
第１回 「和食」の保護・継承に向けた検討会 

 

日 時：平成 26 年 11 月 10 日（月）14:00-16:00 

場 所：農林水産省 第３特別会議室 

出席者：熊倉座長、笠原委員、民輪委員、東四柳委員、溝上委員、村田委員、山口委員 

 

【事務局】 

 定刻になりましたので、第 1 回「和食」の保護・継承に向けた検討会を開始させていただ

きます。私は事務局を務めさせていただきます、（株）日本能率協会総合研究所の湯田と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

まず、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。座席表をめくっていただき、

議事次第があり、資料 1、資料 2、資料 3、資料 4 に加え、参考資料 1、参考資料 2 がありま

す。 

それでは、本日、小泉農林水産副大臣に出席いただいていますので、挨拶をいただきます。 

 

【小泉農林水産副大臣】 

 農林水産副大臣の小泉昭男でございます。本日は大変ご多忙の中、お集まりいただきあり

がとうございました。はじめに、昨日開催されました、「和食」のユネスコ無形文化遺産の認

定書授与式に出席させていただきました。下村文部科学大臣、熊倉会長とともに、ボコバ事

務局長から直々に認定書をいただいたことを報告させていただきます。 

 日本の風土を活かした新鮮で多様な食材を活かし、栄養バランスに優れ、季節感のある表

現法で提供し、日本の伝統行事と密接に関わりを持つという「和食」の特徴が世界にしっか

りと評価されたことに喜びを感じる一方、その保護・継承の責務に改めて身が引き締まる思

いでございます。 

 農林水産省といたしましては、これを契機に、ユネスコ無形文化遺産を“ホップ”、来年度

に開催されるミラノ万博を“ステップ”、2020 年オリンピック・パラリンピックを“ジャン

プ”と位置付けまして、海外に日本の食文化を積極的に発信していくとともに、国内では「和

食」への回帰が、国産の農林水産物の消費拡大にも貢献することを願っています。 

 つきましては、まず、「和食」の保護・継承に向けた環境整備のため有識者による検討会を

設け、和食文化として何をどこまで保護・継承すべきか、その対象範囲について、一定の取

りまとめを行うこととしました。 

 最後になりますが、本日お集まりの皆様方には、「和食」の登録、そして、その保護・継承

にこれまでご尽力いただいてきた方と承知をしております。心から敬意を表しますとともに、

本検討会におきまして、将来を見据えた活発なご議論をお願いしたいと思います。以上、簡

単でございますが、一言、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。大変恐縮ですが、報道関係者の皆様のカメラ撮りはここまでと

させていただきます。この後、小泉副大臣は所用がありますので、ここで退席とさせていた
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だきます。 

 それでは委員の皆様の紹介をさせていただきます。席は 50音順となっております。笠原委

員、熊倉委員、民輪委員、東四柳委員、溝上委員、村田委員、山口委員です。 

 続きまして、農林水産省のご出席者の紹介をさせていただきます。農林水産省大臣官房政

策課天羽課長、天野食ビジョン推進室長です。それから事務局が舟橋、丹野となります。 

 それでは、座長の選任を行いたいと思います。委員の皆様、座長のご推薦はございますか。 

 

【溝上委員】 

 熊倉委員がよろしいかと思います。 

 

【事務局】 

 熊倉委員の名前があがりましたが、みなさまいかがでしょうか。 

 

【委員全員】 

 意義なし。 

 

【事務局】 

 それでは、熊倉委員に座長をお願いいたします。熊倉委員、座長席まで移動をお願いしま

す。熊倉委員より、検討会を始めるにあたり、ご挨拶をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

 

【熊倉座長】 

 熊倉でございます。一生懸命座長を務めさせていただきます。昨年「和食」がユネスコ無

形文化遺産の代表一覧に登録されて以来、本格的な検討の場はありませんでした。各地で色々

なシンポジウムが開かれ、様々な意見交換をしてきましたが、今後どういうふうに進めるか

を議論する場としては、今回が最初となるかと思います。またこれは、今後、「和食」の保護・

継承をしていく上での枠組みを作るという、非常に大事な任務を持つ検討会になるかと思い

ます。そういうことで、皆様方とは、真摯な議論を続け、そして実りある成果を上げていき

たいと思います。そういう意味で、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。それでは、ここからの進行は座長にお任せしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

 それでは、既にご存知の方も多いかと思いますが、各委員から 1 分間程度で自己紹介をお

願いします。ぜひ思いをお述べいただければと思います。それでは笠原委員から時計回りで

お願いします。 

 

【笠原委員】 
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 恵比寿で「賛否両論」という店をやっている笠原と申します。よろしくお願いいたします。

この中で一番若いのではないかと思いまして、やや場違いな感じもしますが、「和食」が世界

で一番と思っていますので、微力でも力になれればと思いまして本日出席させていただきま

した。よろしくお願いたします。 

 

【民輪委員】 

 月刊「料理王国」の編集長をしております民輪と申します。よろしくお願いします。海外

に取材に行ったり、国内に行ったり、昨日も北海道から帰ってきたばかりですが、出来るだ

け現場に出て、自分の体で色々なことを感じた上で、それを発信していきたいと思っていま

す。特に海外に行きますと、「和食」に対しては複雑な見方といいますか、考えを持っており

ますので、そういうことを含めて、お役に立てればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【東四柳委員】 

 梅花女子大学の東四柳と申します。本日はよろしくお願いいたします。明治、大正期の料

理書文化史を専門としておりまして、主に海外からの食文化が日本の食文化にどのような影

響を与えたのかということについて研究を進めております。趣味もまた料理書を収集するこ

とですが、昨今は本当にたくさんの「和食」の料理書が刊行されておりまして、改めて「和

食」はブームなのだと実感いたしております。ブームであるが故に「和食」が登録されたと

言われないように、次の世代に“「和食」は宝物”という意識が伝達できるような取組みを、

みなさんと模索していければと思います。本日からよろしくお願いします。 

 

【溝上委員】 

 NKB の溝上でございます。昨年度までぐるなびの取締役を務めさせていただきまして、親

会社のほうに戻っております。実は 11月 3日に、村田先生にも審査員で入っていただいた料

理人の 35歳以下の日本一を決めるという「RED U-35」の決勝を行ったのですが、最終 6名の

うち 2 名が「和食」の料理人でした。惜しくも優勝は「フランス料理」でしたが、来年、再

来年、「和食」の料理人さんをはじめ、若手の方々が広がっていくよう、がんばっています。

こういった中で、何かお役に立てることがあればと考えています。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【村田委員】 

 菊乃井の村田でございます。日本料理アカデミーの理事長を務めさせていただいておりま

す。全日本・食学会の団長を務めさせていただいております。京都の府立大学をはじめとし、

立命館大学、龍谷大学の中にも和食を対象としたコースや学部ができます。食を学問として

勉強していこうという方々がこれから増えてくるでしょう。その中で、どうやって世界に向

けて日本料理を広げていくのか、それによってどうやって第一次産業のものを世界に売って

いくのかということは非常に大きな問題でして、それらがこの「和食」の保護・継承に大き

くつながっていくと思っています。他の国の料理アカデミーの方々とも連帯を組んで進めて

行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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【山口委員】 

 味の素の山口と申します。うま味を事業化した会社に身を置いていますし、この会社の CSR

活動の一環として、35年に渡って食文化の活動に携わっております。また、最近では観光関

連にも関係しております。観光にとっても、食は中心の一つとなります。二重、三重に深い

関わりを持っていますので、議論に参加をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。本日は、資料及び意見交

