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◇ 「消費者の部屋」では、消費者の皆さまとのコミュニケーションを深めるため、

農林水産行政や食生活などの情報を提供しています。 

  また、農林水産省の北別館１階で行われる展示では、皆様のお役に立つように農

林水産業に関する情報を発信しております。 

 

☆ 展示のご紹介 
●令和４年９月の開催状況 

期 間 展 示 名 入場者数 
９月 ５日～９月 ９日 クンくんの部屋 

～動物検疫について～ 
444人 

９月 12日～９月 16日 ガムの楽しさと噛むことの大切さを考える！ 

～チューインガムでリラックス!!噛むことの大切さを考えよう～ 

467人 

９月 20日～９月 22日 農業農村整備事業とその豊かな恵み 

～昔から今、そしてこれからへ～ 

151人 

９月 26日～９月 30日 木材利用促進月間 

～木づかい運動でウッド・チェンジ！～ 

622人 

 

●令和４年 10月の展示予定 

期 間 展 示 名 

10月 ３日～10月 ７日 べんりとおいしいのその先へ 冷凍食品 

10月 11日～10月 14日 きのことゆかいな仲間たち 

～特用林産物をめぐる新たな挑戦～ 

10月 17日～10月 21日 「農業」と「福祉」がつながって日本を元気に！ 

～みんなで耕そう！ノウフク・プロジェクト～ 

10月 24日～10月 28日 さつまいも・じゃがいもの週 

～おいもの魅力～  

 

◆テーマ クンくんの部屋～動物検疫について～◆ 

動物検疫所のマスコットキャラクター「クンくん」が犬猫、家畜、畜産物の輸出入検疫制度、手

続きについてパネル展示や映像で紹介しました。検疫探知犬についても紹介しました！ 

   

動物検疫所のマスコットキャラクター 「クンくん」

がお出迎え、また、検疫探知犬の実際の仕事の

様子等を動画放映 

 
 

海外から肉製品の持込みが禁止されているこ

と等を知らせるポスターを掲示し、広報リーフレ

ット、クリアファイル等を配布 

 
 

国内各地の動物検疫所で活躍している検疫探

知犬の総勢 140 頭を写真パネルで紹介すると

ともに、人気投票を実施 
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◆テーマ ガムの楽しさと噛むことの大切さを考える！～チューインガムでリラックス!!噛む

ことの大切さを考えよう～◆ 
現在の食生活の中で噛むことが少なくなってきている消費者に対して、食育の観点から、ガムを通じ

て噛むことの大切さを伝えるとともに、ガムの消費促進を行いました。具体的には、①製造各社のチュー
インガム展示、②チューインガムの機能・効用、製造工程等をパネルで紹介、③ガムのポイ捨て防止とマ
ナー啓発のＰＲ展示を行いました。 

 

製造各社の様々なチューインガムを展示する
とともに、多段階の製造工程をパネルでわか
りやすく紹介 

 
 

よく噛むことによって、より少ない食事の量で満
足感を感じ、食べ過ぎ予防の効果があるという
研究成果等をパネルで解説 

 
 

ガムのポイ捨て防止のマナー啓発のポスター
を掲示、また、毎年の６月１日が「チューインガ
ムの日」に設定された理由等をパネルで紹介 

 

◆テーマ 農業農村整備事業とその豊かな恵み～昔から今、そしてこれからへ～◆ 
古来より、かんがい施設や農地の整備が地域の発展を支えてきた歴史（過去）、土地改良がもたらした

豊かな恵み（現在）、これからの土地改良と最先端技術（未来）を紹介することにより、農業農村整備事
業について深く理解していただくよう展示を行いました。具体的には、 ①農業農村整備事業の目的や歴
史等を過去、現在、未来の形式でパネル展示、②世界かんがい施設遺産のうち近年認定された我が国の施
設のパネル展示、③農業農村整備事業に関する動画の上映や先進技術の模型等の展示を行いました。 

 

  

農業農村整備の足跡として、1.取水（堰）、2.

