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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

10月４日～10月７日 意外とスゴイ、冷凍食品 958人

10月11日～10月14日 森からの恵み～きのこや特用林産物～ 550人

10月17日～10月21日 間伐・間伐材利用促進の週 589人

10月24日～10月28日 840人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 894人

● 11月の特別展示（予定）

日 程 テーマ

11月７日～11月11日 有機農業の週～2011～

11月14日～11月18日 熊本県のこだわり(飼料用米給与)畜産物！

～「えこめ牛 ・ 八十八卵」の取り組み～」「

11月21日～11月25日 みんなで行こう！農山漁村 ～都市との交流による活性化～

11月28日～12月２日 国有林野で遊び、学ぼう！

◆ 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。それだけではなく、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中心にご紹介しまし

た。

↑パネルやパンフレットなどで冷凍食品について紹介

↑試食コーナー
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◆ テーマ ◆「森からの恵み～きのこや特用林産物～」

きのこ類、木炭、竹等の特用林産物について展示・紹介するとともに、東日本大震災

の被災地及びその周辺地域で生産・製造されている農林水産物等の利用を呼びかける取

組である「食べて応援しよう」をキャッチフレーズに特用林産物を紹介しました。

◆ テーマ ◆「間伐・間伐材利用促進の週」

間伐の取組、間伐材製品の展示、間伐材マークの紹介などを通じ、間伐の推進や間伐材

の利用促進に向けた普及啓発を行いました。

◆ テーマ ◆「もっとおさかなを食べよう！～旬の魚おいしい食べ方～」

さんま、鰹、鮭、鯖等いろいろな魚が旬を迎え、旬の魚を美味しく調理する方法や郷土

料理、創作料理のレシピを紹介しました。また、体に必要な栄養量をどのくらいの魚でと

れるのか測って当てる体験コーナーや魚の栄養に関するクイズコーナーを設けました。

↑水産物で取れる栄養クイズ ↑ふり塩体験コーナー
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◆ テーマ ◆「環境に貢献するエコファーマーの活動」

環境にやさしい農業を推進する政策や、エコファーマー達が実践している技術とそれに

よって生産された農産物・加工品等を紹介しました。エコファーマーが相互に交流し研鑽

する組織として誕生した「全国エコファーマーネットワーク」の活動も紹介しました。

↑エコファーマーが栽培した農産物等の展示と試食を実施

☆ 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１０月の訪問 来訪者数

兵庫県西宮市立西宮東高等学校 １８名

鳴門教育大学付属中学校 ５名

北海道帯広三条高等学校 １７名

埼玉県川口市立里中学校 ３名

千葉県習志野市立秋津小学校 ２５名

合 計 ５件 ６８名

対応協力：大臣官房総務課報道室、農林水産技術会議事務局技術政策課
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☆ 10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～

１０月の相談件数は、８４９件（前月７８９件）でした。このうち、問合せは

７０２件、要望・意見は１２５件、その他は２２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）

9月 10月 差

5青果物及びその 89 94

加工品

25穀類及びその加 189 214

工品

8特定の商品をあげ 80 88

ないもの

57農政 44 101

-7水産物及びその 52 45

加工品

-6飲料 14 8

-3農業 34 31

-18畜産物及びその 58 40

加工品

-6豆類、いも類及び 18 12

その加工品

5その他 211 216

60合計 789 849

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

11月 12月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

件数

速報

青果物及

びその加

工品 11%

穀類及びその加

工品 25%

特定の商品をあ

げないもの 10%

農政 12%

水産物及びその

加工品 5%

飲料 1%

農業 4%

畜産物及びその

加工品 5%

豆類、いも類及び

その加工品 1%

その他 25%



- 5 -

〔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）

9月 10月 差

安全・衛生 342 304 -38

表 示 58 80 22

制度・基準 71 52 -19

資料請求・照会 51 71 20

商品知識 35 26 -9

品質・規格 17 33 16

生産・流通・消費 30 41 11

そ の 他 185 242 57

合 計 789 849 60

〔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）

9月 10月 差

一般消費者・消 499 523 24

費者団体

企業関係者及び 100 73 -27

その団体

消費生活センタ 28 41 13

ー等

農林水産業及び 50 48 -2

その団体

マスコミ関係者 10 7 -3

子ども 18 13 -5

公務員 29 44 15

不明・その他 55 100 45

合計 789 849 60

◆ 主な要望・意見

＊ 消費者が食品を選択するために、放射性物質の測定結果や細かな産地表示を法

的に行うべき。

＊ 放射性物質の検査体制、検査結果など詳しい情報がわからない。ホームページ

。 、 。で見るのも難しい 国として 国民に対して正確で詳しい情報提供をしてほしい
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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。

１０月の子ども相談件数は、前月より５件減少し、１３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

＊ 日本でとれにくい魚は何ですか。日本でとれる魚を輸入するのはなぜですか。

＊ マグロの養殖について教えてほしい。

＊ 農林水産省では食料自給率を向上させるためにどのようなことをしていますか。

○トピック

農林水産祭「実りのフェスティバル」で移動消費者の部屋を開設しました。

１１月４、５日に東京ビッグサイトで第５０回農林水産祭「実りのフェスティ

バル」が開催されました。政府特別展示コーナーに「移動消費者の部屋」を開設

し、来場された方からの農政や農林水産業に関する相談を受けました。
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☆ 相談事例（10月分）

