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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、多くの方々にご来場いただいております。

☆ 展示の御紹介
●平成３０年１０月の開催状況 （以下の４件になります。）

期 間 展 示 名 入場者数

10月１日～10月５日 【特別】ココロにおいしい冷凍食品 1,123人

10月９日～10月12日 【特別】統計でみる「農林水産業の姿」 351人

10月15日～10月19日 【特別】森からの恵み～きのこなどの特用林産物の週～ 741人

10月22日～10月26日 【特別】もっと魚のある生活を 914人

●平成３０年１２月の展示予定 （以下の３件になります。）

期 間 展 示 名

12月３日～12月７日 【特別】来て、見て、食べて「お米」を学ぼう！～明治150年記念展示～

12月10日～12月14日 【特別】世界農業遺産・日本農業遺産

12月17日～12月21日 【特別】いわて北三陸・洋野町の魅力紹介！技ありの海・里・山の幸盛りだくさん！

◆テーマ ココロにおいしい冷凍食品◆

10月18日は「冷凍食品の日」です。今回の展示では、－18℃以下で管理されているため

食中毒の原因になる細菌が活動できないため衛生的であること、急速凍結されているので

食品の細胞も壊さず栄養もそのまま保たれること、保存がきき買い置きができることなど

の「冷凍食品の有するアドバンテージ」、1920年（大正9年）から我が国の冷凍食品事業が

始まり、2016年（平成28年）の国内生産量は過去最高の155万4千トンまで成長したという

「冷凍食品の歴史」などがパネル展示で紹介されました。

また、日替わりで用意されたピラフや枝豆などの試食コーナーや冷凍食品に関するクイ

ズも好評でした（冷凍庫は、詰め込んだ方がエコなんです。）

クイズにより、冷凍食品の知識を深

めていただきました。
数々の冷凍食品です。 毎日様々な試食品で、手軽で美味し

い冷凍食品をＰＲしました。
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◆テーマ 統計でみる「農林水産業の姿」 ◆

10月18日の「統計の日」にちなみ、毎年開催している特別展示です。「農林水産統計の

役割」、「こうやって調べる米の収穫量」、「主要な農作物の主産地はどこか？」などのテ

ーマ毎の分かりやすいパネル展示により、来場者の農林水産統計調査に関する理解は深

まったことかと思います。

また、水稲収穫量調査に使用する器具の展示、千歯こきでの脱穀体験も好評でした。

◆テーマ もっと魚のある生活を ◆

秋です。魚の美味しい季節です。日本型食生活に欠かせない魚をもっと食べていただく

ためにこの展示を企画しました。

毎日の食事に取り入れやすい、お手軽で美味しい加工品（「ファストフィッシュ」と呼

んでいます）や、漁師さんお勧めの本当に美味しい魚（「プライドフィッシュ」と呼んで

います。）を中心に紹介し、めったに食べられない「津軽海峡あぶらつの鮫の蒲焼き」や

「くじらカレー」等の９種類の魚製品の試食も交えて、これまで知らなかった水産物の魅

力や優れた栄養面の特性等に関する理解を深めていただきました。

「統計の日」を説明している、

展示パネルです。
水稲収穫量調査に使用している

器具の一部です。 「千歯こき」による脱穀体験です。

足の踏ん張りが重要です。

試食された方からの質問に答える
担当者です。

「ファストフィッシュ」に関する展示です。



- 3 -

◆テーマ 森からの恵み～きのこなどの特用林産物の週～ ◆

10月15日は「きのこの日」です。きのこに対する正しい知識を広く周知し、きのこをた

くさん食べていただきたいとの願いから、天然のきのこが多く採れ、きのこ狩りが盛んに

行われる10月の真ん中の15日に制定することになりました。（関係団体のHPより抜粋）。

お馴染みのシイタケやエリンギを始め、比較的馴染みの薄い、あわびたけ、やまぶし

たけなど、沢山のきのこが展示されました。きのこの美味しいレシピも好評で、きのこ

の消費拡大に繋がったことでしょう。

また、同じ特用林産物である、木炭、竹、漆についても、実物やパネル、パンフレット

等によりわかりやすく紹介されました。

漆については、「彫刻塗」と呼ばれる漆器の火鉢は、丹念に彫り込まれた花鳥風月が見

事であり、「ＪＡＰＡＮ」の語源となったことを裏付けるかのように、外国からのお客様

も熱心にご覧になっていました。

展示の様子です。 漆製品の数々です。漆器の産地では学校給食

の食器に供しているそうです。

竹製品の数々です。いずれも丁寧な作りでした。 炭を原料として作られた製品です。防虫、

防湿、脱臭などの効果を発揮します。

消費者の部屋では、上のような特別展示を開催し、皆様のお越しをお待ちしています。

是非、お越し下さい！
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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。