ため池、3.水路、4.分水、5.排水、6.干拓の各
歴史についてパネル展示、また、整備事業関
係パンフレットを配布 

 
 

世界かんがい施設遺産 123 施設のうち、我

が国で近年３ヶ年に認定された９施設につい

てパネル展示と動画上映 

 
 

農研機構が開発した、スマートフォンを用い

て水の遠隔・自動管理を行う「ほ場水管理シ

ステム」の動作模型を展示  

 

◆テーマ 木材利用促進月間～木づかい運動でウッド・チェンジ！～◆ 
10 月は、「木材利用促進月間」です。国産の木材を使うことは、私たちの生活に潤いを生むだけでな

く、「伐って、使って、植えて、育てる」というサイクルを通じて、健全な森林の維持や地球環境に貢献
することにもつながります。来場者に木を使うことの素晴らしさを知っていただき、日々の暮らしに国
産材製品を取り入れてもらうよう、本展示では、木の良さや木材利用の意義、クリーンウッド法の解説、
身近にある様々な木製品等を多数紹介しました。 

 

10 月が「木材利用促進月間」であることや、
林業が持続可能な循環産業であること等を
パネルで説明、木材関係パンフレットを配布 

 
 

木材を使用したおもちゃ・教育素材や木製食

器、また、イベント等で利用可能なヒノキ製屋

台等、様々な木材製品を展示 

 
 

性能試験をクリアした木製車椅子を展示し、

農林水産省入口で試乗会も実施、また、フレ

ーム部分に木材使用の自転車等を展示 
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☆学校関係の訪問状況 

 

「消費者の部屋」では、新型コロナウイルス感染予防対策に留意し換気や消毒を実施。また、

密を避けるため参加人数を制限しつつ、小・中・高校の修学旅行や校外学習でグループ行動を

される児童・生徒の皆さんに向けて、農林水産省への訪問申し込みを受け付けており、農林水

産業に関する様々な質問にも、わかりやすく説明しています。 

 

 

令和４年９月の来訪者は以下の通りです 

学校名 来訪者数 

埼玉県富士見市立勝瀬中学校 １１名 

大阪府清教学園高等学校 ２３名 

合 計            ２校 ３４名 

 

お申し込みについて 

訪問を希望される場合には、事前にお申し込みが必要です。 

まず、担任の先生が電話（直通：03－5512－1115（土日祝を除く 10時から 17時））で、学

校名・希望日時・人数をお伝えください。 

学校のメールアドレスあてにメールをお送りします 

＜訪問についての基本情報＞ 

＊実施時間：月～金の１日２回（10：30～、13：30～） 

   （ただし、月曜日は 13：30～、金曜日は 10：30～の１日１回のみ） 

＊所要時間：１時間程度 

    展示の案内、農林水産省の業務紹介、質疑応答等、省内見学 

＊受入れ人数：班別・グループ行動に限定させていただきます（おおむね 10名以下）。 
 

農林水産省ホームページ「学校訪問のご案内」 

https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_homon.html 
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訪問の様子 

９／９ 富士見市立勝瀬中学校

 

 

 

 

 
９／29 清教学園高等学校 
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動物に埋め込まれた ICチップ

を機械で探しています。 

木製の自転車に興味津々。 



☆令和４年９月の消費者相談状況 
    ～電話やメールでご相談を受け付けています～  
 
 
 令和４年９月の相談件数は、127 件（前年同期 66 件）でした。 
 

 図１ 月別の全相談件数の推移         図２ 図１のうち子ども相談件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔子ども相談〕 
 子ども相談専用電話を設け、中学生以下の子どもからの農林水産業や食品に関する相談や質

問にお答えしています。９月の子ども相談件数は７件（前年同期１件）でした。 
 
  表１ 相談内容別内訳               図３ 相談内容別比率                               
  項   目 件 数   比 率 
食品の安全、食品衛生 18 14% 

