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＜特別展示＞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～

（11月26日～11月30日開催）

＜特別展示＞岩手県・宮城県・福島県

農業農村復旧復興パネル展

（11月５日～11月９日開催）

＜特別展示＞「和の空間」でおもて

なし～伝統ある和の文化 お茶、畳、

和装の紹介～

（11月12日～11月16日開催）

＜特別展示＞「消費者の部屋」へ来ると

白神山地の麓「深浦町」を体験できます！

（11月19日～11月22日開催）

＜特別展示＞さつまいも・じゃがいもの

週～見て、聞いて、触れて、いもの魅力

～ （10月29日～11月2日開催）
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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１１月の開催状況 （以下の５件になります。）

期 間 展 示 名 入場者数

10月29日～11月２日 【特別】さつまいも・じゃがいもの週 845人
～見て、聞いて、触れて、いもの魅力～

11月５日～11月９日 【特別】岩手県・宮城県・福島県 774人
農業農村復旧復興パネル展

11月12日～11月16日 【特別】「和の空間」でおもてなし 773人

～伝統ある和の文化お茶、畳、和装の紹介～
11月19日～11月22日 【特別】「消費者の部屋」へ来ると白神山地の麓 675人

「深浦町」を体験できます！
11月26日～11月30日 【特別】太陽と大地の恵み 砂糖 821人

～日本の砂糖の安定供給を支える仕組み～

●平成３１年１月の展示予定 （以下の３件になります。）

期 間 展 示 名

１月７日～１月11日 【特別】国有林野で遊び、学ぼう！
～スキー場や「森林環境教育」などの紹介～

１月21日～１月25日 【特別】福島の森と木の今を知ろう・楽しもう！

１月28日～２月１日 【特別】木とストーブのある暮らし展

◆テーマ さつまいも・じゃがいもの週～見て、聞いて、触れて、いもの魅力～◆

「さつまいも・じゃがいも」は、家庭やレストランで調理する青果用だけではなく、ポ

テトチップ等の加工用、焼酎等のアルコール原料用、でん粉の原料用など様々な用途に利

用されています。そのような重要ないもに関し、作付け面積や生産量及び購入量のランキ

ングなどの様々な情報をパネル展示で紹介しました。また、芋けんぴやポテトチップの試

食にも、多くの人で賑わっていました。

いも加工品の展示品です。
ポテトチップの試食風景です。いものお菓子です。
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◆テーマ 岩手県・宮城県・福島県農業農村復旧復興パネル展◆

東日本大震災の発生から７年。岩手県、宮城県、福島県は、この震災により甚大な被害

を受けましたが、全国の皆さまのご支援をいただき，復旧・復興を進めています。

今回の展示では、岩手県、宮城県そして福島県の職員の皆様に企画・立案していただき

ました。そのテーマは、「皆様のご支援に感謝！」とし、復旧から復興へと歩みはじめた

農業・農村の様子に関する最新の状況を、様々な事例を挙げて紹介させていただきました。

また、感謝の気持ちとして、各県から「たかたのゆめ」、「だて正夢」、「天のつぶ」

というお米が来場者にプレゼントされました。

◆テーマ 「和の空間」でおもてなし～伝統ある和の文化お茶、畳、和装の紹介～◆

我が国が誇る、伝統ある和の文化の代表格である、お茶、畳、和装、盆栽などについ

て、実物とパネルの展示に加え、「畳の手縫いの実演」、「水出し玉露などのお茶の試飲、

淹れ方セミナー」、盆栽や和装の展示などにより、来場者の方に「和の空間」を存分に堪

能していただきました。

また、11月22日（＝いい夫婦の日）に「感謝を込めて花を贈る」という取組にちなみ、

贈り物に適したフラワーアレンジメントや花の効用・魅力についても紹介させていただ

き、変化のある華やかな展示となりました。

左：岩手県産「たかたのゆめ」

中央：宮城県産「だて正夢」

右：福島県産「天のつぶ」」

盆栽は、「下から見上げると大木に見え

る」ように仕上げるそうです。展示の様子です。

各種パンフレットも好評でした。 復興支援協力者への感謝のパネル

日本茶インストラクターです。
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◆テーマ 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～◆

