
 

 

第３回 「和食」の保護・継承に向けた検討会 

 

日 時：平成 27年 3月 4日（水）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、東四柳委員、溝上委員、民輪委員、山口委員 

 

【事務局】 

 皆様、本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりま

したので、只今より第３回「和食」の保護・継承に向けた検討会を開催させて頂きます。私は、本

検討会の事務局を務めております、株式会社日本能率協会総合研究所の岡と申します。どうぞ宜し

くお願い致します。 

 初めに資料の確認をさせて頂きたく思います。まず、本日お手元にお配りしている資料でござい

ますが、次第がございまして、その下に委員名簿が入っております。その下に資料が１から３まで

３点ございます。それからそのあとに、参考資料としてやはり同じく３点ございます。お手元には

合わせて６点の資料を配布させて頂いています。 

お配りした資料、不足がございましたらお手を挙げて頂けますでしょうか。委員の皆様は大丈夫

でしょうか。では、検討会開催に先立ちまして、農林水産省大臣官房政策課天羽課長よりご挨拶を

頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

【農林水産省】 

 農林水産省大臣官房政策課長の天羽でございます。今日は宜しくお願い致します。委員の皆様方

におかれましては、これまでも、この会議の場のみならず様々な形でのアドバイスなりご意見を賜

り、また現地のほうにも赴いて頂いたりするなど、ご協力を頂きまして誠にありがとうございます。

本日は第３回目で、このような形での会合としては最終回となるわけでございます。前回の第２回

検討会では、和食に関する参考文献からキーワードを抽出する文献調査、アンケート調査の分析、

フランス・スペインへの現地調査、全国４か所で開催した三世代の意見交換会の結果をご報告させ

て頂くという事を素材に、ご議論を頂いたわけであります。 

本日の会議では、これまでの議論も踏まえて頂きまして、広く一般の方々にも分かり易い形での

報告書という事で案をまとめて頂いております。これをご議論頂く予定でございます。本検討会の

とりまとめに向けまして、委員の先生方のそれぞれのお立場なり、ご経験からのご発言・ご議論を

頂ければありがたいという風に思っております。今日も１日宜しくお願い致します。冒頭の私の挨

拶は以上とさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

【事務局】 

 天羽課長どうもありがとうございました。続きまして、委員の出欠の確認をさせて頂きます。そ

れでは本日ご出席頂きました委員の皆様をご紹介致します。まず、座長の熊倉功委員でございます。 

 

【熊倉座長】 



 

 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

 以下五十音順に、笠原将弘委員です。それから民輪めぐみ委員です。東四柳祥子委員です。溝上

宏委員です。山口範雄委員でございます。本日は以上６名にご出席を頂いております。なお村田吉

弘委員は、本日欠席でございます。 

ここからの進行は座長にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【熊倉座長】 

 今日はお忙しいところありがとうございます。今、天羽課長のほうからご挨拶の中にもありまし

た様に、今までの様々な調査に関する報告がございます。それを方向性や要点をまとめて頂きまし

て、色々ご意見をまとめて頂き、いま資料を事務局のほうで作っております。これをまず説明して

頂きたいと思います。また、４か所で開かれました意見交換会につきまして、この動画のまとめた

ものを今日は作って頂いているようですので、それも合わせて紹介して頂きたいと思います。どう

ぞ、よろしく。 

 

【事務局】 

 それでは私の方から、資料のご説明をさせて頂きたいと思います。まず資料１をご覧頂ければと

思います。１月 29 日に開催されました第２回検討会で、委員の皆様には多様な内容についてご意

見頂きましたが、大きく２点ご指摘を頂いたという事で、そちらを整理した資料になっております。 

 １点目と致しましては、“和食会議アンケート”は、前回基本的に回収した 114名の全体ベース、

所謂“単純集計ベース”、こちらの傾向を報告したという事になりますので、世代別にどのような

反応をしているかとか、さらに深めた分析を行うと、そういったご指摘を頂いております。 

 ２点目と致しましては。“「和食」の保護・継承に向けた報告書”というものをご提示しました。

こちらでは基本的な考え方から“スコアー化”といった概念、こういったものまで、方向性につい

て様々なご提案が含まれておりましたが、本検討会の中で取りまとめる部分と、今後さらに時間を

かけて議論が必要となる部分を整理した上で、パンフレットタイプの報告書として取りまとめてい

くようにという事で、ご指摘を頂いたという事でございます。 

 そちらを受けまして、まず、１点目のアンケートにつきましては、20～30 代、40～50 代、60 代

の三世代の分析軸、これでクロス分析というものを行っていますので、のちほどご説明したいと思

います。 

 報告書につきましては、本日資料３というものをお配りしております。こちらのパンフレットタ

イプのものでございますが、本検討会の開催の経緯ですとか、調査内容、取りまとめ内容につきま

して、一般の方の関心の高まりの喚起となるような、わかりやすく興味を引く構成でビジュアルも

含めてパンフレットタイプの報告書として取りまとめておりますので、のちほどまたご説明したい

と思います。 

 ここで、先ほど座長の方からご説明がありましたけれども、意見交換会の結果について YOUTUBE

の動画にまとめておりますので簡単にご紹介をしたいと思います。1 月中旬に全国４か所で実施し



 

 

た意見交換会がございました。参考資料３に記載しておりますが、各地４か所それぞれの様子を 10

分程度の YouTubeの動画にまとめてあります。既に一般に公開をされているものでございます。 

本日、この中で神奈川で開催したものにつきまして、冒頭の部分を省略して料理を始めたところ

から６分強位ご紹介したいと思います。これからスクリーンに投影しますので、しばしご鑑賞頂け

ればと思います。宜しくお願い致します。 

 

≪スクリーンに動画を映す≫ 

 

動画は以上になります。こちらは YouTubeで誰でも閲覧できるようになっていますし、参考資料

３に URLが入っていますが、検索でも簡単に出てきますので、ぜひ周囲の皆様にもご紹介いただけ

ればと思います。説明は以上でございます。 

 

【熊倉座長】 

 本体はもっと長いのですか。 

 

【事務局】 

 全体で 10分になります。いま流しているものは冒頭の解説の部分とかを省略していますので。 

 

【熊倉座長】 

 他の会場のものもあるのですか。 

 

【事務局】 

 はい。４会場分すべてです。 

 

【熊倉座長】 

 どうもありがとうございました。今、資料１で前回の検討会から出てきた課題が、下の方にあり

ますように、アンケート結果をもう一度クロス分析の結果を出してもらって。それからもう１つは、

パンフレットタイプの報告書をどうするか。今日はこの２つが大きな課題になってくるかと思いま

す。まずさしあたって、その和食会議のアンケート調査の追加分析の結果を、説明をお願いしたい

と思います。 

 

【事務局】 

 それでは引き続き私から、資料２のほうをご説明させて頂きたいと思います。早速めくって頂い

て２ページ目をご覧頂ければと思います。 

前回第２回でひととおりご説明いたしましたけれども、追加分析という事で、今回「和食」の保

護・継承における世代間の意識の違いを考察しようという事で行いました。こちらのように、20

～30 代、40～50 代、60 代以上の三世代に分けて、それぞれの分類ごとの傾向をみる「クロス分析」

という分析方法を行っています。右側の３ページ目には追加分析で判明した点を整理しております



 

 

けれど、こちらまた後程ご確認頂ければと思いますので。４ページ目から具体的に結果を見ながら

ご説明したいと思います。 

４ページ目は、保護・継承すべき「和食」の要素に関する質問という事でございますが、三世代

ごとの傾向を見てまいりますと、20～30 代は特徴的な箇所に赤丸を付けていますが、これ 20～30

代の特徴的なところですが、“包丁・まな板等の調理器具”とか“旬の食材”、“和菓子”とか“日

本の酒”等に赤丸をつけておりますが、他の世代よりも高い傾向があるといったところでございま

す。 

一方 60 代以上は、こちらは青丸を付けているのですけれども。“いただきます等と感謝する精神”