品質・規格・基準等 18 14% 

食品表示 16 13% 

法令・制度 16 13% 

販売・サービス等 16 13% 

統計 5 4% 

農林水産省が行う事業 4 3% 

その他 34 27% 

計 127 100% 

注）四捨五入の関係で割合（％）の合計は 100％とならない場合があります。 

                                
 
 表２ 相談者別内訳                図４ 相談者別比率                
   項   目 件 数   比 率 

一般消費者・消費者団体 61 48% 
高校生・大学生その他の学生 20 16% 
事業者(従業員を含む)及びその団体 12 9% 
マスコミ関係者 10 8% 
相談業務関係者 9 7% 
中学生以下 7 

 
6% 

農林水産業従事者及びその団体 2 
 
 

2% 
教員・学校関係者 1 

 
1% 

公務員（教員・学校関係者、栄

養士を除く） 

1 
 
 

1% 

その他 4 3% 
計 127 100% 

注）四捨五入の関係で割合（％）の合計は 100％とならない場合があります。 
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☆相談事例（９月分） 

Ｑ：農業に必要な水はどうやって田んぼや畑に届いているのですか。 

 

Ａ：日本は、国土の約７割が山間部で平地が少なく、その国土には約３万５千本の川

が存在しますが、日本の川は長さが短く、流れが速いのが特徴です。 

上流に降った雨は一気に海まで流れ出ていきますので、大量の水を必要とする稲作な

どに利用できるように、地上にできる限り長くとどまるような仕組みが必要です。 

 

そのため、日本では昔から川の水を引

くため何本もの長い水路を作り、平地

の隅々にまで網の目のように敷き詰め

ました。 

現在では、国土の約３割の平野に敷き

詰められた水路の総延長は約 40万㎞。

実に、地球 10周分という想像もつかな

い長さの水路が、人体の毛細血管のよ

うに張り巡らされています。 

 

水路の水は、水田を潤したあと川に戻され、さらに再び取水されるということを繰り

返しながら、地上にできる限り長くとどまるような仕組みができています。 

 

水路以外にも、農業用ダム・ため池（降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれな

い地域などで、農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう人工的に造成さ

れた池のこと）を整備して農業用用水の確保に努めています。これらは、降雨時には

雨水を一時的にためる洪水調節や土砂流出の防止などの役割も果たします。 

 

 

 

【大分県竹田市南部地域の農業用水分水施設】 

農業用水などを一定の割合で正確に分配するために用いられる

利水施設。この施設ができるまでは農業用水の分配で関係者が

反目し合い、連日のように水争いが繰り返されていました。 

 

 

＜参考＞ 

農林水産省ホームページ「流域治水への取組」 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/ryuuiki_tisui.html 
全国美土里ネットホームページ「疎水ネットワーク」（外部リンク）

https://www.inakajin.or.jp/works/pr/sosui 
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Ｑ：家庭菜園で大根を栽培している。メーカーが種の生産販売を終了するとのことで、今

後は自家増殖をしたいと思っているが、種苗法に抵触しないか教えて欲しい。メーカー

は、登録品種ではないと言っている。 

 

Ａ：種苗法は、開発者の許諾なく新品種を増殖や栽培をされないための法律です。保護さ

れる品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種に限られます。 

 

登録品種かどうか品種の利用条件は、流通品種データベース※で調べることができま

す。 

 

それ以外の一般品種（①在来種、②品種登録がされたことのない品種、③品種登録機間

が切れた品種）の利用では制限はありません。現在利用されているほとんどの品種は一

般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。 

 

一般品種は、流通業者や消費者に評価が定着していること、今までと同じ技術で栽培が

可能であること、在来品種としての市場価値があるなどのメリットがあります。 

また、登録品種でも、ご自身で消費する菜園、花壇などでは自由に使えますが、増やし

た種苗やそこからの生産物を他人にあげることはできませんので、ご注意ください。 

 

