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第１回 「和食」の保護・継承推進検討会 

 

日 時：平成 27年 9月 4日（金）13：00-15：00 

場 所：農林水産省 第３特別会議室 

出席者：熊倉座長、大久保委員、大山委員、小山委員、髙木委員、堀口委員、 

村上委員、山口委員、山脇委員 

 

【事務局】 

 皆様には、本日はお忙しい中お集まりいただきまして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 1回「和食」の保護・継承推進検討会を開催させていただきたいと思います。 

 私は本委員会の事務局を務めさせていただきます、勝又と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。事前にメールなどで皆様に送らせていただきま

したが、いま一度お手元の資料をご確認ください。 

 本日は資料 1～5、参考資料 1 及び 1－1、次第を合わせて計 9 つの資料がございます。資料 1

に関しましてはこの冊子です。資料 2～5 については 1 枚にまとめられております。全部で冊子が 1

つ、紙が 5つでございます。足りないものがあればお知らせください。大丈夫でしょうか。 

 では検討会に先立ちまして、本事業を所管されていらっしゃいます農林水産省大臣官房政策課天

羽課長に、これまでの経緯や本事業の趣旨などの説明と併せてご挨拶をいただきたいと思っておりま

す。天羽課長、よろしくお願いいたします。 

 

【農林水産省】 

只今ご紹介いただきました農林水産省の政策課長の天羽でございます。委員の皆様方におかれ

ましては、今回委員のご就任を引き受けていただきまして誠にありがとうございます。また、本日はお

忙しい中ご参集いただきまして重ねて御礼を申し上げます。 

 これから検討いただくわけですけれども、その冒頭に一言これまでの経緯と併せてご説明をさせて

いただきたいと思います。 

 かぎ括弧付きの「和食」ということでございますが、もう一昨年の平成 25 年 12 月ということになりま

すが、ご案内のとおりユネスコの無形文化遺産リストに登録をされたということでございます。この「和

食」の登録申請にあたりましては今日ご出席いただいている熊倉委員、山口委員他多くの関係者の

皆様方にお世話になったところでございます。 

 この申請自身は日本国政府として申請をしたわけでございますが、その申請の際には「和食」という

ものについて、「自然を尊ぶ」精神に基づく日本の豊かな風土と結び付いた、日本人の伝統的な食

文化であるということで、「①新鮮で多様な食材とその持ち味の尊重」「②健康的な食生活を支える

栄養バランス」「③自然の美しさや季節の移ろいの表現」「④日本の伝統行事との密接な関わり」とい

った４つの特徴を持つものとして整理をした経緯がございます。 

 無形文化遺産登録がきっと追い風になっているということだと思っておりますけれども、今や和食、
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日本食につきましては世界的なブームになっているというふうに思っております。今週、農林水産省

が発表した調査でありますけれども、海外で日本食レストランということで看板を掲げているレストラン

が、平成 25 年時点の 1.6 倍ということで約 8 万 9,000 店に急増しているということも分かったところ

であります。 

 他方、日本の消費者、日本人の家族の在り方などの変化も伴いまして、この日本で和食の存在感

が薄れつつあるのではないかということも言われているところでございます。文字通りの遺産、失われ

た文化遺産ということになってしまわないように次世代につなげていくことが必要だというふうに考えて

いるところでございます。 

農林水産省といたしましても、まず昨年度は保護・継承すべき和食文化の対象範囲につきまして、

どのように考えるべきなのかといったことを主たるテーマといたしまして、有識者による検討会を開催

いたしました。後でまた紹介いただく予定でありますけれども、和食文化の概念につきまして一定の整

理を行ってまいりました。また、農林水産省の政策ということでは、今年 3 月に食料・農業・農村基本

計画を改定しておりまして、その中で「和食」の保護・継承につきましても和食会議とも密接に連携し

て「和食」の保護・継承を産学官一体となって取り組むのだといったことも掲げているところでございま

す。 

 このような経緯も踏まえまして、本年度この検討会におきまして和食文化の効果的な継承策につい

ての検討、さらにはこれを深めていただくことを通して、日本の国民の和食志向について維持、場合

によっては増大、拡大につなげていくといったことで次世代に和食の文化の継承、ひいては国産の農

林水産物の需要拡大なり地域の活性化ということにもつなげていきたいと考えているところでございま

す。 

 これも後でまたご説明いたしますけれども、この検討会では国民の食生活の実態、和食文化に対

する意識についての全国的な調査を実施したいと思っております。また、2 つ目といたしましては和食

文化の効果的な保護・継承策の試みの試行、意見交換などを行っていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 それらも踏まえまして、先ほど申し上げたユネスコへの登録申請のときに整理をした和食文化の特

徴を踏まえつつ、土台としつつ、より多くの消費者に食生活を振り返っていただき、その食生活といわ

ゆる「和食」というものとの距離感といいますか、どういうふうになっているのかということをもう一度ご確

認いただき、和食にまつわるさまざまな実践がよりしやすくなるような手法と併せて検討をすることが

できればと考えているところでございます。 

 委員の皆様方、さまざまな分野から多くの知見を持った委員の方々にお集まりいただいております

ので、それぞれのお立場から忌憚のないご意見、ご議論を賜り、本検討会が実りあるものにできれば

誠に幸甚というふうに考えております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 

天羽課長、ありがとうございました。 

 それではここで委員の皆様の紹介をさせていただきたいと思います。後ほど皆様には自己紹介をし
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ていただきますので、簡単にご所属とお名前のみの紹介とさせてください。 

 では、大久保先生から失礼いたします。一般社団法人日本家政学会、大久保洋子様。 

【大久保委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

株式会社ローソン、大山昌弘様。 

 

【大山委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

静岡文化芸術大学、一般社団法人和食文化国民会議の熊倉功夫様。 

 

【熊倉座長】 

どうぞよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

放送作家、脚本家でいらっしゃいます、小山薫堂様。 

 

【小山委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

金沢にあります日本料理「銭屋」の主人でいらっしゃいます、髙木慎一朗様。 

 

【髙木委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

クックパッド株式会社、堀内育代様。 

 

【堀内委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 
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前株式会社 NHK エデュケーショナル、今も番組のプロデュースをなさっていらっしゃいます、村上

憲一様。 

【村上委員】 

よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

味の素株式会社、特別顧問の山口範雄様。 

 

【山口委員】 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

料理家でいらっしゃいます、山脇りこ様。 

 

【山脇委員】 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

本日は、山形県鶴岡市の髙橋健彦委員においては欠席となっていますが、皆様 10名の委員でこ

れからご検討いただくこととなります。 

 続きまして、農林水産省の出席者のご紹介をさせていただきたいと思います。先ほどご挨拶をいた

だきました、農林水産省大臣官房政策課天羽課長。そして、天野食ビジョン推進室長です。 

それから私ども事務局を務めさせていただきます玉田と勝又でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、マスコミの方の取材が入っております。撮影につきましては、このタイミングまでとさせてくだ

さい。これ以降、カメラ等はお控えください。よろしくお願いいたします。 

 では早速、検討会を進めていきたいと思います。本検討会の座長の互選及び座長代理の指名を

行いたいと思います。委員の皆様、座長のご推薦などはございませんでしょうか。大久保委員。 

 

【大久保委員】 

熊倉委員にお願いしたいと思います。 

 

 各委員から「賛成」の声 

 

【事務局】 

皆様、「賛成」というご発言をいただきましたけれど、いかがでしょうか。それでは熊倉委員に座長を
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お願いできればと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、こちらの座長席にご移動をお願いいたします。座長に、本検討会を始めるにあたりご挨拶を

お願いしたいと思います。熊倉座長、よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

どうも、熊倉でございます。座らせていただきます。 

 私は座長ということでございますけれども、たまたま昨年の検討会で座長を務めておりましたその流

れでということだと思います。力が及びませんけれども、どうぞよろしくお願いします。 

 ご承知のとおり、今また天羽課長のほうからご挨拶がありましたようにユネスコの無形文化遺産登録

ということで「和食」という言葉を方々で聞くようになってまいりました。また、海外でも大変広まったとい

うお話でございました。 

 ただ、これが一過性に終わらずに地道な国民運動にしていかなきゃいかんというのが我々の使命で

はないかと思っております。 

 ユネスコの登録の中に、これは他の無形文化遺産の登録と非常に性格が違いますのは、担い手が

日本国民全体であると。こういう登録の仕方は、フランス料理の例しか他にありません。さまざまな芸

能・民俗・お祭りというものが無形文化遺産に登録されているわけですけれども、その中で国民全体と

いう、そういう担い手の規定というのは他にないという。そういう意味で、これは大変特異な指定である

ということでございます。言い換えればこれは国民全体の課題である、国民全体で取り組むべき本継

承の運動にならなきゃいかんということが我々のこれから願っているところであります。そのためにこの

検討会があるというふうに私は思っております。そういう意味で国民各層が一致して取り組めるような、

そういうかたちを我々は考えていきたいと思います。 

 この和食が登録された後、随分「和食とは何か」という質問をあちこちで受けました。そのときにいろ

いろ議論はあったのですけれども、私は文化であって食べ方あるいはしつらえ、精神、そういうものが

「和食」という中に含まれているのだということを申し上げていたのであります。しかし、それにしても「和

食とは何か」という素朴な疑問に答える必要があろうかと思います。そういう意味で和食の枠組みとい

うものをやっぱり我々はどこかできちんと示していく必要があるだろうということが去年の検討会の課題

でもございます。今年もそれを引き続き検討を重ねるということで、最終的に何かそういう枠組みの整

理ができればいいなということがございます。 

 今日は本当に各界から大変幅広い知見をお持ちの方々にお集まりいただいておりますけれど、こう

いう会を有効に成果あるものにしたいということで、ぜひ活発な忌憚のないご意見を頂戴したいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

【事務局】 

ありがとうございました。 

 では、座長から座長代理をご指名いただきたいのですけれども、熊倉座長、お願いいたします。 
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【熊倉座長】 

大変恐縮でございますが、山口委員に座長代理をお願いしたいと思います。 

 

【山口委員】 

分かりました。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。では、ここからの進行は熊倉座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

【熊倉座長】 

それでは早速でございますが、今日初めてお集まりいただきまして、皆様方はお知り合いの方も多

いかと思いますが初対面の方もいらっしゃいますので、ひとつどうぞ自己紹介を 1～2分程度でござい

ますけれどもお願いしたいと思います。 

 私は先程から申しております、和食会議の会長をしております熊倉でございます。それでは、大久

保委員からお願いします。 

 

