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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12月の開催状況

期 間 展 示 名 入場者数

11月27日～12月１日 【特別】環境にやさしい農業の魅力 856人

12月４日～12月８日 【特別】福島の森からイイモノ、お届け 945人

12月11日～12月15日 【特別】木とストーブのある暮らし展 576人

12月18日～12月22日 【特別】遺伝子組換えカイコによる蚕業革命 728人

●平成30年1月の特別展示

期 間 展 示 名

１月９日～１月12日 【特別】くらしを支える森林づくり

１月22日～１月26日 【特別】食べる鯨をもっと身近に、簡単に！

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ート・ココア

◆ テーマ【特別展示】環境にやさしい農業の魅力 ◆

我が国の生産現場では、将来にわたって安定的かつ持続的に農業が続けられるよう、
化学肥料、化学合成農薬の使用低減や環境保全、食品安全、労働安全等にむけた生産工
程管理を推進しているところです。
また、期間中は、抽選でエコ農産物が当たるくじ引きや農産物の販売を行い多くの来

場者でにぎわいました。

形が面白いかぼちゃ（右端）やポップコーン用トウモロコ

シなどスーパーでは見かけない珍しい野菜を販売しました。

有機農業に関するパネル展示や取り組みについて紹介し

ました。
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◆ テーマ【特別展示】福島の森からイイモノ、お届け

－がんばる福島産の木材・木製品・林産物－◆

福島県産の安心・安全な木材や特用林産物の生産に向けた取り組みについて、きのこ、
きのこ加工品、木製品の展示を行いました。
また、森林の放射性物質の現状や対策などのパネル展示、実践者による説明、展示品の

試食、販売などを行いました。福島県産の製油を使用したアロマスプレー作りを実施し多
くの来場者が体験し好評でした。

福島県の林産物の安全性について学ぶ中学生たち。 福島県産のきのこや木製品を販売しました。

環境保全に関連して、田んぼの生き物（タナゴ、モツゴ、

メダカ等）を展示しました。

シソジュースやみかんジュースの試飲及びエコ農産物が

当たるくじ引きを行いました。

好みの精油をブレンドし、オリジナルのアロマスプレー

を作る来場者。

福島県産の木材を利用した木製品を展示しました。
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◆ テーマ【特別展示】木とストーブのある暮らし展 ◆

薪やペレットは、大気中の二酸化炭素を増やすことなくエネルギーを生み出すカーボ
ンニュートラルな燃料です。薪ストーブ等を暮らしに取り入れることで、木質資源を有
効活用でき、里山、森林の整備に繋がることを説明しました。
また、薪ストーブやペレットストーブの導入費用や効果についての説明会を開催しま

した。

◆ テーマ【特別展示】遺伝子組換えカイコによる蚕業革命 ◆

遺伝子組換えカイコから作られた光るシルクやクモ糸シルクなどの開発状況について紹

介しました。来場者は最先端の技術に見入っていました。

説明会を熱心に聞く来場者たち。薪ストーブの暖かさを実感する来場者

遺伝子組換えカイコから作り出された光る繭を展示

しました。

生きているカイコも展示しました。

一般的な品種の繭（白）と蛍光シルクの繭の比較
通常のシルク（左）と超極細シルク（右）の比較

超極細シルクの方が光沢が強く、手触りがなめらかでした。
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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12月の来訪者は以下の通りです。

■ 平成29年12月の訪問 来訪者数

宮城県仙台第三高等学校（高２年） ４名

長崎県立北松農業高等学校（高２年） ３２名

広島県東広島市立高美が丘中学校（中２） １８名

長野県豊科高等学校（高２年） ２１名

東京都品川区立大井第一小学校 （小６年） ３４名

合 計 ５校 １０９名

平成29年１月～12月の来校数は、43校（前年同期28校）でした。

修学旅行シーズンである５月～６月と、校外学習として10月～12月の来校が多いです。

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。
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訪問の様子

訪問された生徒さんの感想（抜粋）

☆最初は「農家ではない私は関係ないこと。」と思っていました。でも、農林水産省の明

快な説明を聞き、分かりやすい資料もあったので、農林水産業に関心や興味を持つこと

が出来たとともに、大変な仕事をしていると感じました。 （中学２年女子）

☆図書館での見学が印象深かったです。見たことのない種類の本や雑誌、新聞が並べら

れていて、すごかったです。また、移動式の本棚が人が挟まらないようにセンサーが

感知して止まることに関心しました。 （中学２年女子）

☆記者会見室での見学は、テレビでは見られない会見室全体の構造が見ることが出来て、

感激しました。また、会見を行う者によって背景の幕の色が変わることが驚きでした。

重責を担うことの大きさを感じました。 （中学２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」展示室において、説明を受ける、

