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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

３月５日～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～ 1,028人

３月19日～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～ 385人

● 今後の特別展示（予定）

日 程 テーマ

４月16日～４月27日 消費者の部屋へようこそ！

◆ テーマ「東日本大震災から1年～復興に向けた農林水産省の取組～」◆
昨年3月11日に発生した東日本大震災の被災地の農林水産業及び関連産業の復興に向け

た取組と、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質汚染に関する当省の取
組などを中心に紹介しました。

↑東北農政局の取組の紹介 ↑被災地やその周辺で生産された花の展示

◆ 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、消費者向けに分かりやすく紹介しました。

↑食事バランスガイドや食品表示の紹介 ↑輸入植物検疫の対象となる害虫の標本展示
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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、４４５件（前月４３１件）でした。このうち、問合せは

３５８件、要望・意見は７３件、その他は１４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）

２月 ３月 差

青果物及びそ 45 44 -1

の加工品

穀類及びその 77 76 -1

加工品

特定の商品を 32 40 8

あげないもの

農政 61 47 -14

水産物及びそ 23 23 0

の加工品

飲料 6 8 2

農業 18 15 -3

畜産物及びそ 22 19 -3

の加工品

豆類、いも類及 6 5 -1

びその加工品

その他 141 168 27

合計 431 445 14
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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）

２月 ３月 差

安全・衛生 112 113 1

表 示 33 40 7

制度・基準 36 45 9

資料請求・照会 63 51 -12

商品知識 21 14 -7

品質・規格 18 15 -3

生産・流通・消 25 18 -7

費

そ の 他 123 149 26

合 計 431 445 14

〔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）

２月 ３月 差

一般消費者・消費 226 261 35

者団体

企業関係者及びそ 48 63 15

の団体

消費生活センター 29 22 -7

等

農林水産業及びそ 25 33 8

の団体

マスコミ関係者 8 4 -4

子ども 28 3 -25

公務員 15 21 6

不明・その他 52 38 -14

合計 431 445 14

◆ 主な要望・意見

＊ 野菜の小分け販売を推進し、家庭における廃棄を減らすようにしてほしい。

＊ 地球温暖化の防止や二酸化炭素排出削減のため、植林を推進してほしい。

＊ 国産農産物を優先して使用する施策を進めるべき。
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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 25 件減少し、3 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

＊ 森林を維持するための具体的対策を教えてください。

＊ 日本の農林水産業の現状について教えてください。

☆農林水産省への訪問対応

～ 農林水産省の仕事について学びました～

■平成２４年３月の訪問 来訪者数

神奈川県川崎市立渡田小学校 １１名

合 計 １件 １１名

～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～
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☆ 相談事例（３月分）

Ｑ１ ブロッコリーの国内の主要な生産地はどこですか、また、どのくらいの生産量があ

るのですか。

Ａ：冬が旬のブロッコリーですが、今では産地を換えて全国で生産され、通年出荷、流通

している野菜です。平成 22 年産野菜生産出荷統計によると、全国で 114,200 トンの生

産量（出荷量）があり、主な生産地は、北海道（17,800 トン）、愛知県（14,100 トン）、

埼玉県（13,800 トン）となってます。

（参考資料：「平成 22 年産野菜生産出荷統計」農林水産省）

Ｑ２ 世界のソバの生産量を教えてください。

Ａ：ソバの生産量は、２０１０年のＦＡＯ統計資料によると、世界で 1,517661 トンで、

生産量の多い国は、中国（590,000 トン）、ウクライナ（133,700 トン）、米国（82,600 ト

ン）です。ソバは年によって生産量が大きく増減しています。2009 年の世界の生産量

は 1,794,095 トンで、生産量の多い順に、中国（570,000 トン）、ロシア（564,040 トン）、

ウクライナ（188,600 トン）。2008 年の世界の生産量は 2,181,118 トンで、ロシア（924,110

トン）、中国（600,000 トン）、ウクライナ（240,600 トン）でした。

（参考資料：「FAOSTAT」FAO）

Ｑ３ サケは赤身の魚ですか。

Ａ：サケは身の色が赤く見えるため、赤身の魚と思われがちですが、白身の魚に分類され

ています。身が赤く見えるのは、エビやカニにも含まれるカロテノイド系色素のアスタ

キサンチンが含まれているためです。

魚は、その筋肉中の血色素のミオグロビンの含有量により「赤身」「白身」に区分さ

れています。赤身の魚はマグロ、カツオ、サバなどの回遊魚に多く、こってりとしたう

ま味のあるのが特徴で、白身の魚は、カレイ、ヒラメ、タイなどで、あっさりとした淡

泊な味が特徴です。

（参考資料：「旬の食材・秋の魚」講談社）
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☆地方の「消費者の部屋」だより

関東農政局 長野地域センター 消費者コーナー

長野地域センターは、ＪＲ長野駅から約２キロのところにある長野第２合同庁舎４階に
あり、近くには「牛にひかれて善光寺参り」で全国的に知られている善光寺があります。

【消費者コーナー】
消費者コーナーは、庁舎４階の南側の一角に設置し、食事

バランスガイド、牛トレーサビリティ制度、食品表示の紹介
のためのパネル展示をはじめ、食育、農業、農政についての
普及・啓発パンフレットや広報誌を配置し、来庁者への情報
発信を行っています。

【移動消費者の部屋】
移動消費者の部屋は、６月の食育月間にＪＲ長野駅前での街

頭広報活動や長野県庁ロビーほか各地で「食育月間パネル展示」
による情報発信を行いました。

また、各地で開催される地方自治体等主催のイベントに積極
的に参加し、食料自給率向上に向けたのぼり旗やパネル展示、
当センター手作りの食事バランスコリントゲームなどによって、
大人から子どもまで大勢の皆様に食育や農業を身近に感じてい
ただきました。今後も、多くの方々に利用いただけるよう情報
の受発信と展示内容等の充実に努めてまいります。

関東農政局 長野地域センター 消費・安全グループ
〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第２合同庁舎４階

TEL：026-233-2991 FAX：026-235-1657

近畿農政局 大阪地域センター 消費者の部屋

大阪地域センターは、大阪城の西に位置し、大阪市営地下鉄谷町線の天満橋駅３番出口
から徒歩２分、大阪合同庁舎１号館にあります。

【消費者の部屋】
消費者の部屋は当庁舎６階にあります。日本型食

生活推進のためのパネル展示や食料自給率を表示し
た食品サンプルなどを展示しています。各種パンフ
レットを常置し、ご来庁の皆様へ情報提供を行って
います。

【移動消費者の部屋】
常設展示の庁舎を飛び出し、スーパーマーケッ

ト、大学の学園祭、市町村の消費生活展や食育フ
ェアなどのイベント会場で、「移動消費者の部屋」
を開設しています。

日本型食生活のパネル展示、食育パズルなどを
行いながら、食生活について幅広い年代の消費者
の皆様に情報発信を行っています。

近畿農政局 大阪地域センター 消費・安全グループ
〒540-0008 大阪市中央区大手前１丁目５ー４４ 大阪合同庁舎１号館６階

TEL:06-6943-9691 FAX:06-6941-9011



☆ 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( http://www.maff.go.jp/j/heya/ )から、さまざまな情報

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」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと、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2４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；坂本、石井、新宅、渡辺、池畑

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

東京メトロ「霞ヶ関」駅 FAX ０３－５５１２－７６５１

下車。A5、B3a出口すぐ。

ここをクリック
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