
□和食文化継承策の試行・検証 資料5

＜継承策試行の考え方＞
・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、以下2つの視点から
継承策を提案。
・【１】については次ページの検討の視点に基づいて、実施案の検討・選択を行う。
*全国複数個所（都市部、地域都市バランスを考慮して実施予定）

【１】食行動を起点とする継承策
【２】ターゲットの興味を起点とする継承策

【１】

食行動

＋

ターゲット興味領域

【２】

ターゲット興味領域

＋

和食文化

和食文化
継承策

（和食文化の
新しい入り口）
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□和食文化継承策案

・「食行動」をベースとした継承策の選定に当たっては、
ターゲット世代に合った和食文化の入り口となりうるかどうか、参加者の能動性、取り組みの継続性等の視点に基づい
て検討を行う。

資料5
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1 親子DAY@和食料理店 旬の食材 子ども＋家族
・和食料理店での「親子DAY」の設定。
・「文化としての和食」を子どもが体験できる機会を提供。
　家族の食記憶として「ハレの和食」を強く刻む。

・旬の食材の美味しさ、和食文化
  ならではの季節に寄りそったしつ
  らえなどを実体験する。

和食料理店

2 イクメン和食道場 調理・調味技術 父親（or母親）→子ども
・父親（イクメン）が和食文化を習うことができる料理教室を
  開催。父親が家で家族に和食文化を楽しんでもらう機運を
  醸成。

・和食調理への経験が少ない父
  親が調理技術や食材のうまみの
  引き出し方などを学ぶ。

3 KAWAII和食教室 四季の表現 母親（or父親）→子ども
・子どもが喜ぶ「かわいい」「食べたくなる」「カラフル」な和食
　レシピの教室。

・和食の四季の表現を「可愛い」な
  ど新しい切り口で表現する。

4 お出汁の香る毎日 出汁 母親（or父親）→子ども
・気軽に作れる【出汁セット＆レシピ】をサンプリング配布。
・家庭での出汁利用の浸透/定着を図る。

・和食調理のベースにある出汁文
  化を香りやバラエティといった新
  たな側面から訴求する。

流通/食品宅配事
業者等

5 お節づくりパーティー 年中行事 母親（or父親）＋子ども
・お節をつくることが主役となるパーティを企画。楽しみなが
  ら、会話をしながら、友達同士で和食作りを楽しむことを、
  一つの行事として定着させることを狙う。

・催事食の持つ意味を学びなが
  ら、調理をすることそものもをエン
  タテイメント化する。

和食料理人/レシピ
開発企業

6 地域の宝を給食で食す 地域素材 子ども→家族

・給食メニューにおける「地域の伝統食材＋和食文化」メ
  ニュー開発。
・自らの地域に対する興味関心の拡大
・カードゲームなどによる和食文化への親しみ醸成

・地域特有の食材を知ることを入り
  口に、自分自身の食に興味を
  持ってもらう。

和食料理人

和食文化ステージ＠ごちぽん 全般 母親及び子ども
・スマホアプリ内で和食文化の特設ステージを設定。
・親子で気軽に楽しめる和食文化の入り口づくりを行う。

・和食文化の様々な構成要素を
  ゲームで自然と学び、家庭内で
  の和食文化に関する会話を生み
  出す。

ごちぽん

和食料理人/レシピ
開発企業

【１】

【２】



家族と一緒に和食文化を子どもが楽しむ時間を設けます。
‘旬の食材’‘匠の調理’そして和食ならではの‘四季の表現’を学びます。
自分たちの一番身近であった和食文化への興味を、その作りだすプロセスや理由な
どから再発見する機会を提供します。

○開催内容：
・和食料理人の和食料理店を中心に、子ども（高校生等を想定）が食事をそのプロ

セスと共に体験できる特別な日を設定。
・参加者を親子で募集し、実食と共にその作りだされる背景を学ぶ。
・家庭でも実践できるレシピ等を提供、一過性のイベントに終わらず家庭での復元が

できるような内容とする。

□和食文化継承策（案）【１】-① 親子DAY@和食料理店 資料5
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和食文化の家庭での担い手は子育てを一緒にしている父親層でもあります。
和食初心者である彼らに、一流料理人が和食作りの基本や家庭での
応用法を伝授する料理教室を開催します。
対象者は主に男性、イクジイの参加も歓迎です。