省内見学では、大臣室や事務次官の執務室の前を通り、展示室や記者会見室、農林水

産省図書館（林野庁図書館）をご案内しています。（状況に応じて変更はございます。）

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30年10月の来訪者は以下の通りです。

■ 平成30年10月の訪問 来訪者数

奈良県 近畿大学附属小学校 （小５年） ２７名

北海道 帯広三条高等学校 （高２年） １１名

和歌山県 和歌山市立伏虎義務教育学校 （中３年） ３９名

兵庫県 須磨学園高等学校 （高２年） １７名

静岡県 静岡市立北沼上小学校 （小６年） １１名

合 計 ５校 １０５名

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。）

・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。

訪問の様子

「消費者の部屋」展示室において、説明を受ける、

奈良県近畿大学附属小学校の生徒達。

「消費者の部屋」展示室において、記念撮影をする、

奈良県近畿大学附属小学校の生徒達。
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訪問された生徒さんの感想（抜粋）

☆農林水産省についての説明で、「日本の食料事情」や、「食料自給率」の向上、また「食

文化を守る取組」についてなど、意外と知らなかったことを、より多く吸収することが

できました。 （高校２年女子）

☆今回の学校訪問を通して、学んだことを生かし、少しでも日本を守っていけるように

普段からできる「食べ残しを減らすこと」を心掛け、私たちの住む地域の食文化を守

っていくことなどに貢献できればと思います。 （高校２年女子）

☆学んだことは、知識として学業や生活に生かしていきたいです。 （高校２年女子）

☆農林水産省の具体的な業務内容等や日本の食料事情を見聞することで、働くこと、ま

たそのために必要な学びについて視野を広げられる大変有意義な時間をすごすことが

できました。 （高校２年男子）

☆今回学んだことはレポートにまとめ、下級生に報告会をします。 （高校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、記念撮影をする、

静岡県静岡市立北沼上小学校の生徒達。

「消費者の部屋」展示室において、記念撮影をする、

和歌山県和歌山市立伏虎義務教育学校の生徒達。

記者会見室において、説明を受ける、

兵庫県須磨学園高等学校の生徒達。

農林水産省図書館において、取扱書類の説明を受ける、

北海道帯広三条高等学校の生徒達。
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☆ 平成30年１０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３０年１０月の相談件数は、１５６件（前年同期１７４件）でし

た。このうち、問合せは１２７件、要望・意見は１３件、苦情は３件、情報提供は１３件

でした。

図１ 月別の全相談件数の推移

〔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

しています。１０月の子ども相談件数は、前月同様８件となりました。

図２ 子ども相談件数の推移

表１ 品目別相談件数 図３ 品目別相談比率

農政 34

青果物及びその加工品 19

穀物及びその加工品 16

水産物及びその加工品 12

豆類 いも類及びその加工品 6

畜産物及びその加工品 5

特定の商品をあげないもの 4

上記以外の食品 11

食生活 5

農業 5

その他 39

合計 156
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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

