
農林水産省本省「消費者の部屋」特別展示

期間 特別展示名 開催目的 展示内容 担当

１月12日
～

１月15日

見つけよう！
今、元気なムラの取組

「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2回
選定）の募集を行い、
平成27年９月30日に
選定団体を決定し、同
年10月下旬にグラン
プリ及び特別賞を決
定するところ。これら
選定された優良事例
について情報発信を
行い、国民の理解を
深める。

農山漁村活性化の優良事例を発掘し全国に横展開
を図る取り組みである「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
り組みについて紹介する。

農村振興局
都市農村交流課

１月18日
～

１月22日

和歌山のうめ
　～『みなべ・田辺の梅シ
ステム』が世界農業遺産に
認定～

日本一の梅産地にお
ける「地域内６次産業
化」による地方創生の
取り組みを紹介し、梅
の需要拡大を図る。

傾斜地が多く農業に不利な条件に適応した「梅」栽
培システムと、生産農家による一次加工と地元加工
業者による二次加工・販売の「地域内６次産業化」に
よる産地の取り組みについて紹介します。

和歌山県
農林水産部
農林水産総務課

１月25日
～

１月29日

地場産物を活かした
おいしい学校給食

地場産物を活用した
学校給食のメニューを
紹介することにより、
地産地消の取り組み
や食育への理解を深
める。また、期間中、
農林水産省職員食堂
において、学校給食メ
ニューを基にしたラン
チの提供を行い、栄
養バランスを考えたラ
ンチを食することで、
日頃の自分の食につ
いて見直す機会とす
る

学校給食等における地域の農林水産物を活用した
「地産地消給食等メニューコンテスト」の受賞事例な
どを紹介したパネルの展示を行います。また、文部
科学省と連携し、学校給食関係や食育のパネル展
示や給食献立のレプリカの展示を行います。併せ
て、給食試供品提供も予定。

食料産業局
食文化・市場開
拓課

２月１日
～

２月５日

おいしいだけじゃないよ
チョコレ－ト・ココア

チョコレートやココアの
持つ効能・栄養につい
て普及啓発を図る。

チョコレー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。
　今回は、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ー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８日
～

２月12日

ＬＯＶＥ
フラワ－バレンタイン

バレンタインデーを新
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
る男性を主なターゲッ
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「フラワーバ
レンタイン」活動や取り組みをパネルやポスター等で
紹介します。また、フラワーアレンジメントやテーマフ
ラワーの展示等を行い、「フラワーバレンタイン」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15日
～

２月19日

太陽と大地の恵み 砂糖
～日本の砂糖の安定供給を
支える仕組み～

 消費者が砂糖を購入
することにより、北海
道や鹿児島、沖縄の
甘味資源作物生産農
家や国内産糖の製造
工場を支援することに
つながる価格調整制
度の仕組みを分かり
やすく紹介し、制度へ
の理解を深めてもら
う。

砂糖は私たちが生活する上で欠かすことの出来ない
食品であり、日本の食料自給率の維持にも大きく寄
与しています。私たちが毎日いろいろな形で摂取して
いるお砂糖の安定供給を支える仕組みをパネルでわ
かりやすく紹介します。
　また、ひと口に砂糖といっても、その形、色、風味も
さまざまです。展示では、バラエティ豊富な砂糖とそ
の特性をご紹介するとともに、原料のさとうきびやて
ん菜が地域経済や雇用などを支えていることを紹介
します。

政策統括官付
地域作物課

２月22日
～

２月26日

日々の食生活と
食品新素材

多くの農林水産物や
加工食品に含まれて
いる食品新素材の働
きについて普及啓発
を図る。

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、オリゴ糖、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、どのようなもの
があるのか、どんな働きがあるのか、どんな食品に
利用されているのかをご紹介します。

食料産業局
食品製造課

平成28年5月24日現在

平成28年前期（１月～６月）スケジュール (その１)



農林水産省本省「消費者の部屋」特別展示

期間 特別展示名 開催目的 展示内容 担当

２月29日
～

３月４日
使って広めよう合法木材

違法伐採問題や我が
国の合法木材の制度
について普及し、合法
性のある木材・木材製
品利用促進を図る。

違法伐採材がなぜ問題なのか(地球規模での環境保
全、持続可能な森林経営を脅かす等)や、我が国が
違法伐採対策として行っている合法木材の証明制度
について紹介するとともに、合法木材や合法木材製
品について展示します。

林野庁
木材貿易対策室

３月７日
～

３月11日

再発見！
東北の豊かなみのり
～５年間の歩みとともに～

東日本大震災から5年
が経過し、震災の記
憶が薄れつつあると
同時に、今年は5年目
という節目にあたる。
復興に向けた生産者
や研究者の取り組み
や成果について紹介
し、消費者の理解を深
め、被災地応援の意
識を再度確認してもら
う。

（１）被災地の生産現場の取り組みや研究成果を紹
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り組みを伝える展示、（３）被
災地産の農林水産物や食品等の展示、試食等を行
います。

消費・安全局
消費者行政課

３月14日
～

３月18日

ＧＡＰで目指す
一歩先ゆく農業経営

より良い農産物を提
供する取り組みである
GAPの必要性につい
て消費者の認知度の
向上を図り、GAPの普
及を推進するととも
に、現段階の消費者
のGAPに関する認知
度や意識を把握す
る。

農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural
Practice）に関する施策や国内の農業者等の取り組
み状況や効果、実需者（農産物のバイヤー）の動
向、海外の状況等をパネル等を用いてを紹介しま
す。

