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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、農林水産省

の本省北別館１階で行われる特別展示には、多くの方々に御来場いただいております。

☆ 特別展示の御紹介
●平成29年10月の開催状況

期 間 展 示 名 入場者数

10月２日～10月６日 【特別】ココロにおいしい、冷凍食品 1,241人

10月10日～10月13日 【特別】森からの恵み～きのこや特用林産物～ 653人

10月16日～10月20日 【特別】統計で見る「農林水産業の姿」 545人

10月23日～10月27日 【特別】世界農業遺産・日本農業遺産 937人

●平成29年11月の特別展示

期 間 展 示 名

10月30日～11月２日 【特別】さつまいも・じゃがいもの週

11月６日～11月10日 【特別】国有林野で遊び、学ぼう！

11月13日～11月17日 【特別】「和の空間」でおもてなし

11月20日～11月24日 【特別】太陽と大地の恵み 砂糖

11月27日～12月１日 【特別】環境にやさしい農業の魅力

◆ テーマ【特別展示】ココロにおいしい、冷凍食品 ◆

10月18日は「冷凍食品の日」です。冷凍食品を使うことで、時間の余裕と心のゆとり
が生まれ、生活の質を向上させることができます。
－18℃以下で管理されているため細菌が活動できず衛生的なことや、急速凍結により

栄養や美味しさが保たれていることなどをお知らせしました。
家庭用だけでなく給食や外食産業向けの冷凍食品の試食を日替わりで実施し、多くの

来場者で賑わいました。

冷凍食品の野菜、揚げ物、麺類、デザート等の試食を実

施しました。来場者は各商品の特性について説明を受け

ながら食べていました。

子供に大人気のキャラクターをかたどったプチケーキ。

お弁当やおやつにおすすめとのことでした。
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◆ テーマ【特別展示】森からの恵み～きのこや特用林産物～◆

10月15日は「きのこの日」。きのこ類をはじめ、木炭、竹、漆等の特用林産物について、
パネル、パンフレット等によりわかりやすく紹介しました。
実物のきのこの展示も行い、普段あまり見かけない品種のきのこに来場者が足を止めて

いました。

菌床から所狭しと生えるしいたけ 竹を使った様々な製品。

冷凍食品にまつわるクイズに挑戦する小学生。 冷凍食品の魅力について、ラジオの生中継を実施。

中継レポーターの本田あやのさんと本田ひでゆきさん

が冷凍えだまめを試食してくれました。

林野庁職員からきのこについて説明を受ける

高校生たち。

漆を採取するときに使用する道具の数々。
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◆ テーマ【特別展示】統計で見る「農林水産業の姿」 ◆

10月18日は「統計の日」です。農林水産統計調査等の結果から見た全国及び地域の農
林水産物をパネル・報告書等で紹介しました。
また、水稲収穫量調査に使用する器具の展示を行うとともに、千歯での脱穀体験を実

施しました。

◆ テーマ【特別展示】世界農業遺産・日本農業遺産 ◆

世界農業遺産及び日本農業遺産は、伝統的な農林水産業が社会や環境に適応しながら何

世代にもわたり受け継がれる中で、特徴的なランドスケープや文化、多様な生きものが育

まれ、守り伝えられきた地域を認定するものです。国内の世界農業遺産認定８地域と日本

農業遺産認定８地域の協力のもと、農業遺産の魅力を紹介しました。

千歯を使って稲からもみを取り外す体験。水稲収穫量調査で使用する器具。

日本農業遺産（三重県鳥羽・志摩地域）に関連した

真珠講座を実施。

世界農業遺産・日本農業遺産地域の特産品を展示。

日本農業遺産（埼玉県武蔵野地域）の特産品であるさつ

まいもの試食を実施。

世界農業遺産・日本農業遺産の説明を聞く中学生。
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☆ 学校関係の訪問状況