なお、改正種苗法では、①輸出先国の指定（海外持出制限）、②国内の栽培地域指定

（指定地域以外の栽培の制限）、③登録品種の増殖は許諾に基づき行うこと、④登録品

種の表示の義務化、⑤審査手数料の設定、出願料及び登録料の引き下げ、⑥育成権を活

用しやすくするための措置、などが盛り込まれ、新品種の管理が適切に行いやすくな

り、海外流出の防止や産地づくりの推進に取り組みやすくなることで地域農業が活性化

していくことが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

農林水産省ホームページ「種苗法の改正について」 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/ 
※「流通品種データベース」（外部リンク） 
https://hinshu-data.jataff.or.jp 
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登録品種は 増やした種苗やそ

こからの生産物を

人にあげることは

できません 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/
https://hinshu-data.jataff.or.jp/


☆地方の「消費者の部屋」展示予定一覧 （10 月） 

 開催期間 展示テーマ 

北海道農政事務

所 

９月１日（木）～10 月 31 日（月） 考えよう、災害への備え 

 ～いつもの食品でムリ無く家庭備蓄～ 

東北農政局 10 月３日（月）～10 月 17 日（月） 食品ロス削減  

10 月 17 日（月）～10 月 31 日（月） 私たちの食と農を支える統計調査 

～10 月 18 日は統計調査の日～ 

関東農政局 

 
10 月３日（月）～10 月 17 日（月） 

  

毎年 10 月は食品ロス削減月間です 

～できることから始めよう食品ロス削減～ 

10 月 17 日（月）～10 月 31 日（月） 私たちの食と農を支える統計調査 

～10 月 18 日は「統計の日」～ 

北陸農政局 

 

10 月３日（月）～10 月 31 日（月） データで見る北陸の農林水産業 

東海農政局 

 

９月 21 日（水）～10 月７日（金）

  

10 月は「食品ロス削減月間」です 

～今日から実践！食品ロス削減～ 

10 月 12 日（水）～10 月 27 日（木） 植物防疫所の仕事  農業と緑を守るために 

10 月 31 日（月）～11 月 16 日（水） 動物検疫所の仕事 

近畿農政局 

 

９月 26 日（月）～10 月５日（水） 知ってる？日本の食料事情～全国、近畿の食と農の情

報、みどりの食料システム戦略等について紹介～ 

10 月６日（木） ～10 月 31 日（月） 統計でみる近畿の農林水産業のすがた 

中国四国農政局 

 

10 月３日（月）～10 月 14 日（金） 地域の農林水産物・食品を海外へ！ 

10 月 17 日（月）～10 月 28 日（金） 統計で見えてくる農林水産業のすがた 

10 月 31 日（月）～11 月 11 日（金） 知ってほしい！地域の宝 

九州農政局 10 月 3 日（月）～10 月 7 日（金） 木材利用促進月間～森林・林業に関するパネルの展示

と、CLT・合板等の木製品のご紹介。～ 

10 月 11 日（火）～10 月 21 日（金） 食品ロス削減月間の実施について 

10 月 24 日（月）～11 月４日（金）

  

世界自然遺産登録記念 

「沖縄の森の生物多様性保全と人の暮らし」 

内閣府沖縄総合事

務局【外部リンク】 

10 月３日（月）～10 月 14 日（金） 県内の森林・林業・木材産業及び水産業の取り組みにつ

いて 

10 月 17 日（月）～10 月 21 日（金） 統計データでみる沖縄の農林水産業 

10 月 24 日（金）～10 月 28 日（金） 食品ロスについて考える～食品ロス削減月間～ 

＊展示内容は変更することがございますので、最新の情報は各地方農政局等のリンクからご確認ください。 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/seikatsu/shouhisyacorner/shouhisyacorner.html
http://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/seikatsu/shouhisyacorner/shouhisyacorner.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/soudan/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/shohi/index.html#01
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☆ 地方の「消費者の部屋」だより 

中国四国農政局 消費者の部屋 

 
 中国四国農政局の「消費者の部屋」は、ＪＲ岡山駅から南へ徒歩７分、イオンモール岡山

の西隣、岡山第２合同庁舎１階北側玄関ホールに設置し、地域の農林水産関係の施策や食生

活等のテーマを、分かりやすくタイムリーに情報提供を行っています。 

                                     