【大久保委員】 

大久保洋子でございます。日本家政学会という学会がありまして、その中の食文化研究部会という

ことで会員が約 230 名いるのですけれども、そこの部会の事務方というかたちで部会長をしておりま

す。 食文化研究部会ですので、やはり今回の日本の食文化に対してもかなりうんちくが高い会員も

いますので、ぜひ入れていただいて会員の意見とかそういうものが少しでも反映されればいいというお

役目でここに立っております。 

 なかなか自分も日本で過ごして日本食を「日本食」と言ったり「和食」と言ったり何かいろいろありま

すけれども、日本で食べているので小さいときからもう全部食べて過ごしておりますので、そういう経験

も踏まえて。あまりしゃべれないですけれども、だいぶ年も食っておりますので歴史的にも個人的な歴

史みたいなかたちで経験もしております。あとは想いもありますので、少しでも皆さんのこういう会議で

意見を言えればいいかなと思ってまいっております。よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

では、大山委員、お願いします。 

 

【大山委員】 

どうも皆様、初めまして。ローソンの大山でございます。 

 こういったメンバーの中に参加させていただいて、本当に日常の生活の中で密着した実は商売をし

ているものですから、和食というよりも人間の本来の生活の中でどういうふうに食生活を送らなければ
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ならないのか。 

 私どもは 2 年前にちょうど会社のスローガンがありまして、これは会社の理念につながっているので

すが「マチのほっとステーション」という短いフレーズなのですけれど、その言葉を思い切り経営の方針

に落とし込んで「マチの健康ステーション」というような表現をして今現在につながっております。 

 この根幹を司るということで日々和食というか、日本の伝統的な食べ物をいかに取り入れて生活者

の方々に親しんでもらおうと。1 日 3 回もいわゆるいろんな商品を作って供給するわけですけれど、そ

の中に日本の伝統的なもののつくり方あるいは精神性。 

 例えば、お米を一つ、青果物を取ってみても、ちょうど TPP の課題がありますけれども日本のこの国

土で農水産、酪農、こういったものをつくり込んで日本の国民に食べていただこうと。一言で申し上げ

て、日本の農水産業というのは世界に通じる成長産業にしていきたい。 

 そのために、日本の国内で今現在 23 カ所のファームを持っております。作り手、販売する担い手、

我々になるのですけれども、それを一気通貫型でものを国民の方々に知ってもらおうということで日々

川上から川下までのビジネスをつなげてまいります。ぜひ、今回の場を通じて和食のよさというものを

具体的にアウトプットとしてやっていきたいという、こういう考え方に共感して参加させていただいたので

す。 

 今回の検討会はもう少し上位概念の中で、日本の和食というものはどういうふうに文化伝承されて

いかなければならないかというところのここの部分を勉強して、それを現場で実践していきたいという

ふうに勝手ながら思い込んでおりますので、どうぞいろんなメンバーの方々の知見とか知識を吸収して、

また現場で生かしてというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【小山委員】 

放送作家の小山と申します。僕は本来テレビや映画を作る仕事が本業なのですけれども、二十数

年前に「料理の鉄人」という番組を作った頃から段々食の仕事が増えてきまして依頼が多くなってま

いりました。 

 3年前に京都にあります下鴨茶寮という料亭を引き継ぎまして実際に自分のなりわいとして食をやっ

ているのですけれども、その下鴨茶寮を引き継いだときにやはり伝統とは何だろうというのを考えたとき

に、あるお茶人の方が「伝統とは革新の連続である」という答えを出していただきまして。 

 そう考えたときにやはり和食というものは常に変わり続けて今に至っているので、和食の持つ定義は

本当に難しいのではないかと感じております。何をもって和食と言っていいのかというのが本当に人に

よって違うのかもしれませんし、伝えなければいけないことも違うかもしれない。そのときにやはり昨今、

国民の共感というのがものを進めていく上でとても大切で、上からものを降らせるように何かをしようと

すると非常に否定されるような状況になっておりますので、まず共感を得られるような仕組みを考え

ながら、一番最後に伝えたいもの、伝えるべきことを考えるような、そういうやり方をやっていくべきかと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【髙木委員】 
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金沢で料理屋をやっております、髙木と申します。金沢で 2 軒料理屋をやっておりますけれども今

までで十数カ国、年間で大体 10 回程海外で料理のフェアをやったり調理学校で日本料理を披露し

たり、指導したりということをさせていただいております。そんな中で我が国の料理が非常に世界中で

評価されているというのを肌で感じている反面、いざ国に戻ってきたときに、足元を見たときに我々の

本来の料理というか、生活というか、これは一体本当に海外からイメージされているものどおりじゃな

いのではないかと思うことが実は多々ございます。 

 その筆頭がやはり日々の食事でございまして。もちろん多様化ということを言ってしまえばそれで済

む話なのですけれども、やはりその中でもぶれてはいけないところ、見逃してはいけないところが必ず

あるような気がします。そこがもちろん和食の保護という観点もさることながら、私個人的にやっている

料理屋としてのなりわいの根幹をなすものであるとも考えております。ですから、もちろん和食のために

ということでこちらにまいっておりますけれども、同時に我々の料理屋業界、料理人、そして食にまつわ

る全ての産業のためでもでございます。例えば、食器・テキスタイル・建築、料理人としては我々の業

界というのはあらゆる産業にコネクトした業界だと思っております。 

 そんなようなところで、こういう場に私が座らせていただくことは本当に光栄に思っております。よろし

くお願いいたします。 

 

【堀内委員】 

クックパッドの堀内と申します。このような場に参加させていただいて、ありがとうございます。 

私の説明というよりも今日はクックパッドとして来ておりますので、利用者の方、毎日ご利用されてい

る方は年間 5,600万人以上ございます。そのうちの 75 パーセントが女性ということで、ほぼ日本の女

性の料理を作られている方は毎日弊社のレシピを見てお料理をされているという状況になっておりま

す。ですので、私どもは実はそのデータをたくさん持っておりまして、実際にどのようなものがどういうふ

うに作られて、どんな考えでどんな時に作っているかというものがリアルに手に取って分かります。皆さ

んの懸念されるような色々な料理離れもありますし、そういうのもぜひお伝えしていきたいです。 

 例えば、具体的に言いますとカレイの煮付けなんかは、全然まだ作られております。懸念されるよう

なことはありません。ただ、フライパンで作っていらっしゃると、そういうような実態をぜひお伝えしながら、

今度は一般国民にお伝えしていく時に和食をもうちょっとかみ砕く、私どもはそれが一番得意だと思っ

ておりますので、それをやっていければと思います。 

 他にも自治体と取り組んで地産地消のものでいろんなレシピの選手権をやってみたり、この秋になる

のですけれども和食を海外に発信するようなサイトもスタートアップ中でございます。 

 個人的にはあまり和食は得意というわけではございませんが、一応チャンネルを持っておりますので

最低限のことは分かるかと思いますので、お手柔らかによろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

【村上委員】 

村上と申します。現在は番組のプロデュースをフリーでやっておりますけれども、3年前まで NHK エ
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デュケーショナルと、これは NHK の関連団体でありまして教育テレビの 8 割ぐらい、ラジオ第 2 放送

の 9割制作をしておりまして、そこの代表をやっておりました。 

「きょうの料理」「きょうの健康」、それからここにいらっしゃる小山先生には「天才てれびくん」という

画期的な教育、NHK の番組とは思えないような番組を立ち上げたことがありまして、それの原案とい

いますかコンセプトづくりに参加していただいて、いまだにほとんど変わらずにそのまま放送させていた

だいております。 

「銭屋」の髙木さんのところでは、私は「利家とまつ」というのをご覧になったことはあるかと思います

けれど、大河ドラマをやっておりました頃に NHK で金沢放送局長をやっておりました。そのときに毎夕

食、髙木さんのところでお世話になれればいいのですけれども、月に 1 回行ければいいような極めて

高根の花といいますか、超一流の料理屋さんですのでなかなか行けず、先程もここで名刺交換をさ

せていただいて、こんなに近くでお話ができるなんていうのは大変委員冥利に尽きるなというふうに思

った次第であります。 

 クックパッドさんとは NHKの放送だけではなくてデバイスはいろいろあるので放送通信の融合、これを

積極的にやっていこうということで「きょうの料理」のサイトを立ち上げました。「みんなのきょうの料理」

というサイトでありますけれども、なかなかクックパッドさんには追い付けずに、遙かかなたに背中がよう

やくかすんで見えるぐらいまで追いついてきたつもりでありますが、まだ、まだ精進が足りない、いろいろ

秘訣を教わっていければなと、こんなふうに思っております。 

 山口さんのところとも番組は一緒に作らせていただいたこともありますし、まさに農水省の皆さんとは

3世代フェアという「きょうの健康」と「きょうの料理」を合わせた全国各地で月 1回ぐらい、今はやって

おりませんけれどもイベントをやっておりまして、そのときにいろいろご指導いただいたというような経験

がありまして、いろんなかたちでお付き合いをさせていただいた皆さんがいらっしゃいますので心強い

限りであります。 

 私は、「和食」といってもハンバーガーぐらいしか食べていないものですから、なかなか座長の熊倉

先生もおっしゃっていましたけれども非常に幅広く奥深く、和食文化というふうに言うと一番近いという

ようなことをおっしゃっていただいたと思います。なかなかこれだと難しく近寄り難いので、「おふくろの

味」というのはすぐ思い浮かべますけれども、これとはイコールではありませんし、なかなか難しい。 

 キャッチ、あるいはゆるキャラブームでありますので象徴的なキャラクター、一行で言えるキャッチフ

レーズとか、いろいろそういうことを考えながら収斂をしていって、これからの和食を引き継いでいく皆

さんたちにも興味と関心が湧くような手だてができればなと。こんなことでお手伝いができるかどうか分

かりませんけれども、非力でありますので不安でありますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【山口委員】 

味の素の山口です。ユネスコへの登録申請の段階からかかわりましたので、今日以降のこの、いよ

いよ継承の具体策のところにまでかかわれるということで大変嬉しく思っております。 

 申請の中でも、例えばだし、うま味というのは非常に重要な要素の一つなわけですが、これは私ども

の会社の重要な事業分野ともぴったり重なるわけでして、そういう意味でも非常に強い関心を持って
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おります。 