○開催内容：
・和食料理人を中心に、男性向けの料理教室を企画。試食には家族が参加可

能とし、‘食べ手’と‘作り手’の融合を試みます。
・継続的な家庭内での和食調理を促すために、「日曜日の朝食献立」「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設定します。
・家庭で和食文化に関しての新しい会話、行動が生まれるきっかけづくりを行いま

す。

□和食文化継承策（案） 【１】-② イクメン和食道場 資料5
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家庭での献立作りには子どもが喜んで食べることも重要な
要素です。
特に、幼少期～学童期には、味わいと共に見た目がそのメニュー好きになるきっか
けにもなりえます。
そこで、伝統的な和食文化に、子どもの笑顔と共に思わず写真に残したくなるような
’可愛い‘要素を追加します。

○開催内容：
・料理レシピサイトのレシピ提供者を講師とする料理教室を企画。

旬の食材を使用し、和食文化ならではの調理方法を活用しながら、
そのしつらえ、提供方法に‘可愛い’要素も同時に提供します。

・子どもも手伝えるような行程を組み入れることにより、子どもが和食作りに馴染
む環境を作り出します。

□和食文化継承策（案） 【１】-③ KAWAII和食教室 資料5
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子育て世帯を中心に人気の高い宅配事業者とコラボレーション。
日本各地の多様な出汁を数種類セットにしてサンプリングすることにより、母親
及び子ども双方に対して、‘出汁’の日常食生活での浸透・定着を図ります。
子どもの味覚が育つ幼少期にバラエティ豊かな日本の‘出汁’に触れてもらい
ます。

○実施内容：
・数種類の出汁セットと簡単に作れる和食レシピをオリジナルで開発。
・宅配事業者のエリアサンプル商材として利用者に提供。
・作った和食、子どもの感想等幅広いアンケートを実施
・出汁の持つ香りや色など様々な視点からの情報も一緒に提供し、新しい興

味の入り口を設定します。

□和食文化継承策（案） 【１】-④ お出汁の香る毎日 資料5

6



自宅で作っていたお節が‘買うもの’へと変化しています。
それぞれの料理の持つ意味合いは和食文化ならではの伝統を持ちます。
核家族化が進んだ現在、子どもを持つママたちは一緒に料理作りを楽しむ機会
も増えています。
そこで、‘お節’を仲間で作るという機会を提供。年末の新たな習慣として根付く
ような内容を模索します。

○実施内容：
・‘お節’数種類を仲間（5名程度×数グループ）で学ぶ体験会を企画。
・和食料理人、料理研究家等が講師となり、素材やレシピの持つ意味合いに

ついても講義。家庭での復元が可能となるようなレシピを提供する。

□和食文化継承策（案） 【１】-⑤ お節づくりパーティー 資料5
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給食の思い出は大人になっても大きな食のエポックとして心に刻まれます。
将来地域を離れる人も多い若者層と地域を‘和・地域食’で絆を創る試みが
各地で始まっています。
地域の料理人と生産者、学校関係者、家庭が一丸となって取り組みます。

○開催内容：
・地域特有の食材を地元料理人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。
・保護者も参加した上での給食試食を行い、誰でも調理可能なメニュー開発

を行います。
・試食後には、季節×食材や年中行事×伝統食などのカードゲーム等を用いて、

楽しく和食文化を学び、遊びながら身につく内容とします。

□和食文化継承策（案） 【１】-⑥ 地域の宝を給食で食す 資料5

8



和食文化の保護・継承の入り口としてスマホアプリを活用します。
全国各地の魅力をすごろく形式で楽しめるアプリ「ごちぽん」に、和食継承の為の
特設ステージの開発を行います。
子どもと一緒に楽しみながら和食文化を学べるキッカケ作りとなる取り組みです。