「消費者の部屋」では、小・中・高校生での修学旅行や校外学習で班別行動をされる

児童・生徒の皆さんに向けて、農林水産省の訪問を受け付けております。

また、農林水産省に関する、様々な質問にも、わかりやすく説明しています。

多くの児童・生徒の皆さんの訪問をお待ちしております。

平成29年10月の来訪者は以下の通りです。

■ 平成29年10月の訪問 来訪者数

和歌山県 和歌山大学教育学部附属小学校（小６年） １８名

北海道帯広三条高等学校 （高２年） １９名

島根県立三刀屋高等学校 （高２年） ２名

奈良県 近畿大学附属小学校（小５年） ２５名

茨城県立立石岡第一高等学校（高２年） １０名

富山県富山大学人間発達科学部附属小学校（中３年） ５名

合 計 ６校 ７９名

お申し込みについて

訪問を希望される場合は、事前にお申し込みが必要です。

担任の先生より、「消費者の部屋」ホームページ内に掲載されている、申し込み用紙に

必要事項を記入の上、FAX（03－5512－7651）にてご連絡下さい

※訪問について基本情報

・実施時間：火・水・木の平日１日２回（10:30～、13:30～）

（上記以外でも、ご相談下さい。ただし、都合により実施できない場合もあります。）

特別展示の案内、説明・質疑等･･･30分、庁舎案内･･･40分

・所要時間：１時間10分程度 ・受入人数：訪問は20名程度（要相談）までとします。

訪問の様子

「消費者の部屋」において、特別展示の説明を受

ける、和歌山県和歌山大学教育学部附属小学校の

生徒達。

「消費者の部屋」展示室において、記念撮影をする、

島根県三刀屋高等学校の生徒達。
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訪問された生徒さんの感想（抜粋）

☆農林水産省の説明では、私たちが全く想像していなかった農業の話を聞くことが出来ま

した。また、私たちが調べている「品種改良」と「遺伝子組換え」についても、日本で

の取組やメリット・デメリット、「食」への関わりなど興味深く学ぶことが出来ました。

今後の学習に活かしていきます。 （高校２年男子）

☆農林水産省の中を実際に歩きながら見学をして、展示室や記者会見室、図書館と様々

な部署の職員の説明を聞くことで、持続可能な社会の実現に向けて、私たちが地域の

ために何が出来るかを知る糸口を掴むことが出来ました。 （中学３年女子）

☆食料自給率の向上の必要性を学ぶことが出来て良かったです。日々の食生活で私たち

が出来ることを実行していきます。特に、食品の購入時には、産地には気を配り可能

であれば、国産を選択したいです。 （中学３年男子）

～ 修学旅行や社会科見学などの訪問をお待ちしています ～

「消費者の部屋」事務室において、説明を受ける、

富山県富山大学人間発達科学部附属中学校の生徒達。

記者会見室見学において、説明を受ける、

和歌山県和歌山大学教育学部附属小学校の生徒達。

農林水産省図書館において、取り扱い書籍等の説明を

受ける、茨城県立石岡第一高等学校の生徒達。
農林水産省正門前で、記念撮影をしている、

北海道帯広三条高等学校の生徒達。
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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、先月より 16件増加し、19件となりました。

子ども相談件数の推移

☆ 相談事例（10月分）
Ｑ 世界農業遺産とはどんなものか、教えてください。また、日本ではどのような地域が

認定されていますか。

Ａ：世界農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくられてきた伝

統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ（世界農業遺産にお

いては、「土地の上に農林水産業の営みを展開し、それが呈する一つの地域的まとまり」

と定義。）、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システムを国連食糧

農業機関（FAO）が認定する仕組です。
世界では 17ヵ国 38地域、日本では 8地域が認定されています。
認定されると、地域固有の農業の価値が世界的に認められるので、地域の人々に誇りと

自信をもたらすとともに、農産物のブランド化や観光客誘致を通じた地域経済の活性化が

期待されます。また、認定地域同士の交流など、国内外との連携強化も望めます。

◇日本で認定されている８地域をご紹介します。（2017年１月現在）
１．トキと共生する佐渡の里山 新潟県佐渡市（2011年認定）
２．能登の里山里海 石川県能登地域 （2011年認定）
３．静岡の茶草場農法 静岡県掛川周辺地域 （2013年認定）
４．阿蘇の草原の維持と持続的農業 熊本県阿蘇地域

（2013 年認定）
５．クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林

水産循環 大分県国東半島宇佐地域（2013 年認定）
６．清流長良川の鮎 岐阜県長良川上中流域

(2015 年認定）
７．みなべ・田辺の梅システム

和歌山県みなべ・田辺地域 (2015年認定）
８．高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域 (2015年認定）