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、我が国の食料自給率の

維持にも大きく寄与しています。そんな重要な食品について、各種製品を展示するととも

に、各種価格調整制度に加え、白いのは何故？などの砂糖の基礎知識、防腐効果などの砂

糖の働きなどをパネル展示で分かりやすく紹介しました。

◆テーマ 「消費者の部屋」へ来ると白神山地の麓「深浦町」を体験できます！◆

今回は、深浦町役場の農林水産課の皆さんが自ら展示の企画をされました。展示内容

は、「ＪＲ五能線」をモチーフとしたもので、深浦町にある陸奥柳田駅から大間越駅まで

の１８駅が展示室に出現し、それぞれの駅にちなんだ農産物（生産者からのメッセージ

も添えて）や景勝地を紹介するストーリー性のあるものでした。

展示の様子です。 深浦町の皆さんです。お疲れ様でした！

【お知らせ】

平成３１年１月～６月期における特別展示のスケジュールが確定しましたのでお知らせ

します。（次ページをご確認願います。）

特別展示が開催されない週にも、常設展示を開催しておりますので、是非お越し下さい！

（詳細はこちらで：http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html）

展示の様子です。 行列のできるわた菓子店でした。



期間 種類 展示名 開催目的 展示内容 担当

１月７日
～

１月１１日
特別

国有林野で遊び、学ぼう！
～スキー場や「森林環境教
育」などの紹介～

「国民に開かれた国有林」に
おける様々な取組を紹介し、
森林に興味を持ってもらう。

国有林野を利用した森林環境教育の取組やフォトコンテスト入賞作品を紹介するほか、
全国各地にある「レクリエーションの森」におけるスキーをはじめとした森林レクリエー
ションについてご紹介します。

林野庁
国有林野部
経営企画課
国有林野総合
利用推進室

１月２１日
～

１月２５日
特別

福島の森と木の今を知ろ
う・楽しもう！

原子力災害からの復興に向
けて、森林の放射性物質に
係る知見や森林・林業の再生
に向けた取組に関する最新
の情報発信を行うことにより、
風評被害の払拭等を図る。

福島県産の木材や林業再生に向けた取組等をＰＲするため、木製品や特用林産物、森
林における放射性物質の現状等に関するパネル展示を行います。また、福島県産の林
産物を販売し、福島県の林業の着実な復興を実感していただきます。

林野庁
森林整備部
研究指導課

１月２８日
～

２月１日
特別

木とストーブのある暮らし
展

薪ストーブやペレットストー
ブ、木製品等を暮らしに取り
入れることで、木質資源の有
効活用ができ、森林の整備に
繋がることを普及・啓発しま
す。

薪ストーブ、ペレットストーブ、木製品等を紹介します。
また、消費者の部屋に常設している薪ストーブを稼働し、その暖かさを実感していただ
きます。

林野庁
経営課特用林
産対策室、
木材利用課

２月４日
～

２月８日
特別

おいしいだけじゃないよ
チョコレート・ココア

チョコレートやココアが持つ
様々な効能やその栄養につ
いて普及啓発する。

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１２日
～

２月１５日
特別

「Love　フラワーバレン
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」活動や取組をパネルや
ポスター等で紹介する。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１８日
～

２月２２日
特別

日々の食生活と食品新素材
～バランスの取れた食生活
のために～

多くの農林水産物や加工食
品に含まれている、一般的に
は知られていない食品新素
材の働きについて普及啓発
する。

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

２月２５日
～

３月１日
特別

食べる鯨をもっと身近に、
簡単に！

食材としてのクジラ肉の優位
性（高タンパク・低コレステ
ロール・低脂肪、ビタミンAや
鉄分も豊富）や、クジラ資源
の持続的利用を目指す調査
捕鯨について紹介し、クジラ
への理解を深めていただく。