○実施内容：
・アプリ内に期間限定の和食文化特設ステージの開発を行う。
・親も子供も楽しめるゲーム設定を行い、広範囲のターゲットに対して「和食文

化」の訴求を行う。
・期間終了後には、アプリユーザーに対し効果検証を行う事も可能。
・アプリユーザーに対し、ポップアップ広告や動画の配信の実施や本事業の関

連リンクを展開する事も可能。
・参加者へのプレゼントについては検討が必要。

□和食文化継承策（案） 【２】 和食文化ステージ＠ごちぽん 資料5
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概要

□ 和食文化継承策【２】 和食文化ステージ＠ごちぽん（参考資料）

ごちぽんの登録ユーザーの3分の2は女性です。情報感度が高く、トレンドに敏感な主婦層に人気のゲームメディアです。
また、子持ちの主婦ユーザーにおいては子どもの勉強にもなるとしてプレイをさせている家庭もあります。

男性32% 女性68%

10代
8%

20代
21%

30代
36%

40代
28%

50代
7%

10代
9%

20代
28%

30代
34%

40代
20%

50代
8%

ユーザー構成

日本各地を“すごろく”でまわり、ご当地の理解を深めるゲーム1

ゲームは完全無料！さらに、抽選でご当地商品をプレゼント2

ユーザー数は1４０万人超！30代女性を中心に、幅広い年齢層が楽しんでいる3

応援企業数は1,000社以上！月100社以上のペースで拡大中4

総ユーザー数約１４０万人(8/26時点)

営業部隊を活用し、イベン
トにプレゼント協賛してく
ださる企業を募集

プレゼント協賛募集 イベント化

マップ活用したイベント
を行い、商品や企業、地
域の認知向上にご貢献

ユーザー投稿・アンケート

ごちぽんのユーザー投稿機
能を拡張/活用して、フォ
トコンテストやアンケート
を実施可能

参加者/応募者の獲得

プレゼントキャンペーンの
ブースト媒体として活用し
たいという要望を聞き取り、
メニュー化を検討

実施可能領域

試行・検証フェーズで実施を予定している株式会社ごちぽんの提供するゲームアプリ「ごちぽん」については下記の通り。

地域を選ん
ですごろく
開始

ご当地地図
がすごろく
の舞台に

ゲーム内で
地域情報も
表示

ご当地
カード

をもらえる

日本地図型の
マップ

施策・検証案(仮)

期間限定和食文化特設ステージの作成1

ゲーム内ユーザーに対する調査の実施2

ゲーム内広告による本事業の認知拡大3

定量調査の結果等から策定した「和食文化スコア(仮)」をもとに、楽しみ
ながら和食文化を体験できる特設ステージを作成する

特設ステージ実施ユーザーに対する効果検証を実施

ゲーム内に動画や本事業へのリンクを展開し、認知拡大を図る

資料5
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□国民意見交換会の実施

●和食文化の保護・継承策の試行・検証となるよう、活発な意見が交わされるように会を企画し運営。
●和食文化のスコア化について参加者に実体験してもらい、スコア化の内容について精査を行う場ともする。

①親子DAY＠和食料理店

②イクメン和食道場

③KAWAII和食教室

④お出汁の香る毎日

⑤お節づくりパーティー

⑥地域の宝を給食で食す

家庭への和食文化の普及に効果が期待できる取組の運営

事前作業

実施

●取組を選出、その取組に適った開催都府県の選定
●開催県別の実施会場の調整、日程調整
●参加可能な料理人等の選定、日程調整
●参加者の募集（ラジオ告知や開催場所発信の募集を行う）

●取組別の特徴的な料理を作成（料理人監修）
●実際に料理を食べ、和食文化の保護・継承について考える。

→プレスリリースを配信し、プレス誘致も図る。

意見交換会の実施運営（案）

※検討会へ事前準備状況や実施状況をその都度報告し、ご意見を賜る。

●実際に継承策を体験した後、同会場内で意見交換会を実施。
●意見交換会の司会進行役は、地元のAMラジオパーソナリティが担当。
●話のプロであるパーソナリティによるファシリテーションによって、活発な意見交換を実施できるよう運営。

活発な
意見交換

多くの意見を集約することにより、
保護・継承策の試行・検証に寄与

ラジオとの
連携

地元ラジオ局と連携することにより、
放送でも内容紹介＋告知協力。

資料5
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