換として（１）から（５）まで用意されております。これをまず事務局から説明いただきま

して、その後、一つずつ議論を始めたいと思います。 

 

【事務局】 

 ※事務局より、（１）～（５）について、資料１～資料４にもとづき説明。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 
まず、資料１から、皆さんの方のご意見を頂戴したいと思います。いかがでございましょ

うか。資料１は全体像でありまして、スケジュール、そして、そこでの１から５までの内容

ということになります。この検討会は改めて申し上げるまでもありませんが、今日こうやっ

てこれからの方針が固まる、そうすると特にやるべきこととしては、２から５まで色々な活

動が始まるわけでありまして、そういう活動を踏まえ、その成果が１月下旬頃までに事務局

がまとめ、それを受けて第２回の検討会をやる。こういうふうな流れになろうかと思います。 
それでは、前回、実はプレと言いますか、少しこういうことについてご意見を頂戴する機

会がありました。その際に出席されていた委員の方で、既に何かお考えがありましたら、ご

意見を出して頂けたらと思いますが、いかがございますか。 
 よろしければ、その、まず、２の方へ行きましても結構かと思います。２の方は具体的に

まず和食の文献的な整理というところから始まって参ります。私みたいなその方面のことを

やっている者から言うと、資料２の２ページ目の図は、これはほとんど役に立たないという

ふうに思います。もうちょっと和食というものを細かに見ていかないと、この表では読み取

れないと思います。 
 我々が考えなくてはいけないのは、確かに歴史的な観点も大事でございますが、その歴史

的な観点の中で特に、やっぱり幕末から今日まで１７０～１８０年間位の変化というものが

一番の大きな論点になってくると思います。ちょっとその辺は考えていきたいと思いますが、

文献に関してはですね、随分和食とは何かとか、また我々も日本の食文化というテキストを

農水省から出したこともありますし、そういう中で、和食とは何かという一応の概念規定を

しております。ですから、研究者の方でやっている概念と現実の受け止め方のズレといいま

すか、その中から論点を摘出していってくれたらというふうには思います。その辺でどうで

すか、ご意見ございませんでしょうか。 
資料の１及び２というところを含めまして、ご意見がありましたらどうぞお願い致します。

まずは、山口委員、いかがでございますか。 
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【山口委員】 

 それでは、口火を切らせて頂きます。こういった、どの資料に限定というわけじゃないで

すけど、全体に対する私なりのアプローチの仕方というか、考え方についてちょっと述べて

みたいと思います。 
 まず、ユネスコ無形文化遺産に登録された時に我々が申請書を出し、その中に先ほどのご

説明もあった４つの要素が基本的な要素として入っているわけですから、これがあらゆる作

業のスタートというか原点ではないかというふうに思います。従って、議論するときにその

４つの要件にいつも立ち戻りながら答えを出していくというのが一つの方法ではないかなと

思います。 
この種の議論をする時に必ず、例えば具体的なメニューでもって、じゃあカレーライスは

どうなのかという、登録する時も検討の時もまさにその議論が随分出たわけですけども。こ

の部分については、その４つの要件をどのくらい具現化しているのかという観点からそれを

考えればよくて、そう考えるとすぐ議論になるのが“◯か×か”というような二分法になり

ますけれども、そうではなくて、この４つの要件がどのくらい具現化されているか、非常に

濃厚に具現化されているものから、非常に希薄なものまであるわけで、そういう意味では、

そのどれが駄目でどれがマルという考え方ではなくて、濃淡という考え方でそういうそのメ

ニューなんかの整理をするというようなことができるのはないかと。そうすると、この和食

の中核にあるようなものと、それから周辺にあるものというような考え方が出てくるのでは

ないかというふうに思っています。仮に、例えば、周辺に位置付けられるものでも、この和

食の両要件を満たすべく色々な工夫がされた場合には、それは周辺からもう少し真ん中の方

に位置が移ってくると、そういう努力がなされていると段々和食の文化の方に位置を移して

くると、こういう見方ではいいのではないかというふうに思いました。 
 それからもう一つは、今日の整理の中にも「脅威」という言葉がありましたけれども、そ

の食文化を考える時に、ずっと古来伝統的に守られてきたものをしっかり保護をするという

側面と、それからもう一つは、食文化に限らず文化はみんなそうだと思いますが、他の文化

と接触しながら、その要素を取り込んで新たな形に変わり、変容していくと、これ両方全部

合わせて文化であり、食文化なわけで、その変容する方を否定するというのは、やっぱり違

うような気がします。そういう意味でそのフュージョンということを考える時にも、その両

面はきちんと視野に入れて両方評価する必要があるというふうに思いますけど、変えていけ

ないものと、それから変わっていいものがある。その変えていけないものが入ってくる時は、

これは脅威になるわけであります。脅威とは何かって言うならば、結局元へ戻ると、その４

つの要件を否定されるような事が入ってくる場合には、これはいくら柔軟で中核から周辺ま

で色々言っても、そのまさに脅威そのものではないかと思うんです。 
そういう意味で考えると、もう一回この４つの要件というのを脅威との関係で見直してみ

ると、１番目の自然の素材をなるべく生かすように取り入れるというのは、鮮度、或いはそ

の自然の摂理を非常にポジティブに我々が生かすということでありまして、食との考えでい

くと、安全性ということと繋がっているのではないかという気がします。或いは、２番目の

バランスの問題というのは、いくらしっかりした素材でもあらゆるものを満たしているとい

うことはなくて、従っていくつかの素材を組み合わせることが良い。それが何に良いかと言
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えば、やっぱり我々の身体、健康に良いという要素がこのバランスの中に入っているのでは

ないかと。３番目は、これは美のような気がします。これはちょっと私の個人的な解釈に入

っていますが。それから４つ目は、やっぱり食が生活の真ん中にある、つまり生活の喜びに

繋がっている心の豊かさということなのだと思うのですが、そういうふうに、その４つの要

件の裏にあるものを読み取った時に、それが否定されるような要素が入ってくるようなもの

は、やっぱり脅威として考えなければいけないのではないかと。資料をざっと見ながらそん

なことを考えていました。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。考え方として２つあると思います。排除の論理と、もう一つは

容認の論理と言いますか、どこまで容認されるか、排除される時のその条件というものはき

ちんと、守るべきものは守る、容認すべきものとしては変容を許す。こういうことだと思い

ます。村田委員いかがでございますか。 
 
【村田委員】 

今の続きで申し上げますと、やっぱりこの保護・継承という面においては、食育は教育の

一環ですから、京都では熊倉先生と一緒に給食検討会を行っております。５回中４回まで米

飯給食。和食というのはどういうふうにみるのかと。和食給食を提唱しているわけですけど

も「唐揚げはだめや」と言うのかと。単品では唐揚げは和食ではないですけども、唐揚げに

お浸しと漬物と味噌汁とご飯が付いたら、これは和定食になる。これは和食であると。昔か

らの伝統的なものもその中には、給食の中には入ってくるでしょうし、そういうように和食

のスタイルをとるということが非常に重要なことと違うかなと。で、その年中行事なんかも

給食では既に催事と伴った食事をやっていますけども、ただ問題は、その地域で使われてい

るような、そこで地産地消の食材を使っているかというと決してそうではないと。冷凍の方

が、価格がコントロールしやすいということで、地元が海を抱えているにも関わらず冷凍の

魚を食べるというようなことになっていると。それから保護・継承をするというのは、短期

間で何かを決めたらからどうなるかという話ではなくて、戦後６０年、給食が始まって６０

年、ついにご飯がパンに負けたというようなことですから、これをまた徐々に元に戻してい

く。それから国の政策が給食に、教育に反映されるというのは、どこの国でもごく自然なこ

となので、それを是非和食を子どもやらが喜んで食べるような社会にしていかないと、保護

も継承もできないというふうにちょっと思います。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。本当に給食というのは、実際大変な、大きな要素だと思います。