福島県伊達市立石田小学校の生徒達。

「消費者の部屋」事務室において、説明を受ける、

広島県東広島市立高美が丘中学校の生徒達。

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、宮城県仙台第三高等学校の生徒達。
記者会見室見学において、説明を受ける、

長崎県立北松農業高等学校の生徒達。
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☆ 平成29年１０～１２月の消費者相談状況（速報）
～電話やメールで御相談を受け付けています～

平成２９年10月～12月の相談件数は、435件（前年同期479件）でした。
このうち、問合せは404件、要望・意見は15件、苦情は8件、その他は8件となりました。

図１ 四半期別相談件数の推移

〔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～12月の子ども相談件数は、48件となりました。

図２ 子ども相談件数の推移

〔品目別相談件数〕
表１ 品目別相談件数 図３ 品目別相談比率

件数
青果物及びその加工品 63
穀類及びその加工品 59
農政 44
水産物及びその加工品 22
豆類、いも類及びその加工品 22
農業 22
畜産物及びその加工品 14
水産業 14
上記以外の食品 36
その他 139
合計 435
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〔内容別相談件数〕
表２ 内容別相談件数 図４ 内容別相談比率

件数
安全・衛生 84
制度・基準 37
資料請求・照会 27
表示 25
商品知識 25
生産・流通・消費 23
品質・規格 22
販売・サービス 11
栽培・養殖・飼育 8
その他 173
合計 435

〔相談者別件数〕
表３ 相談者別相談件数 図５ 相談者別相談比率

件数
一般消費者・消費者団体 214
相談業務関係者 48
子ども 48
高校・大学その他学生 46
企業関係者及びその団体 30
農林水産業従事者及びその 17
団体

教員・学校関係者 9
不明・その他 23
合計 435

◆ 主な要望・意見
＊ 飲食店のファーストフード、スーパーで売られる菓子、パンに至るまで年を重ね
るごとに食品の内容量が減らされている。会社のコスト削減の為に消費者が犠牲に
なっている。食品の内容量を減らす会社を規制して欲しい。

＊ スーパーで購入した牛肉加工品(サイコロステーキ)は牛脂を混ぜているもので、
脂肪の摂り過ぎとなり健康に良くない。このような食品は販売しないでほしい。
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☆ 相談事例（1２月分）

Ｑ：お正月に食べるおせち料理など、特別な行事のときに食べる料理はどんなものがある

のですか。また、どのような意味があるのか教えてください。

Ａ：日本人の暮らしの中にはさまざまな年中行事があります。季節ごとの行事やお祝いの

日に食べる特別の料理を「行事食」といいます。行事食には、家族の幸せや健康を願

う意味がこめられています。

そこで、家庭で最も身近な行事食である正月のおせち料理他、具体的な行事食の意

味を３つ紹介します。

正月（１月１日）の「おせち料理」

黒豆は、みんながマメに丈夫で健康に暮らせるように

数の子は、たくさんの卵から、代々栄えるように

栗きんとんは、黄金色からお金がたまるように

など、それぞれの料理に新しい年への願いがこめられ

ています。

端午の節句（５月５日）の「かしわもち」

新しい目が出るまで古い葉が落ちないかしわの木のように

親から子、孫への命がつながることを願って、こどもの日

に食べます。

土曜の丑の日（７月２０日ごろ）の「うなぎの蒲焼き」

夏の土用の丑の日に栄養たっぷりのうなぎを食べると、

夏の暑さに負けない元気が出るという江戸時代からの

習慣があります。

皆さまも是非、季節を感じながら行事食を楽しんでみませんか。

＊行事食についての詳細は、下記の農林水産省ＨＰにおいて、ご案内しています。↓

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/learn/event.html「子どもの食育」
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/attach/pdf/index-26.pdf 「和食すごろく」

おせち料理

うなぎの蒲焼き

かしわもち

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/learn/event.html
http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/attach/pdf/index-26.pdf
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☆ 相談事例（1２月分）