 日本全体として日本ブランドの品質の良さ、品格の高さ、これを世界に打ち出していこうとしているわ

けですが、この和食文化をそのうちの重要な部分を担う柱の一つということで皆様ともども磨き上げて

いきたいと、その一翼を担いたいと思っていますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

【山脇委員】 

初めましての方が多いのですけれども、山脇りこと申します。料理家をやっています。よろしくお願い

いたします。 

 私は大体雑誌とか書籍を中心に、少しは手間を掛けてお料理をしましょうというようなレシピを提案

しています。代官山で料理教室をやっておりまして大体 3～4 年ぐらいだしの教室というのをずっとや

っているのですけれども、大体いらっしゃるのは 30～40 代の方が多いです。きっかけは皆さんお子さ

んが生まれたから、結婚したから、人に言えない食生活をなんとかしないと自分がまずいというような

ことがきっかけでいらっしゃるのですけれども、私自身思っているのは日本人だからというようなスタン

スではなくて、とにかく自分で出汁を引くとおいしいですし私自身が癒されるということで、たった 10 分

出汁を引くだけで「もしかしたら私、すてきな奥さんかも」という幻想を抱く効果まであって、そういう意

味で皆さんにご紹介しているのです。 

 大体、皆さん一度いらしていただくと、昆布を水に漬けるというようなことぐらいは習慣になってやって

いただいているような気がします。その中でどういうことを思うかというと一つ面白いなと思ったのが、

30 代ぐらいの方が 2 回目にいらっしゃるときにご自身のお母さんを連れていらっしゃって。お母様とい

うと大体 70 歳ぐらいの方もいらっしゃいましたし、60 代前半の方もいらっしゃるのですけれども、少し

私たちが思っている伝承とか伝わっているという感覚の年代がちょっとずれているのかなというような

ことを。今で言うとおばあちゃんも出汁を引いていないみたいなことなのかなというようなことをあらため

て感じたりしています。 

 今教室にご登録いただいている方が 900 人ぐらいいらっしゃいますので、何かちょっとお料理に対し

てポジティブな考えを持っていて、お料理を楽しみたいと思われている方がどんなことを考えているの

かみたいなことをお話しできたらと思います。また、私自身も皆さんのお話を聴いていろいろ勉強をさ

せていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

どうも、いろいろありがとうございました。今日欠席の髙橋委員について事務局で紹介してください。 

 

【事務局】 

髙橋委員の資料は、参考資料 1－1 になっております。髙橋委員がお勤めでいらっしゃる鶴岡市

は、ユネスコ創造都市ネットワーク食文化分野に昨年加盟をなさっております。鶴岡の食文化の特徴

に関しましては、2 ページにわたって説明が写真とともに書かれています。高橋委員に伺ったのです

が、こういったところに書かれているものは代表的なもので、鶴岡の食文化というのはいろいろなことが
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あって、その多様性全てが鶴岡市の食文化であるといったことをおっしゃっておりました。その多様性

を象徴的に示したのが表紙にありますロゴマークということです 

 具体的にユネスコに加盟なさった後にされたこととして『つるおかおうち御膳』という鶴岡市に古くか

ら伝わる伝統食などを紹介したレシピ本、また『はまべの味』『はたけの味』『たんぼの味』といった、さ

まざまな鶴岡市の在来の生産物を使ったレシピ本の出版をなさっています。 

ユネスコ創造都市ネットワークに登録されたことによる効果として、世界の創造都市とのノウハウが

共有できたようなこと、国内外にアピールすることによって地域にたくさんのお客様がいらっしゃったこ

と。市民、市内事業所の意識が向上し、皆さんと一緒に鶴岡市を盛り上げようといった機運も醸成さ

れたということです。これからは、ミラノ万博の参加に向かっての活動を進めていくと聴いております。 

本日は議会の関係でどうしても出席できないのですが、「この検討会を非常に楽しみにしております」

というメッセージもお預かりしております。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございます。この資料にございますように、ユネスコ創造都市という指定があります。それ

の食の世界、食のジャンルで日本で初めて、また唯一鶴岡が登録されたということでございます。 

 先程、皆様方の自己紹介の中にも色々なかたちで触れられたかと思うのですが、この検討会のタ

ーゲットと言うと変ですけれども、若い世代にどういうふうに伝えていくのか、あるいは何をメッセージと

して我々は伝えるべきなのか、この辺が一つ大きなテーマになっていくかと思います。そういうことで、

これから議論を進めていきたいと思います。 

 早速ですが、今日は資料の 1～5 まで項目が示されております。その 1 でございます。昨年度の保

護・継承環境整備事業ということにつきまして、どういう内容であったかということを農林水産省の天

野室長のほうから説明をお願いいたします。 

 

【農林水産省】 

それでは、この『「和食」を未来へ。』というパンフレットを使って簡単に昨年のレビューをさせていた

だきたいと思います。 

 1 枚お開けください。「はじめに」というところがあるのですけれども、「和食」が 2013 年に登録されて、

このことによりまして我が国としても保護・継承措置を講じていくことになっております。しかし、保護・継

承していくということの中で、じゃあ「和食」というのは何なのだということがまず最初の入り口になるのだ

ろうと。しかしながら先ほど小山委員からもありましたように、それは個々の人々ごとに「和食」の範囲

が違っている。そういう形の中で国民全体が一丸となってこの保護・継承というのをどういうふうにやれ

ばいいのか、その辺が昨年の入り口でありました。具体的に検討会をするとともに文献調査・アンケー

ト調査・住民との意見交換・海外調査、こういったことも実施しながら検討を深めてきました。左のペ

ージにありますのは、まず「和食」文化の特徴として 4 点。今後も議論がいろいろあると思いますけれ

ども、ユネスコに登録したときに言っていたのはこの 4 つでございます。豊かな食材、栄養バランスの

良さ、自然の美しさや季節の表現、年中行事、この 4つでございます。 
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その次のページをお開きいただきますと、登録をしてきた中で先ほどからいろいろなお話があります

が、「注目を集める和食文化」ということで海外の日本食のレストラン数もどんどん増えていると。それ

から、外国人が訪日前に期待することの 1 位は日本の「食事」で、外国人が好きな海外の料理の 1

位も「日本料理」であり、イタリア料理や中国料理などを押さえているというような統計があります。一

方で、左側には「存在感が薄れつつある和食文化」ということで、地場の食材を生かした郷土料理が

なくなってきているのではないか、食事の挨拶をしない若者が増えた、箸も使えない子供が増えた、

若い女性が和食を作ることに苦手意識がある、そういうことが現在の和食文化に心配されているとい

うようなアンケート調査があります。 

 そうした中で、その次のページで考えていることは、では和食文化は元々どういうものなのかというと、

長い歴史がある中で結構変わってきているんじゃないかという話であります。ここの絵の中にあります

のはお寿司とてんぷらでございますが、それぞれ大陸あるいはヨーロッパの方から伝わってきたもので

す。しかしながら、今現代の日本人はこれは和食文化の根幹だというふうに認識しています。 

 そのように日本の気候・風土に根差した伝統を土台としながら、その上で時代や環境に応じて変化

する、消費者の嗜好や技術などを踏まえて絶えず進化し続けている、そういうのがこの和食文化では

ないかというふうに位置付けております。 

 そうした研究を踏まえて、では何を子孫につないでいくべきなのかという議論がありました。この中で

和食文化の核となる要素と、その周辺にある時代や環境に応じて核となる要素を支える形で存在す

る要素、こういったことを少しグラデーションを付けながら位置付けできないか、しかも分かりやすく示

せないかという議論がありました。それを考えるに当たっては保護・継承に取り組む理由、誰が中心

的な担い手なのか、そういったことも議論する必要があるだろうという話になりました。 

 こういう中で 8 ページのところの下の方に少し矢印表がありますけれども、誰が中心となってやって

いくのがいいのかと。ユネスコに登録するときにたくさんの人が支援をしたり、応援をしたりしていただき

ました。そういう人が中心になってやればいいんじゃないのかということではなく、日々和食文化に接

する全ての日本人がやるべきだ。家庭において、作り手・伝え手・食べ手となる人ではないか。 

 さらにはその理由は何か、ユネスコに登録されたからなのか、そういうことではないだろうと。健康的

でおいしいと世界から絶賛される和食文化の母国としてやっていくべきじゃないか。おふくろの味、ふ

るさとの伝統料理をつないでいくことで家族や地域との絆を深める効果があるんじゃないか、そういう

ようなご意見がありました。 

 そういう中で、では「和食」とは何だろうと考えていったときに、9・10・11 ページのところにいきますが、

まずは和食というものを真正面から言いにくいのであれば和食じゃないものというのを考えてみようとい

うのが 9ページであります。 

 先ほど言いましたところの正反対に、矢印の下の方にあるような「風味が失われた食材」で作られた

料理、「偏った食事」「季節感のないメニューと体裁」「集いのにぎわいがない孤食」、こういったような

言葉で代名詞されるような食卓、食事は和食ではないのではないかということであります。 

 そういうことを踏まえて、この最後の 10・11 ページのところで提言がしてあります。真ん中のところに

縦書きであります「現代の私たちの食生活には、和食文化とその対極的なものとの間に」、まあ「グレ
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ー」という言葉がいいかどうかは別として中間的な存在があるのではないか。 

 ただ、「このことによって非常に豊かな食生活を実現している面があります。発展・進化する和食文

化の対象範囲を考える上では、この存在に光を当てることが一つの実態の解明にも大事ではないか」

ということで右側には要素ごとの分類を、左側には要素の組み合わせによる献立あるいは食卓による

分類を記載しております。 

 右側では中心に和食のコアに非常になるだろうと思われる要素を位置付けながら、その要素ごとに

外側に段々とみんなが和食、これもそうかな、でもこれは違うのではないか？ というのが少し分かる

ように。ただ、これは別に何が和食で何が和食じゃないということをあえて言うというよりは、こういうよう

なことになっているなということを認識しやすいようにしようというような取組であります。 

そして実際の食事は左側のような形で提供されますが、和食文化において一汁三菜という話があ

ります。こういうようなもので置かれているものを中心といたしまして、一汁三菜の進化形として真ん中

に例えばステーキとかから揚げがありまして、ご飯・お味噌汁・漬物があっても、これも和食文化の一

形態としていいのではないか。さらにはその脇に折衷料理として具体的にはカレーライス・オムライス・

ラーメンという言葉がありますけれども、出汁がいっぱい利いているラーメンあるいは国産食材でたくさ

ん作られているようなカレーライス。しかも、これは元々の国で作られているものとはだいぶ違って日

本人の舌に合わせたような形になっている、こういうものも和食の進化形の一つとして捉えてもいいん

じゃないか、そういうものが昨年議論したところであります。 

 昨年は、和食会議との連携の中で進めてまいりました。今年はこれを更に発展して検討していただ

ければと思います。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

このパンフレットはかなり整理されていない状況ですけれども今こういう問題点があるというかたちで、

特に 10・11 ページの提言というのはまだ未熟なところがあります。これをできれば何か形になったも

のにしていきたいというのが今年の課題でもあります。 

 それでは、次の資料 2を事務局の方からお願いします。 

 