詳細については、農林水産省HPにおいて情報がございます。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1.html

クヌギを利用した原木しいたけ栽培

(大分県）

0

10

20

30

40

50

H２９年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

件数



- 7 -

☆ 相談事例（10月分）
Ｑ 新米の季節ですが、新米の表示の定義を教えてください。また、新米を美味しく炊く

方法についても教えてください。

Ａ：新米の表示は、食品表示法の規定にある食品表示基準では、

１．原料玄米が生産された当該年の１２月３１日までに容器に入

れられ、若しくは包装された玄米

２．原料玄米が生産された当該年の１２月３１日までに精白され、

容器に入れられ、若しくは包装された玄米

であれば「新米」と表示できます。

新米を炊飯する際に、水を少なくする理由は、新米は細胞組織が軟らかいため、加

熱時間が短くてすむからといわれています。

新米も含めて、美味しいご飯を炊くコツは「米」と「水」と「熱」のバランスとタイ

ミングにあります。下記のポイントをおさえると、さらにおいしさがアップします。

是非、新米で食欲の秋を満喫してみてはいかがでしょうか。

【美味しいご飯を炊くポイント】

１．計 量：計量カップを使ってきちんと計る

２．洗 米：短時間で、リズミカルに洗う

→洗米の目的は表面のぬかを取り除くためです。洗米時にも米が水を吸

うため、ゆっくり洗っていると、ごはんがぬか臭くなってしまいます。

３．水加減：水加減は、きっちりと行う

→普通の精白米の場合は、洗う前の米の容量の２０％増し、新米の場合

は１０％増しを標準とします。

４．浸 水：吸水は最低でもは３０分以上

→米の中心部分まで吸水させると、芯のないふっくらとしたごはんに仕

上がります。秋の新米時期は２時間（冬１時間、夏３０分）が目安です。

５．蒸らし：炊きあがったらふたは開けずに１０～１５分ほど蒸らす

→米粒の水分の分布を均一化するため、蒸らしは大切です。

６．ほぐし：ほぐして余分な水分を逃がす

→ご飯粒をつぶさないように炊飯器の釜底から大きく掘り起こすよう

に混ぜることで、ご飯の水分のばらつきや余分な水蒸気が逃げます。

今年の新米の取引量は、夏の天候不順などで例年より出荷が遅れています。米の出

荷業者と卸業者間で売買取引をする際の契約価格である「相対取引価格（単位：円／

玄米６０㎏税込、玄米トン）」によると、高い順に１位：新潟県魚沼産コシヒカリ２万

６００円、２位：北海道ゆめぴりか１万７，６９４円と公表しています。

詳細は、農林水産省ＨＰ「平成 29年産米の相対取引価格・数量について（平成 29年 9
月）」においてご案内しています。↓

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html
（参考資料：お米・ごはん BOOK公益社団法人 米国安定供給確保支援機構）

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html


期間
種
類 展示名 開催目的 展示内容 担当

１月９日
～

１月12日

特
別

くらしを支える森林づくり
－間伐の推進と間伐材製品の紹介－

間伐の重要性や、間伐や間伐
材製品が私たちの暮らしに役
立っていることについて普及啓
発し、併せて間伐材製品の利
用促進を図る。

今年度の間伐・間伐材利用コンクールと、その受賞
の取組の展示を中心に、間伐・間伐材利用促進に
取り組む団体の活動を紹介し、また、間伐材製品の
展示等を行います。

林野庁
整備課
造林間伐対策室

１月22日
～

１月26日

特
別

食べる鯨をもっと身近に、簡単に！

クジラは昔も今も食べられてい
る。家でもできる簡単クジラ料
理レシピや、クジラ料理を食べ
られるお店・買えるお店の情報
から、鯨汁や竜田揚げのような
昔からの料理から中華・洋食に
挑戦した新しいクジラ料理を紹
介します。

クジラの肉は、高タンパク・低コレステロ－ル・低脂
肪であり、ビタミンＡや鉄分も豊富に含まれていま
す。
食材としてのクジラを紹介するとともに、クジラ資源
の持続的利用を目指す調査捕鯨についても展示し
ます。
一度足を運んでみませんか？