とか“モッタイナイの精神”、“箸使い等に表れるマナー”こういったものが高い傾向になっている

という所が目に付きました。こちらをみると、世代が上になるほど、物質的なものというよりも、

精神的な要素を保護・継承すべきと考える傾向が少し強まっているのかなという事が、ここから窺

えるという様な状況がございました。 

 続いて右側の５ページ目をご覧頂きたいと思います。こちらは、保護・継承すべき「和食」のや

や周辺領域と思われる料理について、保護・継承すべきか、というのを質問したものでございます

が、見ていただくと、世代が若くなるほど、つまりは時代が進むにつれてと言ってもいいかもしれ

ませんけれども、外来の料理が「和食」として認識されていく、更に保護・継承の重要性が増して

いくという傾向が、右上に矢印で傾向示していますけれども、窺えるかと思います。個々の細かい

点は後ほどご確認頂ければと思います。 

続いて６ページ目をご覧いただければと思います。６ページ目は、「和食」の保護・継承での懸

念事項を質問するものでございます。20～30 代を見てみますと、“郷土料理の消失が野菜栽培に影

響する”とか、“すしネタに漁獲規制がある”、“家庭で魚を食べる機会が減少”とこういったもの

が 20～30 代は他の世代よりも高い状態でございます。一方 60 代以上は、青丸のところですけれ

ども、“日本料理の調理技術技能審査証書交付数が減少”、“料理学校が減少”、“和食器の販売量が

減少”、または“児童・生徒で正しい箸の持ち方をしているのが５割程度”が他の世代よりも高い

という結果という事でございました。 

これを見てみると、若い世代ほど、食材とか食に関わる具体的なモノに関する懸念が強いという

事がみえます。一方で、上の世代になりますと食を支える技術や箸のマナー等ですとかこういった

ものの懸念が少し強い傾向がうかがえます。また、こちらの結果で特徴的なのは、“子供たちは洋

食派が多い”が 20～30 代は 40 代以上と比べて低いという事で、この辺で洋食派が子供の間で進

んでいるという事に関して、20～30 代と 40 代以上での世代間の意識のギャップが大きいという事

も気になる点だと見受けられます。 

 右側７ページ目は「和食」保護・継承の意義・目的に関する質問をしておりますが、20～30 代

で特徴的なのが、赤丸にありますように、“「和食」の素晴らしさを世界に発信して外国人観光客増

加”こういったものが、やや高くなっていると。一方 60 代以上は“栄養バランスの良い食事によ

り、健康的な生活や長寿・肥満防止に役立てる”が高い結果でした。前回第２回検討会でも少しお

話がありましたけれども、「和食」の“栄養バランス・健康”で世代が若くなるほど低くなってい

るのがやや気になる特徴かと思います。 

つづいて８ページ目、こちらは上下並んでいますけれども、「和食」保護・継承の担い手は誰で



 

 

しょうか、というものを質問したものでございます。上は家庭における担い手、下は職業別です。

上の家庭の結果をみますと、20～30 代は“家庭の主婦”、“大学生以上の学生” が他の世代よりも

高いです。40～50 代は“小学校の児童”が高いです。“シニア世代”を見ていくと 60 代以上だけ

が高いと、“シニア世代”が担い手だ、という結果でした。下の職業別の結果をみますと、20～30

代は“料理人”や“食材生産者”がより高く、60 代以上は“食関連学校職員”が高い結果でした。

この辺の理由や解釈は様々かと思いますので、ご意見いただければというところでございます。 

 ９ページ目は、「和食」保護・継承の場面・機会を質問しておりますが、20～30 代は、“家庭の

食卓”、“学校給食”や“学校や地域での食活動”がより高く、60 代以上は“出版、テレビ等のメ

ディア”がより高い結果となりました。これを見ると、若者向けという事で言うと“家庭”、“学校”

等がより有効という事がもしかしたら伺えるかもというところでございます。 

 最後に 10 ページ目をご覧ください。細かい点はあまりご説明しませんけれども、場面・機会ご

との「和食」の摂食状況を質問したものです。見て頂くと、左上に向かって赤矢印を付けています

けれども。若い世代になるほど、「和食」摂食頻度が下がっていくというのが、左上の矢印の意味

でございます。こちらをみてきますと、普段の食事関連で赤い矢印がついている「和食」が下がる

傾向にある一方で、新年・ひな祭り・七五三等の年中行事等ではこういう傾向がなく、まだ「和食」

摂食を維持できているという事が、前回の検討会でも少しお話ありましたけれど、より世代間の違

いをみても確認できたのかなというところでございます。説明は以上になります。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。この分析結果についてご意見は如何でございますか。また、さっきの

動画についてもご感想があれば、お願いしたいと思います。何かございませんか。 

内容非常に多岐にわたりますので、簡単にはちょっと。まとめてという事ではなくて、お気づき

の点でも何でも結構でございますので、ありますか。よろしいでしょうか、民輪さん。 

 

【民輪委員】 

 前回とても良い報告があったのに休んでしまいまして、申し訳ありませんでした。きちっと報告

書も読ませて頂きまして、今動画も見せて頂きまして。私は『料理王国』という雑誌を扱ってあり

ますので、どうしてもプロの料理人の方々と接触する機会も多いものですから。 

意見交換会でも農水の方が発言していらっしゃった発言を読ませて頂いたんですけれども、例え

ば地方にでもプロに行ってもらうのがとても価値があると思う、という発言がございまして、若い

人が目を輝かせて色々聞いているとか。やはりそういう何か違うエレメントが入る事によって、今

までは目がいかなかった事や心が動かなかったような事にどんどん入っていくっていうのは、私た

ちも本を作っていましても、最近特にそれを感じています。プロというのは、ここにいる笠原さん

もそうですが、日々毎日真剣勝負をしてらっしゃるので、食に対する意識とかある種の哲学という

ようなものを、とても深くお考えなので。私も日本・世界両方のトップシェフにインタビューさせ

て頂くと、もう「食」だけではなくて、例えば「食」を違う言葉に変えても十分通用するなという

様な考えも凄くお持ちで、その考えというのは、すごく技に裏付けされている。だから地方に行っ

て頂いていても凄く説得力があるんですよね。そこに感動みたいなものが生まれるので。そうする



 

 

と、ただ「和食」を継承いたしましょうと言っている言葉ではなくて、もっと心が動いていくとい

うのを、日々毎日のように経験しているものですから。だから若い方々が、料理人の方が保護・継

承していく担い手の大事な部分だと言ってくれているというのがとても嬉しくて。 

笠原さんなんかは、「行っても僕が来たという事だけでワーッと喜んじゃって、そのあとにイタ

リアンに行っちゃう」みたいな発言をしてらっしゃいましたけれど。そういう現実はあるんです。

私も笠原さんと一緒に青森とかに行ったことがありますけれども。皆お母さん方が「わあ！笠原さ

んだ！」とか。「いや、そういう事ではなくて」といつも思いますけれど。それでも 10 人に１人、

100 人に１人がきちっと本質を受け止めて下さるだろうと信じて、そういう方々に地方に行って頂

いたりしているわけですけれど。 

そういう事を、これの結果を見ても、映像を見てもきちっと体系立てて継続していく、そういう

事を出来れば、今年度は終わりなんでしょうけれども、そういう事をなさったらとてもいいなと。

我々も多分お助けできる事もあるでしょうし、現実に実際に具体的に実行していかないと中々こう

いう良い事やって、報告書みると素晴らしいなと思うんだけれど、中々草の根になっていかないの

で、そういう事を具体的に実行していくような事を出来れば考えて頂ければ大変ありがたいなとい

う風に思いました。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。他にいかがでございましょうか。溝上さん、実際参加していらっしゃ

って、何かありますか。 

 

【溝上委員】 

 はい。私は長崎にお伺いさせて頂いたのですが、資料にもあるように、参考資料２の一番後ろだ

ったと思いますけれども、ここにいる右下の向井さんというシスターの方の印象の方が多く残って

いますが、「シスターもちゃんと和食を食べます、朝はパンだけど」という話をされていた。ここ

に行った時も、皆和食は食べてみたいのだけど、難しいと思っているという方が非常に多かった。

最近は、出汁をとらなくてもとれる和食というレシピ本が流行ったりだとかしてきている傾向もあ

るみたいですが。 

 アンケート事態は母数が少ないのであんまりよくわからないなというのがありますが、114 から

何かを導き出すというのは難しいのかなとも思うんですが、特に会員になっている方だから「和食」

に対して問題意識をもっている方々が多いだろうと予測される中でのアンケートですが、ただ、予

測されるようなものの数字は出てきているので、バイアスがかかっているとはいえども、やはりそ

ういうものなのかなと。 

 ただ、一番気になるのが８ページのシニア世代の方が、私達だと思っていると。担い手の中で、

私達が担うのよと思っている方々に対して、何をお手伝い出来るのかなと。 

というのが、和食給食なんかの時に“敬老給食”というのが最近あるみたいで。敬老の日とかに、

自分のおじいちゃんおばあちゃんを給食に連れてきてご紹介して、そこでその時の昔の食の話だと

か、伝統の話だとかを聞くというのを“敬老給食”と呼ぶらしいですけれど、新しい単語だなと思

って僕は勉強したんですが。そういう様な機会だとか、これから孤食が非常に進んでいく中で、例



 

 

えば嚥下食みたいなところにも、和食がどういった味付けをしてあげられるのかっていうのは、き

っとこれからそこもさわっていかないといけない所なのかなという風に思っております。以上です。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。またもしご意見があれば後程お話を伺うとして、ひとまず次へ進めたい

と思います。続いて今日の大きなテーマでございますが、資料の３でございます。「和食」の保護・

継承に向けたパンフレット、中身について議論を進めていきたいと思います。それではその説明を

お願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは資料３をご覧ください。事務局の方から説明させて頂きます。まずこの報告書の目的で

