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消費者の部屋展示室☆ 特別展示のご紹介
～農林水産省の取組みをご紹介します～

● １１月第２週以降の特別展示（予定）

１１月第２週以降は次のテーマで特別展示を行います。ご来場をお待ちしています！

■平成２１年１１月の特別展示

11月９日～11月13日 不思議な作物・落花生～11月11日はピーナッツの日～

11月16日～11月20日 砂糖は笑顔のエネルギー～ご存知ですか？お砂糖のこと～

11月24日～11月27日 食品表示とＪＡＳ規格

11月30日～12月４日 にいがた発「Ｒ１０プロジェクト」

● １０月第２週～１１月第１週の特別展示

■平成２１年１０月の特別展示 入場者数

10月13日～10月16日 ～森からの贈りもの～きのこなどの特用林産物 637人

10月19日～10月23日 木づかい推進月間 729人

10月27日～10月30日 427人養殖魚について学ぼう！～見て納得・学んで安心！養殖業～

500人11月２日～11月６日 有機農業の目指す世界～２００９～

１０月第２週～１１月第１週の特別展示の様子です。きのこや炭などの林産物や間伐材製

品、養殖魚の稚魚や有機農産物などを紹介しました。

◆ テーマ「～ 」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆森からの贈りもの～きのこなどの特用林産物

１０月１５日は「きのこの日」です。栽培技術の発展とともに年間を通じて食べること

ができるしいたけ等きのこ類について、栽培方法や機能性などを紹介しました。また、き

のこや山菜の加工食品、漆製品、木炭、竹製品等も展示しました。

←きのこ

の展示

漆 製 品など

が 並 びまし

た →
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◆ テーマ「木づかい推進月間」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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。今回

の展示では、子どもと一緒に遊ぶことの

できる「おもちゃ」を中心に日用で使え

る「木づかい」製品を紹介しました。

◆ テーマ「 」◆◆◆◆◆養殖魚について学ぼう！～見て納得・学んで安心！養殖業～

養殖している魚種や産地、養殖魚の飼育方法等、

生産現場での取組を分かりやすく紹介しました。生

きた稚魚や成魚、加工品や生簀模型等を展示し、魚

の名前・重さ当てクイズなども実施しました。

マダイやイサキの稚魚 →

◆ テーマ「有機農業の目指す世界～２００９～」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

有機農業について知っていただくため、パンフレットやパネル展示などを行いました。

また、講習会や相談窓口を設置し、消費者の疑問・質問にお答えしました。期間中は、生

産者ご自慢の有機農産物の試食を実施しました。

講習会を実施しました

→

← 試食風景

↑ 有機農産物の数々

木製おもちゃの数々

→
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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、１，１２６件（前月９８６件）でした。このうち、問合せは

９９４件、要望・意見は７８件、その他は５４件となりました。

〔品目別相談件数〕

－主に農政、穀類及びその加工品に関する相談が増加し、油脂類に関する相談は減少－

（件）

表１ 品目別相談件数

図１ 品目別相談比率

このうち、上位３項目について内容別に見ると、農政では「 、穀類及びそ資料請求」

の他の加工品では「 、青果物及びその加工品では「 」に分類され品質・規格 安全･衛生」

る相談が多くありました。

図２ 上位３項目（品目別）の内容別相談件数

9月 10月 差

農政 186 230 44

穀類及びその加工品 141 189 48

青果物及びその加工品 83 102 19

特定の商品をあげないもの 51 87 36

畜産物及びその加工品 44 58 14

油脂類 91 49 -42 

飲料 25 46 21

水産物及びその加工品 46 42 -4 

その他の加工食品 19 34 15

その他 300 289 -11 

合計 986 1,126 140
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〔内容別相談件数〕

－主に商品知識に関する相談が増加－

（件）

表２ 内容別相談件数

図３ 内容別相談比率

油脂類 特定の商品をこのうち、上位３項目をみると、安全・衛生では「 、表示では「」

、資料請求・照会では「 」に関する相談が多くなっています。あげないもの 農政」

図４ 上位３項目（内容別）の品目別相談件数

9月 10月 差

安全・衛生 180 170 -10

表      示 148 167 19

資料請求・照会 120 141 21

商品知識 62 115 53

制度・基準 83 111 28

品質・規格 28 55 27

生産・流通・消費 49 45 -4

そ  の  他 316 322 6

合      計 986 1,126 140
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〔相談者別件数〕