これを変えるということに関しては大変難しい。ここは和食給食という一つの運動としては、

これから大いに進めなければいけないことですけども、後で説明しますが、最後の１つの

「How」、いかに継承するかというところにかかる議論だと思います。 
 他にいかがでございますか。東四柳委員、いかがですか。 
 
【東四柳委員】 
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 こちらの資料を拝見させていただきまして、資料２の５において、保護・継承ということ

を考える前に、どの世代、どの層を対象にするかという点を明確にすることが重要ではない

か感じました。和食と言いましても、私のような素人の人間が家で作る和食と、料理人の方々

が常に研鑽し、追求して作る和食というのは、やはり別次元だと思います。料理人、料理屋

の料理としての「和食」と日本の家庭料理としての「和食」は分けて考えて、それぞれの世

界の中で、それぞれにあった手段を考えていくことが必要になってくるのではないかと思い

ます。 
私の専門の話になりますが、明治期の料理書を見ると、西洋もしくは中国から色々な食文

化が日本に入ってきており、それぞれのいい部分を取り入れながら、日本の家庭料理をアレ

ンジしていくべきという議論が出てきます。さらに元来日本料理は、飯と食べるものではな

くて、酒と飲むものだという記述が結構出てきます。つまり、日本料理というのは、料理屋

さんでいただく外食料理だという認識が当時はあったわけです。しかし近代以降になって、

家庭の中で、例えばフライを作ったりとか、オムレツを作ったりとか、毎日ではありません

が、「折衷料理を作ってみましょう」というような料理書が刊行されるようになってきます。

村井弦斎さんという方が『食道楽』という本を書かれていますけれども、日本料理は料理屋

料理というイメージがあるけれども、そうではなくて、最近非常に流行している西洋的な要

素をミックスした新しい日本の家庭料理というものを家庭の中で実践していってはどうかと

いうふうに提唱しております。昭和期になりますと、色々な料理書の中でそういった折衷料

理が積極的に提案されるようになりまして、配付資料にも書いてあります「カタカナ料理」

なんかがたくさん登場し始めます。また料理書を見ますと、一週間の献立表っていうものが

結構紹介されるようになりまして、これらのカタカナ料理は、ご飯と汁物と漬物にあうおか

ずとして紹介されるようになってまいります。先ほど村田さんもおっしゃっていましたけど、

こうしたカタカナ料理も、単品では和食とは決めがたい部分もありますが、飯と汁の組合せ

で考えますと和食という範疇に含めることが出来るように思います。形式を大切にしながら、

いろんな外国の要素を含みながら展開していく流れが明治から昭和にかけての時期の料理書

に確認できるのではないかなというふうに思いました。 
そうなってくると、やはり和食と言いましても「料理屋料理」と「家庭料理」という２つ

の世界を最初に明確に分けて、それぞれの分野で、どうアプローチすべきかという視点を、

今一度検討することが必要ではないかと考えました。 
 
【熊倉座長】 

 ありがとうございました。東四柳委員の専門のところですけれども、今和洋折衷料理とい

うと、トンカツだとか、カレーライスだとか、オムライスだとかそういうのを思い浮かべま

すけれども、実は明治から大正にかけては本当に沢山のちょっと今では想像がつかないくら

いの和洋折衷の試みがあったんですね。その中にだいたい料理の名前をつける。名前そのも

のが和洋折衷だったり、そのデコレーションが和洋折衷であったり、食材が和洋折衷であっ

たり、色んな和洋折衷の試みが無数にあって、その中で生き残ったのが今あるいくつかだと

いうことですよね。ですから、やっぱりその新しい創作料理が沢山出来てきた中で最終的に

国民の支持を得て残るものというのが、今我々の目の前にあるわけですから、まずその様々

な試みというものが一方で必要になってくるんじゃないか。そういう意味で、家庭と日本料
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理の専門家のそれぞれにおいて、そういう新しい試みを含めた検討というのが必要になって

くるんだ。こういうお話かと思います。 
 それでは、民輪委員いかがでございますか。 
 
【民輪委員】 

 今、村田さんが給食の話をされましたが、私はいつもずっと考えていることがありまして、

作法とか文化ということでいきますと、例えば給食を食べている子どもたちがみんなプラス

チックのお皿で食べているんですね。なるべく怪我のないように、壊れないようにという形

で。一緒に給食を何度も食べたんですが、例えば、壊れないっていうこと、怪我をしないと

いうことが最大の原因かと思いますけれど、例えば日本の文化でお箸を使いながらきちんと

いただくという作法というものが、そのプラスチックのお皿を使っていること自体でまった

く子どもたちには定着していないなということを染み染みと感じてですね。地元にも、陶芸

をしたり、色々なことをなさっている方がいらっしゃいますので、そういうところともっと

草の根で結びついて自分達で作ったお皿を１枚作らせなさいと。そうするときっと大事にし

て壊さないようにして、壊さないようにするためにはどうやって食べるかということを考え

て、お箸で食べるでしょうというようなことを、あちこちに行って言ったことがありますが、

その給食一つとりましてもそれを変えてくというのを大変なことらしく、校長先生の判断で

は中々お変えになれないってことも聞きます。ですから、作法とか文化っていうところをも

しも地道にやっていくとすれば、もう本当にそういうところからもう一度見直していないと、

なかなか和食を保護・継承していくっていうことは大変なことだなというふうにも思います

ね。 
 それと保護・継承ということは、当然の言葉なのでしょうけれども、保護していくために

はかなり積極的に攻めないと、保護はできないだろうと、いうふうにいつも思います。伝統

ということで言うのは、日々今の時代を生きているからこそ、伝統が生きているのであって、

それを保護しようとした途端に、その核心が消えるだろうというふうにいつも思っているん

です。ですから、この会議でその答えが出せるのかどうか、そこまで３回でいくのかという

ことが大変微妙で、多分かなり難しいと思いますけれども、どうやってその新しい和食の概

念とか、楽しく美味しく食べるということで暮らしの中でそういうものを定着させるように

攻めていけるのかということが、やっぱりすごく問われているのではなかろうかと思うので

す。それが、素材ということで言いますと、いつもみたいにある種のジャーナリズムという

かマスコミ、月刊誌をずっとやって、真面目にやろうとすればするほどですね、例えば先日

は北海道に行ってきたと言いましたけれども、例えば北海道でオーガニックの非常に一生懸

命自然農法で小麦を作っている方もいるわけですね。そうすると、その小麦で、もの凄く美

味しいパンを地元で作っているわけですよね。それと一方でお米のご飯を食べなくちゃいけ

ないっていう、まあ私はお米が好きですけれども、素材ということから言いましても大変色々

とやっぱり矛盾がありますので、さっき熊倉先生おっしゃったような、排除する論理ではな

くて、やっぱり取り込んでいく論理で色々物事を考えていかないと、規制をするということ

だけでは、多分食というものはなかなか今の世の中でベクトルが上向いていかないのではな

いかというふうに思っています。そこのところも、あと何回かこの会議がある中で、いわゆ

る５W１H というようなことも、もっと具体的に話し合えればいいなというふうに思ってい
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ます。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。その「５W１H」ですけれども、これまで、前回こういうマト

