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１月の展示 



◇ 「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。 

 
☆ 展示の紹介 
●令和４年 12 月の開催状況 

期 間 展 示 名 入場者数 
12月 ５日～12月 ９日 つなぐ棚田遺産 

～日本の棚田とその様々な機能～ 
446人 

12月 12日～12月 16日 みやぎの農林水産トピック 

～海岸線 SDGsの取組からオリジナルいちごの生産振興まで～ 

295人 

12月 19日～12月 23日 プリザーブドフラワーの世界 

～永遠に咲く花の秘密～ 

562人 

 

●令和５年１月～２月の展示予定 

期 間 展 示 名 

１月 10日～ １月 13日 国有林野で遊び、学ぼう！ 

１月 16日～ １月 20日 知って！楽しむ！ジビエ 

１月 23日～ １月 27日 おいしいだけじゃないよ チョコレート・ココア 

１月 30日～ ２月 ３日 食べる鯨をもっと身近に、簡単に！ 

２月 ６日～ ２月 17日 農林水産省職員生活協同組合の紹介 

２月 20日～ ２月 24日 植物油～素晴らしき世界～ 

 

◆テーマ つなぐ棚田遺産～日本の棚田とその様々な機能～◆ 

 

農林水産省では、棚田地域の振興に関する取組を積極的に評価し、棚田地域の活性化や

棚田の多面的な機能に対する一層の理解の促進を図ることを目的として、令和４年３月に

全国 44道府県 271棚田を「つなぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～」に認定しまし

た。今回の展示では、つなぐ棚田遺産の取組や棚田地域を PRするとともに、農業・農村の

多面的機能の理解増進を図りました。 

  
 
 

つなぐ棚田遺産認定地域やつなぐ棚田遺産オフィシャルサポーターに御協力いただき、パネル展

示、パンフレット配布、PR 動画放映等により全国のつなぐ棚田遺産の取組と棚田地域を紹介。 
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◆テーマ みやぎの農林水産トピック 

～海岸線 SDGs の取組からオリジナルいちごの生産振興まで～◆ 

 

東日本大震災からの復興を遂げた沿岸地域を中心に、宮城県の農林水産に関する現在の

取組を紹介しました。具体的には、震災で失われた海岸防災林を再生し、沿岸エリアの魅

力を発信する「みやぎグリーンコーストプロジェクト」や、藻場再生の取組である「宮城

ブルーカーボンプロジェクト」、各魚市場の紹介、沿岸部を中心に各地で栽培されている

県育成品種のいちご「もういっこ」、「にこにこベリー」の生産振興の取組等を動画やパネ

ル等で紹介しました。 

 

 

「みやぎグリーンコーストプロジェクト」の取組や、林
業従事者の仕事をパネル、タペストリーで紹介。「み

やぎの海岸防災林」等のパンフレットを配布。 

 
 

「宮城ブルーカーボンプロジェクト」の取組

や、宮城県内の各魚市場をパネルで紹介。

「宮城の水産業」等のパンフレットを配布。 

 
 

県育成品種のいちご「もういっこ」、「にこにこベリ

ー」の生産振興の取組をパネル等で紹介。当該

いちごの果汁を配合したアルコール飲料を展示。 

 
 
 

◆テーマ プリザーブドフラワーの世界～永遠に咲く花の秘密～◆ 

 

「プリザーブドフラワー」とは、ドライフラワーや造花とはまったく異なる加工花です。

生花のうちに加工するため、鮮やかさや風合いが長期間保ちますので、水やりの必要もな

く長くお楽しみいただけます。今回の展示では、生花や造花とは異なる「プリザーブドフ

ラワー」の作り方や保存法等について紹介し、国産の花きをより身近に感じてもらいまし

た。また、マメ科の植物である「ソラ」を使って作られた「ソラフラワー」との違いも併

せて紹介しました。 

 

 

「プリザーブドフラワー」の特性、詳細な作成方法

等を説明したパネルを展示。併せて様々な実物

作品を紹介。 

 
 

タイ国原生のマメ科の植物である「ソラ」を使

って作られた「ソラフラワー」の説明や、現地

でのソラの生産風景のパネルを展示。 

 
 

プリザーブドフラワーやソラフラワーの実物作

品を展示。また、関連する専門誌（閲覧用）を

置き、パンフレットの配布を実施。 
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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 12月の来訪者は以下のとおりです 

学校名 来訪者数 

沖縄県立那覇商業高等学校 １４名 

佐賀県立神崎高等学校 １５名 

大阪府立寝屋川高等学校 ３名 

群馬法科ビジネス専門学校 １２名 

長崎県立大村高等学校 １２名 

愛媛県立野村高等学校  ５名 

八王子市立七国中学校  ５名 

ふくしま復興大使（会津学鳳中学校）  １名 

  

合 計            ８校 ６７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（最大１５名）。 
 

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 

１２／１ 沖縄県立那覇商業高校 

 

 

１２／６ 佐賀県立神崎高校 

  

 

