
 

 

第 6回 「和食」の保護・継承推進検討会 

 

日 時：平成 28年 1月 15日（金）15：00-17：00 

場 所：（株）博報堂 会議室 

出席者：熊倉座長、大山委員、大久保委員、髙木委員、村上委員、山口委員、山脇

委員 

 

 

【事務局】 

本日はまたお忙しい中、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、検討

会を開始させていただきたいと思います。本日も進行を務めます事務局の勝又です。よろしくお願い

いたします。 

 本日の資料についてですが、まず議事次第があり、資料 1 から 5 はホチキス留めでまとめさせてい

ただいております。参考資料１として委員名簿がございます。昨年度報告書「和食を未来へ」も配布

させていただいておりますので、後ほどご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。  

 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、農林水産省食料産業局食文

化・市場開拓課の出倉課長に、一言ごあいさついただきたいと思います。 

 

【農林水産省】 

本年もよろしくお願いいたします。本検討会も第 6 回となり、取りまとめに向けて活発に御議論をい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。昨年 12月に第１回ワークショップを開催し、明

日は第２回目が開催されます。また、現在、スマホアプリ「ごちぽん」の試行を実施中であり、1週間で

100万回を超えるアクセス数があったと聞いております。後ほど、中間報告をさせていただきます。 

 また、前回だいぶ議論がありました和食文化のスコア化。本日は改訂案をお示ししますので、また

活発なご意見をいただきたいと思います。それから、取りまとめに向けて、報告書（案）の骨子もお示

ししますので、委員の皆様に御議論いただき、次回、次々回でいいものにまとめていただいて、あとは

それを受けて私どもがうまく発信できるように考えて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】 

出倉課長、ありがとうございました。では、委員の出欠を確認させていただきます。座長の熊倉委

員、五十音順に大山委員、大久保委員、高木委員、村上委員、山口委員、山脇委員。本日、小山

委員、高橋委員、堀口委員におかれましてはご欠席となっております。それではここから熊倉座長、

よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 



 

 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。8回という長丁場、どうぞひとつよろしくお願いいたします。 

 今日は大きく分けまして、一つは現在進行中の継承策の試行・検証という事業についての報告、そ

れからもう一つは、スコア化についてのご議論をいただくということで。そろそろ報告書のまとめに入りた

いと思っておりますので、そのまとまる方向でご議論いただけるとありがたいと思っております。それで

は早速でございますけれども、資料の 1についてご報告をお願いいたします。 

 