【消費者の部屋】 

９月５日～16 日の展示では、「さあ、でかけよう！

農山漁村へ～農山漁村の宝～」と題し、農山漁村体験や

農泊、農業遺産などの情報を紹介したり、管内地域なら

ではの食事や伝統文化など、農山漁村の様々な魅力をお

伝えしました。また、今年度からホームページでも展示

パネルを紹介しています。 

 

≪令和４年度「消費者の部屋」特別展示計画等≫ 
https://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html#2006 

「消費者の部屋 特別展示の様子」 

                                                

【移動消費者の部屋】  

８月 24 日～９月５日、島根県民会館において、移動

消費者の部屋「持続可能な農業と消費について考えて

みませんか～みどりの食料システム戦略～」を開設し

ました。2021 年５月に策定した「みどりの食料システ

ム戦略」を実現するには、消費者の方々の理解と協働

が必要なことを、パネル等によりお伝えしました。ま

た、局独自に作成したキッズ向け「みどりクイズ」の

小冊子を配付資料に盛込み、幅広い年代に向けて周知

を行いました。 

｢島根県民会館での展示の様子｣  

  

 

【「子どものための夏休み企画（リモート版）」を開設】 

 今年も、夏休み期間中の子どもたちを対象に、家族で楽し

く学べるコンテンツの提供の場として「子どものための夏休

み企画」をホームページ上に開設しました。自由研究に役立

つ各種学習資料の提供やクイズ、工作に役立つペーパークラ

フト・ぬり絵の紹介など、見て、聞いて、楽しく学べるリモ

ート版を実施しました。 

 

≪これまでに実施した夏休み企画（令和４年度）≫    
https://www.maff.go.jp/chushi/heya/natu-kikaku-riw4.html 

 

 

中国四国農政局 消費・安全部 消費生活課 
〒700-8532 岡山市北区下石井１丁目４番１号 

TEL:086-224-9428  FAX:086-224-4530 
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☆一口メモ   消費者の部屋 ある日の会話 

東京生まれ東京育ちＫ 

田舎生まれ田舎育ちＹ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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便利です。 
 
         
       
 

 

 

 

 
 

東京メトロ「霞ヶ関」駅 

下車。A5、B3a 出口すぐ 
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令和４年 10 月発行 
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  杉山、仲谷、山口、加藤、栗原、木村 

消費者相談電話    ０３－３５９１－６５２９ 

ファックス      ０３－５５１２－７６５１ 
こどもそうだん電話  ０３－５５１２－１１１５ 
相談受付時間：10 時～17 時 土日祝日、年末年始を除く 
インターネット相談窓口：     
https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html 

 

①日比谷公園になんと 

ガマの穂がありました！！ ②…へえ（田舎では珍しくない） 

③え！？ガマの穂ですよ。 

因幡の白兎のガマ！ 

④おままごとでフランクフル

トにするやつですね！ 

あれ取ってくると、庭が綿だ

らけになるから怒られるん

ですよね～ 
⑤綿？ああ、白兎も 

包まってますものね。 

⑥そうそう、柴犬の抜け毛 

みたいなの（笑） ⑦はぁ…（理解不能） 

花穂は上部に長さ 6～30cm の雄花群、下部に長さ 5～20cmの雌花群が
つきます。花粉は黄色をしており、飛散する前に集めて乾燥させたも
のは生薬として「蒲黄」と呼ばれ、切り傷や軽度の火傷には直接患部
に塗布して傷薬とされます。「因幡の白兎」で大国主命はこれに包まれ
と言ったのでしょう。 
雌花群は、花期には太さ 7～8mm ほどで雄花群とほぼ同じ太さです
が、花が終わると 1～2cm ほどに太くなり、7月頃には褐色のフランク
フルトのような姿になります。これがいわゆる「ガマの穂」です。 

雄花 

雌花 

ガマの穂、爆発 

 

換毛期の柴犬 

https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
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