すが、検討会で調査・議論しました内容を整理しまして、和食文化とはなにかという事を、今後、

和食文化を保護・継承していくにあたって、保護・継承の対象についての考え方について更に検討

を進めていくことをみんなで考えていきましょうと、投げかけるために作成されたと。ターゲット

につきましては、継承の中心となる若者であったり、その若者に対して和食文化を普及していく料

理人の方であったり、学校の関係者であったり、民間の食関係の方というものを主な対象としてお

ります。 

 まず表紙ですが、書いてありますけれど“「和食」を未来へ。”というコピーで、未来に向かって

ベーシックな和食からどんどん未来に向かって他の食文化をとりこんで進化していくような様を、

表現しました。 

 裏表紙を見て頂くと色んな写真が入っておりますが、様々な属性の方が和食文化を担っていると

か、色んな和食の料理があるんだよというような事を表現したというものでございます。 

 それでは表紙をおめくり下さい。内容の整理にあたりましては、検討会で議論されました５W１

H についてどのように分かり易く記載するかと。また読み物として興味をわいて頂けるように、起

承転結にも注意して参りました。報告書の流れにつきましては、２ページの下にあります目次のと

おりでございますので、内容について早速説明させて頂きたいと思います。 

 ３ページをご覧ください。まず、起こしと致しまして“ユネスコ無形文化遺産に登録された和食

文化。みんなで守り、未来へつなごう。”という事で、ユネスコに登録されたという事と、登録さ

れた和食文化の核となる４つの特徴について伝えまして、関心をあおるという事をやっております。 

 続いて４ページをご覧ください。“注目を集める和食文化。”という事になります。ここでは、ユ

ネスコの登録を契機にしまして、国内外で「和食」への関心が高まってきているという事実をあげ

ました。 

続いて５ページのほうでは、一方でという事で、今回和食会議でのアンケートの結果をみまして、

食材や食べ方、作法・技術などについてのデータと共に一般家庭での和食の存在感が薄れていると

いうことが危機なのではないでしょうかという問題提起をする内容としております。 

 続きまして６ページでございますが、こちらも議論された内容ですけれども、和食文化というの

は海外の影響を受けて、変化・発展・進化しているものであると。そういう変化を受け入れつつ、

日本人の大切な部分は守っていきましょうという形でつないでおります。 



 

 

続きまして７ページでございます。７ページから９ページまでは一通りの流れになっておりまし

て、こちらでは 5W1H につきまして、検討会で議論された内容を「和食会議」のアンケートや意

見交換会での発言を拾いながら、分かり易く記載しております。まずこのパートのはじめの部分で、

和食の核となるものと周辺部分があり、それを分かり易く整理すべきといった検討会での指摘にふ

れております。で、それ以降つづいてのパートで、“国民運動として和食文化を守り、つなぐ理由

とはなんでしょうか”と書いてあるパートになりますけれども。こちらでは世界に誇る食文化を守

るとか、家族や地域の絆を深めるといった、第 2 回検討会で議論して頂いた内容を記載させて頂き

ました。 

続いて、誰が継承していくのかというパートでございますけれども、こちらはアンケートの結果

ですとか、意見交換会で様々な意見が出たんですが、やはり“小学生を重視している”という事が

共通しているという結果が出た事を、ここで報告させて頂いております。 

続いて８ページをご覧ください。“和食文化には何をどこまで含めるべきでしょうか”というパ

ートでございますが、こちらでもアンケートの結果や意見交換会での様々な意見が出ておりました

が、検討会としては和食の４つの特徴をベースに考えていきましょうという事をここで伝えており

ます。 

次の９ページのパートでございますが、こちらではその核となるものと、周辺の要素があると。

その周辺の要素とは、食材・調理・食べる・楽しむとった食生活の流れに置き換えていこうと。そ

れを、それぞれ強弱をつける事によって和食の中心からの距離で表してみるという事を、試みてみ

ませんかという形にしております。それを表現したものが次のページの図になります。真中に一汁

三菜の絵がございますけれども、それぞれの要素において強弱をつけまして、強いと思われるもの

は中心近くに配置しております。 

そして最後に、“提言”になりますけれども、こちらの結びの提言では、「和食会議」が中心とな

って今後「和食」の保護・継承について進めていくという事の内容と、検討会では和食の様々な要

素をスコアー化して保護・継承の対象範囲を考えてみてはどうでしょうかと、いう提言をするとい

う形で締めくくっております。 

続きまして、12 ページから 14 ページに関しましては、まず 12 ページは意見交換会で、全国４

か所で発言頂いた方々の抜粋をさせて頂いております。13 ページ、14 ページでは海外ではどの様

に食文化を継承しているのかというところで、「フランスの美食術」の保護・継承の施策について

の事例、14 ページについてはスペインの「地中海の食事」の事例という事で記載させて頂いてお

ります。 

最後のページは、今後“「和食」を国民全体で継承するため、新たな活動が始まっています。”と

いう事で、しめくくっております。真中の部分にございますけれども、検討委員の皆様のお名前と

肩書きの方を載せさせて頂いております。以上で報告書の内容についての説明を終わります。 

 

【熊倉座長】 

はい。ありがとうございました。いま報告書ご覧いただいて、色々ご感想・ご意見がおありだと

思いますが、どうぞ、どなたからでもお願い致します。私も事前に見せて頂いて、色々言ったんで

すけれども、また見ると色々と気が付く事があります。例えば裏表紙、これ意見交換会の写真が主



 

 

かと思うんですけれど、小学生の姿がないのがちょっと寂しいですね。ここに各世代という意味で

は、小学校の写真があれば、食育の写真も入れて頂くといいかもしれませんね。 

何かご意見ありますでしょうか。どこからどういう仕組みでいきましょうか。最初から頭から行

く形で参りましょうか。その都度、意見があれば出して頂いて、また戻って頂いても結構でござい

ます。表紙と裏表紙の話を致しましたが、表紙裏表紙は如何でしょうか。別に富士山の格好をして

いる訳ではないので、てっぺんに行けば料理が極まるわけではない、むしろ現在と未来、核から周

辺へというところがあるかもしれないですね。それほど意味はないかなと思いますが。 

もう少し先に行きまして、“はじめに”、そして「ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化」

の内容と現状というところへ進んでまいりますけれど、この辺で何かご意見ございませんか。 

このパンフレットの中で、特に議論が出てくるかなと思いますのは、９ページ以後の周辺要素の

扱いかと思いますが。９ページでは“強弱”という形で、“強”というのは和食的周辺要素の強い

ということでしょうね。そして“弱”というのは和食的要素が弱いという事かと思いますが、絵が

これじゃ分からんというところがあるかもしれませんね。調理の下に書いてある絵は何を意味して

いますか。 

 

【事務局】 

これは、コンソメとスープですね。 

 

【熊倉座長】 

コンソメとスープだそうです。これともう一つ、次の 10 ページの絵が対になってくると思いま

す。10 ページの方は色々表を見ましたけれども、案外これは和に近いものと和でないものが綺麗

に分かれる様な形になっておりまして。本当はここ何が言いたいかといいますと、グレーゾーンが

あるという事が言いたいわけですよね。ですから、一汁三菜の周りに和食的な要素がずーっと並ん

でいるのはいいんですけれども、グレーゾーンがなにかという事が逆に見えにくくなっているかも

しれません。もうちょっと肉だって魚だって扱い様によっちゃグレーゾーンですし、逆にわさび・

山椒があるんだったら、もう少し内側に入れといて、ココナッツ・バニラとわさび・山椒と、その

間にカレーとか胡椒があるとか、なんかこうグレーゾーンがあるところが示せるほうがいいのかも

しれないなあと思いました。 

あるいは、食べるというところも、イスとテーブルで食べるのが普通ですけれど、それもある意

味でグレーゾーンなのかもしれないと思いますし、あるいは、“調理”のほうでいいますと、グレ

ーゾーンになるべきハンバーグステーキだとか、ラーメンだとかいうのも入れたほうが返って、イ

メージとして周辺というイメージが見えてくるかなあという、そんな気が致します。そんな事を、

勝手なことを申しましたが、どうぞ委員の方でご意見・ご感想ありますでしょうか。例によって、

最初は山口委員からひとつお願いします。 

 

【山口委員】 

今の 10 ページの図ですけど。我々はああいう議論をしてきて、積み重ねがありますので、まさ

にこの絵が意味するところを、全部理解をしながら読めるんですけれど、初めての人がこれを見た



 

 

時にそういう目で見てもらえるのかどうか。依然としてこれを見て「ラーメンはどうするの。」と

いう話になりそうだと。だからそういう意味で、確かに表現が難しいんだけれど、そういう論点が

出てきた時に、ここのところでこうやって説明してあげればいいよ、という感じがもうちょっと直

截に出るといいなという風に思うんですけれども。 

それからもう１つは、これで和食文化を構成する４つの要素それぞれについて、核の部分と周辺

部分のそういう考え方を説明しようとしている訳ですよね。そうすると食材調理というのは、和食

を作るため、洋食を作る場合と食材が違っていたり、核を構成する部分の食材が違っていたり、調

理が違っていたりするっていうのがあるんでしょう。 

そういう意味でいうと、左側の要素がちょっとよくわからなくなっちゃって、例えば“楽しむ”