－主に消費者からの相談が増加－

（件）

表３ 職業別相談件数

図５ 相談者別比率

このうち、上位３項目をみると、一般消費者・消費者団体では「 、企業関係安全･衛生」

者及びその団体では「 、消費生活センター等では「 」に分類される制度・基準 商品知識」

相談が多くなっています。

図６ 上位３項目（相談者別）の内容別相談件数

9月 10月 差

一般消費者・消費者団体 499 619 120

企業関係者及びその団体 119 93 -26

消費生活センター等 60 88 28

公務員 48 58 10

農林水産業及びその団体 55 47 -8

教員・学校関係者 43 39 -4

子ども（中学生以下） 20 36 16

不明・その他 142 146 4

合計 986 1,126 140
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◆ 主な相談

＊ 日本の遺伝子組換え農産物の生産状況について教えてください。

＊ サトイモの保存方法について教えてください。

＊ いつまで新米と表示できるのですか。

＊ ２１年産水稲の作況指数を教えてください。

＊ 商品についているＪＡＳマークについて教えてください。

◆ 主な要望・意見

＊ 大手スーパーが市場を通さず漁協から直接、魚などを仕入れていることについて、

大臣と大手スーパーの社長との会談により「消費者の利益に貢献するという考えで一

致した」と報道されていることを歓迎する。地元の産品でない農産物が広域に流通す

る現在、市場流通が生産者の所得向上にどれだけ貢献しているか、以前から疑問を感

じていた。産直は生産者の所得向上に確実に貢献しており、いわゆる｢中抜き」問題

はそれを象徴している事実である。農林水産省は、今後も生産者に向いた政策を進め

てほしい。

、 。＊ 大臣には生産者を第一に 特に所得向上に向けた政策を早急に策定し進めてほしい

疲弊した日本農業を救うためにも、まず、戸別所得補償制度を含め生産者の所得向上

に向けた施策を作って農業者の生活を何とかしてほしい。

〔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素朴な相談や

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１６件増加し、３６件となりました。

◆ 主な子ども相談

＊ 農林水産省の仕事について教えてください。

＊ 食料自給率を１００％にするにはどうしたら良いのですか。

＊ どうして遺伝子組換え農産物を作るのですか。

＊ 遺伝子組換え農産物の良いところ、悪いところを教えてください。

0
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☆ 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～

【 学 習 風 景 】

～ 農林水産省の仕事について学びました ～

～ 特別展示を見学しました ～

■平成２１年１０月の訪問 訪問者数

北海道帯広三条高等学校２年生 １１名

大阪府近畿大学附属小学校５年生 １１１名

埼玉県鳩ヶ谷市立里中学校１年生 ２名

合 計 ３件 １２４名

こんなご質問を受けました！

♪ コンビニ等で売れ残った食品に対する対

策は何かありますか。

♪ 農林水産省で一番力を入れていることは

何ですか。

♪ どうして遺伝子組換えをするのですか。
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東北農政局 福島農政事務所
「消費者の部屋」