【事務局】 

資料 1についてご説明をさせていただきます。こちらは第 5回の検討会の内容、そして今回それに

ついて、どういった検討をいただくかをまとめさせていただいております。1 つ目は、国民食生活実態

調査でございます。こちらに関しましては、パネルに登録されたインターネット調査の調査内容が、日

本人全体の実態を反映したものか、それをきちんと裏付けをもって検証できるようにということで、今

参照となるような調査との検討を進めております。更に分析結果、これまでも委員の皆さまには何回

かご報告をさせていただきましたが、例えば「1 カ月以内にお米を食べた」というのが 93 パーセントだ

ったと、それを多いと見るのか、少ないと見るのか、これからどうしていくべきなのか、そういったところ

についても検討できるような資料などを現在作成し、次回検討会で検討いただきたいと考えておりま

す。 

 次のページは和食文化のスコア化についてです。まずスコアというタイトルについて、こちらが独り歩

きすると点数、数字だけが注目される危険があるため、最終的な表現やタイトル等も検討すべきでは

ないか、こういったご意見をいただきました。それからスコアに関しては、その活用方法も示すことが非

常に重要であると、こちらもスコアのみを提示すると、いろいろなところで混乱が起きるのではないか。

そういったご意見もいただきました。また、和食文化は数字や○×で測れるものではない、文化という

ものはそういうものではないのではないか、というようなご意見をいただいております。スコアという言葉

で項目を並べると、どうしても点数の上下に注目が集まってしまうが、昨年の報告書で示したような同

心円上にグラデーションで示す、境界線はない、そういったことが重要になるのではないかというところ

のご意見もいただきました。一方、境界線がないことをスコアで表現することが、今回初の試みであり、

食材や調理方法など単体のことは同心円で表すことができるけれども、最終的な組み合わせとなっ

た献立に関してはそれができない、それを解決したものが今回の試みであるといったご意見もいただ

きました。前回の検討会から今回までで、事務局、農林水産省の皆さま、座長も含めていろいろと検

討させていただきまして、スコア項目を今一度、使用目的や活用方法とセットで提示できないか、そう

いったところを今回、案として提示させていただく予定でございます。それから中項目として、継承して

いきたい和食文化の精神についても今回お示しできればと思っております。 

  個々のスコア項目についても、たくさんのご意見をいただきました。和食において、食材が国産で

あることが非常に重要である、国産食材という項目も設定すべきではないかといったご意見、一方、

国産であるかどうかは、実生活でなかなか見極めることは難しいのではないか、それをどのように折り

あわせできるかが重要だというご意見もいただきました。さらには食べるだけ、料理して食べる、そうい

った人の食生活の違いが、非常にスコアに反映されてしまう。食べるだけというのは、どうしてもスコア



 

 

が低くなってしまう。そういうことが、このスコアとして適当であるのかどうか、そういったご意見もいただ

きました。また、現在の実生活と乖離している、例えば旬と、下ごしらえ、それらがスコアの要素として

必須であるのか、といったご意見もいただいたところです。また、一般家庭から料亭の料理まで、和食

全体をつかんで文化としてのスコアを考えるべきであるというご意見もいただきました。また、このスコ

アを使う人々、そういった人たちが、もっとこのスコアを使いたい、高めよう、そういった動機づけのでき

るような項目も必要ではないか、例えば季節感のあるしつらえや箸置きなど、そういったことを頑張っ

ている方を応援するようなことはできないか、といったご意見もいただきました。また細かくは、加工食

品は食材ではないか、調味料は単独にしてもよいのではないか、そういった個々の項目についてもご

意見をいただいたところです。皆さまからの意見、ご指摘を、われわれのほうで幾度も検討し、項目間

のバランス、この項目は削除しよう、この項目は合体して 1 つにしてしまおう、そういった試行錯誤の

結果を今回スコア案としてお持ちしておりますので、後ほど見ていただき、いろいろご意見をいただき

たいと考えております。 

 最後に保護・継承策の試行・検証でございます。現在ごちぽん及びワークショップが始まっておりま

すけれども、始まる前にいただいたご意見を整理させていただいております。 

まずワークショップです。参加者の人選が非常に重要であるといったご意見をいただきました。こち

らに関しましては、有識者、主催スタッフからなる選定会議を開催しまして、事前に提出してもらった

スクリーニング用のアンケート結果を踏まえ、応募者の適正を精査して、今回参加者を決定させてい

ただきました。ワークショップの内容については、調理や献立ばかりに話題が集中しがちですが、食べ

方や食器、また作法、調味など、そういったところにもきちんと話題を広げるべきであるといったところ

のご意見をいただきました。さらには和食のおいしさを再認識して、和食を食べる機会を増やすことに

何が必要なのかを、ぜひ探ってほしいと。そして最終的には和食を作ることを増やしていきたいと、そ

ういったところのご意見をいただいたところです。 第 1 回のワークショップにおいては、大久保委員の

ほうから和食の基本、定義や伝統について講義をいただきました。また和食にとってとても重要である

旬の素材、そういったものを作っている方のお話もしていただきました。明日、第 2 回が開催されます

が、そこでは山脇委員のほうから家庭の和食について実演と講義をいただきます。 

続いて「ごちぽん」についてです。「ごちぽん」についても、例えば郷土料理について、県内でも県北、

県南では全く違ったものがある場合、そういったものはどう扱うのかといったご質問をいただきました。

今回 47 都道府県、1 都道府県 1 つというところを紹介することにしております。それからユーザーの

料理投稿について、食材が違っていても問題とはならないのか。1 人のユーザーが多数投稿すること

は可能か。評価はどのように行うのか。そういったところのご意見がありました。こちら「ごちぽん」のこれ

までの実施内容でたまったナレッジとして、チャレンジすることに価値があるので、多少の食材の違い

でも失格は考えていない、1 人のユーザーが複数投稿することも問題はないといったご意見をいただ

きました。最後に、ゲームユーザーがゲーム内で投稿した郷土料理。こちらについて投稿が少ない料

理、多い料理、そういったものについても分析の視点としては面白いのではないかといったご意見をい

ただきました。われわれも最終的にどういったものが投稿されたか、その内容や量、そういったところも

分析視点の一つとして見ていきたいと考えております。以上でございます。 



 