っていうのは、そりゃ何だって楽しむ。右側の“食材”を楽しむ要素もあるだろうし、“調理”を

楽しむという要素があるわけですよね。だから軸が、“食材・調理”とくる事と“楽しむ”という

ところで軸が違っている感じがしてね、だから整理がもうひとつシャープになっていないんだなと

いう気がちょっとしているんですけれども。 

その２つを、絵をもう少し我々のような議論を積んでない人間でもこれを見たらば、正に食文化

というのは、“食材”と“調理”と何かとで構成されるんだなという事が分かり、それぞれについ

て、和食文化はこういうものが核であり、それからそれ以外のものを否定するのではなくて、周辺

にやはりあると。それは時代時代によって色んな新しい要素が加わるけれども、仮に新しい食材が

加わっても、中華麺が加わっても、我々が和食文化の中で取り入れようとすると、それが調理なり

あるいは食べる場面なり、楽しみ方なりそういうところによって、和食化・和風化がされると。そ

ういう事ですよね。その点が良く出るような整理ができると。軸が楽しむっていうのは少しどうか。 

 

【熊倉座長】 

これは、我々が少しこねりすぎたところがございまして、もっと最初は単純でした。天野さん最

初何でしたかね。 

 

【農林水産省】 

栄養バランスですね。 

 

【熊倉座長】 

“栄養バランス”のようなものが“楽しむ”の所に入っていましたよね。だけどそれが段々同じ

ような言葉で揃えようとかですね、やっているうちにこういう軸になったんですが。ちょっとそこ

は考えてみます。つまり、“食べる”っていう部分と“楽しむ”っていう部分がちょっと混乱して

いるところがありまして、むしろ栄養バランスとしつらえみたいなところがこっちに入ってきて、

食べ方みたいな所が“食べる”のほうに入ってという。そこらへんが分かりにくいかなという気が

しますね。 

今のお話はこれ何でこういうものができてくるかっていう、意図するところが分かる様な形にし

なければいけないと、その通りで、これは図そのものの説明が必要かなっていう事と、もう１つは

今おっしゃった様にグレーゾーンの例示がないんですね。グレーゾーンをテーマに少し整備した方



 

 

がいいのかもしれないと、そういう気が致しました。なかなか絵にかくのは難しいですね、マヨネ

ーズと醤油を混ぜると和風になるとかが上手く説明できると一番良いんですけれども。 

笠原さんから見ると大分色々と問題があろうかと思いますけれど。 

 

【笠原委員】 

そうですね。今、山口さんがおっしゃられた通り、僕たちは何となく何回も話しているので、そ

の辺は「和食」に入れるのかどうかというのも含めて読みますけれど。これを、小学校とか中学校

のクラスで配って読んだら、９ページとか僕からすれば和食の強い弱いで、ハンバーガーが弱いと

いうより、全く和食でないと思うんですね。弱いってしたら、これも和食なのかなと思っちゃう子

供とかも出てくるかなと。これは全く和食じゃありませんて言ったほうが分かり易いのかなと思い

ますね。 

 

【熊倉座長】 

そんな事できるかどうかは分からないですけれど。ダーツの円みたいに、ここは何点という感じ

で、点数が段々ゼロになっていくような、そういう同心円の絵が描けて、そこへ色んなものが入っ

てくると、それは面白いんじゃないかと思いますけど。 

 

【笠原委員】 

そうですね。色んなものを入れすぎちゃって、逆に分かりづらくさせちゃっている。極端に、コ

テコテの「和食」みたいなのだけでしたほうが、初めて見る人には分かり易いですよね。 

 

【民輪委員】 

 すみません。これは、何部ぐらい配布するのでしょうか。 

 

【農林水産省】 

 １万部です。 

 

【民輪委員】 

 私たちは職業柄どうしても、何処に、読者は誰というのを頭にうかべるので。 

 

【熊倉座長】 

 差し当たっては、これから様々な農水省が和食に関しての事業をすると。事業の場に、例えばこ

の前の意見交換会の場に持って行って材料にするとか。あるいはそれに関心を持っている方が、自

分達でなにか研究会をやるとか、シンポジウムをやる時に何か資料にするとか。そんな形で、全く

関心のないところで、バッとふり撒くとかそういうのではないと考えて頂きたいです。 

 

【民輪委員】 

 そうじゃないと、部数が多分凄いことになってしまうと思うんですね。で、そうであれば先ほど



 

 

から先生方が仰っている様な、ちょっと私分かりませんが、予算もあるんでしょうけれども。この

ページ数でそれを全部やるというのは、かなり厳しいのではなかろうかなと今ずっと思って。だか

ら分かり易くする為には当然省きますよね。そうすると例えば先ほどの四分割の絵なんかでも本当

だったら例えば私だったら、見開きでやっちゃうとかすると、きちっと色んな事が説明できるって

いうのが、多分ページ数の関係でそんなにごまごまと入れられないので。多分作ってらっしゃる方

は相当苦心してこういう風になさっているんだろうなと思うので。多少関心がある方々に向けての

ものであれば、もうちょっとそういう所が突っ込じゃってもいいかなあと。例えば４ページ位増や

してみるとか。そういうのも一つの方法かなと。そうじゃないと、多分回答がなかなか見つからな

いのではなかろうかと思ってこれ拝見しておりました。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。もうお目に触れているかなと思いますが、この和食のパンフレットが

前に出来ました。これは前に４万部刷って、1 万部追加しています。これがある意味で最初の和食

についてのパンフレットですから、これと今回のものを対にして今後やっていく様な事が出来るの

ではないかと思います。東四柳さんどうですか。 

 

【東四柳委員】 

 ９ページの和食文化の４つの特徴のなかには、“自然の美しさや移ろいの表現”ですとか、“健康

的な食生活をささえる栄養バランス”等の具体的な特徴が示されていますけれども、この絵の中に、

食材や料理だけではなく、日本で大切にされてきた「和食」特有の特徴が、もう少し明確に反映さ

れるといいのかなって感じた部分もありまして。といいますのも、学生たちと「和食」について考

える授業をしておりましても、「おせち料理には、こういう意味があるからお正月に食べなきゃい

けないんだよ」とか、「このお祭りでは、こういう意味があるから、この食材をお供えするんだよ」

とか、和食文化には「食べる」「（食材や料理を）供える」ことに必ず何らかの意味があることに毎

回気づかされます。やはりこれは他国には見られない「和食」の重要な特徴であると思います。こ

れから若い人たちに是非理解してもらいたい「和食」の特徴として、四季の食材と真摯に向き合い

ながら、そこに込められた意味を大切にする食文化なんだよということが理解できるような絵にな

ればいいなと感じました。あとは行事食を大切に想う心も、「和食」文化の継承には欠かせないも

のだと思います。そういう部分も、この中に図示されると良いのかなあと。食材ですとか調理です

とか、写真にできそうなものは絵になっているんですけれど、難しいかもしれないですが、「和食」

は食材や料理にこめられた意味を凄く大切にする文化なんだということを、うまく表現できたら良

いんだろうなということを、素人ながらに感じておりました。 

 

【熊倉座長】 

それは大事な事でございますね。９ページの図で言うと、４つの特徴を４つにしないといけない

という感じがでてしまっていますが、必ずしも上と下の項目は対応してなかったですよね。もう少

しその辺は工夫する必要があるかと思います。今、東四柳さんが言われたように、ある意味で「和

食」の精神というか和食の持っている日本人らしさみたいなところを、この中にいれていくと良い



 

 

ですね。 

この 11 ページの提言も面白い絵だと私は思うのですが、これもさきほど笠原さんが言われたよ

うに、バシッと分かれてしまう。100 か 0 かで、グレーゾーンが無い。グレーゾーンになる様なと

ころがこの間にないといけないでしょうね。 

 

【民輪委員】 

 ちょっと分かり易くしようとしすぎているかなって思います。今出すのであれば、もう少し突っ

込んだ内容でないと。もっと前だったらいいけど。現場の発言なんかでも、へえ意外だなあと思っ

たけれど、さっきおっしゃったように“意味”が分かればもっとやるとか、そういう様な発言が結

構ありましたよね。そういうところへ、もうちょっと、もうちょっと突っ込んであげたら、今出す

意味がもっと出てくるかなって気はしますけれどね。 

 

【熊倉座長】 

 なるほど。それは図解じゃない方がいいんですかね。 

 

【民輪委員】 

 図解が見易いから、そういう手法で今どこでもやりますでしょう。でも図解だけだと皆さんおっ

しゃる様に、議論した者達は分かるけれど、そうじゃない人もパッと見て分かるように、少しキー

ワードとかを入れ込んであげるとか、その方向性をもう少し出してあげたほうが良い気がしますね。

皆に分かるように、楽しく易しくしようとする事で、落ちているものがあるのかなって気がするん

ですね。 

 

【熊倉座長】 

 なるほど、それは大事な事ですね。 

 

【溝上委員】 

 私はあまり分からなかったのでこういうのを見ても、多分まとめるのは凄く大変なんだろうなと

思う訳ですね。それでここで委員はね、適当にこの場で、もう少し分かるようにしてほしいとか言

えば良いだけなんですけれど、でも作られる方はとても大変だと思うんです。それで、僕はよく今、

和食会議のほうの法人化に向けて、和食会議の会員様集めを、最後の大詰めでやっとやる気出して

やっているんですけれど。聞くと大体「和食」ってどこまでの定義を、「和食」ってされているん

ですかという話とか、何を保護して何を継承するっていう。そうするとこの話になって、例えばう

どんはいいのとかね。うどんは最初和食だと思うんだけれど、でもあれ小麦粉みんなオーストラリ

ア産だよねとか。あとカレーもどうすれば、カレー定食はどこまでを妥協すれば和食と認めてもら

えるんですか、とかていうお話がされるんですね。で、そういうのを考えるために和食会議がある

んですよと言って逃げてくるわけですよ。逃げて帰ってくるんですが。 

本当はここでね、とりあえずこの会議のなかで、例えば熊倉先生の中でみても、カレーライス定

食が完璧にこれ「和食」ではないよねっていうところから、ギリギリこれはここまで改善をすれば



 