Ｑ１ ブリの漁獲量は天然物と養殖物でどのくらいあるのですか。また、国内の主な養殖

地はどこですか。

Ａ：ブリは成長に伴い呼び名がかわる代表的な出世魚で、西日本では「ブリ文化圏」を形

成するほど重要な水産物です。

平成 年漁業・養殖業生産統計年報によると、ブリ類の漁獲量（天然物）は78,33421

、 （ ）、 （ ）、 （ ）トンで 主な漁獲地は千葉県 10,998トン 島根県 9,817トン 長崎県 8,290トン

です。一方、ブリ類の全国の養殖による収穫量は154,943トンで、主な収穫地は鹿児島

県（51,000トン 、愛媛県（28,682トン 、大分県（18,999トン）です。） ）

（参考資料： 食材図典、生鮮食材編」小学館 「海面漁業生産統計」農林水産省）「 、

Ｑ２ ぶどうで「ピオーネ」という品種がありますが、どのような特徴があるのですか。

Ａ：ピオーネは、巨峰とカノンホールマスカットを交配させ、選別・育成し、昭和 年48

に命名・名称登録された品種です。顆粒は紫黒色の倒卵形で、 ～ グラムときわめ15 20

て大粒な実になります。果肉は巨峰よりしまり、甘さも強く食味は良好です。ブドウ独

特の香りがあり、成熟期は８月下旬から９月中旬です。最近はジベレリン処理による種

なし栽培がほとんどです。

（参考資料： 食材図典、生鮮食材編」小学館）「

Ｑ３ バナナの上手な保存方法を教えてください。

Ａ：バナナには、追熟に適した温度があるので、買ってからすぐ冷蔵庫に入れることはお

すすめできません。バナナの保存適温は ℃と言われており、一回でも ℃以下にす15 13

ると低温障害を起こすと言われています。しかも一度成熟を止めたバナナは、その後う

まく追熟できません。また、保存する時は、バナナを谷型に置くと下になった部分がつ

ぶれてしまうことが多いので、山形に置くのが良いでしょう。さらに、バナナはエチレ

ンガスを出し、お互いに成熟を早めるので、買ったままのビニール袋に密封のままおく

と、成熟が早まります。

（参考：日本バナナ輸入組合ホームページ公表資料「バナナ大学 ）」
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Ｑ４ マツタケの最近の生産量や輸入量を教えてください。

Ａ：林野庁の調査によると、平成 年のマツタケの生産量は トンで、主21 24.2

（ ）、 （ ）、 （ ） 。な生産地は長野県 トン 岩手県 トン 京都府 トン です7.1 4.3 2.4

一方、輸入量は トンで主な輸入相手国は、中国（ トン 、カナダ1,597 1,177 ）

（ トン 、米国（ トン）となっています。166 159）

（ 「 」 ）参考資料：特用林産物需給動態調査 平成 年特用林産基礎資料 林野庁21

☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋東海農政局 津地域センター

津地域センターの庁舎は ＪＲ津駅から西へ徒歩５分程の所にあります 消、 。「

費者の部屋」は庁舎１階玄関フロアにあり、農林水産行政に関するパンフレッ

ト等を常置し、来庁者への情報提供を行っています。

、 、本年６月の食育月間の取組としては 三重大学が

小中学生を対象に運営している教育ファームの活動

を写真パネルにして展示したり、日本型食生活の実

践活動への支援の取組

として「日本型食生活

に注目しよう～望まし

い食生活の実現に向けて～ をテーマに 県立相可」 、
おうか

高校食物調理科の村林先生等を講師に招き、消費

者や食育関係者を対象に食育セミナーを開催しま

した。

、 （ ） 、 、また 津市が行う市民講座 高齢者学級 へは 民間の食品会社と連携して

シニア世代の食育をテーマとする学習会及び高齢者向けの食事レシピ紹介・試

食等を行いました。その他、毎年津市の保健所が行

っているイベント（津健康まつり）にて 「移動消、

費者の部屋」を開設し、来場者に対し、農林水産行

、 、政に関する情報提供や 意見・要望をお聞きする等

多様な取組を行っています。

東海農政局 津地域センター 消費・安全グループ

514-0006 415 1 059 228 3153 059 229 0577〒 津市広明町 - - - - -Tel Fax



☆ 消費者の部屋ホームページをご覧ください！

＊ 消費者の部屋のホームページ( 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。

◇特別展示のご案内

特別展示のスケジュールや概要について紹介しています。また、パネルの内容や展示

物の写真など、展示の一部を掲載し、東京霞が関まで足を運べなかった方々にも展示情

報をお届けしています。

農林水産省ホームページ・トップ

※９月にリニューアルしました。

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23年11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。

ここをクリック
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