 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。今までの総括をしていただきました。今これについて、何かご意見ございます

か。この点はよろしゅうございますか。それでは今日の議題に移っていきたいと思います。早速ですが、

資料の 2をご説明ください。 

 

 【事務局】 

試行・検証策の中間報告をさせていただきます。 

1 つ目、「ごちぽん」についてご紹介申しあげます。「ごちぽん」に関しましては、すごろくというゲーム

企画が 1月 6日から 21日、2週間で行われています。それを受けて投稿企画が 1月 21日から立

ち上がる予定です。ゲーム企画の内容に関しましては、前回もご説明させていただいたとおり、「ごち

ぽん」内に和食文化、郷土料理を取り上げた特別ステージを設置し、そちらで全国の郷土料理をコン

プリートすることを目標に、47 都道府県ステージで各食材を集め、料理をゲーム上で作ることを皆さ

んにしていただいております。賞品や福引なども用意して、皆さんがたくさんゲームをしていただけるよ

うに、イベントを盛り上げていくことを考えております。簡単ではありますが動画がありますので見ていた

だけたらと思います。（動画をスクリーンで視聴）開始して 1 週間程度ですがすごろくを実施した回数

として 112 万回といった数字が出ております。 それからレシピの紹介です。「農山漁村の郷土料理

百選」から 47 の郷土料理を紹介しています。食材は 59 種類で、その組み合わせで完成されます。

賞品については味の素さんからもご提供いただきまして、また山脇委員からもご紹介いただいき、たく

さんの和食らしいものが集まってきました。次回検討会では更に詳しい報告をアンケート内容など踏ま

えましてご紹介できればと思っております。 

 続きまして「和食を家庭でもっと楽しもうワークショップ」について、途中経過をご報告させていただき

ます。こちらに関しましては 3回のワークショップで構成されており、その 1回目を 12月 19日に開催

させていただき 20名弱の皆さんにご参加いただきました。2回目の「試す」は明日開催予定、最後の

まとめは 1月 30日の土曜日、２週間後に開催予定です。第 1回目では、皆さんが何を和食の課題

だと思っているのか、そういったことに知る、気づくといった内容で開催しました。参加者は 19名。その

うち男性が 2名、女性が 17名です。女性については、フルタイム9名、パート・自営・主婦8名です。

男性に関しても、ある程度家庭で料理をやっている方に参加していただきました。和食のイメージです

とか、どんな和食が実践できているか、どんなことを実践したいか、そういったところを、ファシリテータ

ーを中心に話をしていただきました。講師として、大久保委員、千葉で野菜を作っていらっしゃる竹川

さん。竹川さんからは、ご自分もお子さまを育てながら仕事をしている立場として、どんなふうに和食

を楽しんでいるか、野菜を楽しんでいるかという話をしていただきました。実際にワークショップで出て

きた和食のイメージに関するまとめが次です。ポジティブ、ネガティブ、たくさんの意見が出てきました。

ポジティブなイメージとしては、ヘルシーで、やはり健康だということが多く出てきました。身近、なつか

しい、季節を感じられる、さらには無駄なく合理的である。そういった意見も出てきました。同時にネガ

ティブなイメージもたくさん出ておりまして、子どもを中心に、テンションが下がるといった言葉が出てき



 

 