☆ 「消費者の部屋」

福島農政事務所は、福島駅から東に徒歩２０分程の距離にあります。福島市

の中心には 「信夫山」があり、市民の憩いの場となっています。また、福島、

駅から南東へ徒歩２５分程の「花見山」は、季節毎に四季折々の花が咲き、全

国各地から大勢の観光客が訪れます。

「 」 、 、当事務所の 消費者の部屋 は 今年４月に庁舎１階玄関ホールの場所から

庁舎１階西側の部屋に移動し、消費者の方々が気軽に立ち寄れ、落ち着いた気

分の中で、様々な情報が得られるようリ

ニューアルオープンしました。

部屋の中は、食育関係のビデオ、ＤＶ

Ｄが自由に見られるようにテレビも備え

付け、壁には、食育、食料自給率 、食

事バランスガイド等のパネルを展示し、

、 、 、また フードサンプルも展示して 見て

聞いて楽しめる部屋となりました。

☆ 「移動消費者の部屋」

食育月間の６月に県内各地の直売所、保健福祉事務所等をお借りして 「移、

動消費者の部屋」の開設並びに食育の「パネル展示」等を行いました 「移動。

消費者の部屋」では、消費者の「食」に対する関心を高めて頂くこと、食事バ

ランスガイドの普及・啓発を目的に、食料自給

率クイズ、食育関係のＤＶＤの放映、食事バラ

。ンスガイド等の情報提供を行いました

実りの秋は、各市町村、直売所等で開催され

ている収穫祭等の

食のイベントとタ

、イアップした中で

《須賀川市の直売所で開設》特に「食事バラン

スガイド」のＰＲを含め、消費者の方々へ食に関

する情報提供を行っています。

《 》いわき市保健福祉センター

東北農政局 福島農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒 960ｰ8107 福島県福島市浜田町1ｰ9

TEL 024-534-4151 FAX 024-525-6533
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九州農政局 鹿児島農政事務所

「消費者の部屋」

鹿児島農政事務所は、九州新幹線の

終着駅鹿児島中央駅から路面電車で１５

分、西南戦争の最後の激戦地で西郷隆盛

の終焉の地「城山」の近くに位置し、西

郷隆盛銅像・鶴丸城等の史跡が多数隣接

しています。

「消費者の部屋」は、本庁舎の１階玄

関横に設置し、通りから見やすい窓に、大きく「消

費者の部屋」と表示するなど、お客様が入りやすい

。 、よう工夫しています 部屋には世界のお米サンプル

お米加工品、食事バランスガイドの模型の展示と食品品質表示や食生活指針等

の各種パンフレット、その他食・食育等に関する資料等を取揃え、来客者に対

する情報提供や普及啓発を行っています。

また、県内各地で行われる農業祭り、ふるさと

祭り、鹿児島市民の消費生活フェア、かごしまっ

こ食育フェスティバル 霧島食の文化祭等では 移、 「

動消費者の部屋」を設置して、来場者に「食・食

育を知ってもらおう。考えてもらおう。ふれても

らおう 」と多彩な取組を行っています。。

「移動消費者の部屋」の１例として、毎年初春に地元大手デパートで約３０

の企業、グループ、機関が参加し５日間にわたり開催される「かごしま市民の

消費生活フェア」があります。本年度も開催されるフェアでは、消費者相談の

受付、食に関するミニ講演会、おはしの使い

方や食料自給率等各種パネル展示 「食事バラ、

ンスガイド」を活用した日本型食生活の普及

啓発、米粉パンの試食による米の消費拡大の

取組等、食の安全・安心や食料自給率向上に

係る情報提供や普及啓発を行う計画としてい

ます。

九州農政局 鹿児島農政事務所 消費・安全部 消費生活課

〒 860－8527 鹿児島県鹿児島市小川町３番６４号

TEL 099-222-0121 FAX 099-223-7302
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☆ 相談事例（１０月分）

