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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。 

 

●令和５年２月の開催状況 

期 間 展 示 名 入場者数 

１月 30日～ ２月 ３日 食べる鯨をもっと身近に、簡単に！ 1,046人 

２月 ６日～ ２月 17日 農林水産省職員生活協同組合の紹介 547人 

２月 20日～ ２月 24日 植物油～素晴らしき世界～ 470人 

 

●令和５年３月～４月の展示予定 

期 間 展 示 名 

２月 27日～ ３月 ３日 食生活の中の機能性成分の役割とその素材 

３月 ６日～ ３月 10日 東北３県の現在（いま）と、私たちが創る未来 

～東日本大震災から 12 年を経て～ 

３月 13日～ ３月 17日 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」～地域の活性化や所得向上

につながる農山漁村の優良取組事例を紹介します～ 

３月 20日～ ３月 31日 「消費者の部屋」へようこそ！～最近の展示の取組紹介～ 

４月 17日～ ４月 28日 本の森へ出かけよう～図書館へようこそ～ 

 

◆テーマ 食べる鯨をもっと身近に、簡単に！◆ 

 

鯨肉は、高タンパク・低コレステロール・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。食材としての鯨を紹介するとともに、令和元年から再開された捕

鯨業、鯨資源の持続的利用を目指し実施してきた科学調査についても紹介しました。

家でもできる簡単鯨料理レシピや、鯨料理を食べられるお店・買えるお店の情報、鯨

汁や竜田揚げのような昔ながらの料理から、中華・洋食に挑戦した新しい鯨料理を紹

介しました。また、鯨の髭板や歯を使った工芸品の展示も行いました。 
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我が国が令和元年 6月 30日に国際捕鯨委員

会(IWC)から脱退し､同年 7月 1日から商業捕

鯨を再開したことについてパネルで説明し、パ

ンフレットを配布。 

 
 

鯨の分類、特性等の基本的な知識や、関係団体

である日本鯨類研究所の設立目的等をパネルで

紹介。実物大（およそ８ｍ）のミンククジラのタペス

トリーを展示。 

 
 

鯨の肉、内臓、皮などの可食部位ごとの特長を

パネルで説明。鯨を加工した様々な食品等を

展示。鯨肉料理レシピ、栄養成分等の説明パ

ンフレットを配布。 



 

 

◆テーマ 農林水産省職員生活協同組合の紹介◆ 

 

「農林生協」は、生活の向上を目指し、消費生活協同組合法に基づいて、農林水産

省の職員の方々により設立された職域生協です。その運営は一般の生協と同様に組合

員の出資により運営され、組合員の暮らしに役立つ活動を行い、暮らしを幅広くサポ

ートしています。今回は農林水産省の施策に関連した商品及び多種多様な活動につい

て紹介しました。 

 

 

ジビエの加工品、鯨の缶詰、農福連携の取組により生産された食品、福島県等の被災地で生産され
た食品等、農林水産省の各施策を反映した食品等の販売（＝利用促進）について、農林生協総合売

店で実施していることをパネルで紹介し、実際の販売製品を展示。 

  
 

牛乳・乳製品の利用促進のため、牛乳を 50％

以上使用した乳飲料製品を展示。 

 
 

◆テーマ 植物油～素晴らしき世界～◆ 

 

植物油は近年、健康維持・機能向上やおいしさに注目が高まり、「料理にかけて使う」

等の利用方法が話題となっています。植物油の価値向上や一層の使用・興味喚起を促

す情報発信に取り組む一方で、世界的に価格が上昇している背景を消費者に理解して

もらうことが必要となっています。今回の展示では、①植物油に関する情報、②油脂

の原料サンプルの展示、③植物油を紹介する動画の放映、④植物油関連の商品紹介、

⑤京都離宮八幡宮所蔵の搾油機の展示及び実演、古文書レプリカ展示、⑥冊子の配布、

⑦記入者にアンケートを実施し商品のプレゼントを行いました。 

 

 

体内のコレステロールを下げる働きがあると言わ

れているリノール酸やα－リノレン酸等、植物油

に含まれている様々な有用成分についてパネル

で紹介。 
 

 
 

なたね油、大豆油、ごま油、こめ油、オリーブ

油、ひまわり油、綿実油やアマニ油、えごま油

等様々な機能や美味しさを提案する製品を展

示。 

 
 

