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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

11月７日～11月11日 有機農業の週２０１１ 738人

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～ 923人」「

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～ 738人

11月28日～12月２日 国有林野で遊び、学ぼう！ 568人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

12月12日～12月16日 国際森林年２０１１

１月16日～１月20日 太陽と大地の恵み 砂糖

～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

◆ テーマ ◆「有機農業の週２０１１」

有機農業に関するパンフレット配布、パネル展示などを行うとともに、消費者の疑問

・質問にお答えできるよう講習会や相談窓口を設置しました。

↑ ポスターやパンフレットなどで有機農業について紹介

↑有機農業を実践する生産者による講習会 ↑試食コーナー
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「熊本県のこだわり(飼料用米給与)畜産物！◆ テーマ

◆～「えこめ牛 ・ 八十八卵」の取り組み～」」「

飼料自給率の向上・飼料の安定供給及び水田の有効活用に資するため、水田飼料作物

の生産と利用を推進するとともに、飼料用米を給与して生産された畜産物の認知度向上

や消費拡大運動を総合的に実施している熊本県の取組みを紹介しました。

↑飼料米を使った飼料 ↑飼料米を与えて生産された卵

◆ テーマ ◆「みんなで行こう農山漁村！～都市との交流による活性化～」

グリーン・ツーリズムや市民農園など、都市と農山漁村の共生・対流に向けた全国の取

組をパネルやパンフレットなどで紹介しました。

↑市民農園に関する紹介

◆ テーマ ◆「国有林野で遊び、学ぼう！」

ボランティア団体などによる森林整備活動や森林環境教育の取組など国有林野を利用し

た様々な取組を紹介するとともに、全国各地にある「レクリエーションの森」におけるス

キーをはじめとした森林レクリエーションについて紹介しました。
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☆　特別展示スケジュール（平成24年１月～３月）

　下記日程により特別展示を開催いたしますので、ご来場をおまちしております。

期間 特別展示名 ねらい 展示内容 担当

1月16日
～

1月20日

太陽と大地の恵み 砂糖
～日本の砂糖の安定供
給を支える仕組み～

日本の砂糖の安定
供給を支える制度
の仕組みを分かり
やすく紹介し、制度
への理解を深めて
もらう。

私たちの砂糖の購入により、北海道や鹿児島、沖縄の
砂糖の生産を支援する制度の仕組みをパネルでわかり
やすく紹介します。
また、バラエティ豊富な砂糖と、その原料のさとうきびや
てん菜を紹介します。

生産局
農産部
地域作物課

1月23日
～

1月27日

みんなで使おう
ＧＯＨＯ－ＷＯＯＤ

合法木材の普及・
拡大

地球環境や日本の森林の持続的経営を脅かす違法伐
採問題について理解を深めてもらうと共に、我が国が
取り組んでいる「合法木材」の供給体制及び合法木材
製品を紹介する。

林野庁
林政部
木材利用課

2月3日
～

2月8日

おいしいだけじゃないよ
チョコレート・ココア

チョコレートやココア
の持つ効能・栄養
について普及啓発

チョコレートやココアに含まれている成分が動脈硬化の
予防など体に良いということが話題になっています。
今回は、原材料や製品の展示を行うとともに、パネル等
を用いてチョコレートやココアの持つ効能・栄養につい
てわかりやすく紹介します。

食料産業局
食品製造卸売課

2月9日
～

2月10日

新しいバレンタインはじ
まっています
～フラワーバレンタイン
～

啓発ポスター等を
掲示しPRするととも
に、1輪の花束等ノ
ベルティを配布し花
贈りのイベントとし
て普及・啓発を図
る。

業界統一キャンペーン「フラワーバレンタイン」は、花贈
りの一大イベントとして、花き業界が一丸となってバレン
タインデーで新たな花き需要を創出するとともに、２月１
４日を男性から女性への花贈り文化を普及する。

