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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

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 1,245人

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～ 790人

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 1,217人

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～ 1,011人

２月27日～３月２日 ふれあい牧場の週 1,375人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

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～

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～

◆ テーマ ◆「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に含まれている成分は、動脈硬化の予防など体に良いとされて

います。チョコレートやココアの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・栄養についてもわかりやすく紹介しました。

↑カカオの木（模型） ↑ココア試飲コーナー
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◆ テーマ ◆「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～」

「フラワーバレンタイン」は、新しいバレンタインデーのスタイルとして、2月14日を

男性から女性に花を贈る日とし、花き業界が一体となってキャンペーンを展開していま

す。展示では、フラワーアレンジメントやテーマフラワーで「新しいバレンタイン」を

体感していただきました。

「お陰様で国内生産量日本一！！ひとつひとつが広島の宝！◆ テーマ

◆瀬戸内・広島が誇る“レモン”をご紹介 」

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60％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した。

↑レモンの木 ↑試食コーナー

◆ テーマ ◆「笑顔を作る食品新素材～健やかな明日を求めて～」

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

素材が含まれており、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

ているお菓子や清涼飲料、健康食品など、身近な多くの食品に使われている食品素材と使

用製品の展示・説明するとともに試食コーナーを設けて体験いただきました。

↑ポリフェノール類の紹介 ↑試食コーナー
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◆ テーマ ◆「ふれあい牧場の週」

放牧と粗飼料を多給した畜産物の特徴や「放牧畜産基準」を満たした放牧畜産実践牧場

についてパネルで紹介しました。また、ふれあい牧場について、機能・役割を紹介すると

ともに、パンフレットの配布や四季の牧場写真の展示のほか、かわいい動物たちとふれあ

えるコーナーを設け、ふれあい牧場の魅力を紹介しました。

↑放牧畜産基準の紹介 ↑保育園児の来訪

☆ 農林水産省への訪問対応

～修学旅行や社会科見学などの訪問をお待ちしています～

■平成２４年２月の訪問 来訪者数

東京都東久留米市立第７小学校 １５名

千葉県市川市立塩焼小学校 ２０名

神奈川県川崎市立下小田中小学校 １０名

東京学芸大学付属小金井小学校 １９名

合 計 ４件 ６４名
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☆特別展示スケジュール（平成24年３月以降）

　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

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

4月16日
～

4月27日

消費者の部屋へよう
こそ！

消費者の部屋の取
組の周知、活用啓
発

農林水産業や食品産業等に関する幅広いテーマを取
り上げている消費者の部屋特別展示の様子をパネル
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、全国各地にある消費者の部屋、消費
者コーナーの紹介も行います。

消費・安全局
消費者情報
官

5月14日
～

5月18日

食べるクジラをもっ
と身近に、簡単に！

食材としてのクジラ
の紹介を通じ、さら
なる利用の促進を
図る。

クジラを食べられるお店・買えるお店の情報の中から、
特に、中華・洋食に挑戦した新しいクジラ料理や、家庭
でも出来る簡単クジラ料理のレシピなどを紹介します。

水産庁
資源管理部
国際課

5月21日
～

5月25日

どんどん広がってる
ね、米粉の可能性

米粉の特性を活か
した様々な商品や
レシピ等を紹介し、
米粉の食材として
の可能性を知って
もらい、さらなる利
用促進を図る。

米粉製品（パン、麺、ケーキ、菓子等）の展示及び試
食。
卓上製粉機の製粉実演、新規用途向け米粉と上新粉
との粒度比較。
米粉料理レシピの配布。パネル及びポスターの展示 。

生産局
農産部
穀物課

6月11日
～

6月22日

望ましい食生活の実
現に向けて

自らの食生活につ
いて考えていただく
ための取組を紹介
する

食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食
生活を実践することができる人間を育てる「食育」を推
進しています。食育の実践方法や農林漁業体験につい
て紹介します。

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。（詳しくは裏面参照）

　　 ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９
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☆ ２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～

２月の相談件数は、４２２件（前月４１７件）でした。このうち、問合せは

３４２件、要望・意見は６０件、その他は２０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）

１月 ２月 差

6青果物及びそ 38 44

の加工品

3穀類及びその 71 74

加工品

-23特定の商品を 55 32

あげないもの

57農政 4 61

-15水産物及びそ 38 23

の加工品

4飲料 2 6

12農業 6 18

-5畜産物及びそ 26 21

の加工品

-10豆類、いも類及 16 6

びその加工品

-24その他 161 137

5合計 417 422
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速報

件数

青果物及びその加

工品 10%

穀類及びその加工品 18%

特定の商品を

あげないもの 8%

農政 14%

水産物及び

その加工品 7%

飲料 1.4%

農業 4%

畜産物及び

その加工品 6%

豆類、いも類及び

その加工品 4%

その他 32%
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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）