【事務局】 

平成 27 年度「和食」の保護・継承推進事業の概要についてご説明をさせていただきたいと思って

おります。資料 2になります。 

 今、天野室長からご説明がございました昨年度の事業のベースに立ちまして、平成 27年度の事業

は次世代への和食文化の効果的な継承策の検討・明確化・発信を行っていきたいと思っております。

具体的には下の図にありますが、「事業の到達点」といたしまして、国民の食志向の明確化を行う。そ

の上で昨年度検討した和食文化に関する整理をさらに深化し昇華させていく。そして和食文化の効

果的な継承策の検討・明確化・発信をする。そして国民全体の機運を醸成していきたいと思っており

ます。そこで重要なのが国産農産物等の需要の拡大、和食資源をフル活用とした地域活性化にもつ
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ながっていくこと、そういった視点を持ちたいと思っております。 

 本事業の範囲といたしましては、下に書かれている 5 点になります。本検討会では「有識者による

検討会」「国民食生活実態調査」「和食文化のスコア化」「具体策の試行・検証」、さらにはその「周知

活動」を行っていくといったところになっております。最終的には、「和食文化の次世代への継承」とい

うことをこの時点で達成していきたいと思っています。 

 めくっていただきまして次のページ、さらに具体的なアウトプットイメージということで書かせていただい

ております。「目的」のところに書いてあります「和食文化に関する整理の深化、昇華」。その「事業活

動」を通しまして、「アウトプット」としては「和食文化に関する国民により分かりやすい枠組みの整理」を

して提示していきたいと考えております。そのツールとして和食文化のスコア化を提案しております。 

 2 つ目の「目的」、「和食文化の効果的な継承策の検討・明確化・発信」、こちらも「事業活動」を通

じまして最終的な「アウトプット」といたしましては「次年度以降の和食文化継承策の方向性を提示」し

ていきたいと思っております。さらには、「継承策の 1ツールとして和食文化のスコア」というものも提示

したいと考えております。 

 さらに、ページをめくっていただきまして、「和食」の保護・継承推進事業の全体像というものが次の

ページに書かれております。これまでに説明させていただきました 4 つの事業、下にございます「国民

食生活実態調査」、左手の「和食文化のスコア化」、右手の「継承策の試行・検証」、「国民意見交

換会」。これら 4 つをバラバラに走らせるのではなく、結果をもって内容を調整したりチューニングを行

ったり、それぞれが有機的に効果的に事業を進めていけるようにしたいと思っております。 

 そして中央に置かれております「和食」の保護・継承推進検討会、こちらが中心になってこれら 4 つ

の事業について方向性を決めていきたいと思っております。さらには、本事業におきまして一般社団

法人和食文化国民会議様と連携を取りながら有機的な活動をしていきたいと考えております。 

 最後のページです。「和食」の保護・継承推進検討会の実施の流れということで書かせていただい

ております。一番上にございます第 1回検討会、こちらが本日になります。本日は全体的なところ、事

務局案を提示させていただきまして、皆様のご意見をいただくというようになっております。それ以降、

2 月に予定されております第 8 回検討会までかなり密なスケジュールが入っておりますけれども、そ

れぞれ、例えば調査実施・完成案の提示・継承策実施・意見交換会実施・決定という赤のところがご

ざいますけれども、具体的なアウトプットに向けて皆様の活発な討議を進めていっていただけたらと考

えております。以上です。 

 

【熊倉座長】 

何か恐ろしいようなスケジュールでございます。 

 今資料 1、つまり昨年度の経過あるいは成果、そして今年の目的・活動・狙いということも、それにつ

いてちょっとご意見をいただけたらと思うのですけれども。 

 今度は若い世代という中でも特に子どもたちといいますか、もう和食とか洋食という概念が全くない、

持たない子どもたちにどんなふうな内容を伝えていくかということがとても問題になろうかと思います。 

 子ども文化についてお詳しい村上委員、何かその辺のところを。 
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【村上委員】 

教育テレビで幼児向けの番組とか、さっきちらっとご紹介させていただいた「天才てれびくん」という、

これは小学生から中学生ぐらいまでいろいろやっておりますが。「ひとりでできるもん！」という、これは

幼児向けの番組でありまして、それを立ち上げたことがありました。料理の分野で幼児がお母さんの手

をあまり借りなくても 1人で立ち向かえるというようなことを最初にやり出した番組だろうと思いますけれ

ども、包丁を持たせるのは危険だとか、はさみもしかり、いろいろ台所には危険なものが火も含めてたく

さんありますので、お母さんの手を借りるのが原則じゃないとなかなか視聴者の皆さんからも最初は支

持されませんでしたが、我々はそれを前提にして作りました。 

 幼児向けの番組ですと、他には「えいごであそぼ」「にほんごであそぼ」とか、遊ぼうシリーズで「からだ

であそぼ」とかいろいろやっておりまして、文科省の皆さんと一緒に『アルゴ体操』なんていう体操を作

って「からだであそぼ」で紹介しました。幼児の行動範囲といいますか社会範囲というか、遊びながら

その世界に溶け込むというか、いつの間にか学んでしまう、あるいは身に付いてしまう、そういう狙いで、

コンセプトで作っておりました。 

 じゃあ、和食に絞ったときにどういうふうにやるかというと、これはなかなか幼児向けは極めて難しい

だろうと思います。私の孫もそれで育ったのですけれど箸を使いやすく、あるいは正しい操作ができる

箸があるのです。それなどはまさに和食の本当の入り口だろうと思います。あるいは「いただきます」。

あるいは本当にこれでもう食べないの、これで終わっちゃうの、終わりでいいのですか？ と母親が聞く

と分かるような、その動作で示す「ごちそうさま」の言葉も含めて、というような行儀作法、道具、座長

の熊倉先生もおっしゃった和食文化の広さ・難しさ・奥深さは本当につかみどころがない。「文化」と言

ってしまうとと一番近いのだろうと思うのですけれど。もし、NHK の教育テレビの新番組でこの世界を採

り上げて立ち上げるといったときに、どんなふうにやるのが一番いいのだろうかなんてさっきも考えてお

りまして。一朝一夕には出てきませんで、そんなことを悩んでおりました。 

 

【熊倉座長】 

今「遊びながら」というご発言ですが、これなんかもこれから考えなきゃいけないポイントだと思って

おります。他にいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。じゃあ、またお気付きのところでご意

見をいただくことにいたしまして、取りあえず次の第 3 番目、社会調査についてご説明をお願いしたい

と思います。 

 

【事務局】 

では、資料 3について説明をさせていただきます。 

今回、国民の食生活における和食文化の実態調査というものをさせていただきたいと思っておりま

す。調査の目的としましては、和食文化が家庭の中でどのぐらい実践されているのか、「実践度（行

動）」、どのぐらい大事だと思われているのか、「重要度（意識）」を把握して今後の和食文化の普及、

施策立案に資することを目的として実施していきたいと思っております。 
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 今回、調査項目を組み立てる際に留意した点は以下 3 点になります。1 つ目、和食文化に関する

整理について、昨年この検討会で議論された和食文化の項目の浸透度を測ると同時に国民の方々

がどのような「こと」や「もの」を和食文化と考えているかについて先入観なく問えるような調査・文言・

順序というのに十分留意したいと思っております。 

 和食に関しましては食べる立場、食べ手の立場と、料理を作る立場、作り手の立場双方がございま

すので双方について実践度と重視度、そちらを把握できるような組み立てを考えております。 

 実践度におきましては回答者の方が答えやすいように、またその結果が曖昧にならないように具体

的に問えるような調査文言を考えていきたい思っております。 

 めくっていただきまして、調査から導き出される仮説、大きな仮説についてご説明をさせていただき

たいと思います。冒頭申し上げましたとおり、調査に関しましては家庭の中で和食文化に関するものが

実践されていて、さらには大事だと思っているか、そこをきちんと把握していきたいと思っております。

分析するに当たりましては日常的にやっていて、かつ大事だと思うもの、左上のブルーのところです。

こちらに関しましては、和食文化として大事なものと考えていると思います。下のオレンジのところ、日

常的にはやっていないけれど大事だと思っていること、こういったこともたくさん和食文化の中にはある

かと思います。これは何かが障害となって実践できていないということになりますので、どのようなこと

をすれば実践に変わるか、行動のきっかけとなるような施策を考えていけたらと考えております。さら

に右側の上のグリーンのところ、和食文化のことで日常的にやってはいるのだけれど大事だと思わな

い、そういったものに関しては特にそれが和食文化であるということを伝えることによって意識化できる

ようなことがあると思います。そういった施策というのも考えていきたいと思っております。調査の回答

から意識と行動のギャップが多いもの、そちらをきちんとあぶり出していくことを今回の調査では行って

いきたいと考えております。 

 めくっていただきまして、次のページは調査の全体設計となっております。調査のいわゆるベース項

目というものです。どのような家庭環境にあるのかといったところ。2 番に関しましては食生活の実態、

食への関心度というものを採っていきたいと思っております。「食への関心度」のところに付随ですけ

れども、特に和食文化について重要な「ハレの日の食事」についてもこちらで確認をしていきたいと考

えております。 

 3 番、「『食べる立場』としての、食の実践度と重視度」、先ほどお伝えしましたことについてこちらで

把握していきたいと思っております。4 番は、逆に「料理をする立場」、作り手としての「食の実践度と

重視度」、こちらについての調査を行っていきたいと思っております。5 番に関しましては、今回継承の

対象が次世代の子どもたちというのがございますので、今回の調査対象でお子様がいらっしゃる方々

に関しては、お子様における食の実践度と重視度、そちらに関しても把握していきたいと考えておりま

す。6 番、こちらで初めて和食文化というところについての話をしていきたいと考えております。和食文

化に対するイメージ、和食文化だと思うこと、和食文化の伝承の有無、どういったものを具体的に伝

承しているのか、そういったことについて 6番で把握していきたいと考えております。７番はは本人の職

業・普段一緒に食事をする人・食費・食に関する情報源、そういったことを確認していきたいと思って

おります。調査の全体的な構成、設計に関してはこのようなことを考えております。 
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 次のページは細かくなってしまうのですけれども、先ほどの和食文化の実践度として大事だと思うこ