 

和食としても見ても良いんじゃないかと、私たち委員は思いますみたいな所がグレード５から１ぐ

らいまであって、「おせち料理は間違いない。」とか。でも「ひな人形のところに作るひな祭りケー

キはダメでしょう」とかあると思うんですけれど。それは季節感というくらいに合わせて出して。

あと良く皆さんが食べられるものは、このエリアとこのエリア位にいるんじゃないですかと、第１

象限と第２象限みたいな形で。後ろに名前がついて訳ですから。このメンバーが思うだけでいいで

すよね、とりあえず今回に関しては。ですから、これが別に農水省的にカレー定食でも OK という

訳ではないよ。このパンフレットを作った委員会としては、ここまでは「和食」として認めようじ

ゃない。緑提灯みたいに。国産５とかっていうと、緑提灯５つ点いているみたいな形で。ハンバー

ガーも、これが照り焼きバーガーであって尚且つ鮭がはさまれているなかで麹で漬けてますみたい

になると、ギリギリこれもセーフになるのか、とかみたいな形でね。なんかそういうところは、あ

る程度全部を答えなくてもいいんですけれど、私たちは和食度１と認めますくらいはあってもいい

と思う。 

そうすると見た人は、「今日食べたのは、やっぱりそうだよね。５はドストライクだよね。」とい

う風に「これは和食だ」みたいな。５と４の違いはあまりないと思うんですけれど、５，３，１く

らいは、結構あるんじゃないかなとか。そんな気がするんですけれどね。 

 

【熊倉座長】 

要するに、１つは見れば分かる形と、組み合わせで変わってくる部分とであるので、組み合わせ

で変わってくる部分については図解するのは難しいと。ただ、できたものについてはある程度図解

して、そしてそれを 0 から 10 点までの間になんとなく配置して、この辺はグレーゾーンですとこ

こはゼロですと、いうところを表示しちゃってもいいかなと、そういう事ですね。よろしゅうござ

いますか。 

 

【山口委員】 

もう１つですね、そういう事を伝えてくのに、先ほどの 10 ページの図だけで全部やろうという

のは無理があるわけですね。そうすると色んな部分で以て、それを一番ふさわしい所に書いてあっ

て、それをザーッと読んでいくと全体になるという事も必要なような気がするんです。例えば９ペ

ージに、確かにこれ登録したときの和食文化の４つの要素をきっちり書いてあるという事で、必須

だと思うんですね。ここのなかに、例えば一つ目の“多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重”と書

いてありますが、これ正に第一要因として挙がっている訳ですけれども。で、これ一つ一つの言葉

が物凄いキーワードなんですね。だから我々日本人が少し足元が崩れてきている、それをきちっと

強化するという目的が大事なのと、もう一つは海外に和食を打ち出してった時に相当いい加減な和

食が出来てくると。それを単純にランク付けなんて事ではなくて、ダメなものはダメという事がこ

こからはっきり読み取れるようにする必要があって。“新鮮”という意味は、これ非常に重みがあ

って、刺身なんて形だけとればいくらだって腐る寸前のやつを同じような形にする事が出来るわけ

ですけど。 

しかしそうでないのが、我々の刺身なわけですよね。そうすると“新鮮”の言葉が重いんですよ

ね。だからキーワードになるやつに、それこそ特別な色でもついていて、それで刺身の例のような



 

 

キッときくような「これはダメ」という様な事が、それぞれに。 

食材のところも四季の食材がポイントですよね。ここの場合ね。だから１年中トマト食べている

のは良くないんですよね。そういう事で言えばね。我々の食生活も崩れてきているんですけど。だ

から四季の食材も、非常に重みがあるんだと思うんですけれども。一番おいしい旬の時を食べると。

その持ち味の尊重ってそういう事ですよね。 

で、その次のところの栄養バランスで、一汁三菜から来ている訳だけれども、結局一汁三菜をと

る事で一品一品はそれぞれ色々な栄養の偏りがあるでしょうけれども、それをいくつか食べること

でバランスが素晴らしくなる訳ですよね。だからステーキとパンだけじゃダメなんですよね。野菜

も摂らないと。だから一汁三菜による栄養バランスというのは、日本人の長寿に繋がっている訳で

すから。この４つの要因のキーワードにあたる部分について、非常にシャープな、「こんな事をし

たらダメです」という様な解説がちょこっと付いているとかね。 

 そうするとさっきの図解のページだけで全部伝えるのは無理ですよね。 

 

【熊倉座長】 

そうしたら、むしろ９ページの図について言えば、特徴と正に対応するような形で下の絵が出て

くるという事ですね、１つはね。 

 

【山口委員】 

4 つ目の年中行事との関わりというのも、季節の節目の喜びというか、その中に儀礼とか精神性

がとかがみんな込められているんですね。ここに精神性が入っていますよね、深く。そんなものは、

海外の人とかは多分読み取れないんですよね。 

 

【熊倉座長】 

ただその、信仰にかかわる行事っていうのはみんなそういう所があるに違いないんですが、日本

人の精神というものを考えた時に、クリスマスが最大の家庭行事じゃないだろうと、こういう事が

あるんですけれども。現実にはもはやクリスマスが日本の家庭における最大の行事になっている訳

ですから。難しい所ですね。 

 

【山口委員】 

 確かに、そのへんは踏み込んでいくのは中々リスクも伴うし、難しい問題ですけれども。だから

踏み込み方が難しいと思いますけれどね。表現のところでね。しかし我々も衣食住で考えると、例

えば今完全に和服を着るというのは、非常に特別な意識になっちゃいましたよね。住の方も、畳に

ふさわしい生活という意味ではそうとう我々距離出来ちゃって。それで、食がそういう方向に少し

行っている訳で。そういう意味で、食というのはより国民文化・民衆文化に深いし、それから健康

に深くかかわっているし、だからそういう意味で衣や住よりもうちょっと、手前でグッと引き止め

る作業が必要だと思うんですね。それの１つだと思うんですね。今やっているのは。だから精神性

なんて言いにくいけど。 

 



 

 

【熊倉座長】 

それでは、思い切って正月などの関わりというところで、お正月とクリスマスを出してみましょ

うか。 

 

【民輪委員】 

 クリスマス出さなくてもいいんじゃないでしょうか。これっていうものだけで。 

 

【笠原委員】 

 クリスマスを入れちゃうと、それこそ保護・継承にならなくなっちゃう。そうすると入れたもの

が保護になるんじゃないでしょうかね。あんまり、ここに書いてあるように、確かに寿司とか天ぷ

らをアレンジして和食文化が出来たってあって。だからこれからハンバーガーがポテトが「和食」

にグレーな感じで載っていると思うんですけれど。あの時代背景だからそういうものが「和食」に

なったと思って。 

今これだけ何料理屋もあって海外の情報もあって、海外の料理も分るじゃないですか。今ネット

でも何でも。昔分からなかったから、確か肉じゃがも本来はビーフシチューが美味しかったから、

それを誰かが日本で、こんなの美味しかったと言って作ったのが肉じゃがになった。 

そういったことが分からない時代で、当然日本なんかほとんど日本料理の板前さんしかいなかっ

たと思うので、それは当然日本料理の板前さんが作れば「和食」になるなっていう時代だったから。

これからそこまでいかないと思うんですね。美味しいイタリアンが食べたかったら、イタリア料理

屋さんありますしと考えると、僕らがハンバーガーを導入しようかなんて考え、僕に限っては絶対

ないと思いますしね。あんまりそこまでこれからなりそうですって言っているとそれこそ保護・継

承にならないという気はします。ある程度、ここ以上はいっちゃいけないみたいなところは決めて

おかないと思いますね。 

 

【熊倉座長】 

 先ほど笠原さんがおっしゃった様に、強と弱ではなくてゼロだと。ゼロのほうへクリスマスを入

れちゃったらどうかと。 

 

【笠原委員】 

僕はそれでいいと思いますね。確かにクリスマスにお祝いもしますし、家でね、昔のお父さんも

クリスマスの時に帽子かぶって酔っぱらって、日本の文化と言えば文化かもしれないですけど。も

ともとキリスト教の文化を入れない方がいいかなと。 

 

【熊倉座長】 

 中々そこは難しい所でございますが。１つご意見として出てきたのが、上の特徴と対応する様な

形で下の絵を工夫するという事が１つと、ここはある意味で 100 か０かという強いインパクトを与

えるような形で表現しておいて、グレーゾーンそのものは次の 10、11 ページで、グレーゾーンを

もう少し描いていくと。グレーゾーンを描く意味というのはこれからの我々の保護・継承というの



 

 

