ）めっけもん広場での開設風景

(めっけもん広場

リニューアルオープンイベント風景)

（ ）近鉄百貨店でのイベント風景

(合庁 階ロビーの模様 )1



☆ 消費者の部屋ホームページ

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；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。

消費者の部屋のトップページから、さまざまな情報がご覧いただけます。ぜひアクセスして

みてください。

http://www.maff.go.jp/j/heya/index.html

◇消費者相談

過去の主な相談事例等を掲載しています。

http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html

◇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

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/kako.html
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