水産庁
資源管理部
国際課　捕鯨室

１月29日
～

２月２日

特
別

おいしいだけじゃないよ
チョコレ－ト・ココア

チョコレ－トやココアの持つ効
能・栄養について普及啓発

チョコレ－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。
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－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
食品製造課

２月５日
～

２月９日

特
別

ＬＯＶＥ
フラワ－バレンタイン

バレンタインデ－を新たな物日
として定着させるため、多くの
人への周知を図るとともに、無・
低購買層である男性を主なタ－
ゲットとして花きの消費拡大を
目指す。

花き業界が一丸となって取り組んでいる「フラワ－
バレンタイン」活動や取組をパネルやポスタ－等で
紹介します。
また、フラワ－アレンジメントやテ－マフラワ－の展
示等を行い、「フラワ－バレンタイン」を体感していた
だきます。

生産局
園芸作物課
花き産業・施設園芸振
興室

２月19日
～

２月23日

特
別

いわて北三陸・洋野町の魅力紹介！技ありの海・
里・山の幸　盛りだくさん！

いわて北三陸・洋野町は、潜水
と土木を習得できる全国唯一の
学科をもつ岩手県立種市高等
学校(第10回海洋立国推進功
労者表彰受賞)を有し潜水器漁
業や港湾整備事業などを支え
ているだけでなく、地形・気候を
活かした多様な農林水産業が
展開されており、これらの紹介
を通じて、洋野町産農林畜水産
物の認知度向上と生産・消費
拡大を図るとともに、生産量・品
質を支える生産者の確保を図
る。

いわて北三陸・洋野町が誇る潜水技術「南部もぐり」
による天然ホヤ漁、「増殖溝」による身入り抜群のウ
ニ生産といった世界唯一の水産関連技術や、農林
畜水産物・木工製品など海・里・山の多彩な産品を
紹介します。

水産庁
漁政部
企画課

２月26日
～

３月２日

特
別

日々の食生活と食品新素材
多くの農林水産物や加工食品
に含まれいる食品新素材の働
きについて普及啓発。

日々の食生活で摂取する穀類や野菜・果実類、魚
介類には、ポリフェノールやカロテノイド、オリゴ棟、
食物繊維、ＤＨＡ・ＥＰＡなど、健康維持に欠かせな
い様々な有効成分が含まれています。そのため、バ
ランスの取れた組合せで食品を摂取すれば、健康
維持に役立ちますが、なかなかそうはいきません。
これらの成分を豊富に含む食品新素材には、どの
ようなもがあるか、どんな働きがあるのか、どんな食
品に利用されてるのかをご紹介します。

食料産業局
食品製造課

３月５日
～

３月９日

特
別

東日本大震災からの復興（仮）

東日本大震災から７年が経過
し、震災の記憶が薄れつつある
と同時に、昨年度から復興・創
生期間へと移った。復興に向け
た生産者や研究者の取組や成
果について紹介し、消費者の理
解を深めてもらい、被災地応援
の意識を再度確認していただく
ことを目的とする。

(1)被災地の生産現場の取組や研究成果を紹介す
るサイエンスカフェの開催、(2)生産現場や行政によ
る復興に向けた取組を伝える展示物、(3)被災地産
の農林水産物や食品等の展示、試食、農林生協に
よる販売等を行います。

消費・安全局
食品安全政策課

平成29年11月1日現在

平成３０年後期（１月～６月）スケジュール

農林水産省「消費者の部屋」
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３月12日
～

３月16日

特
別

ファストフィッシュ～手軽においしく魚を食べよ
う！～

消費者に「ファストフィッシュ」を
知ってもらい、魚食普及につな
げたい。

近年、日本人の水産物消費量が減少しています
が、魚を食べない理由の１つに、調理が面倒だとい
うことが挙げられます。そのため、「魚の国のしあわ
せ」プロジェクトでは、手軽においしく食べることをコ
ンセプトにした商品を「ファストフィッシュ」として選定
し、宣伝しています。

水産庁
漁政部
企画課

３月19日
～

３月23日

特
別

見つけよう！
今、元気なムラの取組

農山漁村活性化の優良事例を
発掘し全国に横展開を図る取
組である「ディスカバー農山漁
村(むら)の宝」に選定された団
体の、風土に根ざした地域づく
り活動や、生産・加工・他業種と
の連携等の新たな取組につい
て紹介する。