は、ゴリゴリの和食だけではなくて、その周辺にあるものを取り込みながらこれからどこまでそれ

を、和食の精神を生かしていけるかという事を、どこかにきちんと説明をいれるという事と。 

それから、形に示しにくいけれども、言ってみれば「和食」の根底に流れている日本文化そのも

のが見えるような形にしていきたいと。こういうような事でもう１度皆で工夫して、結果として何

かご意見がうかがえるような機会があればよいが、無い場合には少々強引ですが、私の方にお任せ

いただくという事でよろしゅうございますか。それではそういう事で、私と事務局でやっていくと

しましょう。ほかにはこのパンフレットについて何かございますか。この前、溝上さんからこのフ

ランスとスペインのこれは、この絵だけでいけるよと話があったので２ページとりました。 

 

【溝上委員】 

 スペイン大事ですね、ほんと。この資料、宝だと思います。 

 

【熊倉座長】 

 まだ、計画中ですが、前回もそういうご意見がありましたので、5 月の連休明けぐらいになるか

もしれませんが、和食会議として、まだ東四柳先生にご了解頂いていないのですが、できれば先生

を中心に海外調査についてお話頂く機会を作りたいと思います。またお時間あったらお出かけ頂け

るようにご案内いたします。 

それではこのパンフレットについては今、きっと多分ここが一番もめるだろうなと思ったとおり

でございました。しかし、これは本当に新しい試みですので、色々試行錯誤があるかもしれません

けれど。そういう形で、最終的には申し訳ありません、後ろに名前が載っておりますので、皆さん

に火の粉がかかってくるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。それでは以上この資料３

についても色々ご意見いただいたところでございますが。 

要はですね、これを使ってさっき民輪さんの方から、どうするんだ、というお話がございました

けれどそこが大事でございます。どういう風に結果を生かして更に検討を進めていくかという様な

事が大事かと思いますが、その辺のこれからの次年度に向かって、この前農水省の側からも色々こ

ういうふうにと具体的な考え方が示されたわけではありますが、それも踏まえましてこれからどん

なふうな検討を進めていくべきか、もしご意見がございましたら最後に色々頂戴したいのですが如

何でございますか。 

 このパンフレットではですね、最後のところに“「和食」を国民全体で継承するために新たな活

動が始まっています”というので、農水省のパンフレットとしては特別な計らいで、社団法人和食

文化国民会議の紹介をして頂いております。この和食文化国民会議としてこれから何をすべきかと

いう事とも係わってまいりますので、思われたところでですね何でも結構ですので、こんな事をし

なさいこんな事をしたらどうかというご意見があったらお出し頂けたらありがたいなという風に

思うんですが。 

 

【山口委員】 

現時点で２つあるんですが、１つは食育とのかかわりが非常に大きいので、前回、村田さんの方

がすでに京都はそういう動きをはじめているというお話がありましたけれど、やはり食育が国の法



 

 

律まで作ってあれだけ予算もついてそれで皆で動き始めていると。それの中身ってかなり、「和食」

をこれからしっかり地固めするのと重なってきますよね。内容的にもそれから趣旨というか意味的

にも。だから、食育の色々な事ともっと緊密な連携をとる様な仕組みを、和食会議でもそれを意図

してやるというのが良いのではないかというのが１つと。 

それから２つ目は、この前も申し上げたと思うんですけれど、その食育は、学校教育のなかでか

なり成果が上がっているわけで。それで、残念ながら１番そういう事の原点というか１番力がある

はずの、本来家庭でそれがあまりできない部分が多いという事は、ますますその方向に行っている

という感じがあるので。 

そうすると、この食育なり和食をもう１回保護・継承していく。そのための１番の土俵は、私は

家庭にある様な気がするので、家庭に対してどういう手が打てるかという事を行政としても考えて

ほしいし、民間のほうの和食会議のほうでもそのために何ができるかという事を、集中的に検討し

てみたらいいんではないかという気がします。現時点では以上の２つです。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。家庭との連携というのが本当に難しい所だと思います。具体的になにか

どういう場面を使っていったらよろしいのでしょうか。食品産業界のほうでも惣菜的なものをご提

供するところでも、家庭で料理をしてほしい、それを材料にしてもいい、やはり家庭の食がという

ご意見を持っているところもあるわけですから。給食という場を離れても家庭の食を強化するよう

な、何か方策はあっていいかなっていう気がするのですけれどね。食育関連予算というのは、全省

庁あわせると、膨大なものなのでしょうね。 

 

【天野室長】 

 全省合わせるとかなりのものになると思います。農水省だけでも億単位になります。農水省も来

年度の予算や組織の話が出ておりまして、来年度は食育と和食を担当している部門、外食を担当し

ている部門を含めて全体として「食」を扱う課として、省内で散らばっていたものを１つのところ

で出来るように組織再編を考えていますので、そういう意味では、今よりも力を結集しやすくなる

と思います。 

まさに家庭のところをどうするかというのは、イベント的な事で家庭がなかなか変わらない、と

いうところが多分大きい。これまで食育のなかでやっていたのは、１日どこかへ行って、イベント

をやって一時的には「良かったね。」となるのですが、その後、家庭はなかなか変わらない。もし

その部分について何かご意見頂けると、我々も色々と考えられるかと思います。 

 

【民輪委員】 

こういう事を、人の事を言えるかわからないけど、普段から考えているところなので。例えば食

育というのは素晴らしいことだし、若い人たちが大体学校とかそういうところでやってほしいと言

っているのも、ある意味で家庭では出来ないからという事の裏返しだと思うんですね、このアンケ

ートとか色々見ていても。 

ただ食育といっても、学校で教われば一応、肉じゃがの作り方ももしかしたらわかるかもしれな



 

 

いと。そういう事はあるから、そういうイベントは食育の場面で色々やっていって、「やったら面

白いじゃん、和食の方が簡単だよね。」とかそういう事はあると思うんです。ただ私は願わくは、

その部分はその部分でやっておきながら、もうちょっと深く和食に入り込んでいくような事を、も

う一方ではやらないと。 

“分かり易くわかりやすく、楽しく楽しく。”とやっても、結局その時は面白いけれども、結局

根付かないというか。先ほども申し上げましたが。もしかしたら 100 人の中の１人かもしれないけ

ど、でもその人がリーダーになっていくという事はあるわけだから。100 人全員を目指すという、

これは公平の論理からいけばそうなんでしょうけども。100 人の論理と、100 人の中の１人という

か 500 人の中の５人というか。リーダーというか、そういう人たちも育てていくような事をやって

いかないと、中々ぐんと上がらないというのが、いつも凄くそういう気がしていまして。 

だからトップシェフが行くと、皆が目から鱗が落ちる。でもほどほどだと、皆ワーッてゆって、

「楽しかったね」って言って終わっちゃう。そうじゃなくて、もしかしたら数は少ないかもしれな

いけれども、目から鱗が落ちる事をやるというのも一方では大事ではないかと思って、すごく踏ん

張っている訳なんですけれど。これが良いかどうかは分かりません。皆さんのアイディアでもっと

違うのが出てくるかもしれないけれど。例えば郷土の祭だとか、行事だとかそういう事が大事なん

だ、精神もバトンタッチしていく事なんだという事はある程度わかっているわけですね、このアン

ケートを見ると。 

だから例えば全国で母子なりおばあちゃんと孫でもいいんですけれど、そういうのでそれぞれの

郷土のお祭食か、郷土食かそういう様な物をそれぞれで、各県でコンテストをやってみるとか、そ

れを全国にあげてくるとか、楽しくて簡単で、出汁も使わなくてもできまっせっていうのも大事だ

けど。それだけだとちょっと寂しいなというか、グッと引っ張っていくものが欲しいなっていうの

をいつも感じるんですね。そういうような事がもしかしてどこかが、民間だけでは出来ないと思う

んで、どこかにちゃんとバックアップしてもらってそういう事ができれば、すそ野の広い部分とも

う少し尖がって引っ張っていく部分とが今ここで出来れば、大変面白いなと思うんですけれど。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございます。それは「和食会議」に“技・知恵部会”というのがあります。そこでト

ップシェフに行ってもらう、見てもらう、そういう人に接してもらう。そういうショック療法とし

て大事かもしれません。なかなかお店まで行くというわけには行きませんからね。 

茶の湯のほうもそうなんでお茶も今衰退していますが。その時に、皆になるべく広くお茶会に参

加してもらってお茶を一服飲んでもらうというのも大事ですけれども、それがこういう味なんだ美

味しいね、で終わっちゃうんですよね。そうじゃなくてやっぱりお茶事ならお茶事へ連れてきて、

何百万のお茶碗で飲んでもらうという方が、それは確かにショック大きいですもんね。 

 

【民輪委員】 

両方がないと。先生はお茶ですけれど、私は能とかが好きなので、能楽堂行くとお年寄りばかり

の状況です。そうすると一方ではそれを広めるために、例えば“面白おかしく楽しくショートに軽

く”それはとても大事なんですけれど、じゃあその事で本当に観る人が増えているかというと、た



 

 

だその時のイベントとしては良いんだけれども、という事があるので。数は少ないかもしれないけ

れども、若い人達にもそういうところへ来て、それも良いものを観てもらう、ショックを受けて感

動して目から鱗が落ちて、だから 100 人のうちの１人が残る。というような両面がないと今の時代

難しいなあという風に思いますね。“やさしくやさしく”、“軽く軽く”だけでは何も変わらないん

じゃないかという焦りみたいなものがありますよね。 

 