Ｑ１ 遺伝子組換え技術の利点と問題点は何ですか。

Ａ：農林水産業や食品産業での遺伝子組換え技術の利用については、新品種の開発、生

産工程の効率化などといった私たちの身近な分野への貢献のほか、今後の人口増加に

、 。対する食料問題 地球環境問題などを解決するための技術としても期待されています

遺伝子組換え技術の利用により、従来できなかった生物から有用な遺伝子だけを取

り出して、他の生物に導入することで、農産物の品種改良の範囲を大幅に拡大するこ

とができます。具体的には次のような課題への対応を可能にする技術です。

（ ） 、 、○栄養成分や機能性成分 高血圧の抑制など に富む農作物 日持ちのよい農産物

アレルギー原因物質を除いた食品の生産

○超多収農作物、低温・乾燥・塩害などの不良環境や病虫害に強い農作物の開発

このように、遺伝子組換えは私たちの生活に役立つ可能性を持つ技術ですが、これ

までの農作物では生じなかった、人間や家畜、その他の生物への影響が、新たに生じ

。 、 、るかもしれません このため 人間や家畜が食べた時に安全かどうかチェックしたり

栽培された時に他の野生動物に悪い影響を与えないかなどをチェックしたりする必要

があります。

そこで、我が国では法律に基づき安全性をチェックする仕組みを設けて、問題が起

きないようにしています。具体的には、遺伝子組換え農作物を使用する前に、食品と

しての安全性、家畜のエサとしての安全性、環境への安全性（生物多様性への悪影響

がないこと）をそれぞれ品種ごとにチェックしています。

（参考資料：農林水産省ホームページ公開資料「遺伝子組換えに関するQ＆A（平成20年

12月更新」http://www.s.affrc.go.jp/docs/anzenka/qanda.htm ））

Ｑ２ 乳牛のブラウンスイス種について教えて下さい。

Ａ：乳牛のブラウンスイス種は、その名のとおりスイス北東部山岳地帯原産で、１８世

紀後半にアメリカで乳用種として改良されたものです。戦後、日本にも導入され、和

牛の改良に活躍した時期もありましたが、乳量がホルスタイン種に比べ少なかったた

め、平成２０年現在、国内で飼養される乳用牛約１５０万頭のうち、ブラウンスイス

種は約１，２００頭程度にとどまっています。

身体の大きさは日本で一般的なホルスタイン種と同程度の大きさで、体色はその名

のとおり灰褐色です。乳質は乳脂肪分４％程度、たんぱく質含有量は３．４％程度と

ホルスタイン種に比べ濃厚なためチーズ製造に適しています。

（参考資料： 新版 食材図典 生鮮食材篇」小学館、(社)農林放送事業団ホームページ「

公表資料「アグリワールド、なるほど畜産情報 、http://www.agriworld.or.jp/chi」

kusan/lint070312.html）
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個人でお米を輸出する際の届出について知りたい。Ｑ３

Ａ 「国際宅配便や国際郵便により個人用として輸出する場合 「輸出者が日本から出． 」、

国する際に携帯品または別送品として輸出する場合」など、原則としてすべての場合

に、事前にお近くの地方農政局または地方農政事務所へ輸出数量の届出を行うことが

義務付けられています。なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸出

した場合には20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意下さい。具体

的な届出の方法は、お近くの地方農政局または地方農政事務所で用意している届出用

紙に必要事項を記入の上、提出してください。

なお、お米を輸出する場合、輸入相手国によっては、病害虫などの植物検疫上の問

題により、お米の輸入を制限していたり、植物検疫証明書の添付が必要となる場合が

あります。相手国別の具体的な検疫条件については、最寄りの植物防疫所にお問い合

わせ下さい。 （担当：総合食料局食糧部食糧貿易課）

シイクワシャー（シークワーシャー）について教えてほしい。Ｑ４

Ａ．シイクワシャー（学名：Citrus depressa）はミカン科・ミカン属で別名ヒラミレ

モンともいわれ、奄美大島から沖縄、さらに台湾の山地に分布しています。沖縄の方

言で「シー」は「酸っぱい」を 「クワシャー」は「漬ける 「洗浄する」ことを意、 」、

味します。

果形は扁球形で、果実重は平均２０～３０ｇ程度です。１０月下旬頃から着色し始

め１２月上旬にかけて熟し、果皮は黄橙色に着色します。

未熟果の収穫が８月から１０月に薬味や酢の代用などの調理用として始まります。

さらに１０月～１２月はジュース原料などの加工用に、１２月から２月にかけては酸

の減少にともない生食用として幅広く利用されます。

果汁には特有の強い風味があり酸度も高いので飲みやすくするため、１０％に希釈

した果汁入り飲料が多くなっています。

（参考資料： 食品図鑑」女子栄養大学出版部 「食材図典生鮮食材篇」小学館）「 、

平成２１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」
http://www.maff.go.jp/j/heya/index.html

担当；本部、古本、渡辺、堰本

TEL ０３－３５９１－６５２９（直通）

FAX ０３－５５１２－７６５１
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