クジラは昔も今も食べられています。家でもできるクジラ料理の簡単レシピや、クジラ料
理を食べられるお店・買えるお店の情報から、鯨汁や竜田揚げのような昔からの料理か
ら中華・洋食に挑戦した新しいクジラ料理、鯨類科学調査の結果についてご紹介しま
す。一度足を運んでみませんか？

水産庁資源管
理部国際課捕
鯨室

３月４日
～

３月８日
特別

ファストフィッシュ～手
軽においしく魚を食べよ
う！～

消費者に「ファストフィッシュ」
を知ってもらい、魚食普及に
つなげる。

近年、日本人の水産物消費量が減少していますが、魚を食べない理由の1つに、調理
が面倒だということが挙げられます。そのため、「魚の国のしあわせ」プロジェクトでは、
手軽・気軽においしく水産物を食べることを可能にした商品を「ファストフィッシュ」として
選定しており、その一部の商品を紹介します。

「魚の国のしあわせ」プロジェクトとは：水産物の消費拡大に向け、水産庁をはじめとす
る行政と漁業者や水産業界に関わる企業・団体等が連携する官民協働の取組です。

水産庁
漁政部企画課

３月１１日
～

３月１５日
特別

私たちのまち 知って！　食
べて！　来て！～創ろう、
東北、新時代～

東日本大震災から７年以上
が経過した今、被災地の現状
及び復興に向けた新たな取
組などについて紹介する。

・被災地の生産現場の取組や研究成果等を紹介する講演を開催します。
・生産現場や行政による復興に向けた取組について、パネル展示でお伝えします。
・被災地で生産された農林水産物や食品を紹介するとともに、関連物品の、試食や販売
も行います。

消費・安全局
食品安全政策
課

３月１８日
～

３月２２日
特別

ダッタンそばの魅力〜安心
安全な国内栽培と都市生活
者への効能〜

北海道から九州まで、日本各
地で栽培されている「ダッタン
そば」。普通そばの100倍以
上のルチン（そばポリフェノー
ル）を含むダッタンそばのさら
なる普及のためその魅力を
紹介する。

国内での栽培〜加工〜販売について、また、生活習慣病の予防に良いとされるルチン
（そばポリフェノール）を多量に含むダッタンそばの魅力・効能について、パネル展示・加
工品（そば粉・そばの実の焙煎・乾麺・焼き菓子など）展示により紹介します。

政策統括官付
地域作物課

４月１５日
～

４月１９日
特別

森の新素材「改質リグニ
ン」の開く未来

「改質リグニン」と呼ばれるス
ギを原料とした新素材の特徴
や、それを利用した製品を紹
介し、技術の普及を推進す
る。

「改質リグニン」は地域のスギ資源から製造される機能材料で、中山間地域に新しい産
業を創り出す新素材として期待されています。自由に加工できる性質を持つ改質リグニ
ンを用いて製造した自動車用部材等の世界初の技術開発を紹介します。

林野庁
森林整備部
研究指導課

５月２０日
～

５月２４日
特別

生きものを大切に！～農林
水産業の営みと多様な生き
もの～

農林水産分野における生物
多様性保全の取組を紹介し、
一人一人にできることを知っ
てもらう。

5月22日の国連生物多様性の日に合わせて、農林水産分野における生物多様性保全
の取組について紹介します。また、生きものにやさしい農法で作られた農産物を展示し
ます。

大臣官房
政策課
環境政策室

６月３日
～

６月７日
特別

食育の週　～おいしい！国
産食材で豊かで健やかな食
生活～

食育の推進、国産食材への
理解増進。

第３次食育推進基本計画に基づき、政府及び農林水産省が推進する食育に関する展
示を行い、国産食材の紹介や講習会、調理の実演等を通じ、国産食材をおいしく食べ、
豊かで健やかな食生活を実践することの重要性を伝えます。