生産局
農産部
園芸作物課

2月13日
～

2月17日

お陰様で国内生産量日
本一！！ひとつひとつ
が広島の宝！瀬戸内・
広島が誇る“レモン”
をご紹介

レモン栽培の歴史、
生産者団体や試験
研究機関の取組な
どをお伝えし、広島
が国産レモンの生
産量日本一である
ことの認知度向上
を図る

温暖で多島海美、潮風薫る穏やかな瀬戸内・広島は柑
橘類の宝庫です。中でも“レモン”は国内生産シェア約６
０％で日本一。果汁はもちろん、皮も安心して楽しんで
いただける広島産レモンの魅力をご紹介します。

広島県
東京事務所

2月20日
～

2月24日

笑顔を作る食品新素材
～健やかな明日を求めて
～

多くの加工食に用
いられている、農林
水産物に含まれる
食品素材の働きに
ついて普及啓発す
る。

農林水産物には、オリゴ糖や食物繊維、ポリフェノー
ル、グルコサミンなど多くの食品素材が含まれていま
す。私たちの健康の保持に色々な役割を果たしていま
す。何気なく食べているお菓子、清涼飲料、さらには健
康食品をはじめ、身近な多くの食品にも使われていま
す。これらの食品素材と使用製品の展示と説明並びに
試飲、試食コーナーを設けて体験していただきます。

食料産業局
食品製造卸売課

2月27日
～

3月2日
ふれあい牧場の週

放牧畜産の良さ、
放牧畜産基準認証
制度の仕組みを紹
介すると共にふれ
あい牧場を通じて
消費者等に畜産の
理解醸成を図る。

放牧と粗飼料を多給した畜産物の特徴等をポスターに
より紹介するコーナー、「放牧畜産基準」を満たした放
牧畜産実践牧場のパネルによる紹介コーナー、ふれあ
い牧場の機能・役割等を紹介するコーナー等を設ける
とともに、ふれあい牧場のパンフレットの配布や四季の
牧場写真の展示、かわいい動物たちにふれあえるコー
ナー等により、ふれあい牧場の魅力を紹介します。

生産局
畜産部
畜産振興課

3月5日
～

3月16日

東日本大震災から1年
～復興に向けた農林
水産省の取組～

東日本大震災から1
年を経過し、被災地
の復興に向けた農
林水産省の取組を
紹介。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地
方や日本各地に甚大な被害をもたらしました。農林水
産省は被災地の農林水産業及び関連産業の復興に取
組んでいます。展示では、被災地における復興に向け
た取組や、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事
故を受けた放射性物質に関する農林水産省の取組な
どをパネル展示を中心に紹介します。

消費・安全局
消費者情報官

3月19日
～

3月23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～

消費・安全局の業
務の紹介

農林水産省消費・安全局は、消費者の視点を大切にし
て、国民の健康を守ることが何よりも重要であるという
考え方の下で、食品の安全性の向上や消費者が「食」
に信頼感を持てるよう取り組んでいます。消費・安全局
における取組をパネル展示を中心に紹介します。

消費・安全局
消費者情報官

※特別展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。

（１）入場は無料です。

（２）特別展示は、期間中の月曜日から金曜日まで行っています。

　　 ただし、祝祭日、年末年始は閉室です。

（３）開室時間は、１０時から１７時までです。

　　 ただし、展示初日は１２時から１７時、展示最終日は１０時から１３時です。

　　 詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせ下さい。

　　 ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９
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☆ 1１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～

１１月の相談件数は、７５１件（前月８５１件）でした。このうち、問合せは

６０７件、要望・意見は１１９件、その他は２５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）

10月 11月 差

-27青果物及びそ 95 68

の加工品

-50穀類及びその 214 164

加工品

-30特定の商品を 89 59

あげないもの

17農政 101 118

9水産物及びそ 45 54

の加工品

5飲料 8 13

-9農業 31 22

0畜産物及びそ 40 40

の加工品

-2豆類、いも類及 12 10

びその加工品

-13その他 216 203

-100合計 851 751

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

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

件数

速報

青果物及びその

加工品 9%

穀類及びその加工品 22%

特定の商品を

あげないもの 8%農政 16%

水産物及び

その加工品 7%
飲料 2%

農業 3%

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 27%
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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）

