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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 入場者数

９月12日～９月16日 「国民参加の森林づくり」と「緑の募金」 722人

９月28日～10月３日 木づかい推進月間～身近な国産材製品と木育のご紹介～ 779人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

10月４日～10月７日 意外とスゴイ！冷凍食品

10月11日～10月14日 森からの恵み「きのこや特用林産物」

10月17日～10月21日 間伐・間伐材利用促進の週

10月24日～10月28日 もっとおさかなを食べよう！～旬の魚のおいしい食べ方～

10月31日～11月４日 環境に貢献するエコファーマーの活動

◆ テーマ ◆「国民参加の森林づくり」と「緑の募金」

私たちにとって大切な役割を果たしてくれる森林。このような森林を国民全体で守り

育てていこうという「国民参加の森林づくり」や「緑の募金」等に関する様々な取組を

紹介しました。

↑募金に協力頂きました

↑「日本列島の森林－かつての姿」をパネルで紹介

↑歌手の上田正樹さんによる東日本大震災復興事業応援ソングのミニライブを開催（9月13日）
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◆ テーマ ◆「木づかい推進月間～身近な国産材製品と木育のご紹介～」

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。ご家庭やオフィスで使える国産材製品や木育について紹介しました。

↑多くの国産材製品を展示

↑木育に関するコーナー

☆ 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～

■平成２３年９月の訪問 来訪者数

福島県会津若松市立第四中学校 ２１名

山形県山形市立第九中学校 ５名

新潟県新潟市立白新中学校 １０名

合 計 ３件 ３６名
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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、７８８件（前月１２２９件）でした。このうち、問合せは

６４７件、要望・意見は１０９件、その他は３２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）

8月 9月 差

-35青果物及びその加工 124 89

品

-79穀類及びその加工品 268 189

-11特定の商品をあげな 90 79

いもの

-29農政 73 44

-9水産物及びその加工 61 52

品

5飲料 9 14

7農業 27 34

-92畜産物及びその加工 150 58

品

10豆類、いも類及びそ 8 18

の加工品

-208その他 419 211

-441合計 1,229 788
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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

8月 9月 差

安全・衛生 681 342 -339

表 示 66 58 -8

制度・基準 78 71 -7

資料請求・照会 47 50 3

商品知識 29 35 6

品質・規格 28 17 -11

生産・流通・消費 56 30 -26

そ の 他 244 185 -59

合 計 1,229 788 -441

〔相談者別件数〕

表３ 相談者別相談件数

図４ 相談者別比率（件）

8月 9月 差

一般消費者・消 794 499 -295

費者団体

企業関係者及び 127 100 -27

その団体

消費生活センタ 43 28 -15

ー等

農林水産業及び 91 50 -41

その団体

マスコミ関係者 10 10 0

子ども 61 18 -43

公務員 35 28 -7

不明・その他 68 55 -13

合計 1,229 788 -441
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◆ 主な要望・意見

＊ 海外の資本や大企業が参入するＴＰＰや農業特区に反対。

＊ 東日本大震災や福島の原発災害など、日本の農林水産業は未だかつてない危機に

。 、 。瀕している 農林水産省は大変な時期だと思うが 農業復興のため頑張ってほしい

＊ 原発事故で色々な食品が放射性物質により汚染されて問題となっている。農産

物の放射性物質濃度を表示してほしい。

〔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。

９月の子ども相談件数は、前月より４２件減少し、１８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

＊ 外国産の種子をまき、国内で収穫した作物の原産地はどこになるのですか。

＊ 日本は世界何カ国と貿易をしているのですか。

＊ 日本の農家は高齢化していると聞きますが、都道府県別に違いはあるのですか。
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☆ ９月の地震関係相談状況（速報）