たり、何か決めを作るのが難しいということも出てきました。それから地味ですとか、小難しく感じる、非

常に頭を使わなきゃいけないイメージがある、そういった意見もいろいろな表現でありました。第 2 回

では、それを実際に越えていくにはどうすればいいかということで、お子さまと一緒にチャレンジする、

感動・発見の体験共有ということで、「テンションが下がる」「決めるのが難しい」「小難しく感じる」という

ことに対して、挑戦カードといったものを提示して、挑戦をすることによって何か発見とか感動、全然違

った視点で和食を見ることができるのではないか。そういったことを、皆さんに実際にやっていただこう。

そのために、まずは山脇委員のお話や実演を体験していただいたりとか、ローソンさんに、「コンビニエ

ンスストアを使って、もっと簡単だよ」というメッセージをいただいたりとか、そういったことをして、実際に

第 3 回目の前に、皆さんにチャレンジしていただくということを考えています。挑戦カードでは、「旬」と

いうことをキーワードに何かできないか。それから素材に向き合う、といったこと。また「和食のすご技を

覚えてしまおう」では、下ごしらえすれば、ほかは簡単なんだよということや簡単な型があるので、そこ

さえ守ってしまえば、あとは全部楽になるんだよとか、和食の作法は意味があって合理的であるとか、

視点を少し変えることで、和食というのが見え方が違ってくるんじゃないか。そういったこともチャレンジ

していただけないかなと思っております。3つ目の大きな枠ですが、和食はもっと身近なところにあるの

だよということ。頑張り過ぎなくても、スーパーとコンビニのお惣菜で、一汁三菜って整えられるですと

か、器というのも、実は家庭の中にはたくさん眠っていて、それを少し考えるだけで違った視点が出て

くるんではないか。それから和食というのは非常に地味、「茶色」という色が出てきたのですけど、実は

和食にはたくさん色があるよ、などそのような挑戦を具体的に提示して実践していただきたいかと思っ

ております。実際には 2回目のワークショップが終わった後に、参加者の方々に 2～3枚、この挑戦カ

ードを選んでいただき、家庭でお子さんと一緒に行っていただいて、それによって何が変わるのか。何

か兆しが見えるのか、最後の Day3、1月 30日に確認したいと思っております。 

 補足ではございますけれども、今回ワークショップで、皆さんに大量の写真を撮っていただいておりま

す。ご自分の普通のお食事の写真ですとか、そういったものがあります。それから和食のスコア化も皆

さんにトライをしていただきました。そういったものを最終的には分析して、1 万人定量調査でわからな

かった定性的なことも、ここから引き出せたらなと思っております。簡単ですが以上になります。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。実際ご参加いただいて、大久保委員どうですか。 

 

【大久保委員】 

なかなかユニークっていうか、私にとっては新鮮で。3 回同じ人が受講して、それも系統立てて。こ

ちらの満足感もかなりあるのですけれど。受け手側がどう思っているかは、これからなのですが。人数

もちょうどいい感じで、グループ化して、質疑応答、いろいろなことをそれこそワークするので、聞いて

いるだけではなくて、本人たちが何を考えているかっていうのも受け取れますので、なかなかいい仕組

みだなと思いました。 

 



 

 

【熊倉座長】 

山脇委員、どうですか。 

 

【山脇委員】 

大久保先生がおっしゃっているのがほとんどなのですが、終わって、フェイスブックとかに参加しまし

たっていうのを上げている方がいて。そこに、私も行きたかったとか、うちではこうですとかいろんな方

が書き込んであったので。東京だったこともあるのだと思うのですけれど、自分も参加している意識が

すごく高い仕組みになっている。上からのものではなくてインタラクティブな感じで、また、ソーシャルで

誰かに伝えたいとか、広がっているので、継承者への伝え方のヒントとか、世の中に伝えていくヒントみ

たいなのも、あるのでは思いました。 

 

【熊倉座長】 

次回はローソンさんがご参加いただくということで、よろしくお願いいたします。 

 

【大山委員】 

これは調査をされた中に、和食そのもの、前からも申し上げているように健康のところですね。お米

を食べましょう、野菜を食べましょう、減塩、だしで表現できるとか。あるいは良質なたんぱく質とか脂

質を摂りましょう。だんだんかけ離れてきた魚を摂りましょうとか。例えばそんなことを自ら関わっていけ

るような、そういう事例が紹介できればいいなと。どうしてもここに出てきている食材というのは、作るの

は面倒で、食器が多いとか、極めて身近な現象だと思うのですけど。われわれも商売柄、そこの利便

性を提供するっていうところを商売のキモにしていますけど、そういうような作る喜びとか、自ら関わっ

ていくっていうところを、どうやって伝えていくかですね。買うのは簡単なのですけど。そこの糸口、解を

見出せるようなことができればいいなと思いますね。 

 

【熊倉座長】 

ぜひよろしくお願いいたします。これは明日が第 2回ですね。またご報告をいただくことにしたいと思

いますが。何かこれについて、こういうこともしたらどうかというご意見があれば。よろしゅうございますか。

それじゃ次へまいります。資料の 3の説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

続きまして「和食文化のスコア化」の資料をご説明させていただきます。スコア化に関しましては、

前回たくさん議論をいただきまして、われわれのほうでも皆さまのご意見をふまえて、今回の案を作

成しました。まずスコアというものを、そのまま放り出してしまうのだと、非常に混乱が起きるのではない

かということで、必ずスコアと一緒に提示していく前文を作成しました。簡単に読み上げさせていただき

ます。 「このスコア表は、楽しみながら皆さんの日常の食事に、和食文化を取り入れていただくことを

目的に作成されました。内容はユネスコの無形文化遺産に登録された和食文化の特徴を基本に、



 