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１７日
～

６月２１日
特別

（仮題）６次産業化の取組
について

全国各地で行われている６次
産業化とはどのようなものか
をパネル展示を通じて広く周
知するとともに、６次産業化
商品の試食や説明を行うこと
で消費者の理解を深め、更な
る６次産業化の推進に繋げて
いく。

農業者が自ら生産した農林水産物等を原料として加工や販売にまで一体的に取り組む
６次産業化の取組が全国各地で展開されています。この６次産業化に取り組む事業者
の紹介や商品の試食・紹介を行うことで、消費者に多様な取組を伝えるとともに、商品
のマーケティングリサーチの場としても活用します。

食料産業局
産業連携課

（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

　「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。

※この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３０年１１月８日現在

平成３１年前期（１月～６月）スケジュール

-4-

【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）

農林水産省「消費者の部屋」
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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1１月の来訪者は以下の通りです。

■ 平成30年11月の訪問 来訪者数

静岡県静岡市立東豊田小学校 （小６年） １６名

栃木県大田原市立若草中学校 （中１年） ５名

岡山県立岡山操山中学校 （中３年） ８名

愛知県田原市立田原中学校 （中３年） １１名

三重県学校法人暁学園暁中学校 （中３年） １１名

東京都高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校 （小６年） ９名

合 計 ６校 ６０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、記念撮影をする、

静岡県静岡市立東豊田小学校の生徒達。

「農林水産省」正面玄関において、記念撮影をする、

東京都高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校の生徒達。
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訪問された生徒さんの感想（抜粋）

☆特に印象に残っているのは、東日本大震災のパネル展示です。現在の被災地の状況や災

害後の復興の様子、新たな被災地の町作り等もパネルを通じて知ることが出来ました。

そして、震災の被害地域の復興に、農林水産省が関わっている部分があることに驚き、

更に被災地の農地の半分近くが再生出来ていないことを知り、自分に何が出来るかを考

えさせられました。 （中学３年男子）

☆展示では、東日本大震災の復興を農業という観点から見つめることができ、興味深か

ったです。震災直後には、瓦礫の山だった土地が、田んぼや畑としてよみがえってい

るパネルを見て胸を打たれ、ここに至るまでにどれほど多くの人の努力があったのだ

ろうと考えさせられました。 （中学３年女子）

☆省内見学では、会見室等を見ることができ、心に残る体験が出来ました。また、入口

に警備員の方がいて、入場にICカードが必要だったりと、省庁ならではの警備の厳重

さに驚き、農林水産省が担う仕事の大切さや重大さを感じました。 （中学３年女子）

～ 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、

岡山県立岡山操山中学校の生徒達。

「消費者の部屋」事務室において、説明を受ける、

三重県学校法人暁学園暁中学校の生徒達。

記者会見室において、説明を受ける、

愛知県田原市立田原中学校の生徒達。

農林水産省図書館において、取扱書類の説明を受ける、

栃木県大田原市立若草中学校の生徒達。
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☆ 平成30年11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１１月の相談件数は、１５５件（前年同期１２３件）でし

た。このうち、問合せは１３７件、要望・意見は８件、苦情は３件、情報提供は７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。１１月の子ども相談件数は、前月より１２件増加し、２０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 28

青果物及びその加工品 20

穀類及びその加工品 17

畜産物及びその加工品 10

水産物及びその加工品 6

食生活 6

豆類、いも類及びその加工品 5

農業 5

特定の商品をあげないもの 5

上記以外の食品 17

その他 36

合計 155
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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 32