１２／７ 大阪府立寝屋川高校 
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１２／７ 群馬法科ビジネス専門学校 

 

 

 

１２／８ 長崎県立大村高校 

 

 

 

１２／８ 愛媛県立野村高校 
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１２／15 八王子市立七国中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２／22 ふくしま復興大使 
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米の新たな活用方法と食品ロスについて、職員から説明を受ける復興大使の渡辺さん 

ふくしま復興大使とは？ 
福島民報社が取り組む「地域づ
くり」の一環で、公募で選ばれた
県民を復興大使として委嘱。
2022年は「小中学生まちづくり
大賞」の受賞者の渡辺さんを地
域づくりの先進地視察に派遣。 
食品ロス削減に向け、古米等を
加工して製造するバイオマスプ
ラスチックに関心を寄せる。 



☆令和４年 12 月の消費者相談状況 
    ～電話やメールで相談を受け付けています～ 
 
 

 令和４年 12月の相談件数は、117件（前年同期 83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。12月の子ども相談件数は 4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 
食品表示 16 14% 

法令・制度 14 12% 

品質・規格・基準等 14 12% 

食品の安全、食品衛生 13 11% 

販売・サービス等 11 9% 

農林水産省が行う事業 4 3% 

統計 2 2% 

その他 43 37% 

計 117 100% 

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 57 49% 
高校生・大学その他の学生 17 15% 
相談業務関係者 15 13% 
農林水産業従事者及びその団体 6 5% 
事業者(従業員を含む)及びその団体 6 5% 
中学生以下 4 3% 
教員・学校関係者 2 2% 
マスコミ関係者 1 

 
1% 

その他 9 8% 
計 117 100% 

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（1２月分） 

Ｑ：食料自給率をカロリーベースで表示するのはどうしてですか。 

 

Ａ：農林水産省で算出している食料自給率は、品目別に重量ベースで算出する「品目別自

給率」と、全ての食料を共通の「ものさし」で換算し、足し合わせて計算する「総合食

料自給率」があります。 

＊品目別自給率＝国内生産量／国内消費仕向量 

（国内消費仕向量＝国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫の増加量（又は＋在庫の減少量） 

＊総合食料自給率 

・食品の価格（金額）をものさしとして食料の国内生産額と食料の国内消費仕向額の割

合を計算する「生産額ベース」 

・食品のカロリー（熱量）をものさしとして国産供給熱量と供給熱量の割合を計算する

「供給熱量（カロリー）ベース」 

の総合食料自給率があります。 

【生産額ベースの総合食料自給率】 

食料の生産・輸入・加工・流通・販売は経済活動であり、全てお金に換算することが

できます。そのため、経済活動を評価する観点から、生産額や輸入額を基に計算した自

給率が「生産額ベースの総合食料自給率」です。 

生産額ベース総合食料自給率＝食料の国内生産額／食料の国内消費仕向額 

（金額は、「生産農業所得統計」の農家庭先価格等に基づき、各品目の重量を金額に換

算したうえで、それらを足し上げて算出） 

 

【カロリーベースの総合食料自給率】 

食料は人間が生きていくために欠かすことのできないものです。この食料安全保障の

観点から、最も基礎的な栄養価である熱量（カロリー）に着目したものが「カロリーベ

ースの総合食料自給率」です。 

カロリーベース総合食料自給率＝1 人 1 日当たり国産供給熱量／1人 1日当たり供給熱量 

（供給熱量は、「日本食品標準成分表 2020年版（八訂）」に基づき、各品目の重量をカ

ロリーに換算したうえで、それらを足し上げて算出） 
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カロリーベースの食料自給率で

は、国内生産を厳密にとらえるた

め、輸入飼料による畜産物の生産

部分を除いて計算します。 

例えば、牛肉の食料国産率が

45％であるのに対し、食料自給率

は 12％になります。この差は、輸

入飼料を用いて生産された国産畜

産物であることを意味します。 

国産飼料のみで生産可能な部分

を評価することができ、食料安全

保障を図る上で基礎的な目標にな

ります。 

 

＜参考＞ 

農林水産省ホームページ「食料自給率とは」 

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html 
 

 

Ｑ：ニンニクを切る際に中心部（芽の部分）を取り除くように料理番組などで言われてい

るが、取り除いたほうがいい理由を知りたい。 

 

Ａ：ニンニク片の白い部分は貯蔵葉、緑の芯の部分は発芽葉、その

内側に普通葉が形成されています。ニンニクの緑の部分を取り除

く理由は、ニンニクの芽の部分が加熱調理の際に焦げやすいた

め、取り除いたほうが風味がよくなるという理由からです。取り

除かないとジャガイモの芽のように害があるということではあり

ません。 

ニンニクは６月ごろに収穫・乾燥させた後、貯蔵（休眠）させます。しかし、９月に

入ると休眠から覚めて芽や根が動き始めるため、空気組成を調節するＣＡ貯蔵（ガス貯

蔵）と０～－１℃の低温で管理することで、目減りや品質の劣化をさせずに貯蔵するこ

とができます。出庫後の保存は２週間程度は常温でも大丈夫ですが、乾燥を防ぐために

密閉して冷蔵または冷凍し、１ケ月程度で使い切ることをお勧めします。 

  なお、料理に使われるニンニクの芽とは、葉の後に出るニンニクの花茎で、芽ではな

く茎になります。 

 