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は、平成25年12
月10日に決定された「農林水産業・地域の活力創
造プラン」に基づき、農山漁村の地域活性化の優良
事例の募集及び表彰を行っている。今般「ディスカ
バー農山漁村の宝」（第3回選定）の募集を行い、平
成28年10月17日に選定団体を決定し、同年12月2
日にグランプリ及び特別賞を決定したところ。これら
選定された優良事例について、国としても積極的に
情報発信を行う。

農村振興局
都市農村交流課

５月21日
～

５月25日

特
別

生きものを大切に！
～農林水産業の営みと多様な生きもの～

農林水産分野における生物多
様性保全の取組を紹介し、一
人一人にできることを知っても
らう。

5月22日の国連生物多様性の日に合わせて、農林
水産分野における生物多様性保全の取組について
紹介します。また、生きものにやさしい農法で作られ
た農産物を展示します。

大臣官房
政策課
環境政策室

６月４日
～

６月８日

特
別

食育の週
～おいしい！ 国産食材で豊かで健やかな食生活
～

食育の推進、国産食材への理
解増進

第３次食育推進基本計画に基づき、政府及び農林
水産省が推進する食育に関する展示を行い、国産
食材の紹介や講習会、調理のデモンストレーション
を通じて、国産食材をおいしく多べ、豊かで健やか
な食生活を実践することの重要性を伝える。

食料産業局
食文化・市場開拓課

消費・安全局
消費者行政・食育課

６月11日
～

６月15日

特
別

ジビエをもっと食べよう！
（美味しいジビエをご紹介）

全国各地で進められているジビ
エ利用拡大に向けた取組（モデ
ル地区の整備状況や、検討中
の衛生管理認証制度、ジビエ
カーのＰＲ、当省食堂との連携
等）を消費者へ広く紹介し、ジビ
エの需要拡大の一助となるよう
特別展示を開催する。

・各地の美味しいジビエ料理の紹介
・各地の処理施設や捕獲現場などで、安全で美味し
いジビエを供給するための様々な取組を紹介

農村振興局
農村政策部
農村環境課

６月18日
～

６月22日

特
別

６次産業化に関する展示

全国各地で行われている６次
産業化とはどのようなものかを
パネル展示を通じて広く周知す
るとともに、この取組によって生
まれた商品を消費者が実際に
手にとったり試食等を行うこと
で、消費者の理解を深め、更な
る６次産業化の推進につなげて
いく。

農林漁業者が自ら生産した農林水産物等を原料と
して加工や販売にまで一体的に取り組む６次産業
化の取組が全国各地で展開されています。この６次
産業化に取り組む事業者の多様な取組及び、この
取組によって生まれた商品などの展示を行います。

食料産業局
産業連携課

６月25日
～

６月29日

特
別

ほしに願いを！！
－７月７日は☆乾しいたけの日・そうめんの日－

古来から日本の食文化と山村
社会の形成に貢献してきた「乾
しいたけ」、健康を願って食され
てきた「そうめん」の需要拡大を
図る。

栄養豊富でおいしい森林の恵み「乾しいたけ」と夏
に欠かせない「そうめん」がタッグを組み需要拡大を
目指します。古くから親しまれ日本の食文化に貢献
してきたこの２つの食材が連携して、そのおいしさを
新たな消費者層にも広く知っていただくため、パネ
ル展示等により紹介します。

林野庁
経営課
特用林産対策室

食料産業局
食品製造課

（１）入場無料です。

（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

※この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。
※常設展示はパネル等の展示のみとなります。

平成29年11月1日現在

平成３０年後期（１月～６月）スケジュール

「消費者の部屋」は、農林水産省が消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農林水産行政や食生活などについての情報提供を

行っています。これからもよりよい消費者行政を目指して参りますので、どうぞお気軽にご利用下さい。

【連絡先】
住所 ： 〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
電話 ： ０３－３５９１－６５２９ （一般相談）

０３－５５１２－１１１５ （子ども相談）
ＦＡＸ ： ０３－５５１２－７６５１
ホームページ ： http://www.maff.go.jp/j/heya/
開室時間 ： 月～金曜日の１０時～１７時（祝日・年末年始を除く。）