資料請求・紹介 16

品質・規格 13

制度・基準 12

商品知識 11

生産・流通・消費 10

表示 8

輸出入・貿易 7

栽培・養殖・飼育 5

その他 41

合計 155

〔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 85

中学生以下 20

相談業務関係者 15

農林水産業従事者及びその団体 9

企業関係者及びその団体 5

マスコミ関係者 4

教員・学校関係者 2

公務員 1

不明・その他 14

合計 155
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☆ 相談事例（1１月分）

Q：しょうがは身体を温める効果があるそうですが、どのような成分が働いているのです
か。また、代表的な種類や主な産地も教えてください。

Ａ： しょうがは特有の香りと辛味を持つ野菜で、薬味や香辛料、お菓子、漢方薬として

幅広く利用されています。原産地は熱帯アジアですが、現在は世界中で栽培されてい

ます。日本へ伝来した年代は明確ではありませんが、稲作と共に中国から伝わったよ

うです。平安時代の書物「延喜式」には、既に栽培されていたことが記されています。

【しょうがの種類】

しょうがは「根」ではなく、肥大化した地下茎の部分を食用としています。代表的

な種類は下記のとおりです。

「根しょうが」：一般的に流通しているしょうがのことで、「老成しょうが」ともいい
ひ ね

ます。ふっくらと丸みがあり、皮は薄茶色をしています。秋に収穫

後、2 ヶ月以上貯蔵したものが随時、出荷されるため、通年出回っ
ています。香りと辛みが強く、主に薬味として用いられます。

「新しょうが」：初夏に収穫される若い根しょうがのことで、貯蔵せずに、繊維が柔

らかくみずみずしい状態で使用します。皮は白色で、茎の付け根は

赤く、さわやかな辛みが特徴です。甘酢漬けや味噌漬け、醤油漬け

などに用いられます。

「葉ショウガ」：小さな根茎に茎葉がついたもので、5～ 9月頃が旬とされています。
根茎は細くて皮は白く、茎の付け根が赤いのが特徴です。有名な「谷中

や な か

しょうが」は江戸時代に、現在の東京都台東区谷中が主産地だった

ことが名前の由来です。甘酢漬けや味噌をつけてそのまま食するの

が一般的です。

【しょうがの働き】

しょうがの辛味成分は「ショウガオール」や「ジンゲロン」によるもので、これら

の成分には血行・消化促進や殺菌作用があります。また、香り成分の「ジンギベレン」

や「シトロネラール」には、食欲増進や健胃・解毒・消炎・消臭作用があります。

その他、抗酸化作用や骨の形成を助ける働きがあるマンガンや血圧の上昇を抑える

作用があるカリウムも含まれています。

【主な産地】

平成 29 年産指定野菜（秋冬野菜等）及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積、収穫
量及び出荷量（平成 30年 8月 28日公表）によると、しょうがの全国の収穫量（48,300
ｔ）のうち、ベスト 3は、
1位：高知県（20,600ｔ）
2位：熊本県（5,640ｔ）
3位：千葉県（3,690ｔ）となっています。
これからが冬本番で、寒さが厳しくなる時期がやって

きます。是非、しょうがを使った料理で身体を温め、寒

さを吹き飛ばしましょう。

【参考】

＊「地域食材大百科 第 2 巻 野菜」一般社団法人農山

漁村文化協会発行

＊平成 29 年産指定野菜（秋冬野菜等）及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積、収穫
量及び出荷量（平成 30年 8月 28日公表）↓
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html

しょうがは皮の近くに薬効や香り成分があるため、

肉や魚の臭い消しとして使う際は、皮をむかずに

使うと効果的です。また、細かく刻んだり、すり

おろして使うのも薬効が高まります。

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html
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☆地方の「消費者の部屋」だより