京都では、昔から植物油が大切に使われてお

り、植物油に関連した神社・お寺があります。今

回は、京都離宮八幡宮所蔵の搾油機を展示

し、えごまの搾油を実演。 
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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５年２月の来訪者は以下のとおりです。 

学校名 来訪者数 

埼玉県上尾市立大石南中学校 ５名 

東京都荒川区立尾久八幡中学校 ５名 

北海道岩見沢高等学校 ４名 

東京都足立区立青井小学校 16名 

埼玉県立伊奈学園中学校 ２名 

合 計            ５校 32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 
２/３ 埼玉県上尾市立大石南中学校 

 

２/３ 東京都荒川区立尾久八幡中学校 
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２/１３ 北海道岩見沢高等学校 

 

２/１６ 東京都足立区立青井小学校 
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2/28 埼玉県立伊奈学園中学校 
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☆令和５年２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５年２月の相談件数は、113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。２月の子ども相談件数は 15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 16 14% 
法令・制度 13 12% 
食品表示 13 12% 
販売・サービス等 12 11% 
品質・規格・基準等 11 10% 
農林水産省が行う事業 6 5% 

統計 3 3% 
その他 39 35% 
計 113 100% 

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 63 56% 
中学生以下 15 13% 
事業者(従業員を含む)及びその団体

農林水産業従事者及びその団体 

13 12% 
相談業務関係者 7 6% 
農林水産業従事者及びその団体 6 5% 
高校生・大学その他の学生 2 2% 
教員・学校関係者 2 2% 
マスコミ関係者 2 2% 
公務員（教員・学校関係者、栄養士を除く） 1 1% 
その他 2 2% 
計 113 100% 

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（２月分） 

Ｑ：日常食べている魚に含まれる水銀が心配です。 

 

Ａ：水銀は、自然界にもともと存在していたものが多く、主に地殻から噴出するガスに含

まれています。川や海などの環境中に存在する水銀が微生物によってメチル水銀にな

り、食物連鎖を通して魚介類に取り込まれます。食物連鎖上位の魚類（サメやメカジ

キなどの大型魚）に比較的多く蓄積される傾向があります。 

水銀の健康上の主な影響は、母体を通じた胎児や発育中の幼児への神経毒性（神経の

発達への影響）が挙げられます。厚生労働省では妊婦に対し魚介類の摂食量の目安を示

しています。 

日本人の平均的な水銀の摂取量は 8.2 ㎍／人／日（総水銀）であり、この 10 年間で

は大きな変化はありません。この摂取量は、耐容一週間摂取量（PTWI：ヒトが一生にわ

たり摂取し続けても健康影響が現れない一週間当たりの摂取量の指標）の 57％であり、

取り込まれた水銀は徐々に体の外に出ていくので、平均的な食生活をしている限り、健

康への影響について懸念されるようなレベルではないと考えられています。 

自然界に存在する水銀を食物連鎖の過程で体内に蓄積するため、日本人の水銀摂取の

80％以上が魚介類由来となっています。また、一部の魚介類については、特定の地域等

にかかわらず、水銀濃度が他の魚介類と比較して高いものも見受けられます。 

 

＜参考＞ 

厚生労働省ホームページ「魚介類に含まれる水銀について」 

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/ 

農林水産省ホームページ 

「健康に悪影響を与える可能性のある魚介類中に含まれる物質等について（水銀）」 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/busitu/kagakubusitu/index.html 
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Ｑ：いよかんは、オレンジアレルギー表示の対象になりますか。 

 

Ａ：いよかんはさわやかな香りと、ほどよい甘酸っぱさが特徴の柑橘類です。明治になっ

て長州萩で発見され、みかんと文旦類の交雑種ではないかと考えられています。 

 

アレルギーには、果物を食べると口の中のかゆみ、唇の腫れなどの症状が出る「果物

アレルギー」があり、飲食して５分以内に口の中や唇にかゆみや違和感が出ることから

「口腔アレルギー症候群」とも呼ばれています。 

果物によるアレルギーは花粉症の人が発症しやすく、関連があると考えられているそ

うです。 

 