リックスになって出てきたのが初めてですけれども、溝上さんどうですか。前にもちょっと

新しい経営の視点からこういうのは見直すというようなお話がありましたが。 
 
【溝上委員】 

そうですね。その「５W１H」で本当に分かるのかというと、凄く疑問で、やっぱり今ま

で出てきている問題や出てきた印象をまず全部書き出して、現状を知るっていうのが大事で

はないでしょうか。まず、先ほどお話があったように和食の範囲、どの和食の範囲がどれく

らいになっているかということも、どれくらい話しているかっていうことも、過去の資料で

すべて出てくるわけですから、そこでこの会ではその保護・対象を決めようっていうのと、

それをどうやって広めていくのって時に青少年やお母さんの話を聞こうとかっていうことと、

最後、今後和食を進めていく中で保護・継承を進めていく中で、どんなことを決めていくの

か、国産の農産物の消費拡大とも連動していきましょうっていうところに持っていけばいい

会なのかというふうに思っていますが、対象云々をずっと話していると多分これ何回もかか

っちゃう。その一番大事なのが「How」なのかなと、僕は先ほどからお話があるように思っ

ております。ただ多分絞らないと。最終的には全部書き出すんだけど、でも何かを捨てて何

かに一本化する、もしくは三本ぐらいにするのかとか。保護とか言ってると税金が安くなる

のかなとかね、なんか和食だけじゃあ消費税を３％にしましょうとかなるのかとか、そうい

うのでは無いと思いますので、その、やっぱり楽しいか、皆が儲かるかとかですね、どうし

て野球応援するのとか、どうしてゴルフするのって、別にゴルフは儲かる感じでもないのに

みんな楽しいからやるのかしらとかですね。盆栽が好きな人は楽しいからだろうし、儲かる

人もいるんでしょうけれども、実はどちらかになっていくように「How」が使われていけば、

いいのかしらと思っているので、沢山出てきてますけど、今現状で出ている問題とそのそれ

から出ている答えの中で絞っていかないと、多分の会では回数的にもそんなにないですし、

海外に行くっていうのもあるみたいですけど、海外でも学べそうなところがあれば行けばい

い。無理して行かなくてもいいのかなと思うんですけども。電話でも聞けるんじゃないかと

か思ったりもしますが、その辺も行ったほうがいいこともあるかもしれませんから、それも

文献調査の関係で出てくればいいんじゃないかしらと思っていまして、まず何をどうすれば

和食が保護・継承されていくのか、中の前に保護対象を決めないとその答えが出てこないの

で、保護対象を決める。そして、それがどうやったら保護されたり継承されていくのかいう

ことを考えていくっていう点でまとまっていく会議なのでしょうか。 
 
【熊倉座長】 

 そうです。その通りだと思います。要するに「５つの W」というのは、まず何かというこ

とを確定して、それを今度如何に継承するかという議論になっていくんだろうと思うんです

ね。 
 おっしゃるところは何かというと、このマトリックスの中に今書き込まれているもので十
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分かと。もっと色々あるんじゃないかと、そういうものを書き込んだところで、もう少しき

ちんと整理してみたらどうかという、そういう話だったかと思いますね。 
 笠原さん、いかがでございますか。 
 
【笠原委員】 

 今皆さんのお話を聞いていて、全く、もうその通りだと思いまして、まず資料が多すぎて

何の話かも分かんなくなっちゃったので、それもありますし、ある程度もっと和食とは何か

というのもここで纏まっていると思いますので、そこでそれを蒸し返す必要もないと思いま

すし、それこそ先ほど民輪さんがおっしゃったように、保護イコールもっと攻めに出たほう

がいいと思いますし、僕も言い方を悪く言えば、こういう会議をしなきゃいけない時点でお

かしいなと思いますし、普通に日本料理をみんなが和食を食べていればそもそもこういう会

議を開かなくてもいいと思いますし、それをやってる時点でちょっと危険なのかなと。その

為にはもっと過激に攻めたほうがいいなと思いますし、僕も例えば給食の仕事も和食給食の

推進委員というのを東京の方でやらしてもらってまして、先ほど村田先生もおっしゃってい

ましたけど、東京ですとね、例えば小学校だと週に５回給食食べるうちの和食が１回しかで

ないんだという感じなんですね。僕も色んな学校に行って栄養士さんとお話しして、なんで

和食を増やさないんですかっていうと、１つは栄養士さんが今若返り過ぎて、要は和食の献

立が立てられない。分からない。あと子供たちが残す。そりゃあ、僕も小さい頃はハンバー

グとかエビフライとか美味しいなあと思って食べてましたから、子どもにいきなり「これ美

味しいから」って言っても駄目だと思うんですね。小さい頃「これは身体にいいから」「これ

は背が伸びるから食べなさい」みたいな、結構親にそうされてきたと思うんですね。多分「す

ごいほうれん草のお浸しが美味しいなあ」という子どもとかあんまりいないと思うので、逆

に言うと給食っていうのは小学校だったら週５回６年間必ず食べる食事ですからね、僕はも

うそこを和食にしちゃっていいんじゃないかなと常々思ってます。それを栄養士さんに言っ

ても、じゃあそれを「うちの食器の数ではできない」とか言われちゃうんですね。給食の食

器ぐらいもうちょっとねえ、先ほど民輪先生が言ったみたいに「何とか焼」とか使えとは言

いませんけどね、「器の数が少ないからうちはこの献立が立てられないんですけど」そういう

のを理由にされちゃうんですね。それをちょっと国の方も給食の器くらい買ってあげるとか

ですね、どんどん攻めていただきたいですし、あとはやっぱり、僕なんかお店をやっている

と、うちは比較的若いお客様が多いので、みんな言うのは、「やっぱ和食っていいよね」って

必ず言うんですよね、食べたら。でもやっぱり地域のスクールに通っていたりとか、ワイン

のメニューみて、ワインには詳しいとか、僕はそういえばこの前のハロウィンの仮装をして

るのもおかしいなあと思いましたけれどもね。南瓜だったら冬至の時に食べろよと思ったく

らい。やっぱ、そういうのをね、もうちょっと若いうちからそこの基本の、だから教育、な

んて言うんですかね。難しく言っちゃうと今の若い子とか分かりづらいと思うので、そうい

うふうに思ったのは、例えばさっき言ったように「かっこいい。日本料理って世界で一番強

いんだよ」みたいなアピールをしていければ、多分若い子とかも食べてくれるようになると

いうか、日本料理っていいな、和食っていいなって言ってくれると思うんですよね。分かり

やすく言うとサッカーワールドカップの時はみんな日の丸をここにプリントしたりとかです

ね、あれだけみんな日本大好きみたいになるのに、普段はハンバーガーとかパスタを食べて
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しまうわけですから、こういうノリで、やっぱり和食の「凄さ」「かっこよさ」こういうのを、

僕は料理人ですから、料理人の立場として発信していきたいですし、他のジャンルの皆さん

もなんかそういう「凄いんだな、和食は」っていうのを改めて若い世代に気づかせるような

動きをしていけば、自ずと広まって行くんじゃないかなとは思います。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。だいぶ具体的に、まず全体像として山口さんから明快な指摘が