東北農政局 消費者コーナー

東北農政局は、JR仙台駅から北西へ徒歩15分、地下鉄勾当台公園駅から徒歩5分

の仙台合同庁舎A棟にあります。「消費者コーナー」は隣のB棟1階ロビーの行政情報

プラザ内に設置しています。

【消費者コーナー】

農林水産行政の推進や消費者の方々とのコミュニケーションを図るため、年間計画に基

づき、デジタルサイネージ等を活用しながら、農林水産省の取組みや震災復興の状況、県

や市町村の農産加工品、特産品等を紹介する展示を行っています。

【移動消費者の部屋】

今年度からの取組として、宮城県内の大学

にポスターやパンフレットを置いて業務のPR

を行っています。食育月間や和食の日に合

わせ5大学（通算）で実施しました。学生の皆

さんは「自分たちの学習発表や論文作成の

参考になる」とポスターの構成などにも注目し

ていました。 東北農政局 消費・安全部 消費生活課

〒980－0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

TEL： 022-263-1111 FAX ： 022-217-8432

仙台白百合女子大学の食堂内にて展示

「蚕業革命」をテーマに光るカイコを展示

宮城大学事業構想学群の学生35名が

展示コーナーを来訪（9/20）



☆「消費者の部屋」一口メモ

【各地方農政局等「消費者の部屋 明治150年」展示の御紹介】
part １ 「北海道農政事務所」「東北農政局」編

◆ メインテーマ 「明治150年」〜農林水産業と食文化の歩み〜◆

平成30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して満150年の年にあたります。そこで、明
治以降の歩みを次世代に遺すことや、明治の精神に学び、日本の強みを再認識するため、政府全
体で「明治150年」に向けた関連施策に取り組むことになり、農林水産省「消費者の部屋」本省及び
各地方農政局等においても、平成30年５月～10月にかけて、次の通り展示を開催いたしました。

☆北海道農政事務所「消費者の部屋」

北海道農政事務所では、平成30年９月３日～10月31日（平日のみ）の期間、明治期の食育
や食文化、食生活の移り変わり等を中心に展示紹介を行いました。

◆展示内容◆
○パネル展示
・明治のあゆみをつなぐつたえる「明治１５０年」
・明治期の「食育、食文化、食の変遷（カレーライス編、
餃子編）」
・食に関する年表（明治元年～四十五年）
・農林水産業の変遷（水産業）「ウナギ養殖、真珠養殖」
・明治期の国有林野事業 ・明治期の治山事業
○資料配布
・明治期の農林水産業（明治１５０年関連施策）
・日本の稲作の歴史（日本の稲作、農器具等の変遷）
・日本におけるミルクの歴史（牛乳・乳製品が日本に根
付くまでの歴史）

・その他（ノリの養殖・缶詰・漁網の歴史、移り変わり）

◆展示状況（北海道農政事務所ＨＰアドレス）◆
http://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/seikatsu/shouhisyacorner/201800827meiji150nen.html

☆東北農政局「消費者の部屋」
〜家族総出の人の手による農業から機械化へ、農業は大きく発展〜

東北農政局では、平成30年10月16日～31日（平日のみ）の期間「農作業の省力化」「土地改
良」「東北の凶作」をテーマに農機具や写真、パネル、サイネージによる展示紹介を行いました。

◆展示内容◆

【右上・下 展示の様子】

展示コーナー全景

昭和初めまで使用されて

いた、除草に使う雁爪、湿

田で腰まで浸かって耕す三

本鉾（サンボンコ）、千歯

扱きなどの農具、羽釜や箱

膳などの生活用品や学校で

使う手習い本を仙台市歴史

民俗資料館からお借りし展

示しました。サンボンコと雁爪



東北の農業は冷害との戦い。オホーツク海高気圧から吹き出す冷たく湿った「やませ」
の影響により、明治から終戦までの 78年間のうち、44年が不作の年でした。
岩手県の詩人・宮沢賢治は「雨ニモマケズ」の中で「サムサノナツハオロオロアルキ」

とやませによる冷夏を表現しています。
明治時代に山形県の篤農家・阿部亀治により育成された「亀の尾」。冷害の中実ってい

た 3本の穂を大事に育て、この種籾を無償で分け与えたそうです。亀の尾の子孫品種には
コシヒカリやササニシキなど多数あります。
平成 5年の冷害を機に東北では、美味しさと耐寒性に優れた「ひとめぼれ」の作付けが

増え、翌年には作付けシェア全国 2位へ。

☆ 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。

平成３０年1２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。

秋田県八郎潟の干拓現場写真や福島県猪苗代湖の安積疏水によって大きく発展した郡

山市周辺のパネルなど、貴重な資料を土地改良技術事務所よりお借りし展示しました。
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