食品のアレルギー表示は、 

特に発症数・重篤度から表示する事が義務付けられている「特定原材料」７品目（え

び、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ））と、 

特定原材料以外にも症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、

特定原材料に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」21 品目（アーモンド、

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、

ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、

ゼラチン）を可能な限りアレルギー表示をする（推奨表示）とされています。 

 

消費者庁「Q&A 別添アレルゲンを含む食品に関する表示」では、「アレルギー表示に

おける「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレ

ンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく、グレープフルー

ツ、レモン等は対象となりません。」と記載されています。 

  

  このことから、いよかんはオレンジ類に該当しないため、アレルギー表示の対象には

なりません。 

＜参考＞ 

消費者庁ホームページ「食物アレルギー表示に関する情報」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/ 

食物アレルギー診療ガイドライン 2021 ダイジェスト版 

https://www.jspaci.jp/guide2021/ 
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☆地方の「消費者の部屋」展示予定一覧 （３月） 

 開催期間 展示テーマ 

北海道農政事務

所 

３月１日（水）～４月 28日（金） 食中毒の防止 

東北農政局 ２月 15日（水）～３月 10日（金） 山形のおいしさ満彩めしあがれ 

３月 13日（月）～４月７日（金） 震災からの復興と災害に備えた食品備蓄 

関東農政局 

 

２月 14日（火）～３月 13日（月） みんなで耕そう！農福連携 農業×福祉 

３月 28日（火）～ ４月７日（金） 農のいとなみフォトコンテスト 

北陸農政局 

 

２月 16日（木）～３月３日（金） 植物防疫・動物検疫 

～水際で日本の農畜産業を守る仕事～ 

３月６日（月）～３月 30日（木） 農林水産物・食品の輸出の現状 

東海農政局 

 

２月 14日（火）～３月２日（木）

  

東海地域の 6次産業化と農山漁村発イノベーションの取

り組み 

３月６日（月）～３月 22日（水） 地理的表示（GI)について 

近畿農政局 

 

２月 16日（木）～３月９日（木） 地理的表示（GI）保護制度ジーアイってなーに？ 

３月 10日（金）～３月 31日（金） 知っておきたい冷凍食品 

中国四国農政局 

 

２月 13日（月）～３月 10日（金） 農業の有する多面的機能の発揮に向けて 

３月 13日（月）～４月 7日（金） 安全な農畜水産物を食卓に届けるために！ 

九州農政局 ２月 20 日（月）～３月３日（金）

  

「地域ブランドを守る地理的表示（GI（ジーアイ））保護制

度」 

３月６日（月）～３月 17日（金） 農山漁村女性の日（3月 10日）について 

３月 20 日（月）～３月 31 日（金）

  

ICT を活用した効率的な鳥獣捕獲とジビエ(野生鳥獣肉)の

利活用について 

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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☆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 

-11- 

令和５年３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 

 

12 年目の 3.11 

農業の復興を目指し、陸前高田市

だけで栽培される地域限定品種の

お米です。良食味で冷めてもおいしく

つややかなのが特徴です。 

震災発生から 12 年。消費者の部屋で３月６日～10 日の間、東北 3 県

の復興の現状と魅力あふれる農林水産品を紹介しました。 

生産量全国 1 位の宮城のホヤ！

気仙沼の観光キャラクターの「ホヤ

ぼーや」が魅力を紹介！ 

宮城は東北一のいちごの生産

地。大津波で甚大な被害を

受けましたが、新たな「いちご

団地」の建設で復興に取り組

みました。「もういっこ」や「にこ

にこベリー」など、いちご狩りは

いかが？ 

福島の海は、常磐沖とよばれ、黒潮（暖かい海流）

とともに北上してきた様々な魚が、親潮（冷たい海

流）で発生したエサ（プランクトン）を食べて大きくな

る豊かな海であり、福島で水揚げされた魚は「常磐も

の」と呼ばれています。 

安心して食べてもらうため、国の基準値よりも厳しい設

定を設け、水揚げ日毎に各市場で自主検査を実施し

ています。 

令和３酒造年度全国新酒鑑評会で、福島県内の

蔵元からは 32 銘柄が入賞、そのうち 17 銘柄が金賞

に選ばれ、金賞受賞数で史上初の９回連続日本一

（通算 11度目）となりました。 

おいしいお米から作られる「日本一の酒処ふくしま」の

日本酒をぜひご賞味ください。 

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