 

守り伝えていきたい和食文化の核となる要素を、食材、調理、食べ方、作法の観点からまとめたもの

です。ここで示す和食文化度スコア表は、私たちの祖先が和食文化として大切にしてきた、これから

も継承していきたい和食文化の精神と、それを端的に表した具体的項目の 2つからなっています。チ

ェック項目は、古くからの伝統を色濃く残しながら、今私たちが食べている和食に通ずる、明治期から

1950 年代以前の一汁三菜を中心とした、日本独自の家庭における献立を基本にしています。この

スコア表を用いることによって、皆さんの日常の食事に、これらの時期の和食文化の要素がどれくらい

残っているかを比較することができます。また得点を加算することによって、楽しくわかりやすく、日常

の食事を和食文化に近づけることができます。そのことを通して自然を尊ぶ気持ちが生まれ、伝統的

な社会慣習に気づくなど、和食文化の精神を知ることができます。日本人が大切にしてきた和食文

化を守り、未来につなげていく一助としてお使いください。」 こういったものを前文として、スコア表と必

ずセットでお出しするということを、まず考えております。留意事項に関しましては、前回検討会で出ま

した懸念点、例えば、単品料理というのは非常に点数が少ないのではないか、料亭などで提供される

和食はどのように扱うのか、作っている方と食べるだけの方ではスコアが違うのではないか、そういった

疑問に対応した内容になっております。 

 具体的なスコア表については次のページをご覧ください。大分類として食材、調理、食べ方、作法、

その 4 つを置いております。更には継承すべき和食文化の精神、例えば食材でしたら、海、山、里と

地域ごとに表情豊かな環境が育んだ食材を大事にする、四季が作り出す旬を楽しむ。調理ですと、

素材の味わいを生かす調理。食べ方ですと、お米を中心に汁やおかずを組み合わせることで、栄養

バランスが整った健康的な献立、日本の伝統や季節を感じさせるしつらえ。作法ですと、自然等に対

する敬意や感謝、他者への気遣いの心、食を通して家庭や地域のきずなを深める。言葉は更に検

討を進めますが、こういったユネスコに登録されたときの精神について、きちんと述べていくことをして

いきたいと考えております。 

更に、具体的なチェック項目について説明をします。食材ですと、日本の自然を尊重し、この国の

土壌・水が育んだ食材を活用するということで、米、それから伝統的な野菜、きのこ、山菜、なす、豆

類、いも類。各地域の風土に合わせて育まれてきた加工食品を活用しているということで、漬物、乾

物、魚加工品、大豆加工品、うどん、そば、そうめん、もち。前回加工品は大分類の調理にありました

が、食材に含める、また 2つを 1つにまとめるなどをしております。調理に関しましては、素材の持ち味

を生かす調理方法で作られているということで、刺身、和え物、焼き物、煮物。素材の味わいを生か

すため日本に特徴的な調理道具を使用しているということで、代表的な包丁、まな板、菜箸、しゃもじ、

お玉、おろし金、すり鉢など。さらには、素材の味わいを生かす調味料が使われているということで、お

だし、発酵調味料、伝統的な日本の香辛料、その 3 つを入れております。前回あった下ごしらえに関

する項目は検討の結果削除しております。調理道具も多くのご意見をいただき、1 項目にまとめまし

た。また追加項目として焼き物を入れております 3 つ目の大分類、食べ方に移ります。米を中心とし

た献立になっているということで、米、汁、おかず、漬物がそろっている。さらには食事に合わせて日本

茶を、ときには日本酒、和菓子などをとる。さらには、日本の伝統に則った食事道具を使っているとい

うことで、箸、お茶椀、お椀、季節を感じさせるしつらえ（皿、箸置き等）といったものを、入れさせてい



 

 