＜参考＞ 

「もっとからだにおいしい野菜の便利帳」高橋書店 

「野菜園芸大百科 10」農文協 
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☆地方の「消費者の部屋」展示予定一覧 （１月） 

 開催期間 展示テーマ 

北海道農政事務

所 

１月４日（水）～２月 28 日（火） 「北海道農業のすがた」と 

「農林業センサスから見た北海道農業」 

東北農政局 １月４日（水）～１月 31 日（火） 「ふくしまプライド。」自慢の逸品大集合 

関東農政局 

 
１月６日（金）～１月 20 日（金） 世界かんがい施設遺産 

～かんがいの歴史や先人たちの技術にふれる～ 

１月 20 日（金）～２月１日（水） 広がる米粉の世界 

～米粉ってすごい！！～ 

北陸農政局 
 

12 月 27 日（火）～１月 31 日（火） ここにしかない食文化・産品を世界へ発信 

-SAVOR JAPAN と地理的表示（GI）- 

東海農政局 
 

１月６日（金）～１月 24 日（火）

  

ジビエをもっと身近に 

１月 26 日（木）～２月 10 日（金） 我が国の食料自給率・食料自給力指標について 

近畿農政局 

 

12 月 16 日（金）～１月 12 日（木） 毎日くだもの 200 グラム運動！ 

１月 13 日（金）～２月２日（木） もっと知ろう！お米・米粉の魅力 

中国四国農政局 

 

12 月 26 日（月）～１月 20 日（金）

  

中国四国の国立公園展 

～アクティブ・レンジャーが伝える自然と活動～ 

１月 23 日（月）～２月 10 日（金） 3 LOVE STORIES 

～花をもっと身近に～ 

九州農政局 12 月 19 日（月）～１月６日（金）

  

あか牛の改良と飼料作物種子の増殖 

１月 11 日（火）～１月 20 日（金） 「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施に

ついて 

１月 23 日 (月）～２月３日（金）

  

植物防疫について （日本の植物検疫制度） 

内閣府沖縄総合

事務局【外部リンク】 

農林水産行政や、食生活等に関する常設展示を行っております。 

＊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。 
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☆地方の「消費者の部屋」だより 

九州農政局 消費者の部屋 
 
九州農政局「消費者の部屋」は、JR 熊本駅から徒歩５分、熊本地方合同庁舎Ａ棟１階に加

え、外部の展示施設としてフードパル熊本食品交流会館（熊本市北区）に常設の展示コーナー

を開設するとともに移動消費者の部屋や夏休み特別イベントに取り組み、農林水産省の主要

な政策、食に関する情報を分かりやすくお伝えできるように工夫しながら行っています。 

 

 

【消費者の部屋】 

「消費者の部屋」では、消費者の皆

様に向けて、九州農政局だけではな

く関係機関にも協力していただき、

農林業に関する情報や農林水産省の

取組などを、パネルや展示物等で年

間27回(Ｒ４年度)の特別展示を計画

し情報提供を行っています。 

 

 
【移動消費者の部屋】 

身近な食生活に関する情報や、農林水

産省の取り組みなどを皆様にお伝えする

ために、熊本市の「くまもと県民交流館パ

レア」や「フードパルフェスタ」、大分市

で開催された「みんなの消費生活展」など

で移動消費者の部屋を開設しました。 

 

 

 

【「夏休みこどものページ しっとっと？国のお仕事」の開催】 

夏休み期間中の子どもたちに九州農政

局及び九州に所在する国の機関の仕事

を知っていただくことを目的として、

「夏休み特別イベント」を九州農政局ホ

ームページ上において開催しました。 

また、８月 19 日には個別企画としてオ

ンラインで小学生の皆さんからいただ

いた食べ物についての質問や疑問に直

接お答えするとともに、「食に関する公

開授業」を開催しました。 

 

 

九州農政局 消費・安全部消費生活課 
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日 2-10-1 

TEL：096-211-9111 FAX:096-211-9700 
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フードパルフェスタ 
（熊本県） 

大きな写真やノボリ等を利
用した展示 

みんなの消費生活展 
（大分県） 

公開授業の様子 

来庁された小学生が消費者
の部屋を見学する様子 



 

☆一口メモ   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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５年１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 

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 

 

今年もよろしくお願いします 

卯年は、芽を出した植物が成長して茎や葉が大きくなるように、目に見えて大きく

成長する年と言われています。また、うさぎは飛び跳ねることから、飛躍の象徴に

なっています。さらに、たくさんの子を産むことから豊穣のシンボルにもなってい

ます。 

学校訪問にたくさん

来てね！ 

消費者の部屋の訪問者数も相談数もアップ！ 

にんじんも豊作！？ 

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