ございました。要するに原点というものを揺るがせてはいけない。ですから、提案書に書き

ましたその点が、今後我々が考えていかなきゃならない原則である。これからの方針として

これは揺るがせてはいけないということがあります。 
そして、資料の「２－５」の A３のこの大きな横紙の中に、これについては随分色々ご意

見が出てきたように思います。個々の中身についてもうちょっと本当は議論しなければいけ

ないわけで、これをやっているとほんときりがないので、ここは今後皆さんからも、こうい

うことを付け加えて検討すべきだというご意見を更にお寄せ頂くことで充実していきたい。

つまり、何が問題か全部一度出して並べてみるという為にも、これだけじゃ不十分だと思い

ますので、そこら辺は皆さんでご協力いただきたいと思います。 
私の考え方では作法という枠組みはちょっと狭すぎると思います。もう少し作法も含めて

食べ方というもので整理してもらった方がいいかなという気が致します。そうすると、その

中にしつらえも入ってきます。口中調味という大事な日本人の和食の食べ方みたいなものも

入ってきますので、そういう枠組みの命名の仕方も一つあろうかと思います。 
それから、和食の保護・継承の意義目的とは何かということですね。これは、危機が迫っ

ている和食の大事さに国民が気づいて保護・継承に向かっていってもらうということが意義

目的と言えばそれまでなんですが、もっと広い、その背後にある問題があるんじゃないか。

この別紙の方で、参考資料の方で出てきている、各地で議論された要点を見ておりますと、

例えばある学生が和食っていうのは結局地域づくりじゃないかということを言っています。

ですから、地域づくりということはもう少し進めれば今非常に変化しつつある日本の自然環

境、あるいはその地域の環境というものをどうやってこれから再考していくのかというよう

な、ある意味で自然保護とまでは言いませんが自然環境に対する我々の認識というのも、こ

の目的の中に入って参りましょうし、それから食べ方ということから申しますと、やっぱり

その和食はいいねっていう感覚。その感覚をもう少し整理してくと、日本人の感性の問題に

かかってくると思うんですね。そういう意味で、日本人らしさって言いますか、日本人の感

性っていうものを守っていく、伝えていくということもこの意義目的の中に入ってくるので

はないか。抽象的と言えば抽象的なんですが、国民的な理解を求める為の大きな枠組みも中

に考えていっていただきたいなというふうに思っております。 
それでは、具体的に今後これを今後進める施策として、「資料の３」のところに「文献調査」、

それから「和食会議へのアンケート」、それから「海外実態調査」等々、そして、もう一つ「資

料の４」でありますが「意見交換会」というものが挙げられております。それについてご意

見を頂戴したいと思いますが、いかがでございましょうか。 
まず、差し当たって「文献調査」につきましては、もう少し事務局の方で従来の文献につ

いてきちんとしたリストアップをして、その上で何が問題かということを整理して頂きたい
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と思います。 
そして「和食会議アンケート」。これは、和食会議を預かる者としては、個人情報でござい

ますので、これを今直ちにこれを提供、そのリストを提供してアンケートに協力するかとい

うことについて、ちょっとまた和食会議として考えてみたいと思いますし、更にこのやり方

について検討させて頂きたいと思います。そして、その次のアンケートの中身につきまして

も果たしてこれでいいのかどうか。今ここで検討することができませんけれども、こういう

ことについては既に社会調査の専門家が沢山いますので、そしてその社会調査の専門家と、

例えば民輪さんとか東四柳さんのような現場の状況をよく分かっている方が、このアンケー

トの項目がこれで相応しいかどうかというのを、また事務局からご意見を伺って詰めていく

というふうな形でお願いできたらと思います。 
そして、次の「海外調査」でございます。これについて何かご意見ございますか。さっき

行かなくてもいいよという話がありましたけれども。はいどうぞ。 
 

【村田委員】 

 これって京大で先生も一緒に伏木先生、そして医学部と農学部がやっている調査の中に同

じような項目が入っているんですけども、調査行けって言われているんですか。見てたら同

じような調査ですから、それから資料が出てくるん違いますか。それはもう農水からの話で

しょ。 
 
【熊倉座長】 

 そこがちょっと違うんですね。例えば私が向こうで担当しているのは文献調査なんです。

文献というのは、僕の方の文献は歴史文献、歴史的な文献の調査ですので、ここで言うとこ

ろの文献ですと、現在のマスコミなどに出てくる言葉でありますとか、そういうところから

抑えていこうと。ですから、現状から抑えていくというのがこの文献の調査で、私の方は歴

史的調査ですので、ちょっとそこは意味合いが違うと。それから海外調査も、ここはあくま

で無形文化遺産登録をした団体、あるいはその地域で具体的にどういう保護・継承をしてい

るか、あるいはその条約の精神に則ったきちんとしたモニタリングが行われているか、この

辺を調査するのが今回の目的で、村田さんの方は、日本の食文化が海外でどうなっているか

という非常にグローバルな調査、こちらは先行するユネスコ無形文化遺産の登録例の調査と

いうことになります。 
 
【山口委員】 

 ここで挙がっているフランスは非常に意味があるだろうと私は思っております。登録申請

する前に先輩だから行ってみようという話で、私はあの時行ったんですけど、現地の人の中

心になってやっている方がおっしゃっていましたが、一つはここでも今出ましたけど、フラ

ンスの宮廷料理は各地のローカルメニュー、これが活き活きとしていて、それが最終的に頂

上のところで磨き抜かれてああいうものになったと。で、今、その各ローカルのメニューが

みんな崩れ始めていると。その危機意識が非常に強くあるということを非常に強くおっしゃ

っていたのと、それからあんまり明確に言葉には表しませんでしたけど、端々に感じたこと

は、要するにそういうフランスの伝統的な食文化というのが、アメリカのカルチャーの中に
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あるような非常に世界的に浸透しているメニュー、フレンチフライポテトとか、ハンバーグ

とかあるじゃないですか。人によってはそういうものに、フランス伝統の食が侵され始めて

いる危機感が非常にあるんですね。この２つの事はこの場でも随分出てきましたし、同じだ

と思うんですね。で、あの時にしっかり直していく為に、その日本で言えば文部省にあたる

ところがスタートの時点から一緒に加わってやっていた。さっきのおっしゃった食育と完全

に絡めて行われているわけです。今言ったような危機感が、暫く経ってからどういうふうに

是正されて来ているか、というようなことは非常にこれからの我々にとって参考になる。 
 手段として行くのがいいのか、色んな方法があると思うんですけども、フランスはそうい

う意味で非常に我々の参考になるんじゃないかと思います。 
 
【熊倉座長】 

 本当にそういう事なんですね。４年間経ちまして現実に向こうがどうなっているか。こう

いうことは我々きちんと今後の方針を立てるのに大切なんじゃないか。 
 

【村田委員】 

でも今、フランスでは各地方料理が見直されて、テロワールと言うようになっていますよ

ね。それから地方の素材、地方の料理法をもういっぺん見直して、それでレストランが成り

立っている。それから、政治的にフランス料理は時間制の短縮の影響で昔ながらのソースが

作れないとか、昔ながらの料理法が出来ないということが輸出にも大きく影響していますよ

ね。それから昔はフランスの輸出量は１位か２位だったのが、今６位とか７位ですよね。そ

のくらい、レストランがちゃんとしたフランス料理を作れない環境がフランス料理全体の輸

出、農産物の輸出を抑えこんでいるという事実はありますね。 
 
【熊倉座長】 

そういう意味で課題は色々考えられると思いますので、今フランスは是非という話があり

ました。フランス以外ではいかがでございますか。 
 
【民輪委員】 

 やっぱりフランスはやっぱり１番やらなきゃいけないところだと。今、村田さんが申し上

げましたけど、フランスで大きな、世界的な料理コンテストなんか幾つも行われておりまし

て、その中で、その食材のテーマがですね、今ほとんど料理人が使えなくなってしまってい

るような、例えば「カワカマス」みたいなものですね。そういうものをわざわざテーマに掲

げて、それを若い料理人がコンテスト、コンクールで調理するんですね。そういうことによ

って、結局色んな意味での保護・継承も含めて、料理界が一丸となってそういうことをして

います。例えばそういうコンクールなんか一つとっても、やっぱりフランス料理の強みって

そういうふうに体系化されているところでして、ですからコンクールなんかももっと活発に

ですね、もっと地方でローカルに程々のものを程々にやるんじゃなくて、もっと世界のトッ

プクラス位のものをコンクールでも和食でやって、それは村田さんなんかの分野ですので私

があまり大きな事は言えませんけれども、そのテーマを決めて、例えば、保護・継承するん

であれば、そういうような形で、もっとセンセーショナルな形も取りながらきちんとバック
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グラウンドがあるようなものをやっていくとか。そういうものを調査するのであれば、やっ