とについての調査項目の構成案です。こちらはまだまだ構成案ということでこれから精査を加えていき

ます。昨年度の事業の資料、成果を活用させていただきながらこちらの構成案を考えていきたいとい

うふうに考えております。資料の構成上、和食文化といえるものと発展・応用型といえるものを分けて

記載しておりますけれども、実際の調査では交ぜて、調査される側が意識せずに回答できるようにし

たいと思っております。和食文化においては精神性というものが非常に重要だと認識しております。そ

れらが行動に表れるかという点で、調査項目というのも精査して見ていきたいと考えております。 

次ページ以降は「アウトプットイメージ」となっております。性別でどう実践度が違うか、年代でどう違

うか、地域によっても多分差が出てくると思いますので地域別にどのようなことが分析できるか。更に

は食の意識、料理の頻度、食べることへの関心度、そういったことでどのような結果が出てくるかとい

うことも併せて集計していきたいと考えております。 

 アウトプットイメージの 2番目です。こちらに関しましては先程申しましたマトリクス、日常的にやってい

ることと大事だと思うこと、そちらを 4つの箱に分けて分類して抽出したいと考えております。こちらに関

しても性別、年代、地域ごとに違う結果が出てくると思いますので、そういった視点でも分析を加えた

いと考えております。 

 さらにアウトプットイメージということで 2枚付いております。これもまだまだ例えばというところですけれ

ども、3番「和食文化アクセル層のあぶり出し」、こういったことも今回はしていきたいと思っております。

和食文化を大事に考えて今でも習慣行動をしている、そういった層は確実にあると思います。ただ、

その下にある「新たにアプローチしたい顧客、習慣行動のポテンシャル層」、そういった方々がどんな

方たちなのか、こういったところを今回の調査からもあぶり出していきたいと考えております。 

 最後のアウトプットイメージ④になります。こちらは人口ピラミッドのようなものですけれども「和食文化

ピラミッド」というものを作成したいと考えております。和食文化における「実践度」「重視度」を食べ手、

作り手それぞれの立場で性年代はどのように分布しているのか、そういったものを可視化できるような

アウトプットを作っていきたいと考えております。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。大変盛りだくさんな調査になろうかと思います。調査の規模はどうでした？ 

 

【事務局】 

調査規模は全国で 1万 5,000サンプルに配布し、1万サンプル以上回収のネット調査を実施いた

します。 

 

【熊倉座長】 

かなり大規模な調査を意図しております。これについては既に何かとご相談いただいて動いておら

れる大久保委員のほうから何かコメントがありましたらお願いします。 
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【大久保委員】 

なかなか最初にアンケートというものはきちっとやっておかないと、後からまたこれを調べればよかっ

たとかいろいろありますので、こういうふうに何が知りたいかというのを目的にきちっとやっていらっしゃる

ので大丈夫かと思うのですけれども。 

 少し気になるのが和食文化といえるものというのは、この調査者のほうの意識が高過ぎて、調査内

容が和食文化に偏り過ぎている感じ。全体に答える人のことを考えますと、あんまりたくさんあると答え

がいいかげんになっていくというのはアンケートの一番悪いところなのですけれども。初めは真面目に

書いていても、こんなにたくさんあるの？ というかたちで途中から後半の質問に対していいかげんに

なるという可能性が。学生なんかを見ているとかなり見えますので、そういうことにはならないと思いま

すけれども適量のアンケート内容で最初は実態調査という意識をしっかり持っていかれたほうがいいと

思うのです。和食を調べたいのだという意識ではなくて今はどうなっているのかという内容にしまして、

もちろん和食として私などは豚肉のショウガ焼きなんていうのはもう和食の最高のものというか、代表

でもいいのではないかというぐらい肉とショウガが入っていますよね。そういうような感覚もありますので、

肉に関しての質問はちょっと考えないでいい、和食だから魚みたいなイメージで和食をどのぐらい食べ

ているかを知りたいみたいなかたちでいきますと肉が忘れられてしまう。それよりも「今、1 カ月の間に

何を食べていますか？」という調査をして、調べる側がこのコンセプトで海草を食べているね、あまり食

べていないねというかたちの結果を分析していくのがいいような気がします。誘導まではいっていない

のですけれど、どうしても意識がこちらのほうが高くなってしまう。 

また結果が今回出て 1 年後でも 2 年後でもいいのですけれども、同じような調査をしたときにこの

動きがだいぶ浸透して、傾向を見ると和食素材がたくさん使われている料理になっているとか、そうい

うのが見えたほうがいいのかなと勝手なことを考えています。 

私もこの動きにかかわりましたら、もう自分の頭の中は和食でいっぱいなんですね。聞きたいことは

すごく和食のほうに偏るのですけれど、そこまで皆さんはまだ動いていないと思いますので、そういうこ

とは気になりました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

項目とか立て方、立て付けをご覧になってどうですか、ご意見を何か。どうぞ。 

 

【堀内委員】 

継承の担い手がお子様だということですので、最後調査をデータにするときにお子様の年齢、女子

か男子かは結構ですが、それによる分析をされたほうが、どこまで伝承されているかは幼稚園児と小

学校 3 年生では随分違うと思いますので、こちらで一度されたほうがいいかと思うのと。同じようなこと

なのですが作り手のほう、私たちは作り手がすごく詳しいのですが、どんな道具を持っているか、キッチ

ンの大きさによって全然今は作り方が全く違っていますので。 

基本的には国民が頑張っているという姿を褒めてあげながら浸透するのがいいかと思いますので、
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これはそういうようなちょっと幅広い、例えば、行事食と言えばみんなハロウィンを思い出してしまうの

ですけれども、ハロウィンでおすしを作っていたらいいよねというような広さの在り方も結果が出るような、

広めに取っていただければいいかなというふうに思いました。以上です。 

 

【熊倉座長】 

いかがでございますか。大山委員、どうぞ。 

 

【大山委員】 

和食文化という大きな定義付けの中に、どちらかというと家庭で一般的に接する機会、頻度が高い、

濃度が高いという意味ではこの主食をターゲットにされていると思うのですが、和菓子とか、そういった

ものも現実的なファクトとして世の中に成り立っているものがありまして。ただ、残念ながら和菓子を家

庭で作る行為というのはなかなかないもので、専門のメーカーさんが作ったもの、専門店で作ったもの

を食するというシーンが極めて多いと思うのです。私自身も若い人たちにどうやって押し付けることなく

日本の食文化を伝えていくかというところの中に、ぜひ、またいわゆる甘い、スイーツもあるかと思いま

す。和菓子は多分放っておくと何も残らなくなって、家庭で作らないものですから。ぜひ心の癒やしと

か、心の隙間を埋めてくれるようなこういった和菓子、もっと範囲を広げていってしまうと日本酒みたい

なものが出てくるのですけれども、ぜひそういったどちらかというと主食以外のところでも一つ項目として

挙げていただければもっと、もっと調査の範囲も気楽に入ってくるのではないかと思いますし、私どもも

和菓子というものを日本の文化の伝統的なものとして伝えていきたいと思っていますので、ぜひ検討

項目としていただきたいというふうに思います。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

 今、和菓子は大変衰退の方向で、京都なんていうところはもう一丁ごとに菓子屋があると思います。

それが今どんどん潰れております。本当に今おっしゃったところを何とかしたいなと思っています。それ

と、お茶ですね。 

 

【大山委員】 

意外に和菓子、もう超具体的に言いますと大福、どら焼き、あるいはあんことかあんこ玉みたいな、

意外や意外、皆さんはご記憶があるコンビニがいろいろスイーツを作り始めたのですが、スイーツって

一番最初に洋の世界から入っていったのですが、今はなんと和のほうが結構売れるのですね。かなり

購買者の層も幅が広いですし、事実として専門店はどんどん数が少なくなっているものの、私どもみた

いな業態が接地面積を広げて手に取っていただく機会、その幅が広がってきていますので、どっこい

生きていますので、ぜひ和菓子はいいと思うのです。お願いしたいと思います。 

 

【熊倉座長】 
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ありがとうございます。他にいかがでしょう。山脇委員、どうぞ。 

 

【山脇委員】 

少し入っているのですけれども、やはり調味料を少し聞いていただけたらなというふうに思います。

今、伝統的な造り方で造っている調味料の蔵を全国、回っているのですけれども、調味料を変えると

腕のほうがなくてもおいしい。冷ややっこにおいしいしょうゆを掛けるだけで、物語があったり丁寧に造ら

れていたりする調味料を掛けるだけで一気に家庭という意味では食事のグレードは上がります。皆さん、

5～6 種類味見をしていただくと全部味が違うということを分かっていただくのですけれども、なかなか

そういう機会がなかったりすることで目覚めていないだけという部分があるのですよね。一方で全国の

蔵を回っていると本当に大変なところが多くて、和食が広がった頃には調味料が絶滅してしまうので

はないかなと危機感を私は持っています。家業を継がない人にとっては就業する意味が持てない分

野で、家族とやられているところが多いのでなかなか本当に木おけで造っていたり、そういったお酢、

おしょうゆというのは。おみそは自宅でも作られる方は多い、増えていると思いますけれど、そういうとこ

ろを少し何か救済というか助けていかないとなかなか大変なことになるかと思います。 

 めんつゆとか市販のものを使っていただくのはもちろん大賛成なのですけれど、そういうときがあって

もいいのですが、それが何からできているかという。例えば、しょうゆ・みりん・だしで作りますということを

知らないような方がたくさんいらっしゃるので。それぞれのベースの基礎調味料みたいなものの味を知

った上で使っていただくのだったらいいと思うのですけれど、本物を知らずに近道だけをご存じという方

もたくさんいらっしゃるのですごくそれは残念なのですが、知ると絶対みんなファンになりますので。ま

た、全国にも全部違った味の、私は九州なのでちょっと甘いおしょうゆだったり、みりんを使うエリアが

決まっていたり、そのようなことも含めて調味料のことも少し何とか入れていただいて実態を知るという

か。みりんなんかは絶滅しかかっていますので、実態を知るというのをやっていただけたらなと思いま

す。 

 

【熊倉座長】 

 ありがとうございます。山口委員、どうぞ。 

 

【山口委員】 

これは結果を予想するに、我々が考えているよりもはるかに問題含みの実態が出てくるのではない

かと、唖然とするような結果になるのではないかと予想するのですけれども。そうすると、それを本来

の伝承・保護するための施策につなげていく必要があるわけですが。先程の説明の中で、そういう意

味ではこうあってほしい、あるいはこうしたいと思っているのにできないでいると、その阻害要因も当た

ってみるというご説明がありましたけれど、これは非常に大事だと思うのです。非常に惨たんたる結果

がもし出たときに、それは和食文化の例えば難度にあるのか、嗜好の変化にあるのかなんてすごく大

きな違いがあると思いますけれど、その辺をはっきりさせて、それを継承につないでいくとしたらこういう

手を打たなきゃいけないと。 
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 あるいは若い層がそういうことができていないとして、それは多分 1 世代前のところからが、親の態