1月 2月 差

安全・衛生 137 112 -25

表 示 40 30 -10

制度・基準 38 33 -5

資料請求・照会 42 61 19

商品知識 13 21 8

品質・規格 29 18 -11

生産・流通・消費 16 25 9

そ の 他 102 122 20

合 計 417 422 5

〔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）

1月 2月 差

一般消費者・ 234 226 -8

消費者団体

企業関係者 62 48 -14

及びその団体

消費生活セン 30 29 -1

ター等

農林水産業 17 25 8

及びその団体

マスコミ関係 3 8 5

者

子ども 7 28 21

公務員 26 14 -12

不明・その他 38 44 6

合計 417 422 5

◆ 主な要望・意見

＊ 新聞報道等で６次産業化を知った。農水省はもっと事業の宣伝をすべき。

＊ 家庭菜園程度の農地を求める人が農地を取得できるよう法的な体制整備を行っ

てほしい。

＊ 農作物や食品の輸入自由化は避けられないだろうが、日本の農産物の輸出促進

に取り組んでほしい。

安全・衛生 27%

表 示 7%

制度・基準 8%

資料請求・照会

14%

商品知識 5%

品質・規格 4%

生産・流通・消費

6%

そ の 他 29%

一般消費者・消費者

団体 54%

企業関

係者及

び

その団

体 15%

消費生活センター等

7%

農林水産業及び

その団体 4%

マスコミ関係者 1.9%

子ども 6.6%

公務員 3%

不明・その他

10%
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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。

２月の子ども相談件数は、前月より 件増加し、 件となりました。21 28

図５ 子ども相談件数の推移

◆ 主な子ども相談

＊ 愛知県内の水耕栽培の盛んな地域を教えてほしい。

＊ 農林水産省は、食料自給率を高めるために、どのような取り組みをしているの

ですか。

＊ 旬の食べ物を食べるとなぜ環境にやさしいのですか。
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80
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☆ 相談事例（２月分）

Ｑ１ 姫貝とその原料の貝について教えてください。

Ａ： 姫貝（ひめがい 」は、バカガイ（通称アオヤギ）のむき身を細長く引き伸ばして乾「 ）

燥させたものです。また、むき身のまま乾燥させたものは「桜貝（さくらがい 」と呼）

ばれます。バカガイは、日本全国に分布しますが、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海が主要産

地です。ややハマグリに似た貝殻の形ですが、褐色を帯び、表面に同心円状シワがあり

ます。水揚げされても殻をきっちり閉めず、足をだらりと出しているさまからバカガイ

の和名が付いたそうです。一般的に呼ばれる「アオヤギ」の名前の方が通りがよいです

が、これは上総国青柳村（現在の千葉県市原市青柳）でよくとれたため、それにちなん

で名付けられたということです。

（参考資料： 食品図鑑」女子栄養大学出版部）「

Ｑ２ ご飯のカロリーの量はどのくらいあるのですか。

Ａ：文部科学省の「日本食品標準成分表（五訂増補 」によると、精米（精白米）のご飯）

で グラム当たり キロカロリーとなっており、ご飯茶わんに軽く一杯（約 グ100 168 150

ラム）は約 キロカロリーになります。また、おかゆ（全かゆ、精白米 グラム相240 20

当量を含む）は グラム当たり キロカロリー、餅は キロカロリーとなってい100 71 235

ます。

（参考資料： 日本食品標準成分表（五訂増補 」文部科学省、「 ）

「調理のためのベーシックデータ」女子栄養大学出版部）

Ｑ３ ゆで卵を作るとへこみが出来ますがこれはなぜですか。

Ａ：ゆで卵のへこみは 「気室（きしつ 」と呼ばれる部分で、卵殻の内側の膜と、内部の、 ）

白身などを包んでいる膜との間に空気のたまったものです。卵殻には気孔と呼ばれる目

に見えない小さな穴が開いていて、外部との空気のやり取りがあります。このため、気

室は、卵がヒナにかえる時に呼吸をするため役立つのです。また、産卵後時間の経過と

ともに内部の水分は、気孔を通じて蒸発するため、気室の容積は少しずつ大きくなって

ゆきます。

（参考資料： 畜産ハンドブック」講談社 「卵のひみつ」さえら書房）「 、
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Ｑ４ 農山漁村の「６次産業化」とは、どのようなことなのですか （子ども相談）。