ただいております。こちらに関して、季節を感じさせるしつらえを、今回追加しております。作法に移りま

す。自然等への感謝ということで、「いただきます」「ごちそうさま」とあいさつする。社会的慣習や周り

の方への気遣いに基づく作法ということで、お茶碗やお椀を持って食べる。正しく箸を使って食べる。

正しい配膳をして食べる。ご飯とおかずを一緒に食べる。さらには他者との絆を深める食事ということ

で、家族や友だちと一緒に食べるといったところでございます。大分類といたしましては 4つ。それに結

びつく継承すべき和食文化の精神、具体的なチェック項目 27で構成させていただいております。 

 国産に関しましては、追加ということよりは、日本国産について気づいていただくという意味で、食材

について国産かどうかをチェックしていただく欄を設けております。そして最後には、合計でいくつのとこ

ろにマルがつきましたかということを、皆さんに出していただきたいなと思っております。満点はないとい

うところではございますけれども、全部○がつくと 27 となります。 

 次のページでは発信の際の課題等について整理しています。まず和食文化の点数化についてとい

ったところのメリットでございます。日常生活の中で和食文化の点数を上げたいというところで、使われ

る方の和食文化への意識が生まれるのではないかと考えております。一方、先日もご意見ございまし

たけれども、スコアを高めることのみを目的とされてしまい、現場で混乱が起きるのではないかといっ

た課題が出されました。さらにスコア項目の、具体的な 27 項目の最後に注意が向いてしまい、継承

すべき和食文化の要素の全体像が伝わりにくいのではないか、そういった課題もあるかと思っておりま

す。また、誰がどのような目的で、どのような場面で使うのかを明示すべきではないか、そういった課

題もあると考えております。和食文化の継承においては、スコア項目の根本にある和食文化の精神

性を理解することが重要であることを、前文やスコア表の中にもきちんと明示していく。使用目的、活

用方法について、前文で説明するといったことを実施していくことを考えております。今後の検討事項

としまして、スコア化の打ち出し方、合計点での尺度を示し、高めていくためのツール、自ら食生活に

含まれる和食要素を確認するためのチェックシート。数値以外の表現ということで、何のために使って

いただくのか、そういったところをもっと明確にすべきだと考えております。2 つ目の発信内容に移りま

す。日常の食事のみを対象とすることについてです。メリットといたしましては、一般に生活をしている

者が、簡単に自分の食事をチェックできる、頻繁にチェックできるということで、広く普及しやすいので

はないかなと思っております。一方、課題といたしまして、日常食を対象としていることによって、和食

料理人の皆さんが提供している、和食文化の頂点となるような非常に高い文化度が、評価できない

のではないかというところがございます。これに関しては、和食料理人の技術ですとか、和食料理人の

世界のことというのは、非常に個人の技に属する部分も多く、まだまだ今の段階ではスコア化が困難

なのかなというふうに考えております。そのため前文で、このスコア表の活用される方は家庭で、普通

の食生活で、家庭で食を営んでいる方々ということをきちんと記すことが重要であると考えております。 

最後に、スコア化項目についてです。和食文化を正しく評価できているか。スコア化項目に入れなか

った要素について疑義が呈されないか。大分類の項目数のバランスが取れているかどうか。食べる

だけの人、食材に関する知識のない人には判断が難しい項目がないかどうか。伝統的な和食であっ

ても、単品で食べるとスコアが低くなるものはないか。1 食で多種類の料理を食べるとスコアが高くな

るのではないか。そういったことに関しましては、前回から今回ということでかなり議論を挟みまして、



 

 