10月 11月 差

安全・衛生 304 229 -75

表 示 81 85 4

制度・基準 52 40 -12

資料請求・照会 72 54 -18

商品知識 26 24 -2

品質・規格 33 26 -7

生産・流通・消費 41 20 -21

そ の 他 242 273 31

合 計 851 751 -100

〔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）

10月 11月 差

一般消費者・消 524 475 -49

費者団体

企業関係者及び 74 90 16

その団体

消費生活センタ 41 31 -10

ー等

農林水産業及び 48 46 -2

その団体

マスコミ関係者 7 4 -3

子ども 13 4 -9

公務員 44 32 -12

不明・その他 100 69 -31

合計 851 751 -100

◆ 主な要望・意見

＊ 国が休耕田などの余った土地を買い取って、若い人に貸し出すなどの対策を講

じてほしい。

＊ 農家の野焼きについて規制等をしないのか。

＊ 国産農産物の高付加価値化を進め、輸出や販売の促進を図ってほしい。

安全・衛生 30%

表 示 11%

制度・基準 5%
資料請求・照会

7%
商品知識 3%

品質・規格 3%

生産・流通・消費

3%

そ の 他 36%

一般消費者・消費者

団体 63%

企業関係者及び

その団体 9%

消費生活センター等

4%

農林水産業及び

その団体 6%

マスコミ関係者 1%

子ども 1%

公務員 4%

不明・その

他 9%
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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。

１１月の子ども相談件数は、前月より９件減少し、４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

＊ 平成 年の水陸稲の生産量を教えてほしい。22
＊ お米の「ぬか」は何故あるのですか。

☆ 相談事例（11月分）

Ｑ１ マダイ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： めでたい に通じる名のタイは 縁起のよい魚として宴会などで重用される魚です

タイ科の魚は世界に約１００種がいますが、そのうち日本近海には１３種が生息してお

り、その代表はマダイです。

平成 年漁業・養殖業生産統計年報によると、全国のタイ漁獲量は15,100トンで、22

主な漁獲地は愛媛県（1,600トン 、長崎県（1,600トン 、福岡県（1,400トン）です。） ）

一方、全国の養殖タイの収穫量は67,500トンで、主な収穫地は愛媛県（35,800トン 、）

熊本県（10,000トン 、高知県（5,800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）「 、

0

20

40

60

80

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

件数

速報
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Ｑ２ サトウキビの国内の生産地はどこですか、どのくらい生産量があるのですか。