【熊倉座長】 

 よくわかります。溝上さん、どうですか。今の事じゃなくても、これから何をしろと。 

 

【溝上委員】 

 「和食の日」というのが毎月あったほうが良いと思うんですね。ぐるなびでも“ぐるたび”とい

うのがありまして、そこで和食・郷土食を皆会員になって、地元に人たちが会費を払って会員証を

もらって、自分たちの食を広めるんだとか観光のお手伝いをするんだという会を作ったことがある

んですね。今も多少動いているんですが。そこで毎月一回は、自分たちの残したい伝えたい郷土料

理を食べる会というのをカレンダーに丸をして、地元の人が啓蒙したりとか、給食もそれに連動し

たりとか。あと地元の食材なんかで生産者も残していかないといけないので、そういった方々との

連動で。 

僕は、イタリアンの方がその日は和食を作ってもいいと思っているんですね。和食風でもいいと

思っています。昔ぐるなびでは、お寿司屋さんのカレーとか食べたいよね、という異ジャンルシリ

ーズというのをやった事があるんですけれど、あんまり流行らなかったんですけれど。ただ、「和

食の日」は和食じゃなくてもいいから、食材を郷土のものを使うとか定義にして。頑張った人は天

皇陛下と拝謁できるとか、そういう風にすると、「なんかあの人どうして天皇陛下に会ってるの？」

っていうニュースになった時に。首相に会ったとか、大臣に会ったとかの時に、「先月の「和食の

日」にさ、目覚ましかったのよ、いいよね。」とかっていう風になるのかなとか。皆が、「やりたい

やりたい、会いたい会いたい、行きたい行きたい」みたいになってくると。嵐に会えるってなった

ら、多分皆和食頑張ると思うんですよね。とれないチケットもとるので、そこは嵐と交渉かなと思

うんですけれど。そういう風に、櫻井翔君がおにぎりも握ると多分来るし「和食食べたい人！！」

「おー！！」とかなるんじゃないかとか。 

 

【民輪委員】 

 そういうのからね、全国大会みたいにするとかね。 

 

【溝上委員】 

そういう風に、皆さんがちょっとずつ協力してあげるという事が、そこを和食会議で、バカだな

って言われながら、「一緒にやってほしいんですよね」とかっていう風にまわるのが、和食会議委

員じゃないかなと思っていまして。まじめなのも当然あるんですけれど。巻き込んでいくというの

は、誰かに報告したいとかっていうのがないと人って頑張らないので、フェイスブックも誰かに知

らしめたいからやっているわけだし、SNS なんか正にそうですよね。だから、和食の活動も褒め



 

 

てもらったり、何かイイねって言われたり、社会性があったり、っていう事がとっても大事じゃな

いかと。 

あとレストランに関しても、トップシェフじゃなくてもいいと私たちは考えてまして。最近はコ

ミュニティレストランという考え方が僕の中にありまして。そんなに凄くなくていいよと。地元に

いる魚がさばけるとか、ちゃんとプロレベルになっている方が教えたりとか盛りつけを一緒にやっ

たりする事によって、そこでトップシェフがきたら勉強になっていく、そうするとレベルが上がっ

ていくみたいな形で。 

今 35 歳以下の料理人のコンテストとかもやっています。今、35 歳以下の調理師免許を持ってい

る方というのが推定で 49 万人いるんですけれど、こういう若手の方にも和食とかをもうちょっと

協力して頂けると。村田さんは、今日いないから言う訳じゃないんですけど、立場が上過ぎる、偉

すぎる。コンテストの時とかそうなんですよ。そういった意味では、もっと地元の青年会議所みた

いなのと、地元の料理人さんと地元の生産者さんで、小さくやるのをいっぱいお手伝いしてあげる。

そこも拾ってあげられる和食会議になれればいいのにと思っているのですね。では、どうすれば良

いかというと思うんですけれど。とりあえず面白い人を集めることかなと、今はそうしているんで

すけれど。 

 

【熊倉座長】 

 確かに最初に民輪さんが言われた“プロの意識”そこらへんがもう少し広がっていくといいです

ね。 

 

【民輪委員】 

それをベースにしながら、徐々にまた違う形になっていくというか。 

 

【溝上委員】 

 とりあえず和食を食べようって、テレビもいつも言っていると。 

 

【民輪委員】 

 「和食の日」は良いかもしれませんね。 

 

【熊倉座長】 

 京都の給食は、この４月から、１週間４回米食給飯１回パンなんです。ですから月に４回パンが

あるんですが、その４回のうちの１回を和食として。「和食の日」にして、その日はより完全な和

食給食をだそうという方針を出しました。だから「和食の日」を毎月というのは良いと思いますね。 

 

【溝上委員】 

Yahoo! さんにも和食会議に入って頂いたので、Yahoo! さんでも“今日は和食の日”と出ますし、

またクックパッドさんも居られるし、私共ぐるなびグループとかもいて、サイトだけでも、ネット

でもそうやって告知していく。そしたら TV の方にも応援してもらったり、新聞社の方々に応援し



 

 

てもらったりっていう風になっていく事によって広がっていくのかなと思いますけどね。大体流行

は５年位つくるのにかかるんですけれどね。 

 

【東四柳委員】 

 今回さまざまなアンケート結果を拝見させていただきまして、普段学生たちと話をしていて、「そ

んな風に考えているんだ」と、こちらがいつも驚かされている事がきちっと反映されているなと感

じた部分もありまして。例えば、８ページの“家庭の食卓における「和食」の担い手”というのが

ありますが、大学の授業でも、学生たちの間から「小学校の頃に和食を学ぶ機会にふれたかった」

という意見が結構出るんですね。「じゃ中高の頃は？」と質問すると、「受験が忙しかった」とか「部

活にあけくれていたし、じっくり学ぶ時間があったか自信がない」とかいう意見が出たりしまして。

このデータを見ると、20~30 代の人たちに限ってになるかもしれないんですけれど、自分たちが学

びたかった世代の数値が高くでてるのではないかというふうに思ったんです。あと「家庭の主婦」

というところも、20~30 代でどっと 70%以上の数値が出ていますけれど、これも本人たちの願望だ

と思います。そうなりたいという思いが明確に示されているように感じます。実際学生たちからも、

私の周りにいる同世代の友人たちからも「機会があったら、きちんと学んでみたい」という声をよ

く聞きます。まず数値の読み方として、これはちょっと面白いなと思った部分でした。 

もう１つは“職業別における「和食」の担い手”という部分に関してですけれども、やはり 20~30

代のところで、料理人の方、あと食材生産者の方というところが、大きなパーセンテージを示して

いると思うんですけれど、これもやはり学生たちと話していると、彼女たちは料理人や生産者の

方々との交流をすごく求めているんですね。そういう方々から直接指南を受けることで、現場の様

子のお話を聞くことも含めて、日常の中ではなかなか身につけられないプロの技術や知識を習得し

たいという様な意見も結構出たりいたします。この数値の現れ方からは、「本人たちが交流を持ち

たい」という希望と、料理人や生産者の方々には、是非日本を代表する「和食」の担い手として、

ずっと輝いていてほしいという思いが表れているのかなという風に考えました。食関連学校職員・

研究者というのは、どうも、40 代・50 代・60 代の方の間で結構大きな数値が出ていますけれど、

これは多分学費を払っている世代で、学校には頑張ってもらいたいという思いがあるのかなと。 

ただ私も今回フランスとスペインへ出向かせていただいて、学校教育のなかの食育の位置づけは

等閑にできないなと改めて強く感じました。年に１～２回、特別な機会に学ぶというものではなく、

ヨーロッパでは大体年間７～８時間くらいの時間をとって、７～８歳の２年間、１４～１５歳の２

年間という様な形で、段階的に難易度を上げながら学ぶというスタイルがとられていました。これ

は日本も参考にすべき部分だと思います。フランスでも、スペインでも、無形文化遺産として登録

された自分たちの食文化について考えるという機会を学校教育の中できちんと設定しているとい

うところは、確かに共通しておりました。そしてやはり「楽しく学ぶ」ことこそ、一番大事な部分

だと思います。ただ義務的に学ぶという事ではなく、データにも出ていますように、料理人や生産

者の方々に実際にお会いして、和食の食材ですとか料理法のコツなどについて直接聞いたり、実践

したりして、楽しみながら、自分達のものにしていくという事が必要なのかなと改めて感じたとこ

ろです。 

私は和食文化の面白さの 1 つに、“折衷料理”として広がりを持って存在している部分も注目す



 

 