９月の地震関係の相談件数は、３９９件でした。このうち、問合せは３１０件、

要望・意見は８２件、その他は７件となりました。

食品の放射性物質の汚染により、安全・衛生の相談が７割を占めた。

〔内容別相談件数〕

表 地震関係の内容別相談件数 図 地震関係の内容別相談比率

（件）

安全・衛生 291

表 示 9

制度・基準 15

資料請求・照会 10

商品知識 2

品質・規格 2

生産・流通・消費 10

そ の 他 60

合 計 399

◆ 主な問い合わせ

＊ 原発事故以前のコメに放射性物質はどの程度含まれていたか知りたい。

＊ 東日本大震災の震災関連の予算で、どのようなことをやっているのか。

＊ コメの放射性物質検査は玄米で行っているのか、それとも白米か、詳しい検査

結果は公表されているのか。

＊ 原発事故の被災地で、放射性物質の除去のために実験的にヒマワリを植えた除

染の結果について詳しく教えてほしい。

安全・衛生 73%

表 示 2%

制度・基準 4%

資料請求・照

会 3%

商品知識 1%

品質・規格 1%

生産・流通・消費

3%

そ の 他 15%
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☆ 相談事例（９月分）

Ｑ１ 二条大麦と六条大麦の違いは何ですか、用途が違うのですか。また、国内の生産地

はどこですか。

Ａ：二条大麦と六条大麦とでは、穂についている実の列数が異なり、穂を上から見ると二

条大麦は２列に、六条大麦は６列についています。二条大麦は明治初期にビール醸造を

目的に導入され、現在では焼酎の原料にもなっています。六条大麦は、古くは炒って粉

にし 「麦こがし」や「はったいこ」として食べられていました。現在は精麦され「押、

し麦」や「丸麦 「米粒麦（白麦 」として麦飯や麦味噌の原料に利用されます。」、 ）

平成２２年産作物統計によると、二条大麦の全国の生産量（収穫量）は104,300トン

で、主な生産地は栃木県（32,000トン 、佐賀県（26,700トン 、福岡県（14,300トン）） ）

です。一方、六条大麦の全国の生産量（収穫量）は44,800トンで、主な生産地は福井県

（13,700トン 、富山県（7,830トン 、栃木県（5,530トン）です。） ）

（参考資料： 食材図典、生鮮食材編」小学館 「作物統計」農林水産省）「 、

Ｑ２ インゲンマメには 「うずら 「手亡 「金時」など色々な種類があるがどのよう、 」、 」、

に違うのですか。

Ａ：インゲンマメは、ベニバナインゲン（花豆）とともにインゲン属に属し、双方を合わ

せて単に「いんげん」と総称する場合があります。また、インゲンマメは「菜豆（さい

とう 」とも呼ばれることもあります。）

インゲンマメの種類は、種皮の色の多様性に大きな特徴があります。まず、豆全体が

真っ白な白色系と、豆に色の付いている着色系とに大別されます。白色系は「白いんげ

ん」と呼ばれ、代表的なものとして「大福豆（おおふくまめ 「手亡（てぼう 「白）」、 ）」、

金時豆」などがあります。着色系には単色と斑紋入りがあり、単色の代表は「金時豆」

で、へその部分を除いて全体が鮮やかな赤紫色をしています。斑紋入りは、さらに斑紋

が種皮全体に及ぶ普斑種（ふはんしゅ）と、一部分にとどまる偏斑種（へんはんしゅ）

とに分かれ、普斑種には「うずらまめ 、偏斑種には「虎豆」があります。」

、 、 「 」 「 」また ベイバナインゲンは 種皮の白い 白花豆 と淡赤紫地に黒班のある 紫花豆

があります。

（参考資料： 豆類百科」(財)日本豆類基金協会 「食材図典Ⅱ」小学館）「 、

Ｑ３ 生鮮のスイートコーンを、箱に詰めて輸送すると熱くなることは流通業者間では知

られていることなのですが、その理由はなぜですか。

Ａ：岩手県園芸試験場の報告で 「スイートコーンは収穫後の呼吸量が大きく、呼吸熱も、

高いので、滞積した場合、非常に高温になる 」という報告があります。このため、ス。

イートコーンの品質低下の予防対策として、気温が高くなる前の収穫と収穫後の予冷、

そして流通の段階での低温輸送が推奨されています。

（参考資料： 東北農業研究( ) （独）農研機構 東北農業研究センター）「 」1991
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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 新潟地域センター