度がしっかり教えたり方向付けをできていないからなのかもしれないわけです。そういう阻害要因を明

確にして、それを継承に持っていくためにはこういう手を打てばよさそうだなというヒントがでるような、

ぜひ解析をしてほしいと思うのです。 

 特にこれをやろうとすると食育をもうこれだけ何年か、それこそ国で法律まで作ってやってきて、今

の実態はどうかというとやっぱり学校教育を通じては随分成果が関係者の努力で上がっていると思う

のです。しかし、それが家庭というところではなかなか実効が上がっていないわけで、これもですから

全く同じような側面があると思うので。多分、学校教育を通じては随分この和食の伝承をこれからガン

ガンやってくださると思うのです。そうすると家庭で食育と同じようにそれができるためには、この阻害

要因にこういう手を打っていけばよさそうだというヒントを洗い出せるような、ぜひそういう組み立てにし

てもらって。できるだけいろんなクロス集計をして読み込んでもらって、解析をしてもらってこういう手を

打つべきなのではなかろうかというところまで解析をしてほしいと思います。 

 

【熊倉座長】 

おそらく調査の中から直接ではないかもしれませんが、調査の結果からこの検討会でその方法を

考えるという段階があろうかと思います。よろしくお願いします。それでは、またご意見があるかと思い

ますが後にいただくことにいたしまして、次の資料 4のご説明をお願いします。 

 

【事務局】 

資料 4 の説明をさせていただきます。資料 4 はこちらの 1 枚「和食文化のスコア化」というところに

なります。 

「和食文化のスコア化」に関しましては、昨年度の事業で提示された和食文化を構成する要素、

献立のかたちを基に、今ご説明させていただきました国民の食生活の実態調査の結果を加味しなが

ら、以下のステップで和食文化のスコア化というものを進めていきたいと考えております。 

 まず下に示させていただいておりますような、これは項目はイメージ例というところですけれども、和

食文化のチェックリストを作成したいと思っております。和食文化のコアの部分に関しましたところは、

例えばということで 5 ポイントというところを基本ポイントで付けております。和食文化の進化したものと

いうところには、3を付けております。 

 次のステップといたしましては、さまざまな場面で実際に提供されている和食文化的なものに関して、

チェックリストに基づいてスコア付けというものを試行的、テスト的にしたい思っております。目的といた

しましては、現実的に提供されている食の実態とスコアの項目立てのところに乖離がないかどうかを

検証するためにと考えております。 

 ３番目のステップといたしましては、国民食生活実態調査の調査結果に基づきまして、先ほどの実

践度と大事だと思っているその乖離でウエイト付けを行いまして、最終的なポイントを決定したいと思

っております。基本ポイントにウエイト付けを行って、最終的な和食文化のスコアを作りたいと思ってお

ります。 
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 こういったものをベースとして持ちながら、国民の方々に提示させていただくものとしましては、４のと

ころ、和食文化のスコア。まだまだイメージということになっておりますけれども、食べ方・メニュー・食

材・調理といったものに関しての具体的なスコアというものを発表させていただきたいと思っております。

これにつきましては、意見交換会、検討会の場でいろいろと意見交換を行いながら、最終的な和食

文化のスコアを完成して発表していきたいと考えております。 

  

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

これは先ほど農林水産省のほうからご紹介いただきました提言を土台にしているわけで、これをさ

らに具体化していったらどうなるかということですが。さっき「遊び」という話がありましたけれど子供にも

どんなことで興味を持たせるかというのは、これは大人の遊びみたいなところが。言ってみれば、みん

なスコア化してみたら自分の食べているのはおおよそ和食ではないなという自覚を持つことにもなるか

もしれませんし、いろいろな可能性があるだろう。まだこれは具体的なプランができておりませんので、

また後日お示しすることになっております。 

 典型的なもう和食というのは問題外として、また典型的な洋食、中華というのは別として、今我々の

周りにあります「和風」という世界はどんどん広がっておりますので、それをどう考えたらいいかというと

きの指針になればいいということでございます。 

 何かこれについてご意見は。農林水産省、いかがですか。 

 

【農林水産省】 

先ほどのパンフレットのところであまりスコア化の話をしませんでしたけれども、まさにこの提言のとこ

ろで議論があったときに、去年はいろんな絵のバージョンが検討されて、最終的にはこの何か弓道の

的みたいなものになっています。ど真ん中が一番点数が高そうで、外側にいくと場外みたいな感じに

なっていますけれど、必ずしもこれがいいとか悪いという意味ではなくて、それぞれがどこに位置付け

られているのかというのが、誰でも分かりやすくなればいいなということです。 

  排除するという意味ではなくて、むしろ包摂するためにグラデーションを掛けるというような議論だっ

たと理解しています。従って、スコア化をしたときに 10点満点がいいもので、例えば 1点が悪いものと

いう意味ではなく、1 点は今現在は和食のコアにはないかもしれないけれども、とは言いながら和食の

要素がこれだけ入っているのだというふうに思いながら、そのものをじゃあもう少しこういうふうにしたら

もしかして和食の点数が上がらないか？そういうような食をもう少し考えるようなツールになるのでは

ないかという議論の中で出てきたのが、このスコア化だったというふうに思います。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

そういうことで、まず一番土台になる「和食とは何か」というところが、ど真ん中のところがもちろんご

飯があって、味噌汁があって、お菜があって、お漬け物があってというイメージがありますけれども、も
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う少しそういう具体的なイメージだけではなくて精神的なもの、あるいはそれにまつわるさまざまなしつ

らえ、コミュニケーションというものを含めたど真ん中というものだと思う。 

 これについてはちょっと今日は準備できておりませんけれども、ユネスコに登録した和食文化の正文

というものをやっぱり皆さんに共通理解としてお持ちいただいたほうがいいのではないかと思います。正

文は実は英文なのですけれども、その訳文を付けたものが農水省のほうで作っておりますので、次回

までに皆様のお手元にどういうかたちで和食が登録されているかというその中身をお伝えしたいと思い

ます。 

 特にご意見がなければ、次の資料 5のところです。 

 

【事務局】 

では、資料 5の説明をさせていただきます。 

和食文化の継承策の試行・検証に関しての資料になっております。継承策、考え方のベースとし

て書かれているのが 1 枚目です。次年度以降に拡大して取り組むべき施策の方向性を確認するた

めに、今回は 2つの視点から継承策を提案させていただきたいと思っております。 

 1 つ目の視点としましては、今我々が日常行っている食行動を起点とする継承策。2 つ目はターゲ

ット、次世代の若者たち、子どもたちのターゲットの興味を起点とする継承策、この 2 つの視点からそ

れぞれ案を考えさせていただいております。 

 具体的なものに関しましては、次のページで一覧表になっております。1 の方向、食行動の上に興

味範囲を乗せたものに関しましては、6つの案を提示させていただいております。2つ目、興味範囲の

ところに和食文化というのを重ねさせていただいたものは、1つの案を提案させていただいております。 

 特に、食行動をベースとした継承策、これは 6 つの案を出させていただいておりますけれども、ター

ゲット世代に合った和食の文化の入り口となるかどうか、参加者の能動性、先ほどの遊びのようなこと、

取組が単発に終わらずに継続していくか、そういった視点に基づいて検討を行っていただきたいと考

えております。具体的なものに関しましてはそれぞれ次のページ以降で説明をさせていただきます。 

 1 つ目の案、タイトルといたしましては「親子 DAY@和食料理店」と書かせていただいております。家

族と一緒に和食文化を楽しむ、和食文化のコアを楽しむ時間を子どもが持てる、そういった機会を提

供できないかと考えております。日本料理店において親と一緒に時間を過ごすことによって和食を作

り出すプロセス、その理由などから、和食文化を再発見する機会を提供したいと考えております。 

 具体的な開催内容といたしましては、和食料理人の和食料理店を中心に、子どもが食事をそのプ

ロセスとともに体験できる特別な日を設定したいと考えております。参加者を親子で募集することによ

って家族でそういった時間を楽しむ、そういった機会の提供になります。家庭でも実践できるようなレ

シピ等を提供することによって、その 1 日の体験が終わった後も家庭で何らかの継続ができるように

考えております。 

 2 つの目の案のご説明に移ります。2 つ目の案は「イクメン和食道場」という名前を書かせていただ

いています。和食文化の家庭での担い手、それは子育てを一緒にしているお父様層でもあると我々

は考えております。和食の初心者である彼らに対して、一流の料理人が和食作りの基本を家庭での
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応用法とともに伝授するような料理教室、こういったものを開催できないかと考えております。開催内