生産局
農業環境対策課

３月22日
～

３月25日

地理的表示？
ＧＩってな～に？

ＧＩ制度及びＧＩ登録産
品等の紹介を行うこと
により、登録産地・産
品の拡大、消費者の
理解向上を図る。

平成２７年６月に施行した地理的表示保護制度（ＧＩ
制度）の概要について紹介するとともに、登録産品及
び登録生産者団体の紹介を行います。

食料産業局
知的財産課

４月11日
～

４月15日

こどもの味覚を育てよう
（和食文化を守る。つな
ぐ。ひろめる。）

ユネスコ無形文化遺
産に登録された「和食
文化」の保護・継承策
について議論している
「和食」の保護・継承
検討会の結果につい
て周知を行うととも
に、「こどもの味覚を
育てる」というメリット
について一般消費者
層の理解増進を図
る。

妊娠期から離乳食まで使える「だし汁」の良い点の紹
介、「和食」の保護・継承推進検討会結果のお知ら
せ、和食文化に関するパンフレット等配布を行いま
す。

大臣官房政策課

食料産業局
食文化・市場開
拓課
和食室

５月９日
～

５月13日

大学は美味しい！！
  in 農林水産省

これまで、全国各地の
大学では、より深い研
究を遂行するために、
農林水産省の補助金
や科研費等を活用し
てきた。これらの大学
の研究室から生まれ
た研究開発の成果
を、大学内に留めるの
ではなく広く一般の消
費者に伝える。

独創性のある食品開発に取り組んでいる全国各地
の大学での研究成果(大学での取り組み、商品開発
に至るまでの秘話)をパネル展示で発表、実際に開
発した商品の展示を行います。

農林水産技術会
議事務局
研究推進課

５月16日
～

５月20日
間伐・間伐材利用促進の週

温室効果ガス森林吸
収源対策としての年
間52万haの間伐等の
実施のため、間伐等
の推進を図る。

間伐・間伐材利用コンクールの受賞取り組み・製品を
はじめ、間伐実施の取り組みの紹介、間伐材製品の
展示など間伐の推進、間伐材の利用促進に向けた
普及啓発、間伐材マークの紹介等を行います。

林野庁
森林整備部整備
課
造林間伐対策室

５月23日
～

５月27日

世界農業遺産・日本農業遺
産

世界農業遺産の認知
度の向上及び、保全
活動への消費者の理
解増進を図る。

世界農業遺産とは、地域の伝統的な農業・農法とそ
れに関わって育まれた文化、景観、生物多様性など
が一体となった世界的に重要な農業システムを国連
食糧農業機関(ＦＡＯ)が認定する仕組みです。本展
示では、国内認定地域の取り組みをパネルで紹介す
るとともに、試飲試食や実演等を交えて世界農業遺
産の魅力をＰＲします。

農村振興局
農村環境課

平成28年5月24日現在

平成28年前期（１月～６月）スケジュール (その２)



農林水産省本省「消費者の部屋」特別展示

期間 特別展示名 開催目的 展示内容 担当

６月６日
～

６月10日

食育の週
～国産食材を知ろう、味わ
おう～

食育推進の取り組み
を紹介することによ
り、自らの食生活につ
いて考える機会を提
供する。

６月は「食育月間」。食に関する知識と食を選択する
力を習得し、健全な食生活を実践することができる人
間を育てる「食育」の推進のため、食育の実践方法
や農林漁業体験について紹介します。

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13日
～

６月17日
６次産業化に関する展示

全国で様々な商品開
発などの６次産業化
の取り組みが進んで
きているところ。このよ
うな６次産業化の取り
組みを消費者に紹介
することにより、６次産
業化の取り組みに対
する消費者の理解を
深め、更なる６次産業
化の推進につなげて
いく。

自ら生産している農林水産物等を原料として加工・
販売するなどの６次産業化の取り組みを行っている
事業者等の協力のもと、６次産業化の取り組みを紹
介したパネルを展示するとともに、実際に販売されて
いる製品などの展示を行います。

食料産業局
産業連携課

６月20日
～

６月24日

イラストで見る山の世界
～山の世界を覗いてみよう
～

消費者の山林や林業
に対する関心の醸成
を図り、林野行政への
理解を促す。

都会に住む人にはなじみの浅い山林や林業に興味
を持っていただくべく、情報誌「林野」に掲載されてい
る林業漫画「お山ん画」を始め、山の中に棲む野生
動物や草花、樹木、林業の現場などのイラスト・写真
等を多数展示します。

林野庁
林政部
林政課広報室

６月27日
～

７月１日

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
林政部経営課
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
　　

※この特別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。

平成28年5月24日現在

平成28年前期（１月～６月）スケジュール (その３)

熊本の復旧・復興をめざし
て

　平成２８年熊本地震に
おいては、６８名（平成２
８年５月１１日現在。震
災関連死を含む）の方
が亡くなられた。また、
地震発生から１ヶ月が
経過した現在も、余震
が続くとともに、熊本県
内で約１万人を超える
方々が未だに避難生活
を余儀なくされている。
　また、県民生活だけで
なく熊本県の重要な基
幹産業である農林水産
業においても、農業用
施設、農地の損壊、畜
舎の倒壊、大規模な山
腹崩壊、土砂流入によ
る漁場の荒廃など、甚
大な被害が生じており、
その被害額は約１，３４
２億円（５月１９日現在）
に上っている。
　このため、熊本地震に
関する写真展を行い、
全国の方々へ地震によ
る被災状況を周知する
とともに、復旧・復興に
向けた機運の醸成を図
る。

平成２８年熊本地震の被災状況及び復旧・復興に向
けた写真の展示及び熊本県産食品の販売を行いま
す。

熊本県
知事公室広報課

大臣官房文書課
災害総合対策室

５月30日
～

６月３日

 「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。 

【交通のご案内】 

東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線の霞ヶ関駅

下車。Ａ５，Ｂ３aの出口すぐ。                   

【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）  