Ｑ：甘酒には２種類の作り方があるとのことですが、ノンアルコールのものはどちらです

か。２種類の違いも教えて下さい。

Ａ：冬の飲み物のイメージが強い甘酒ですが、江戸時代から夏バテ防止に飲まれていたの

が甘酒です。現在も俳句の夏の季語として、使われています。

甘酒には米麹と酒粕の２種類があり、ノンアルコールの甘酒は米麹から作られてい

ます。下記のとおり、主な違いは３点あります。是非、違いを確認した上で、飲み比

べてみませんか。

【米麹と酒粕の甘酒の違いについて】

１．作り方の違い

米麹の甘酒：米麹は、蒸したお米に麹菌を繁殖

させたものです。日本の伝統的な

食文化に欠かせない甘酒・お酒・

みりん・味噌などは米麹を発酵さ

せて作ります。

酒粕の甘酒：酒粕は、米麹に酵母菌を加え発酵

させて作ります。麹菌と酵母菌の

２つの発酵の力で、栄養価がとて

も高いといわれています。

２．飲める人の違い

米麹の甘酒：ノンアルコールのため、子どもから大人まで、誰でも飲むことが

できます。

酒粕の甘酒：酒粕は酒を造ったときの副産物で、アルコールが含まれているた

め、飲めない人がいます。

３．栄養成分の違い

米麹の甘酒：米麹の発酵により、ビタミン類を作ります。麹菌の発酵により、

お米のデンプンをブドウ糖やオリゴ糖に変え、自然な甘みを作り

ます。

酒粕の甘酒：たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの他にも、発酵

によりできたペプチドやアミノ酸、麹菌と酵母菌由来のβーグル

カン、葉酸なども含まれています。

【参考資料：「四季の手づくり食品」（松井克己著 富民協会）】

甘酒は栄養価の高さから「飲む点滴」

とも例えられています。
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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階及

び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し、農林水

産省の主要な施策、食に関する情報を正確に分かりやすくお伝えできるように工夫しな

がら展示を行っています。

【消費者の部屋】

「消費者の部屋」では、常設展示のほか、局内各部等が

テーマを定めた特別展示を行っています。特別展示のテー

マ及び内容にあわせて、農産物・加工食品などの展示、熊

本県キャラクター「くまモン」の立て看板等、幅広い年齢

層の消費者の皆様が親しみやすい環境整備に努めていま

す。

また、消費者の部屋の取組の夏休みイベント「しっとっ

と？国のお仕事～夏休み見学デー～」も平成 29 年度で 5
回目の開催となり、年々来場者される方も増え、恒例行事

になりました。

【移動消費者の部屋】

平成 29 年 11 月 19 日（日曜日）、宮崎市の JA アズムにお
いて、みやざきの食と農を考える県民会議、宮崎県米消費

拡大推進協議会及び（公財）宮崎県健康づくり協会の主催

による「2017 健康と食のフェスタ」が開催され、多くの家
族連れで賑わいました。

九州農政局としては経営・事業支援部地域食品課と連携

して参加し、「身近なきのこ」「食べられる野生きのこ編」「毒

きのこ編」、「和食」などのパネルを展示し、注意喚起及び

情報提供を行いました。参加者からは「珍しいきのこが見

れて興味深かった」「きのこのことがよく分かりました」な

どの感想等が寄せられました。

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

夏休みイベントの様子

消費者の部屋 展示は、「和食文化を次世代

につなげる 11月24日は和食の日」

移動消費者の部屋

移動消費者の部屋（2017 健康と食のフェスタ）



☆「消費者の部屋」一口メモ

【遺伝子組換えカイコについて】

３ページでもご紹介しました
が、12月18日～22日に特別展示に
て、「遺伝子組換えカイコによる
蚕業革命」を開催しました。

展示では、遺伝子組換えカイコ
の特性について、紹介しました。
その中で、参考として QA 式で

ご紹介します。

Q-1遺伝子組換えカイコとは？
A カイコの遺伝子組換え技術は、
農研機構（旧 蚕糸・昆虫農業技
術研究所）が主体となって2000年
に開発されました。現在、遺伝子組換えカイコを用いて、新しい機能を持った絹糸を作っ
たり、他の方法では製造が難しい有用物資を生産する研究開発が進められています。その
一部はすでに実用化されています。手法として、顕微鏡で見ながら、卵に小さな穴を空け
て、そこからガラス針でDNAを注入します。例えば、クラゲの遺伝子を導入して緑色蛍光
タンパク質を生産させたりしています。
Q-2生態系などに影響はないの？
A カイコは高度に家畜された昆虫で、幼虫は動き回らず成虫は飛べないことから、管理
がとても簡単で、自然環境に影響を与えることもありません。
Q-3遺伝子組換えカイコで何ができるの？
A-1〈蛍光絹糸や極細絹糸〉
蛍光タンパク質をフィブロイン部分(繭糸の組織の一部）に作るカイコを作出、ストー

ルやウエディングドレスなどの試作に成功しました。また、通常の絹糸に比べて2/3以下
の細さの絹糸を吐くカイコを作出し、しなやかで光沢のある生地の試作にも成功していま
す。
A-2 〈医薬品成分等の生産〉
水に溶けやすいセリシン部分(繭糸の組織の一部）に病気などの診断薬や医薬成分とな

るタンパク質(抗体）やヒトコラーゲンなどを作らせ、繭から抽出し、製品化しています。
さらに、これまで製造が難しかった少量多品目の医薬品製造への応用が期待されます。一
例として、ヒト骨粗鬆症検査薬や化粧品原料（ヒトコラーゲンⅠ）があります。

☆ 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。
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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、

遺伝子組換えカイコの特性を

紹介
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