Ａ：平成 年産作物統計（普通作物・飼料作物・工芸農作物）によると、サトウキビの22

収穫量は トンで、沖縄県（ トン 、鹿児島県（ トン）の 県の1,469,000 821,000 647,700 2）

みで生産されています。

（参考資料： 作物統計」農林水産省）「

、 。Ｑ３ ナチュラルチーズの国内生産量 輸入量及び国内のチーズ消費量を教えてください

、 、Ａ：平成 年度チーズの需給表によると 国産ナチュラルチーズの生産量は トン22 46,242

ナチュラルチーズの輸入量は トンで、国内のチーズの総消費量（ナチュラルチ189,466

ーズの消費量（プロセスチーズの原料用を除く）とプロセスチーズの消費量の合計）は

トンです。261,433

（参考資料： チーズ需給表」農林水産省）「

Ｑ４ レタスには、結球型レタスと非結球型レタスがありますが、その主な生産地はどこ

ですか。どのくらいの生産量があるのですか。

Ａ：作物統計（平成 年産野菜（ 品目）の作付面積、収穫量及び出荷量（年間計 ）22 40 ）

によると、レタス（結球型、非結球型を問わず）の収穫量は トンで、主要な生537,900

産地は長野県（ トン 、茨城県（ トン 、群馬県（ トン）なってい171,400 83,200 52,400） ）

ます。また、非結球型レタスの収穫量は、地域特産野菜生産状況調査（平成 年産）20

によると トンで、主要な生産地は長野県（ トン 、茨城県（ トン 、51,837 22,038 9,257） ）

福岡県（ トン）なっています。7,665

（参考資料： 作物統計 「地域特産野菜生産状況調査」農林水産省）「 」、

Ｑ５ 黒大豆の品種はどのようなものがありますか。

Ａ：黒色の大豆品種には、北海道で栽培される「いわいくろ 、北海道、東北で栽培され」

る「黒千石（くろせんごく 、関東で栽培される「信濃黒 、近畿、中国、四国で栽培）」 」

される「丹波黒 、九州で栽培される「クロダマル」などがあり、全国各地で栽培され」

ています。

（参考資料：生産局 農産部 穀物課調べ）
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☆地方の「消費者の部屋」だより

消費者の部屋関東農政局 甲府地域センター

甲府地域センターは、ＪＲ甲府駅から南へ徒歩１０分の場所にあります。
なお 平成２４年２月末に 甲府駅北口の甲府合同庁舎に移転し １階に消費者の部屋 消、 、 、 （

費者コーナー）を新たに開設し、展示を拡充します。

【消費者の部屋】
消費者の部屋は、庁舎の１階玄関ロビーにあります。
山梨県版食事バランスガイド、食品の安全や食品表示

などのパネルを展示、食料自給率向上、米粉食品推進等
の普及啓発のパネル展示やパンフレットを設置して消費
者の皆様に農林水産省の施策の情報発信を行っていま
す。

【移動消費者の部屋】
食や農に関連するイベント等に参加し、農林水産行政に関

する情報提供や、消費者相談などを行っています。
ゲームやクイズなどを織り交ぜながら、多くの方に興味を

持っていただけるよう取り組んでいます。
今後もこのような活動と内容の一層の充実に向け、職員一

丸となり努めたいと思います。

甲府市農林業まつり（ ）23.11.5

関東農政局 甲府地域センター 消費・安全グループ
〒400-0031 甲府市丸の内３－５－９ TEL 055-226-6613 FAX 055-226-6642

消費者の部屋九州農政局 鹿児島地域センター

鹿児島地域センターは、ＪＲ鹿児島駅から南へ徒歩で５分、県民交流センターの隣に位置
し、庁舎玄関を入って左側に「消費者の部屋」があります。

【消費者の部屋】
「消費者の部屋(消費者コーナー)」では、食事バラ

ンスガイドのパネル、バランスゴマの模型、フードモ
デルによる１日分の献立例を男女別に展示し 「食事、
バランスガイド」や「日本型食生活」等の普及啓発を
行っています。また、食に関する図書やタイムリーな
パンフレットを配置して、当センターにお立ち寄りの

。消費者の皆様に関心を持って頂けるよう努めています

【 】移動消費者の部屋
「移動消費者の部屋」では、パネル展示やパンフレット
配布により「食事バランスガイド」や「日本型食生活」
等の普及・啓発を行うとともに、アンケートで食に関す
る消費者意識の把握に努めています。

なお、この「移動消費者の部屋」は、県や市町村、食
生活改善推進員、食品関連事業者等との連携の輪を広げ
ることにより、多種多様なイベントにおいて、設置して
います。

今後も消費者の皆様が安全で健やかな食生活を送って
いただく一助となりますよう、食に関する様々な情報の
発信と消費者の皆様の声の受信に努めてまいります。

九州農政局 鹿児島地域センター 消費・安全グループ
〒892-0817 鹿児島市小川町3-64 099-222-0124 099-223-7302℡ Fax

消費者の部屋

移動消費者の部屋



☆ 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12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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