べきだと思っています。というのは、明治時代初期に西洋の文化が入ってきた時に、服装は和服、

住まいも和式の住居のなかで、食だけは早い時期から積極的に和と洋の要素を折衷化して楽しんで

いる様子がうかがえます。戦後、私たちはイスやテーブルの洋風の住生活となり、着物ではなく、

洋服を着る生活にかわってしまいましたけれど、食に関してどうかというと、依然折衷で楽しむと

いうスタイルを踏襲しています。これは本当に面白い部分だなと感じます。海外から新しい食文化

が入ってきた時に、自分たちが今まで馴染んできた調理法や、自分たちが大切にしてきた食材や食

品と組み合わせて楽しみながら、自分たちの食文化として根付かせていくというところも、私は若

い世代に是非理解してもらいたい和食の柔軟性といいますか面白さだとも感じています。 

ですから、そういう部分も含めて、プロの料理人や生産者の方々のお話を聞きながら、和食文化

と外国の食文化との違いを、子供たちに楽しく考えさせる機会というのを、学校教育の中にきちっ

と設定することが、今後必要になるだろうと実感いたしております。 

あと先ほどのデータの“「和食」の保護・継承の場面、機会”というところで、すべての世代で

８０%以上の人たちが“家庭の食卓”を希望しているという数値が出ています。やはり和食の保護

継承の場として、普段の食事の時間を上手く有効活用するような方法を今後も模索していく必要が

あるとも感じております。以上です。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございました。今おっしゃったように、やはりアンケートというのは難しいもので、

願望と現実のギャップみたいなのがあるわけですよね。そこら辺を読み込まなきゃいけないんです

が、確かに家庭の食卓はパーセンテージが高いけれども現実はそうなってないという、そこら辺が

問題になるかもしれませんね。大変貴重なご意見ありがとうございました。笠原さん。最後いかが

でしょうか。 

 

【笠原委員】 

 そうですね。和食に興味を持って頂くというので先ほどのつづきで言えば、僕も溝上さんが嵐と

か使ったらいいんじゃないかというのと同じような事をずっと考えていまして。僕は AKB だった

んですけれども。家族で見れるような、すごく面白い和食のテレビ番組とか。観て、「あ、おふく

ろこれ今日作ってくれよ！」みたいなのを子供たちが言う様なのがあると。テレビって何だかんだ

言って家族でみる一番良い娯楽なのかなと思いますので、そういうのがあったら面白いかなとかい

うので。 

そう思ったのが、まさに今日、私のお店に中学生の男の子が朝から 2 人職場体験という授業で来

まして。下仕事とか一緒にやって来たんですけれども。「じゃあ、生姜をおろしてみて。」と言った

ら「生姜をおろした事がない、家だとチューブです。」と言われて、そうだよなみたいな。おろし

金も家に無いと。やはりお家で和食をお母さんたちがやらないんだなと。ただ、お母さんたちのせ

いにするのも可哀そうだなという中で、今日とかも面白いので、中学生に出汁を飲ませて、これも

食べてみろとか、色々と食べさせると美味しい美味しいと食べるんですね。中学生位だったらそれ

こそハンバーガーだとの方が好きそうかなと思いながら、お出汁美味しいって飲みますし。丁度鯛

のかぶとを焼いていたので、ここの部分ほっぺたとか上手いんだぞとか言いながら、食べて美味し



 

 

い美味しい。家だと骨付きの魚もでてこないという話をしていて。 

子供が食べたいっていうとお母さんも作らなきゃなという気になると思いますので。「和食」を

継承するのはだれかという事で、“家庭の主婦”というのもがありましたけれど。当然作り手も大

事ですが食べ手も大事だなと。お母さん達もいくら作っても食べてくれなかったら悲しいと思うの

で。小学校中学校の子供達が「和食をお家で今日作って」って言えるような風に持っていくという

のが、一個大事なことかなと。 

そこで食育のところで、おかげさまで和食の給食委員もやっていますんで、色々なところに行っ

て給食も作っていますし。中学校の授業とかでこの間も鰤をまるまる持って行って下ろすところか

ら見せて、家庭科の授業たっだんですけれどね。そうすると、皆切り身しか見た事ないですから、

鰤ってこんなに大きいんだと。やはり自分達で作ると愛着が沸くので残さずみんな食べますし、そ

れこそ本来なら食べる部分じゃなかった鰤のあらの部分とかをさっと煮てあげたら、皆美味しい美

味しい食べて。そういう授業とか、僕はおかげ様でやる機会に恵まれて行けていて。先ほど溝上さ

んが仰った様に、村田さんクラスになるとちょっと僕もおっかないので。学校とかも呼びづらいか

なとかあるので。 

丁度僕くらいの、僕 40 代ですけれども、その世代の料理人は、この間も僕が「給食やって来た

んだよ、この前給食に行ってきたんだよ。」というと、みんな「良いなあ」と言う。ほとんど 100％

口をそろえて言います。行きたい料理人は沢山いると思うので、農水省さんとかでそのような機会

を設けていただけるとよい。給食を作りに行きたくても個人では難しい。僕も行く前には必ず検便

とかもしている。いきなり知らない奴がふらっと来て作らせてくれっていっても、食中毒がどうだ

とかそういう問題もあるので。そういう行きたい料理人たちが、学校に授業だ、給食だって行ける

システムをもっと簡単に作ってくれるとすごく良いと思いますし。丁度僕の世代の料理人って、小

学校位の子供がいる奴が本当多いんですね。丁度いいと思うんですね。それこそ自分の学校とかに

行ければ、親父もちょっと格好つけられるしね。子供も喜ぶんですよ、ウチの親父が来た、みたい

になるんで。 

そういう、もうちょっと料理人が簡単に行ける様なシステムみたいなのを作って頂けたら良いな

と思います。 

 

【熊倉座長】 

それは大変良いアイディアを頂戴いたしました、ありがとうございました。 

 

【民輪委員】 

そうすると、またおいしいもの。 

 

【笠原委員】 

 そうですね、絶対残さないですね。一緒にクラスで食べるんですけれども100％残さないですね。

皆楽しいのか、イベント感があるのか。 

 

【熊倉座長】 



 

 

色々貴重なご意見頂戴して、ありがとうございました。最後にどうでしょうか、もう一言何かあ

りますか。よろしゅうございますか。はい、それじゃあ、今日は長時間に渡りまして。 

まず、一番注文の厳しいパンフレットをどう作るかについて、もう少し工夫を重ねまして進めて

いく事に致します。そしてこれからやるべき事業として、本当に色んな場面が考えられるわけです

が。何と言いましても大きな土台としては“食育”という、大きな土台がもうできている訳ですか

ら。これを十分に活用して、そしてその中でも今お話に出てきました様に、本当に子ども、若いと

いうよりもっと小さい世代から色々と注文が出てくるような食体験をさせていくという事で、大き

な動きになるような気が致します。 

そして、やっぱり今日のお話の中にもありましたように、ある「星」になるような所を先ずおさ

えていくような所もまず大事で、それが社会的効果として非常に大きいんじゃないかと。これ中々

やりにくいというか難しい所ですけれども、ぜひ試してみたいとも思います。まあ何はともあれ、

この機会に折角ここまで色んな芽が出てきましたので、これを大きく育てていくような形で、これ

からもこうした会を続けさせて頂きたいと。その時にはどうぞお一つ、ご協力を頂きたいという風

に思います。 

本当に今日で 3 回にわたる検討会が一応終わるという事でございます。最終的な報告書につきま

しては、先ほどお願い致しました様に、事務局と私共のほうでお任せ頂いて、何とかまとめていき

たいという風に思います。それではそういう事で、今後宜しくお願い致します。 

また、何か農水省の方からは何かございますか。 

 

【農林水産省】 

 はい、課長が別件で出てしまっていますので、私の方から。本当に３回、色々とですね現地にも

行って頂きましたし、海外にも行って頂きましたし、作る過程の中で色々なご意見を頂戴致しまし

て、ありがとうございました。「和食」の保護・継承に向けた検討会という事で、「和食」の範囲は

何かという事が最初に与えられた命題という事で色々検討を深めて頂きましたけれど、検討すれば

するほどですね「和食」が何かだけではなくて、その周辺にある色んな課題が全部セットであると。 

今日は最後に、これから保護・継承していく方策について考えるというところまできました。今

まさに国会で審議を頂いていますけれども、来年度の新しい事業のなかで、「和食」を保護・継承

する具体的な方策を更に検討すると共にそれを実験的にやっていくような事業についても考えて

いきたいと。そして先ほども申し上げたように、組織も再編する中で考えていきたいと思っており

ます。 

来年度からは「和食会議」のほうも社団法人化をして頂きまして、官民一体となって、力強く「和

食」の推進・保護・継承に努めて参りたいと思っています。これまで検討して頂いたパンフレット、

まだ最後の詰めを残しておりますけれども、こうしたものを上手く活用しながら来年度に向けて頑

張っていきたいと思いますので、引き続き委員の方々にはご協力・ご支援頂きたいと思います。本

当に３回ありがとうございました。 

 

【事務局】 

 天野室長どうもありがとうございます。そして熊倉座長どうもお疲れ様でございました。 



 

 

本日をもちまして３回に渡る検討会のすべてが終了となります。「和食」保護・継承に向けた報告

書については、本日頂きましたご意見を踏まえ最終的な取りまとめを行わせさせて頂きます。「和

食会議」会員をはじめとする「和食」の保護・継承に関わる方々に配布する事になると思います。

報告書が完成致しましたらば、委員の皆様にもご報告をさせて頂きますのでどうぞ引き続きよろし

くお願い致します。 

 以上で、本日全ての予定は終了致しました。これをもちまして、「和食」の保護・継承に向けた

第 3 回検討会を閉じさせて頂きます。本日は皆様どうもありがとうございました。 

 

（了） 