ぱりフランスは流石に凄いと思います。だからこそ世界的にどこの国でもフランス料理とい

うものは成り立ってますし、日本でもフランス料理と言っても、日本の食材を使ったフラン

ス料理が今主流ですので、半径ゼロキロメートルなんて言われている時代なので、それは是

非フランスは調査で行った方が実感が伴うと思います。 
 
【熊倉座長】 

地中海料理が別にイタリアだけが登録されたのではなくて、ギリシャとイタリアとスペイ

ンとモロッコの個別の都市ですね。ですからイタリア全体を見に行ってもしょうがないので、

やっぱりその時に登録された都市そのものを見てこないといけないし、その都市でどういう

団体がそういう継承をやっているかということを事前に調査して、場合によってはイタリア

とスペインとかですね、モロッコとかですね、というふうな地中海料理一箇所ではないほう

がいいのではないか。 
 
【村田委員】 

スペインの方がいいかもしれませんね。スペインは急に食材の輸出量を増やした国で、ス

ペインの料理っていうのは世界の料理になりましたから、そういう点ではスペインの方が日

本料理に対して非常に造詣が深いというふうに思いますね。これを長期で考えていくとすれ

ば、この話題とはちょっと違うんですけど、今日本料理アカデミーでは本を作っています。

これは、全何巻になるか分かりませんけれども、フランス料理のエスコフィエみたいなアカ

デミー方式ということを謳いながら、先生にも文字を書いてもらってますけど、それからハ

ウツーをきちんとした形で色んな国の言葉で世界中に出していくと。で、それがあって初め

てその検定制度とか、あのフランスの MOF みたいな制度が出来ると。それをコンペティシ

ョンと組み合わせていくとか、検定制度を英語でもちゃんとやっていくということにおいて

日本料理のレベルの担保を図るということをアカデミーでは考えています。 
 

【熊倉座長】 

 今、民輪さんが言われた体系化っていう事を、そういう形で進んでいくと、ある意味で今

度は文献って言っても、むしろレシピの方でこれが和食という、そういうあたりが出てくる

という文化だと思います。 
 
【民輪委員】 

 確かにスペインもいいと思います。村田さんもお感じになってるんでしょうけど、スペイ

ンって凄く古くからのものと、フェラン・アドリア以降のもので、世界を席巻しましたので、

両方の視点を持っていて、柚子だとか山椒だとか、そういう日本の食材をもの凄く関心持っ

て色々使っている国の一番の大もとなので、スペインはいい。イタリアは勿論いいですけど、

郷土料理が各地のばらばらに全部ありますので、郷土料理のあり方を調べるにはいいかもし

れないけれども、それを新しく発信するというところではスペインの方がいいのかなと思い

ます。 
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【熊倉委員】 

スペインも確か人口５万位の都市が 2010 年には登録されているんですね。ですから、スペ

イン全体ではないので、そこら辺をきちっと調査をして、事前に何を、何処へ行くかってい

うのをもう一回。来月はスペインのバスク料理を無形文化遺産にしたいという方がみえるこ

とになっておりましてね、スペインの中でも登録されなかったところは自分とこでやりたい

ということでございます。 
 それでは、フランスは動かないとして、可能性としてスペインというのを一つ考慮して、

これから計画を進めてください。これは相手のあることですし、時期もあることですので、

また皆さんとこうやって意見交換することは中々難しいかもしれません。そういうことで、

今どうです、溝上さん何かご意見ありますか。 
 
【溝上委員】 

スペインはたぶん地中海ダイエット財団だと思います。纏めたのは恐らくバルセロナにあ

る地中海ダイエット財団だったと思います。あと、マルベージャにあるカリブ。あのダニ・

ガルシアさんとかが多分液体窒素料理を作られた方が、やっぱりオリーブオイルは地中海の

ダイエットの地であるとか言うくらいですから、そういった方々も多分絡んでいたと思いま

す。 
 
【笠原委員】 

行ったからには、今後の運動に役に立つなっていうのが分かればいいと思います。 
 
【熊倉座長】 

分かりました。それでは、これから具体的な進め方を、最終的にこの検討会で結論を頂く

ということが出来ないと思いますので、事務局と相談させて頂いて、行く場所と、それから

誰に行って頂くかということもお願いしなければいけないので、これは座長の方にお任せ頂

いてよろしゅうございますか。そういうことで、海外調査の事は進めたいと思います。 
もう一つ、若者や母親や若者等などとの意見交換会というのが「資料４」にございますが、

これについてはご意見いかがでございましょうか。 
 少し勝手ですが、私から少し意見を申し上げてよろしいでしょうか。まずタイトルも考え

ていかないといけない。母親でいいのかっていうこともありますし、若者でいいのかってこ

ともあります。例えば、世帯を超えた意見交換会なのかなという気も致します。その辺のタ

イトルの付け方も適切なものを選びたいと思います。 
要は、意見交換というところが一番重要なポイントであり、先ほどの皆さんのご意見の中

に、しばしば変容を許容した上で新しい和食を考えるべきだという、或いは、その、和食に

あらざる「非和食的なもの」をどう取り込めるかということが大事ではないかっていう、そ

ういう新しい伝統を創造するということが必要。そういうことを通して、守るというよりも

攻めの姿勢でこれから和食を考えていかなきゃいけない。こういうふうなご意見が相次いだ

わけでございます。恐らく、若い世代が一番革命的かどうか、ちょっと問題がありますけれ

ども、いずれにしても、色んな世代から、或いは色んな立場からそんな意見をなるべく広く

集めたいというのが、この意見交換会の趣旨ではないかというふうに思っています。それを
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基に我々は次の食のあり方を含めた方針を立てていくということになろうかと思うのです。