（ ） 、 、Ａ：農林漁業者 １次産業 が 農産物などの生産物の元々持っている価値をさらに高め

それにより、農林漁業者の所得（収入）を向上していくことです。生産物の価値を上げ

るため、農林漁業者が、農畜産物・水産物の生産だけでなく、食品加工（２次産業 、）

流通・販売（３次産業）にも取り組み、それによって農林水産業を活性化させ、農山漁

村の経済を豊かにしていこうとするものです。

「６次産業」という言葉の６は、農林漁業本来の１次産業だけでなく、２次産業（工

業・製造業 ・３次産業（販売業・サービス業）を取り込むことから、１次産業の１×）

２次産業の２×３次産業の３のかけ算の６を意味しています。言葉の由来は、東京大学

名誉教授の今村 奈良臣（いまむら ならおみ）先生が提唱した造語と言われています。

（参考資料：農水省ホームページ（農山漁村の６次産業化）

： 、担当：食料産業局産業連携課）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html

Ｑ５ 「６次産業化」の事業には、具体的にどのような取組があるのですか。

（子ども相談）

Ａ：愛媛県内子町の道の駅「内子フレッシュパークからり」の例

道の駅とは、国土交通省により登録された、休憩施設とその地域の振興施設が一体と

なった施設のことです。愛媛県内子町の道の駅「内子フレッシュパークからり」では農

産物の直売所のほか、地域の農産物・畜産物の加工・販売施設、パン工房、地域の食材

を使ったレストランが一緒になっています。さらに、近くには農業公園や農村体験施設

もあり、地域の文化や産業の基点の役割を果たすようになっています。

（参考資料：ａｆｆ（あふ、農林水産省広報誌） 年８月号）2011

「 」 、 。Ｑ６ ６次産業化 によって 日本の農林漁業にとってどんな良いことがあるのですか

（子ども相談）

Ａ： 我が国の農林漁業は、所得（収入）の減少、深刻な担い手（後継者）不足などの厳

しい状況にあり、農山漁村の元気もなくなってきています。このため、農林漁業・農

山漁村を活性化する方法の１つとして、農山漁村の「６次産業化」の取組が注目され

ています。この「６次産業化」の取組により、住む人が減ったり仕事がなくなってい

くことに悩む地域の雇用（仕事）と所得を確保し、若者も都会に出て行くことなく地

域に住み生活できる社会を作ることが考えられます。

（参考資料：農水省ホームページ（農山漁村の６次産業化）

： 、担当：食料産業局産業連携課）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html
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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 富山地域センター
富山地域センターは、立山・黒部アルペンルートの玄関口であるＪＲ富山駅北口から徒

歩５分に位置する富山地方合同庁舎内にあります

【消費者の部屋】
消費者の部屋は４階の当センターフロア内にあり

ます。食事バランスガイド、日本型食生活等のパネ
ル展示やパンフレットを設置し来所者への情報提供
や消費者相談を行っています。

また、１階共用スペースにも食育関連のほか、農
林水産行政に関するパンフレットを取り揃え、来庁
される方々に広く情報をお伝えできるように努めて
います。

【移動消費者の部屋】
「移動消費者の部屋」は主に６月の食育月間や秋

の収穫時期に開催される、食や農に関するイベント
等において開設しています。

それぞれのイベント等の趣旨に沿うパネル展示、
パンフレット配布で情報提供を行うとともに、多く
の方々に興味を持っていただけるように、食育カル
タや豆つかみゲームなども実施しています。

今後も「移動消費者の部屋」を消費者の皆さまと
の直接のふれあいの場として、機会あるごとに開設
し、情報の受発信に努めていきます。

北陸農政局 富山地域センター 消費・安全グループ
〒930-0856 富山県富山市牛島新町11-7 Tel:076-441-9309 Fax:076-441-9327

消費者の部屋中国四国農政局 高松地域センター
、ＪＲ高松駅から南へ徒歩で25分程の場所にあります。１階玄関高松地域センターは

ホールに「消費者コーナー」を設置しています。

【消費者コーナー】
消費者コーナーでは、食事バランスガイドの

立体コマの展示の他、毎月テーマを選び、食生
活、食の安全、農林水産行政の紹介などのパネ
ル展示、パンフレットの配布を行っています。

消費また、広報誌やリーフレットを常置して
・安全行政の情報発信を行っています。

【移動消費者の部屋】
平成２３年１１月２０日、サンメッセ香川大展示

場で開催された「かがわ食育・地産地消フェスタ」
（ ） 「 」 、主催：香川県 に 移動消費者の部屋 を開設し
食事バランスガイドや、めざましごはん等のパネル
展示、パンフレット配布、来場者の方々へ食育アン

、 、ケートを行うとともに 消費者相談コーナーを設け
食に関する身近な相談を受け付けました。

今後も、各種イベント等において 「移動消費者、
の部屋」を開設し、消費者の皆様への情報発信を行
っていきます。

＜かがわ食育・地産地消フェスタ＞

中国四国農政局 高松地域センター 消費・安全グループ
〒760-0018 香川県高松市天神前3番5号 Tel:087-831-8151 Fax:087-833-7291



☆ 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

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2４年３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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