安全・衛生 28

資料請求・紹介 20

制度・基準 18

商品知識 13

表示 12

品質規格 9

生産・流通・消費 7

栽培・養殖・飼育 3

苦情 3

その他 43

合計 156

〔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

一般消費者・消費者団体 75

高校・大学その他の学生 17

相談業務関係者 15

企業関係者及びその団体 13

中学生以下 8

農林水産業従事者及びその団体 4

教員・学校関係者 4

企業内相談業務関係者 2

不明・その他 18

合計 156
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☆ 相談事例（10月分）

Q：ホームフリージングを行う際は、どんな点に注意すればよいですか。また、どのよう
な食品がホームフリージングに向きますか。

Ａ： 家庭用冷蔵庫の冷凍室で、食品を凍結・保管することをホームフリージングといい

ます。日本の家庭用冷蔵庫の冷凍室の温度は、ＪＩＳ規格で－１８℃以下と決められ

ているため、市販の冷凍食品（－３０℃以下の低温で急速凍結を行い、－１８℃以下

で管理されたもの）など、既に凍っているものを保存するには適していますが、食品

を凍結するには不十分な緩慢凍結となり、解凍したときに元の品質に戻らない場合が

あります。

なお、最近はホームフリージング用に、－４０℃程度の冷気で急速凍結できる機能

付きの冷蔵庫も普及してきましたが、多くの場合、最初の品質をそのまま保つことは

難しいです。もし、ご家庭でホームフリージングを行う場合は、以下の点に注意して

行いましょう。

【ホームフリージングについての注意点】

①なるべく速く凍らせる

調理した食品を冷まし、金属製など熱伝導性の良い容器に食品の厚さを薄く並べ

て、冷凍室の温度調節を最も冷える状態にセットして凍結します。冷凍室に急速凍

結の機能があれば、これを利用しましょう。

②しっかり包む

乾燥や脂肪の酸化を防ぐため、ラップやジッパー付き保存袋などを活用し、でき

るだけ空気を遮断しましょう。

③衛生的に取り扱う

フリージング前の取扱いは、手や道具・器具をよく洗うなど、衛生に注意し、微

生物、異物の汚染を防ぎましょう。

④早めに使い切る

緩慢凍結による組織の傷みや保存中の品温変化により品質低下が早く進む場合が

あるので、２～３週間以内に使い切りましょう。

【ホームフリージングに向く食品と向かない食品】

①ホームフリージングに向くもの

下味をつけた肉や魚、調理したおかず、干物など乾燥させた食品、また、スープ

やソース類、裏ごしした野菜など、すでに組織が壊れているもの。パン、ごはん、

もち、納豆なども品質低下が少ないため、ホームフリージングに向いています。

②ホームフリージングに向かないもの

食品中の水分が多い生野菜や組織がやわらかい魚介類など。特にお店で解凍して

売られている生ものは再凍結することになり、美味しさも栄養も極端に落ちてしま

います。また、生卵やゆで卵、牛乳や生クリーム、豆腐やこんにゃく、プリンやゼ

リーなどもホームフリージングに向かない代表的な食品です。

【参考】

＊一般社団法人日本冷凍食品協会ＨＰ「ホームフリージング」↓

https://www.reishokukyo.or.jp/frozen-foods/home-freezing/
＊参考文献：「冷凍食品Ｑ＆Ａ」一般社団法人日本冷凍食品協会発行
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☆ 相談事例（10月分）

Q：日本の食料自給率は低いですが、輸入の途絶などの事態が起きた時には、どのような
対応が想定されているのでしょうか。

A：食料は人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実し
た生活の基礎として、全ての国民が、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手で

きるようにすることは、国の基本的な責務です。

加えて、食料の安定供給を将来にわたって確保していくことは、国民に対する国家の基

本的な責務の一つであり、平成 11年 7月に公布・施行された「食料・農業・農村基本法」
に基づき、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に

組み合わせることにより、食料の安定供給を確保することとしております。

また、凶作や輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする

食料の供給を確保しなければなりません。

世界の食料の需給や貿易は、①農業生産が地域や年ごとに異なる自然条件の影響を強く

受け、生産量が変動しやすいことや、② 世界全体の生産量に占める貿易量（輸出量）の

割合が比較的低く、輸出国が特定の国に限られており、輸出国の動向に影響を受けやすい

などの不安定な要素を有していることから、農林水産省では、凶作や輸入の途絶などの不

測の事態が発生した場合においても、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保できる

よう「緊急事態食料安全保障指針」を定め、政府として講ずべき対策の基本的な内容や根

拠法令、実施手順等を示しています。

実際に不測の要因により食料の供給に影響が及ぶ恐れがある場合には、「緊急事態食料

安全保障指針」に基づき、不測の事態を深刻度に応じて、レベル０からレベル２に分類し、

それぞれの場合に、

① 備蓄の活用や輸入の確保

② 価格・流通の安定のための措置の発動

③ 熱量効率の高い作物への生産転換

等の取り組みを実施することとしています。

【参考】

・食料安全保障とは http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/1.html
・緊急事態食料安全保障指針

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/shishin.html

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/1.html
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/shishin.html
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☆地方の「消費者の部屋」だより
関東農政局 消費者の部屋