（ただし、特別展示の初日は１２時から、最終日は１３時まで）

農林水産省「消費者の部屋」
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☆ 地方の「消費者の部屋」だより
関東農政局 消費者の部屋

関東農政局「消費者の部屋」は、ＪＲさいたま新都心駅から徒歩７分、さいたま新都心

合同庁舎２号館１階に常設の展示コーナーを開設し、農林水産省の主要な政策や身近な食

生活に関する情報を消費者にわかりやすくお伝えできるよう工夫しながら、運営していま

す。また、庁舎の12階には消費者相談室を設け、来訪者の相談対応を行っています。

【消費者の部屋常設展示】
「消費者の部屋」及び「消費者コーナー」の２箇所

の展示場所において、食育、食品の安全性に関する情

報から、管内のイベント情報、広報紙「ａｆｆ」の紹

介まで、年間を通じて幅広い分野に渡り、パネル展示

による情報発信や、パンフレットを配置して情報提供

をしています。

【消費者の部屋特別展示】
主要な政策のうち、消費者の皆様に特に理解を深め

てもらいたいテー

マについて期間を決め、さいたま新都心合同庁舎２号

館１階エントランスホール及び埼玉県男女共同参画推

進センター交流サロン（ホテルブリランテ武蔵野４階）

において特別展示を実施しています。本年６月には「食

・農・地域を知り、伝えよう日本の食文化」をテーマ

にパネル展示を行い、食や農林水産業への理解を深め

るための「農林漁業体験」や「日本型食生活」の実践、

地域や家庭で受け継がれた「日本の食文化の継承」並

びに管内の食育の取組等を紹介し、多くの消費者の方

々に来場していただきました。

【移動消費者の部屋】
関東農政局管内で行われる様々なイベント等に参

加し、農林水産省の施策や食の安全に関する情報提

供等を行っています。平成 29 年度はこれまでに、５
月 27 日～ 28 日に行われた「女子栄養大学若葉祭」
や、10 月 28 日～ 29 日に行われた「とちぎ食と農ふ
れあいフェア 2017」にブースを出展し、食育業務を
担当する部署と連携を図りながら、パネル展示やパ

ンフレット配布を通じて、食品の安全性や日本型食

生活の普及・啓発、食習慣に関するクイズや消費者

相談等を行いました。今後も様々な機会を捉えて、消

費者への情報発信に努めて参ります。

関東農政局 消費・安全部 消費生活課
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

Tel 048-740-0096 Fax 048-601-0548

さいたま新都心合同庁舎２号館１階

消費者の部屋

移動消費者の部屋（女子栄養大学若葉祭）

埼玉県男女共同参画推進センター

交流サロンでの展示の様子



☆「消費者の部屋」一口メモ

【10月18日は「統計の日」です。】

３ページでもご紹介しましたが、10月16日～
20日に特別展示にて、「統計でみる農林水産業
の姿」を開催しました。

展示では、農林水産統計調査のデータから、
日本の農林水産業の変化などがパネルや統計調
査毎の冊子を通じて分かりやすく、説明されて
いました。その中から、「10月18日は「統計の
日」です。」についてご紹介します。

これは、国民の皆様に統計調査への理解と関
心を深めていただき、調査への協力をいただく
ことを目的に、昭和 48 年（1973 年）、政府によ
って定められました。

「統計の日」は、我が国で最初の近代的統計である「府県物産表（農林水産物と鉱工業
生産物の生産高をまとめたもの）」の太政官（だじょうかん）布告が公布された日（明治
３年（1870年）９月 24日）にちなんで制定されています。
（９月 24日を太陽暦に換算すると 10月 18日になります。）

各府省や地方公共団体では、この「統計の日」に合わせて、「統計の日」ポスターの作
成・掲示などを通じた広報活動を行うほか、講演会・展示会の開催、統計功労者の表彰等
の諸行事を実施しています。

（参考資料：農林水産省大臣官房統計部）

☆ 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/sodan/index.html )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。

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２９年１１発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課「消費者の部屋」
担当：渡辺、吉武、明戸、守屋

相談電話 ０３－３５９１－６５２９
ファックス ０３－５５１２－７６５１
子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５
インターネット相談窓口：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
下車。A5、B3a出口すぐ。

「特別展示」を通じて、統計制度のなり

たちや各種統計調査の内容についてを、

パネルを通して紹介
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