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この度の東日本大震災により、亡くなられた方々に心からお悔やみを

申しあげるとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげます。

被災地の皆様の一日も早い復旧をお祈り申しあげます。
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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

消費者の部屋へようこそ！～あなたのまちに情報発信～３月14日～３月18日

３月22日～３月25日 安全で健やかな食生活を送るために～消費・安全局の取組～

◆ テーマ「 ◆消費者の部屋へようこそ！～あなたのまちに情報発信～」

全国各都道府県での“消費者の部屋”の活動状況を

パネル等で紹介し、過去の相談事例や毎月発行してい

“ ” 。る 消費者の部屋通信 の閲覧コーナーを設けました

◆ テーマ「安全で健やかな食生活を送るために～消費・安全局の取組～ ◆」

消費・安全局では、農場から食卓までの安全管理

の徹底を通じた食品の安全性の向上や食品表示の適

正化による消費者への的確な情報の伝達・提供等に

取り組んでいます。これらの取組について、消費者

向けにパネル展示を中心に分かりやすく紹介しまし

た。

☆ 農林水産省への訪問対応

～ 農林水産省の仕事について説明しました ～

■平成２３年３月の訪問 訪問者数

東京学芸大学付属小金井小学校６年生 １８名

合 計 １件 １８名

こんな質問を受けました

○ 耕作放棄地の対策はどのように行って

いるのですか。
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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、１，３２４件（前月７２６件）でした。このうち、問合せは

９１８件、要望・意見は３０７件、その他は９９件となりました。

そのうち、東日本大震災関係の相談件数は８７３件です。

図１ 月別相談件数の推移

〔品目別相談件数〕

（件）

2月 3月 差

青果物及びその加工品 66 328 262

穀類及びその加工品 122 256 134

特定の商品をあげないもの 65 159 94

農政 120 108 -12

水産物及びその加工品 37 64 27

飲料 12 58 46

農業 19 53 34

畜産物及びその加工品 45 37 -8

豆類、いも類及びその加工品 19 27 8

その他 221 234 13

合計 726 1,324 598

表１ 品目別相談件数

図２ 品目別相談比率
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〔内容別相談件数〕

（件）

2月 3月 差

安全・衛生 138 525 387

表 示 129 107 -22

制度・基準 131 88 -43

資料請求・照会 66 55 -11

商品知識 39 31 -8

品質・規格 33 33 0

生産・流通・消費 30 234 204

そ の 他 160 251 91

合 計 726 1,324 598

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）

2月 3月 差

一般消費者・消費者団体 359 726 367

企業関係者及びその団体 105 172 67

消費生活センター等 56 77 21

農林水産業及びその団体 40 152 112

マスコミ関係者 22 27 5

子ども 20 6 -14

公務員 36 50 14

不明・その他 88 114 26

合計 726 1,324 598

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率

◆ 主な要望・意見

＊ 家畜のアニマル・ウェルフェア（動物福祉）をすすめてほしい。

＊ 食品の表示は、製造者が分かった方が消費者にとってよいので、販売者と製造者

の表示を併記した方がよい。
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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。

３月の子ども相談件数は、前月より１４件減少し、６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

＊ 耕作放棄地が増えてきていると聞きましたが、農林水産省はどのような対策をし

ているのですか。

＊ 口蹄疫の防疫作業のため、使用した防疫服はどのように管理・始末しているので

すか。

農水省の食堂における「福島応援フェア」
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☆ ３月の東日本大震災関係相談状況（速報）