関東農政局「消費者の部屋」は、ＪＲさいたま新都心駅から徒歩７分、さいたま新都心合同庁

舎２号館１階に常設の展示コーナーを開設し、農林水産省の主要な政策や身近な食生活に関す

る情報を消費者にわかりやすくお伝えできるよう工夫しながら、運営しています。また、庁舎の12

階には消費者相談室を設け、来訪者の相談対応を行っています。

【消費者の部屋常設展示】

「消費者の部屋」及び「消費者コーナー」の２箇所

の展示場所において、食育や食品の安全性に関する情

報から、管内のイベント情報、広報紙「ａｆｆ」の紹

介まで、年間を通じて幅広い分野に渡り、パネル展示

による情報発信や、パンフレットを配置して情報提供

をしています。

【消費者の部屋特別展示】

主要な政策のう

ち、消費者の皆様

に特に理解を深めてもらいたいテーマについて期間を

決め、さいたま新都心合同庁舎２号館１階エントラン

スホール及び埼玉県男女共同参画推進センター交流サ

ロン（ホテルブリランテ武蔵野内）において特別展示

を実施しています。本年 10 月には「農業遺産～関東
農政局管内の農業遺産を紹介～」をテーマにパネル展

示を行い、世界農業遺産及び日本農業遺産の概要や、

関東農政局管内４地域の農業遺産等を紹介し、多くの

消費者の方々に来場していただきました。

【移動消費者の部屋】

関東農政局管内で行われる様々なイベント等に参

加し、農林水産省の施策や食の安全に関する情報提

供等を行っています。平成 30年度はこれまでに、９
月５日～ 10日に行われた「やまなし食の安全・安心
推進月間におけるパネル展示」や、10 月 27 日～ 28
日に行われた「とちぎ食と農ふれあいフェア 2018」
にブースを出展し、食育業務を担当する部署と連携

を図りながら、パネル展示やパンフレット配布を通

じて、食品の安全性や日本型食生活、家庭用食料品

備蓄の普及・啓発、栃木では食習慣に関するクイズ

や消費者相談等を行いました。今後も様々な機会を

捉えて、消費者への情報発信に努めて参ります。

関東農政局 消費・安全部 消費生活課
〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

Tel 048-740-0096 Fax 048-601-0548

さいたま新都心合同庁舎２号館１階

消費者の部屋

移動消費者の部屋

（とちぎ食と農ふれあいフェア2018）

埼玉県男女共同参画推進センター

交流サロンでの展示の様子



☆「消費者の部屋」一口メモ

【「プライドフィッシュ」のご紹介】

２ページでもご紹介しましたが、10月22日～2６日に特別展示にて、「～もっと魚のあ
る生活を～」を開催しました。

展示では、毎日のお食事に取り入れや
すいお手軽な加工品や、漁師さんが選ん
だ本当においしい魚などや、魚を身近に
感じる取組を紹介いたしました。

今回はその中から、「プライドフィッシ
ュ」についてご紹介いたします。

【プライドフィッシュとは？】

近年、鮮魚店の減少等により、消費者
が“本当においしい旬の魚”を食べる機会も減っています。そこで、消費者に本物の水産
物の価値を知ってもらうため、各都道府県の JFグループが選んだ“ぜひ食べてほしい自
慢の魚”が、「プライドフィッシュ」です。
地域色や季節感を明確にするため、各都道府県、春夏秋冬ごとに、地元で水揚げされた
旬の水産物を 1種ずつピックアップしています。また、全国各地のイベント等で積極的に
PRしており、11月 25日（日）に日比谷公園で開催される第６回 Fish-1グランプリでも、
プライドフィッシュを使った料理コンテストが行われます。
・プライドフィッシュ選定基準
①本当に美味しい漁師自慢の魚であること ②地元で水揚げされたものであること
③旬を明確にした魚であること ④各会員が独自に設けている基準（サイズ、水揚げ海
域等）をクリアしている魚であること

【各県の「プライドフィッシュ」の一部ご紹介】

○東京都・・・「春」八丈春とび、大島トコブシ
○神奈川県・・・「春」湘南はまぐり、小田原アジ、「夏」小柴アナゴ、佐島地タコ、

「秋」松輪サバ、江の島カマス、「冬」小田原イシダイ、横須賀市東部漁協ワカメ
○茨城県・・・「春」鹿島灘はまぐり、茨城こうなご、「夏」茨城あわび、「秋」茨城しらす

「秋」茨城ひらめ、「冬」茨城常磐まさば、茨城あんこう

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。

平成３０年1１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 羽原、中西、吉武、福島、小林、守屋
相談電話 ０３－３５９１－６５２９
ファックス ０３－５５１２－７６５１
子供相談電話 ０３－５５１２－１１１５
インターネット相談窓口：

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。

写真：左 「プライドフィッシュ」のPRパネル

写真：右 「Fish-1グランプリ」のPRパネル」
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