で、そういう意味で申しますと、今はですね、文書の中にはどちらかと言うと、若手料理人

の郷土料理の製作とか、在京の料理人による創作和食の試みとか、こういう料理のコンテス

トとは言いませんが、なんかそういうところに力点があるように読めますけども、そうでは

ないだろうと。むしろ、これは村田さんから言っていただいた方がいいのかもしれないけれ

ど、昔料理研鑽会ってありましたよね。京都のね。それこそ若手。 
 

【村田委員】 

今もやっております。 
 
【熊倉座長】 

失礼しました。それこそ村田さんが２０代か３０代の頃の料理人同士が真剣勝負で色んな

食材を使いながら正しい創作をするというのが、今の京料理のひとつの基盤になっているわ

けですよね。 
 
【村田委員】 

そうですね。京大のラボもそうですね。 
 
【熊倉座長】 

そうですね。そういうふうな、出来た料理が美味しいか不味いかというだけではなくて、

何が試みとして出来るかという、実験的な場にしてもらえると、有難いなというのが私の意

見でございます。 
 具体的には、事務局から６件の候補が挙がっています。６件全てやる予算はないようなの

で、この中で４つを選ばなきゃいけないわけですが、その辺はご意見ございますか。 
 
【溝上委員】 

場所というか、対象とする人なんですけども、その若者に関して子どもたちに対しての食

育という形で、結構給食とか頑張られるこれ大事なことなんですが、実はそれを受ける側の

お母さんの方が実はあんまり分かってないというのが、ものすごく私たちもやらせていただ

く時に思うことで、親の食育の方がまず片手落ちで、子供さんが折角学んできて帰って来て

もそれを受け止めてあげれないっていう事が、私の子どももまだ３才なんですけど、多分う

ちの嫁もちゃんと出来てないと思うんですが、妊娠中とか、あと子どもが出来てからのすぐ

とかの時は、結構離乳食の時ぐらいから食に対して考え始めるという時期があるので、もし

かしたら、その妊娠中の方、妊婦さんであったり、もしくは子どもが１才前後ぐらいでまだ

仕事には復帰されていないぐらいの、保育園にも預けるか預けないかぐらいの方々が多く来

れるようになれば、そこから皆さんどうやってご飯食べていくかとか、アレルギーの子が生

まれたりとか、色々それで卵を外してみたりとか、ものすごく気をつけられる時期がやって

くるので、そういったお母さんを水際で防ぐというか、そういった方々と京都の方が連動し

ていくことにより、本当はお婆さんとかも来てくれるとその先輩、大先輩みたいな形を合わ

せて、上手くいくのかなとか思ったりしています。そういった方々を対象に入ると、漠然と
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小学生のお母さんではなく。 
 
【熊倉委員】 

なるほどね。一番関心を持っている方ね。 
 
【溝上委員】 

もっとなんか最初のところの。難しいかもしれませんけどね。そのお父さん、お母さんに

こういう機会があるといいなって、とっても思うのですけど。 
 
【熊倉座長】 

 それは、その妊婦にとっても、新生児を持っているお母さんにとっても和食が如何にいい

かっていうことがきちんと説明できなきゃいけませんね。 
 
【溝上委員】 

妊婦だとまだいい加減ですよ。でも、生まれてからは後悔するんですね。あの時私があれ

を食べなかったから、もしかしてこの子はアレルギーなんじゃないかとか。みんなそういう

ふうに思うくらい、たぶん、後からリカバリーしたいと思うものでしょう。そういった方々

が「ああ、やっぱり和食いいね」ってなってくると、和食が増えました。 
 
【村田委員】 

これ見せてもらうと、なんか公家の料理とか、長崎の卓袱料理みたいな感じで、料理人が

こう何か教えるというような事が多いんですけれども、そうではないんじゃないかなと。料

理屋の料理を教えたのでは駄目でしょう。それよりも地元のそういうおばんざいをやってい

るような方々に、そのお婆さんに出てきてもろて「自分らはこうやってるんや」いうような

事を教えてもらう方がいいように思いますね。 
小学校の５年生の子やらにこういうことをやっているわけですけどね。京都ではね。１年

間で１８校周っているわけですけれども、和食ってものが分からんわけですよ。で、君は和

食食べてるって、シチューはとか聞きよるんです。「ハンバーグは」。「違う」。「カレーは」。

「違う」。「何なの和食って」。実際は和食って言うて、意識してものを食べてるということが

無いんで、あの、彼らはもう生まれた時からあるんで、何が和食で何が洋食でって分からん

のですよ。それが子ども同士で「これは和食やろ」ゆうて、「おにぎりは和食やんな先生」と

か言って、「そりゃそやろ」いうくらいの感じでしか分からへんのですよ。もっと子どもやら

のところではもっと悲惨な状態ですよ。状況としてね。で、京都の給食なんかでもみんなま

だアルマイトですしね。各企業さんに協力してくださいゆうて食器に変えるというだけでも、

今度は洗う食器洗い機が対応してませんということですよ。で、お茶が無いんですよ。まだ、

僕らの頃はお茶があったんですよ。小学生の頃ね。脱脂粉乳もありましたけどお茶もありま

した。今、全然お茶が無いんです。で、子供らがお茶飲まへんのに、お茶の輸出量増やそう

なんて無理でしょ。 
で、「牛乳は２時間目と３時間目の間に飲ますか、放課後に飲ますかしてくれ」って言って

も、「時間がないからできません」って言ってるんです。もうしゃあないなと「牛乳も出して
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もいいから、お茶も出してくれ」って言ったら、「お茶を沸かすとこが無い」というようなこ