。 、 、３月の東日本大震災関係の相談件数は８７３件でした このうち 問合せは５２５件

要望・意見は２７８件、その他は７０件となりました。

食品・衛生関係の相談（放射性物質汚染による食品の安全性への懸念等 、生産・流）

通・消費の相談（食料品の不足等）が３／４を占めました。

〔内容別相談件数〕

（件）（地震関係のみ）

安全・衛生 444

生産・流通・消費 211

表示 14

制度・基準 42

資料請求・照会 11

品質・規格 4

商品知識 3

その他 144

合 計 873

表４ 地震関係の内容別相談件数

図４ 地震関係の内容別相談比率

◆ 主な問い合わせ、要望等

＊ お米、カップ麺、飲料水の入荷予定がなく、購入できない。

＊ 野菜で出荷制限されているが、野菜の安全性について確認したい。

＊ 福島原発の放射能汚染が海水にも及んでいると報じられているが、水産物への

影響はどうなのか。

＊ 被震災地への支援はどうなっているのか。

＊ 福島の牛乳から、基準値を超える放射線物質が検出されているがバター、チー

ズは食べても大丈夫だろうか。

＊ 原子力発電所の事故による野菜、米等に対する風評被害の防止対策を国は取っ

てほしい。
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☆ 相談事例（３月分）

Ｑ１ 現在出回っているお米は安全でしょうか。

Ａ：事故の発生時以後も屋内で適切な管理の下に貯蔵されている限り、放射性物質を含

む粉じんを浴びることがないため、安全性が損なわれる可能性は極めて低いと考えら

れます。このため、摂取制限、出荷規制等の対象にもなっておりません。

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくある質問と回答 ）」

Ｑ２ 野菜等の出荷制限対象となっている福島県産、茨城県産、栃木県産、群馬県産、

。千葉県産の花を飾っても大丈夫ですか

Ａ：１．現在、事故が発生した原子力発電所から半径 以内の農産物（花を含む）30km

は、出荷されていません。

２．また、今回ホウレンソウから発見された最も高い数値である 万 ベクレ5 4100

ルの放射能をもつ花があったとし、これを の距離に ヶ月間置き続けたとす1m 2

ると、被ばく量は合計で ミリシーベルトになります。これは、日本におけ0.003

る自然界からの年間平均被ばく量 ミリシーベルトと比べるとかなり低い数値で1

す。なお、世界の年間平均被ばく量は ミリシーベルトです。2.4

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくある質問と回答 ）」

Ｑ３ 販売されている魚介類は食べても大丈夫ですか？

Ａ：福島第一原子力発電所の近くの海では、現在、魚を獲っていません。また、福島県

に隣接する県の海域においては、漁業を再開する前に県が放射性物質の検査を行い、

人が食べても安全であることを確認した上で、漁業を再開することになっています。

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくある質問と回答 ）」

Ｑ４ 肉や卵の放射性物質による汚染は防げるのですか？

Ａ：肉や卵に含まれる放射性物質のレベルは、飼料や水・土などによって決まります。

飼料については、事故の発生前に生産され、タンクなどで降下物を防げるように適切

に保管されていれば、問題になるほど放射性物質を含む可能性は極めて低いと考えら

れます。

このような飼料とともに、放射性物質の付いた粉じんなどの落下・混入が少ない井

戸水や水道水を与え、畜舎内で適切に飼うことで、肉や卵の汚染を避けることができ

ます。これらを生産者に周知するなど、安全な肉や卵の供給に努めています。

なお、平成 年 月 日に公表された調査結果では、茨城県の牛肉、豚肉、鶏肉23 3 23

及び鶏卵から放射性物質は検出されませんでした。

（参考：農林水産省ホームページ「東日本大震災に関する情報：よくある質問と回答 ）」

○なお、東日本大震災に関する情報についてはこちら。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html→農林水産省ホームページ：
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋北陸農政局

北陸農政局は、市内中心部にある金沢広坂合同庁舎に位置し、日本三名園の兼六園もすぐ
そばです 「消費者の部屋」は合庁１階に設置しております。。
【消費者の部屋】

消費者との信頼確保の一環として、庁
舎１階の正面玄関横に「消費者の部屋」
を開設し、農林水産行政に関する施策や
各種情報の提供を行うとともに、消費者
の皆様からの相談を受け付けています。
「消費者の部屋」では 「米消費拡大 、、 」
「食品の表示 「元気な村づくり」に」、
関する常設コーナーや各部室からのお知
らせコーナーを設けているほか、各種の
情報について、概ね２週間ごとにテーマ
を替えてパネル展示やパンフレット等で
紹介しています。

【移動消費者の部屋】
より広く消費者に対して情報を提供す
るため、庁舎外においても「移動消費
者の部屋」を開設しています。

昨年 月から 月にかけて金沢市10 11
近江町交流プラザにおいて 「知って、
おきたい食料自給率」をテーマに特別
展示を行い、食料自給率、地産地消、
食事バランスガイド等に関する情報提
供を行うとともに、食料自給率と食事
バランスガイドに関する公開講座を実
施しました。

北陸農政局消費・安全部消費生活課
TEL076-263-2161 FAX076-261-9523〒920-8566 石川県金沢市広坂２丁目２番６０号

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

「移動消費者の部屋」
展示風景

公 開 講 座 の 様 子

展示風景金沢広坂合同庁舎１階
にあります
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