容といたしましては、和食の料理人の方を中心に男性向けの料理教室。女性が入ってしまうとなかな

か遠慮をなさる方が多いと思いますので、男性向けの料理教室を企画したいと思っております。試食

にはご家族の方が参加できるようにいたしまして、食べ手と作り手、その融合を試みたいと考えており

ます。これも一過性の料理教室で終わらないように具体的に、例えば日曜日のお父さんが作る朝食

の献立、お父さんが作る子どものお弁当など日常的に存在するシーンを設定してメニューを提供し、

考えていきたいと思っております。家庭で和食文化に関して、お父さんも一緒に入って新しい会話、

行動が生まれるきっかけづくりになるような教室をできないかと思っております。 

 めくっていただきまして、3案目をご紹介させていただきたいと思っております。タイトルは「KAWAII和

食教室」と書かせていただきました。家庭での献立作りに関しましては、子どもが喜んで食べる、子ど

もが褒められて食べる、そういったことも非常に重要な要素だと思っております。特に、幼少期から学

童期には味わいとともにその見た目の印象がメニューを好きになる、献立を好きになるきっかけにもな

り得ると考えております。最近では、家庭の食を写真に残すような方々も非常に多いと、そういったよ

うな子どもの笑顔と一緒に思わず写真を残したくなるようなかわいい要素を追加した、そんな和食教

室ができないかと考えております。開催内容といたしましては、例えばというところですけれども料理、

レシピサイトのレシピ提供者を講師とするような料理教室を企画して、旬の食材を使用しながら和食

文化ならではの調理方法を活用、しつらえ、提供方法にかわいい要素を同時に提供したものが開催

できないかと考えております。さらに、子どもも手伝えるような行程というものをその中に取り入れること

によって、子どもが和食作りになじむ環境をつくり出すきっかけになればというふうに考えています。 

 4つ目の案、「お出汁の香る毎日」というタイトルを書かせていただいております。こちらも日本各地に

多様な出汁の文化がございますので、そういったものを 1 種類ではなくて数種類サンプリングすること

によって母親及び子ども双方が出汁を日常的に楽しむ生活、そういったものが定着できないかと考え

ております。子どもの味覚が育つ幼少期にバラエティー豊かな日本の出汁に触れてもらう機会が提

供できないかと考えております。実施内容といたしましては、数種類の出汁のセットと、簡単に作れる

和食レシピをオリジナルで開発して提供したいと考えております。例えば宅配事業者、そういった方々

と一緒になってこういったことをトライできないかと思っております。出汁の持つ香り、色、さまざまな魅

力があると思いますので、そういった視点からの情報も一緒に提供して新しい興味の入り口を設定で

きないかと考えております。 

 5 案目を紹介させていただきます。めくっていただきます。5 案目「お節づくりパーティー」と書かせて

いただいております。この継承策の試行は今の予定ですと、タイミングは 11 月後半ぐらいに行う予定

です。そういったタイミングでそろそろ皆さんはお節のことを考え出しますので、お節で何かできないか

と。自宅で作っていたお節が買うものへと変化している中、それぞれの料理が持つ意味合いというも

のも、なかなか知らずに忘れられていくというところもあるのかと思っております。核家族化が進んだ現

在、若いお子さんを持つお母様たちが一緒にお料理を作る、それを楽しむ機会、ホームパーティみた

いなことが増えているとも聞いております。そういったホームパーティで仲間と一緒にお節を作る、そう

いった機会が提供できないかというふうに思っております。年末、11 月になると仲間同士でお節を作
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り合う、そういった新たな習慣が根付くことを目指したいと考えています。実施内容といたしましては、

お節を数種類仲間で学ぶ体験会を企画、和食の料理人、料理研究家が講師となって、素材やレシ

ピの持つ意味合いについても講義して、家庭での復元が可能となるようなレシピを提供するといったも

のです。 

1方向目の最後の案 6「地域の宝を給食で食す」についてご説明させていただきます。給食の思い

出というのは皆様も大人になっても非常に心に強い印象として残っていらっしゃるかと思います。将来

地域を離れる若者が地元の食材とともに給食ということで和食を心に刻む、そういったことができない

かと考えております。開催内容といたしましては、地域特有の食材、地域に伝統的に残っている食材

というのを地元の料理人の方と学校関係者が協議の上、継続的な提供が可能な給食メニューとして

試作。保護者の方も参加した上で給食の試食を行って、誰でも調理可能なメニュー開発を行います。

試食後には遊びながら和食のことについて学べるようなカードゲーム等を用意いたしまして、食べるこ

とと学ぶこと一連で体験できるようなプログラムを想定していいます。 

 めくっていただきまして最後、こちらは 2方向目の提案になっております。ターゲット層の興味範囲の

上に和食文化を乗せていく、そういった考え方です。「和食文化ステージ＠ごちぽん」と書かせていた

だいております。和食文化の保護・継承の入り口として、スマホのアプリを活用できないかと思っており

ます。「ごちぽん」というのが既にあるスマホのアプリなのですけれども、こちらの中に和食文化を学べ

るような特設ステージを設定いたしまして、和食文化を学べるきっかけづくりが行えないかと思ってお

ります。親も子どもも楽しめる、広い範囲の人に対して和食文化の訴求を行っていきたいと思っており

ます。こちらに関しましては期間終了後にアプリユーザーデータを基に効果検証を行うことも可能とな

っております。「ごちぽん」の詳しい紹介につきましては、最後のページに付けさせていただいておりま

す。今現在のユーザー構成といたしましては、女性が 7 割程度ということで、年齢は 20～30 代が多

いのですけれども、親子で楽しんでいる方が非常に多いゲームだと聞いております。 

 最後のページになりますけれども、意見交換会について説明させていただきます。和食文化の保

護・継承策の試行・検証となるように活発な意見交換会ができるような会を企画して運営していきた

いと思っております。「ごちぽん」というのはスマホアプリになりますので実際には皆様に集まっていただ

くことはできないのですけれども、1方向目のところで説明したところ、その教室のアプリに皆さんに集ま

っていただきまして意見交換を行っていただきたいと思っております。 

 先程ご紹介しました和食文化のスコア化、こちらに関しても参加者に実体験してもらって、その内容

について意見を聴き、我々のほうでも役立てていく、そういった場にもしていきたいと考えております。

以上になります。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 

 これはいろいろご意見がたくさんおありになると思うのですが、あまり個別的な小さな集まりをやって

も効果がないようにも思いますけれど。今回はかなり明確にそこで何をするかという中身がはっきり出

ているようですので、それなりの効果を期待して。 
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 まず、これについてどうでしょうか、ご意見はいろいろおありかと思いますけれども、小山委員、いかが

でしょうか。 

 

【小山委員】 

これは、全く否定もしません。ただ、個別にやっていくとお金が掛かっていくので、種火をたくさん付

けたけれど全部それぞれ消えてしまうというふうにならないようにしないといけないかなと。調査として

行うには、実験としてやって一番いけそうなものに次年度大きく注ぎ込んでいくみたいなのはいいよう

な気がするのですけれど。やはり全体的に和食を守りましょうというメッセージが強過ぎるような気がち

ょっとしておりまして。例えば、子どもに歴史を教えるときに歴史の教科書を渡して「おまえはこうするん

だ、これを勉強しなさい」と言っているのにちょっと近いかなと。それより「お父さんと今度京都へ行か

ない？」と言って、京都に遊びに行ったときにそこでお寺で見た子供が非常に三十三間堂で感動し、

歴史ってもしかしたら面白いなと自分で勉強していって歴史が好きになっていくみたいな、そういうやり

方があるのではないかなと。 

 僕が以前、僕は熊本県の天草という田舎の出身なのですが、その天草に先日行ったときにすごく好

きな場所がありまして「南の風」の、屋根の「屋」と書いて「南風屋（はいや）」というのですけれど、これ

は「南から吹く風」という意味で地元の一つの文化のようにいわれているものなのですが、南風屋とい

う名前を付けた空き家なのです。あるそこに住んでいた方がもう商店をやらなくなったので、そこに大

きなテーブルを 1 つ置いて何をするかというと、近所のおばあちゃんがお昼になったらおかずを 1 品

持って 6人ぐらい集まるのです。そうしたらこのテーブルの上におかずが 6つ並んで、みんなで自分 1

人は 1 つだけれど 6 種類のおかずを食べながら話をしていると。そこに観光客が通りかかると、「ちょ

っと来んね」とかと言って呼んで食べさせるのです。みんな非常に疑いながら、何かだまされるんじゃ

ないかと思いながら恐る恐る来るのですけれど、おばあちゃんたちは単純に都会の話を聴きたい、も

てなすと喜んでくれる、それがうれしいというところで。僕もそこに最初知らずに入ったときに、そこで食

べさせてもらった地元の煮魚とか、何かの野菜のおひたしみたいなのを食べたときには本当に感動し

たのです。そのとき初めて和食ってやっぱりうまいなと思ったのです。それは地域にとっては観光のた

めに役に立つ、おばあちゃんにとっては生きがいになる、結果として和食の魅力を伝えるというその手

段と結果。結果を和食に持っていけば手段は和食でなくても、和食がメーンになっていなくてもいいの

かなと。 

 地方行政をうまく利用しながら和食の魅力を伝えていけるようなアイディアを考えると、もっと更に広

がっていくのではないかなと。今はなんとなく、この場だけで考えたものをどこかでやって全国に広めよ

うとしているのはすごく難しくて、この種に共感してくれる人をたくさん周りにつくって、その人たちが実施

することによって広がっていくというやり方のほうがお金も掛からないと思います。クールジャパン予算

があるように和食予算があって、これをやることによって和食が広まりそうなので、この分のお金をくだ

さいという申請を受け付けて、それによって広めていくという、和食を広めるアイディアコンペ的なもの

をやっても面白いんじゃないかなと思いました。 
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【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

今の南風屋みたいな、そういう情報が我々はなかなかつかみにくい。和食会議でも今度、全国「和

食」連絡会議というのをつくりまして、そういう会員以外の方々からいろんな情報を頂戴しながらそれ

をプラットフォームにしていこうという、そんなことを考えています。ありがとうございました。 

 髙木委員、ありますか。 

 

【髙木委員】 

親子で和食料理店とかっていう厳密な意味で同じではないのですけれども、かなり似たようなことを

私は何度かやったことがありまして。うちの店というのはカウンター7 席とお座敷が 6 部屋あるのです

が、カウンター7 席に結果的には抽選になったのですけれども市内の小学生を 7 名呼んで。ただし保

護者は付いてきてくださいねということで、保護者は後ろにいるのです。料理教室をやってくださいとい

うのは民間企業からの依頼だったのですけれども、ただ単に料理を教えるのも面白くないなと思って、

いろいろテイスティングをしましょうという会にしたのです。8 月に実施されたもので養殖のタイと、天然

のタイと両方 1 貫ずつ握って食べてもらうのです。「どっちがおいしい？」と聞くと、最初は「はい」と、後

のはシーンです。「最初は養殖だよ、後は天然」とやると子どもたちはワッと盛り上がるのですけれど、

親御さんは全員下を向くんですね。ここにいわゆる養殖の魚に対するある意味、偏見というのがあっ

て。でも、例えば養殖の魚なしに今の日本の食生活が維持できない状況にあるのは、これはもう自明

の理なのですけれども、それ故にきちんと理解してほしいなというところ、そういう思いがまず一つあっ

た。 

 天然のアユと養殖のアユを食べてもらったときに、どっちがおいしいかとやったときに今度は意見が

分かれたりするのです。小学校の高学年になるとちょっと苦さは興味深く味わってくる年でもあるらしく、

ちびっ子のほうは「うわ、苦い」とやるのですけれども、「苦さが面白い」という子もいた。ちょっと面白い

反応もあった。 

 また年に 1～2 回小学校で味わいの授業というのをやっていまして。私の店は井戸水で出汁を引い

ているのですけれど、井戸水と一晩漬けた昆布だけの水、それから火を入れた後の昆布だし、カツオ

を入れたとか徐々にテイスティングをしてもらって、最後は塩だけで味を付けただしをテイスティングし

てもらう。ここでなにも味を覚えてくださいということではなくて、子どもたちに興味を持ってもらいたいと

いうこと。「どう違う、どう違う？」と理科の実験ではないですけれども、いや、こうだ、こうだと言ってくる

ところにものすごく熱意を感じて。その熱意というのが食に対する興味につながれば、私はいいなと思

っていました。 

 例えばなのですけれども、小学校 5 年生の子どもたちに「甘いものを何か言ってみて」と言うとみん

な「チョコレート」「ケーキ」と出るわけです。それで、まずみんなに上白糖をテイスティング、ちょっとず

つなめさせてみて「うわ、甘い」と言ってまた大騒ぎするのです。その後に、今度はチョコレートを一か

けらずつテイスティングをしてもらう。「うわ、苦い」と。「さっき君たちが言った甘いもの、このチョコレート

というのは実は甘い味と苦い味が共存して出来上がっているお菓子だったよね」というところで食べ物
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の味というのは実は 1つじゃない、いろんなものが複雑に組み合わさっている。 