とですから、結局、その、子どもやらの今置かれている現状を調査して頂きたいなと。外国

の調査も勿論重要ですよ。せやけど、子どもらが置かれている現状の調査を。子どもらは文

句言わないで食べますからね。 
この前京都で先生と一緒に食べたのは、鯖のソース煮です。で、大根の葉の胡麻油炒め。 

 
【熊倉座長】 

 美味しかった。 
 
【村田委員】 

 それから結局、ソースに作らんでも、味噌煮か醤油に作りゃいいやんと。まあ、大根の葉

はええやろうと。で、御汁も、スープなんか御汁なんか分からんような。それから、子ども

らに実際携わっているとこらへんの栄養士の先生方、それから給食の仕入れるところが別に

あって１日２４０円とってるわけですよ。子どもらにね。あとは人件費も、水光熱費も、み

んな国が、市か、府か、払ってるわけですから、２４０円原価ということは、７２０円位の

ものが食べられるはずなんですよ。子ども等が７２０円の定食食べてるかって言ったらそん

な事ないですよ。１回子ども等の現状のとこを、ほんまに調査して頂きたいなというふうに

は思いますけど。 
 
【熊倉座長】 

 これは今回の検討会の枠の外でございまして、名前挙げていいのか分かりませんが、味の

素食の文化センターでは給食を全面的に研究、検討、調査ということを計画しておりますの

で、そっちの成果をまた吸収して頂いたらいいと思いますね。 
 今の話は、誰を集めるかというところに議論が色々出てきたと思います。ですから、この

集め方についてはですね、これもまた今日の議論を踏まえてなるべく多様な方に集まってい

ただく。そしてその方々がある意味でこれから和食をどうするかという問題意識を持った

方々を集めて料理の立場から、或いは食べる立場から、子どもに教育する立場から、いろん

な立場からですね、これからの和食をどういうふうにしたら伝えられるかという、こういう

視点での意見交換会を。そうすると、従来の和食の枠に囚われない、もっと幅の広い意見が

出てくるだろうと。こういうあたりを次回、この各地の意見交換会から吸い上げて報告書に

反映するということにしていきたいと思います。 
 京都だけ公家料理やってもしょうがないんで。その辺は、つまり郷土料理というのが一方

にありますので。ですから、京都なら京都の郷土料理とは何かということを考えて、これか

ら進めていくとして。地域としてはいかがですか。 
 
【村田委員】 

候補の地域ですが、まだ和食が根付いている、よく残っているところばっかりが候補にな

っていますが、もっと全然違う、これはえらいことになってるという場所のほうがよいので

はないでしょうか。 
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【熊倉座長】 

なるほど。というと、むしろ首都圏みたいなところでしょうか。 
 
【村田委員】 

首都圏。もっとこの地方都市でも「ここはちょっとどうなの」って場所があれば、そうい

うとこの方がいいのかもしれませんね。 
 
【熊倉座長】 

 なるほど。笠原さんどうですか。その辺ご意見としては。 
 
【笠原委員】 

 村田さんの言うとおりで、日本料理をやっていると、本当に歴史的背景がある。海外はあ

まり行ったことがないが、日本は色んなところを周っていて、行ったところで畑仕事をさせ

てもらったりします。意見交換会の候補として書いてある地域には全部行ったことあります

が、比較的年配の方がいて、家族みんなでご飯食べていると思います。ただ、今言ったよう

に、過疎化が進んでいるような場所とかを選んだ方が、意味はあると思います。 
 
【熊倉座長】 

 おっしゃる通りですね。大阪も含めて、岩村暢子さん等の意見も聞いて、調査の調査地を

もう一度再考するということを今一つ考えてみることにしましょう。それでは、これもまた、

これからの皆さんのご意見をお尋ねすることがあるかと思いますが、それを踏まえて決定し

ていきたいということで、こちらにお任せ頂きたいと思います。よろしいですか。 
 以上、一通り出てきた問題について、色々ご意見頂戴しましたけれども。この会を進めて

いく上で一番大事な原則は何かということと、それからこのやるべき目的については、ほぼ

皆様方のご意見がほぼ出揃って来たかなというふうに思います。 
 最後に言い残されたことが色々あるかと思いますので、もう一度、山口委員からひとつご

意見をお願いします。 
 
【山口委員】 

 特にありません。 
 
【村田委員】 

 特にありません。 
 
【熊倉座長】 

溝上委員はいかがですか。 
 
【溝上委員】 

大丈夫です。特にありません。 
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【熊倉座長】 

 東四柳委員は本日あまり発言が無かったからご意見をどうぞ。 
 
【東四柳委員】 

 この会に先立ち、梅花女子大学の学生にヒアリングを致しました。もし自分が母親になっ

た時に、どんな和食の取り組みをしたいかとたずねたところ、おばあちゃん世代との交流を

望む学生が何人もおりました。 
梅花女子大学は大阪にありますが、自宅から通っていても、やはりおばあちゃん世代と交

流のある学生は少ないようです。私自身、自分の子どもの頃を振り返ると、両親が共働きだ

ったため、よく祖父母に預けられていましたが、祖父母宅で出されていたご飯が美味しかっ

た記憶が、温かい思い出としてよみがえります。後で調べてみると、知らず知らずの間に郷

土食に出会えていたりして、“和食”を伝えていく過程にはやはり世代の違う人たちの交流が

必要になってくるのではないかと感じております。 
今回母親の意見交換会に関しましても、料理人の方々で・・とこちらに企画は出ておりま

すけれども、先ほど先生方からのお話にもありましたように、例えば地域の定番料理をおば

あちゃん世代に作ってもらって、今度は地域の料理人の方々にそれにアレンジを加えた料理

を作ってもらうことで、その地域の和食の魅力、そしてその地域の和食の可能性みたいなも

のを考える機会にしたらいいのではないかと感じました。 
 それと、先ほど妊婦さんのお話も出ておりましたが、お母さんになっている私の同級生た

ちに、妊婦の頃から、子どもが生まれてからの食事の情報を何処に求めているか？という質

問を投げかけてみると、やはり自分の母親やおばあちゃんと一緒に生活しておりませんので、

どうしてもメディア頼りになってしまうということを話しておりました。手が届き易い雑誌

ですとか、インターネットですとか、そういうものを検索することで、成長過程に応じた子

どもの食に必要な情報を検索しながら食事を準備していると。そうなると、やはり素材の持

ち味をいかす和食が、「一番いい」と言うことに気づくと話しております。 
和食に対する意識というのは、若い人たちの間では希薄になりがちとよく言われてはおり

ますが、実際のところ、そこそこ高いのではないかと感じております。インスタントだしに

頼らず、和食の基本となる出汁をちゃんととっているお母さんも結構おりますし。一般のお

母さんたちの良い取り組みをご紹介する場というものがあってもいいのかもしれません。雑

誌とかそういったメディアとは別に実際の声を反映する場所というのも、今後求められてく

るのではないかと感じられました。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。民輪委員、どうぞ。 
 
【民輪委員】 

さきほど熊倉先生がおっしゃった様に、意見交換会というのは大変良いことだと思います

が、意見交換会をしてその先どうするのかという出口を考えなければいけない。その意味で、

もう少しその和食の実験的な場所にした方が良いというのは大賛成です。日常的に、おばあ

ちゃんや曾おばあちゃんは、今まだ日本の知恵を伝えていると思うので、そのあたりに関し

20 
 



ては、母親等の世代よりも、むしろ若い、もう一世代前の世代の方が言うこと聞くと思うし、

貴重な意見として尊重もすると思います。 
さきほど、「食育は地域づくり」とおっしゃっていましたが、正に名言だなと思います。こ

の意見交換会が、そういう実験的な場、もう一回再生する場に繋がっていけば素晴らしと思

います。ただ意見交換会を実施しても、よくありがちに「こういう意見でしたよ」「こうでし

たよ」みたいな事では、なかなか虚しいものがあるなというふうに思うので。ぜひ、一世代、

二世代前くらいのおばあちゃんの離乳食等、ぜひやれるような余地を残してこの会議をやっ

ていただくと嬉しいなと思います。 
 
【熊倉座長】 

ありがとうございました。どうぞ。 
 
【笠原委員】 

 意見交換会に妊婦さん等に加えて、もう一つ、若者などというところで、私は、リアルに

進路を考えだす「高校生」が一番いいかと思います。そうすると、卒業後に料理人になりた

い人もいるでしょうし、それに携わる農業漁業に行きたいなという人も、これが決め手だっ

たという子が出てくるかもしれない。以上です。 
 
【熊倉座長】 

 かなり具体的な、どういう人を集めて、どうそこに狙いを盛り込むかという具体的なお話

が出ましたので、是非事務局の方でまとめていただいて、実現して頂きたいと思います。 
開催地域については、事務局から提案のあった地域だけではなく、首都圏もしくはベット

タウン的な新興都市も対象になったら面白いだろうというご意見かと思います。 
それでは、皆様のご意見もほぼ出尽くしたと思いますので、このあたりで第一回の検討会

を終了したいと思います。色々と座長一任ということでお願いしたことがございますけども、

どうぞご了解頂けたらありがたいと思います。よろしくお願い致します。 
それでは、第２回の検討会までに、２～３の大きな検討を踏まえ、報告をさせて頂く予定

にしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
それでは、事務局の方に進行をお返し致します。 

 
【事務局】 

 熊倉座長ありがとうございました。出席の皆様ありがとうございました。事務連絡でござ

いますが、本日第一回ですけれども、第二回の検討会を１月下旬、第三回の検討会を２月中

旬から２月下旬にかけて予定をしております。またご多忙のところご参加の方よろしくお願

い致します。それと、今日沢山宿題の方頂きましたので、また第二回までに色々お知恵を拝

借することもあるかと思いますけれどもよろしくお願い致します。 
農林水産省の方から何かございますか。 

 
【農林水産省】 

ありません。 
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【事務局】 

それでは以上で本日全ての予定は終了いたしました。これをもちまして第一回検討会を終

了致します。本日はありがとうございました。 
 
【熊倉委員】 

 ありがとうございました。 
 

（了） 
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