新潟地域センターは、ＪＲ新潟駅から徒歩約 分の信濃川川岸に庁舎があります。新20

潟市は古くから「みなとまち」として栄え、現在では人口 万人を超える本州日本海側80

初の政令指定都市となっています。

【消費者の部屋】

消費者の部屋は庁舎 階玄関近くに専用の部屋があり、1

「食事バランスガイド」ポスターやパネル展示のほか、

食育関連のパンフレットを設置し、来所者への情報提供、

消費者相談の場として利用しています。

【移動消費者の部屋】

今年の 月 日から 月 日の 日間新潟市中央区の5 3 5 5 3

万代シティで開催された （万代BANDAI EARTH FESTA

アースフェスタ） において 「移動消費者の部屋」2011 、

を開設し 「食事バランスガイド」の配付とパネル展示、

を行い、来場者の皆さんに健全な食生活の重要性をアピ

ールしました。また、牛、豚、鶏の動物風船コーナーを

設け、畜産の を行ったところ、子供たちに大変好評PR

でした。

牛、豚、鶏の動物風船コーナー

北陸農政局 新潟地域センター

〒957-8035 新潟県新潟市中央区船場町2-3435-1 TEL:025-228-5212 FAX:025-223-3987

消費者の部屋中国四国農政局 鳥取地域センター

鳥取地域センターは、ＪＲ鳥取駅南側に位置する鳥取第１地方合同庁舎にあり、１階玄

関フロアに食に関する各種パンフレットを常置し、来庁者への情報提供を行っています。

庁舎５階には 「消費者相談室」を設け、農林水産行政に関するパンフレットを常置し、、

消費者のあらゆる相談に応じています。

「移動消費者の部屋」は、県下の市町村及び高校の

図書館等で、食に関するパネル展示、リーフレット

、 。配布を行い 消費者の方や学生達に親しまれています

また、毎年秋に開催される「食のみやこ鳥取県フェス

タ（鳥取県主催 」に参加し、農林水産行政に関する）

パネル展示、パンフレットの配布を行い、広く消費者

の方々に情報提供を行うと共に、消費者相談のコーナ

ーを設置し食に関する相談を受付けています。

【 】今後も消費者の声に耳を傾け、関心の高い情報、 食のみやこ鳥取県フェスタへの参加

また、新しい情報を提供できるように取組みます。

中国四国農政局 鳥取地域センター

〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2-89-4 Tel:0857-22-3183 FAX:0857-24-6775



消費者の部屋関東農政局 千葉地域センター

千葉地域センターの『消費者の部屋』は、ＪＲ本千葉駅から北へ徒歩５分程の場所にあり、

本千葉庁舎１階正面玄関脇に設置しています。

【消費者の部屋】

「食事バランスガイド」フードモデルセットの展示や食育

、 、 、のパネルをはじめ お米加工品 その他食品サンプルの展示

各種パンフレット等の常設展示を行っています。また、消費

者相談コーナーを設け、消費者等からの問い合わせや相談等

の対応を行っています。

庁舎横の別館にはショーウィンドウで「消費者コーナー」

を設置して、通勤・通学の方にも食事バランスガイドなどの

パネル展示等で情報提供を行っています。

【移動消費者の部屋】

毎年、千葉県内の各市町村で行われる消費生活展や各種団

体のイベント等で「移動消費者の部屋」を開設して 「食料自、

給率」をはじめ「食事バランスガイド 「めざましごはんキ」、

ャンペーン」などのパネル展示やパンフレットの配布を行っ

ています。

また、お箸の使い方を見直すきっかけ作りを目的に「めざ

せ！お箸の達人」と題し、１分間に何粒の大豆が運べるかの

体験型イベントを開催して、老若男女問わず多くの方に楽し

んでもらっています。平成２２年度は 「移動消費者の部屋」、

開設数２０ヵ所の内５ヵ所で実施して、総勢５４１名の方に

参加していただきました。

本年度も消費者相談窓口を同時開設し、多くの皆さま方から意見をいただくとともに食育の

推進、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い

きます。

関東農政局 千葉地域センター
〒260-0014 千葉市稲毛区轟町 5-1-4 TEL：043-253-9211 FAX：043-256-8066

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、へお越しの際は、

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２３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、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。
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