 だから、こうやって分析して食べてみるのは面白いよねというところで食べることに興味を持ってもら

う、こういうことも一つ大事なのかなと思ってやっていることが一つあります。 

 どうしても和食、和食と言うと、これは私は個人的にあまり好きではないのですけれども、やはりルー

ル作りをされるとどうしても料理の発想というのは狭くなっちゃうのです。例えば我々の郷土料理で加

賀料理という料理があるのですけれども、特に行政のほうから定義付けをしてほしい、してほしいと

散々言われるのですけれども、絶対しないほうがいいですよと。ちゃんこ鍋だって定義付けはないじゃ

ないですか。ちゃんこ鍋と寄せ鍋の違いは何ですかと一回お相撲さんに聞いたら、お相撲さんが食べ

るのがちゃんこ鍋、そうじゃないのは寄せ鍋だと。でも、その曖昧さがちゃんこ鍋の幅広さであったり、

それでちゃんこ鍋を想像するときの魅力であったりするわけで、あまり決め、決めにするのはちょっとど

うかなと。 

 若干論旨がはずれるかもしれないのですけれども小学生の子どもたちに釜でご飯を炊かせて、同じ

レシピというか分量で親子丼を作らせたのです。子どもたちのやる仕事というのは、実は火を入れるだ

け。ただし、その止めるタイミングとかはもうグループ任せる。そうすると鶏とタマネギを入れて、それを

バッと煮立てて卵を入れて、それでスッと火を止めて半熟の親子丼を作るところもあれば、ブワーッと

こう煮込んで何かスフレみたいになっちゃう、そんなところもある。 

 要するに何を言いたかったかというと、同じレシピで作っても同じ料理にならないことがある、それが

料理の面白さであり食べる楽しみにもつながるという。決め、決めじゃないよ、そういうもっと、もっと自

由に楽しめるものだよというところで魅力を感じてもらえればいいかなと思っていまして。 

 ですから、特に料理屋のような料理を再現する必要は私は全くないと思いますし、家庭の料理でも

何でもそうなのですけれども、どうしても決めてかかることがやはり多いので、そこがちょっといろんなイ

ベントであったり、企画であったりするときの一つのポイントになるのかなと思いました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。 

 

【小山委員】 

今の髙木さんが言われたのはすごくいいと思うのですけれど、いかに全国の料理人の方に広げるかと

いうのが大切だと思うのです。髙木さんみたいな意識が高い方がやられたりというのは本当に素晴らし

いと思うのですけれど、今まで考えたこともなかったような町場のそんなに有名じゃないお店でもこうい

うことをやってみようと思わせるきっかけをいかに提言できるかというのがすごい大切だと思うのです。 

 

【髙木委員】 

基本的には、それは我々にとって将来のお客さんづくりでもあるのです。 

 

【小山委員】 
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若手の料理人にやらせるのはどうかなと思ったのです。つまり若手って銭屋さんに入ったとする、多

分厨房では先輩は怖いと思うのです。そのときに日々辞めていく方もいらっしゃると思うのですけれど、

年に一度子どもたちの前で自分が先生となって行ったときに子どもたちが目をキラキラさせて感動し

ている。そこに料理人であることの喜びを感じる。つまり働いている人の側も何か教えるということにメリ

ットを感じるのはどうかなと。 

 

【髙木委員】 

先ほどの小学生相手は若手全員を連れていくのです。それでテーブルごと、7 つぐらいテーブルが

あって、それにせいぜい年季で言うと 3 年目ぐらいまでの子ですから、大体 22～23 までの子が小学

生にああでもない、こうでもないと何かやらせています。 

 

【熊倉座長】 

去年、この検討会でもそういう若手の料理人と髙木さんみたいなベテランと組み合わせてやったこ

とがございまして、やっぱり受け止めるほうは大変楽しかったです。 

 

【小山委員】 

僕はそれをいかに広げるかということなのですけれど、これは今のっていわゆる和食の授業を若手

の人がやるわけですね。髙木さんの場合は天然を食べさせて、あるいはだしの引き方なんかでやった

ということで子供たちとやり取りをした。これでどういうやり方をやったかというものを料理人対象のコン

テストのようにして農林水産省が全国の和食料理店に告示して、それでどういうふうに子どもたちとの

授業をやりましたか。その授業のデザインコンテストみたいな感じで表彰したりして、その一番最もメジ

ャーなものをどこかで大々的にワークショップとしてメディアを絡めながらやってみるとか、そういうやり

方はあるのではないかと思いました。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

 和食会議でも今年の 11月 24日に「だしで味わう和食の日」というものを全国の小学校で展開する

ことになりまして、約 300～400ぐらいの学校が協力してくれる予想なのですけれども、できたら 1,000

校、そういうかたちで。そこへ料理人が今回は出ていきませんがしかるべきときには料理人が出ていっ

て、実際にだしを引いて味わってもらうというようなこともやろうと思っています。どうぞ。 

 

【山口委員】 

ここに幾つかある提案の中で、家庭での復元が可能となるようなレシピとか、一過性に終わらせないと

いうことが書いてありますけれど、これを仕組みにできないかと。例えば、私の会社では「レシピ大百科」

というのがあって、当社のホームページにアクセスする 7 割の人はその「レシピ大百科」に入ってくるの

です。恐らく、ここにいらっしゃるいろんなところでそういうものをお持ちだと思うのです。ここでできたも
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のを一過性で終わらせないというのは、例えば和食会議マークか何か分からないけれども、とにかくマ

ーク付きだったらこのレシピをどこででも転載してもらっていいですよと。 

 多分、農林水産省のホームページにあっても「今日のメニューをどうしようか」と言って農林水産省

へのぞきにいく人はいないと思うのです。そうするとあちこちにあるそういういろんな人がのぞきにいく、

そこにパラパラそのマーク付きのレシピを家庭でもできるものがまん延し始めたら、すごく広がる可能性

がある気がするのですけれど。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございます。 

 そろそろ時間が迫ってきておりまして、なかなか皆様方のご意見を十分頂戴することができました。

今のお話なんかはクックパッドさんの仕事と大変近いので一言聞こう思います。 

 

【堀内委員】 

既に農林水産省さんがクックパッドのほうにレシピを挙げていただいています。皆さんは好きなレシピ

を見られるようになっております。 

 

【熊倉座長】 

今日の議論の中で最後の部分が少々議論するところまでいかずに終わってしまいました。これは

大変大事なテーマだと思いますので、今回は省略いたしますが、ぜひこれについては村上委員からも

いろいろご意見をいただきたいし、また髙木委員もご意見がおありのようです。山脇委員も大変面白

いお話がございます。先程小山委員が言われたような、守る意識ではなくて結果として納得してしまう

ような、そういうみんなが参加できるような、共感を得られるような仕組みというのをつくっていきたい。 

 今回は提案の中に調査、スコア化、継承策の試行・検証という大きな 3つの話題があるのですけれ

ども、これがバラバラではなくてさっきお話がありましたように、結果としてそれが検証になり、結果とし

てそれが一つの方策を立てることになる。こういうふうな仕組みで、この 3 つが有機的につながるよう

なかたちに事務局のほうでは更に組み立てを進めていただけたらと思います。 

 先ほど、大山委員からは「まちのステーション」、本当に我々の一番身近なところで今我々はそうい

うところから食を得ている、仲介になっている、そこを考えてみますと実際食を手に入れる現場との関

係、これが非常に大事なポイントだと思います。これからも議論を深めていきたいと思います。 

 これから具体的に調査を進める上においては、大久保委員にいろいろまたご示唆いただきたいと思

います。山脇委員には今日はいろいろ抱えておられる 900 人という、そういう立場からの視点をぜひ

またお寄せいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日は第 1回でございますのでなかなか議論を尽くすということまでまいりませんが、次回からはもう

少し絞ったかたちで議論をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 一言付け加えておきますと、和食をユネスコの無形文化遺産に登録いたしますと、ユネスコのほう

から 6年に一度その後どうなっているのだという状況報告を要求されてまいります。 
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 これは 2010 年に一度、まだそのときは「和食」は入っておりませんけれども報告があって、今度は

2016 年に報告をしなければならない。そのときに、それこそ何もやっていないというのではなくて、実

は国を挙げて、あるいは官民、政府それぞれが一体となって国民運動としてこれだけのことをやって

いるということもぜひその中に付け加えていきたいと思っております。 

 今日皆様方にお願いしていることは、まさにこのユネスコの無形文化遺産にどういうふうに我々が取

り組んでいるかという、ある意味で国民運動の象徴的な活動になろうかと思いますので、どうぞひとつ

そういう意味で本当にお忙しい中、またいろいろご準備やら何やら大変なところでございますけれども、

ぜひご協力をお願いしたいと思っております。それでは、ひとまずこれで事務局のほうに戻します。 

 

【事務局】 

熊倉座長、ありがとうございました。 

 最後に事務局のほうから事務連絡をさせていただきます。次回は 10 月 9日。3 回目も決まってお

りまして 10月 27日。10月は 2回検討会を予定させていただいております。出欠に関しては一度ご

連絡もいただいたかと思いますが、いま一度スケジュールのご確認をお願いいたします。また事務局

のほうからご連絡をさせていただきたいと思っております。 

 それでは、最後に農林水産省のほうから何かございますか。 

 

【農林水産省】 

本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。また、活発なご意見をいただきましてありがとうご

ざいました。 

 事務局と、今日のご意見も十分に咀嚼しながら、また次回に臨んでいきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

【事務局】 

以上をもちまして、本日全ての予定が終了いたしました。これをもちまして第 1 回検討会を終了し

たいと思います。本日は、本当にお忙しいところをありがとうございました。 