項目の中のところで、様々な改訂をしております。 

今回のスコア項目案での算出事例が次ページ以降です。家庭食の事例は、ご飯と鮭とキャベツの

炒め物、それからお味噌汁、今回のスコア項目案では 17つとなりました。2つ目、和食給食の事例と

して紹介されています、兵庫の小学校の給食です。こちらは 19 つに○がつきました。次はローソンさ

んのサバ味噌煮のお弁当。こちらは 14 つとなりました。お弁当単体ですので一汁三菜とか、そういう

ところは厳しかったりするのですけども、素材ですとか調理といったところでは、非常に多くチェック項目

がついていってるというところでございます。次は和食の一汁三菜の外食です。こちらも 19 つとなって

います。次は、懸念点としてあがっている、例えばおすしという、日本の和食の代表であるものが、単

品だと点数が低いのではといったところを検証したものです。単品で出しますと、今回 12、セットにする

と、22。お昼、単品のおすしをとろうとした人は、お味噌汁や副菜を付けると和食度があるという気付

きがあるのではと思っております。最後に、こちらも検証としてカレー類を出しております。極端ではご

ざいますが、ナンとセットになっているインドチキンカレーをラッシーを一緒に食べるという、インド料理

屋さんで食べるようなものから、ポークカレーとサラダという、一般家庭で普通に食べるカレー、更には

かなり和風を意識した、和風のだしを使って、旬の野菜を使ったカレーにお味噌汁をつけて、サラダを

つけて、さらに緑茶もつけると。非常に和食的ではございますけれども、ここまでいたしますと、もともと

3 つだったものが 17 つまで上がっていくという事例です。今回の項目案になりますと、こういった算出

内容が導き出されます。 

 さらにはこのスコア表の表現についてです。17 点だ、5 点だといった点数だけが独り歩きするのでは

なくて、自分はどこを目指そうですとか、全体の像としてどんなことを目指していけばいいのか。そうい

ったことが表現できないかなといった表現案です。1 つ目のところは同心円での表現。和風旬野菜カ

レーですと、非常に高い項目がございますので、真ん中の赤いところにプロットされます。ポークカレー

はやや薄いところ。インドカレーは更に薄いところというところ。これをどんどん真ん中に近づけていきま

しょうといったことで、一つ表現できるのかなというふうに思っております。次はレーダーチャートによる

表現案です。和風旬野菜カレーが一番大きいグリーンのもの、ポークカレーが赤いもの、インドカレー

は水色です。外に広げていけば、広げていくほど、和食度が高まっていくという表現です。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。いろいろ工夫はしてきたのですが、皆さんのご議論で、更に良いものにして

いただけるといいと思います。前文をつけるというのはいいと思いますけど、この中の加算について。こ

れは満点がなくて、要するに加算制ですので、足し算していって、なるべく高得点を目指そうと、こうい

うことになるかと思うのですけど。その中に、「自然を尊ぶ。伝統的な社会慣習に気づく」というのがあり

ますが、これはもう少し言えば「伝統的な食習慣としての食文化に気づく」というふうなほうがいいかも

しれません。そして、単品のことはちょっと難しいので、同じスコア表では表現できないところもあるかと

思います。そういうことなのですが、さて、いかがでございましょうか。そもそも、うどん、そば、そうめん、

もちというのが入ってくると、お米もありますので全部○が入るっていうことはあり得ないスコアなのです

けど。 



 

 

 

【大久保委員】 

質問ですが、例としてはカレー、お弁当とか、あと定食的な感じですよね。毎回、朝食の和食度が

何とかするとか、そういう感じになるのでしょうかね。それがちょっとひっかかるのですね。そこまでしな

くても、そういう気がします。 

 

【熊倉座長】 

前の問題とも関わってくるのですが、最初の国民の食生活実態調査もそうなんですけど、大体 1

カ月なんですよね、単位が。1 カ月にお米食べないなんていうのはおかしい、日本人としてほとんどあ

り得ない。それが 7 パーセントもいるっていうのはおかしいじゃないかっていう話があったので。このスコ

アのほうも、1 カ月じゃ意味ないと思うのですね。ですから一つの単位として 1 日のうちに、このスコア

を取ってみたらどうかというぐらいの。だから 3 食の、朝でも昼でも夜でも、どこかで和食を食べてるか

どうかという、そういう感じでいいのではないかなと。 

 

【大久保委員】 

その辺が皆さんに理解できないと、毎回、毎回の和食度を、スコアをつけたいっていう人たちの、ど

ういう人がつけるのかちょっとわかりませんけど、どういう場面で必要なのかが、また議論されるのでし

ょうけど。そういう、つけるときだけを考えたときに、お昼に毎回チェックするなんていうことはあり得ない

ので。思い出し法とかそういうかたちで、自分の食生活の和食度がどのくらいかっていうぐらいにしない

と、利用度合いが、何か危ないかなという感じがしますよね。座長がおっしゃる 1 週間とか、1 日とか

振り返る。でもお正月だとか、そういう行事の日だと、もうすごい高くなってくるけれども、お正月しない

人もいますし。そういういろんなことで、お隣と話し合うみたいなのに使えるかなという気がしますね。 

 

【熊倉座長】 

行事食よりも日常食なのですね。これ、基本は。 

 

【大久保委員】 

日常食ですよね。そうすると家庭の日常食について限るというもの表現が悪いのですけど、日常食

の和食を考えてみましょう、自分の意識として考えるときに、こういう項目を考えるといいですよみたい

な感じでいきたいわけですよね。 

 

【熊倉座長】 

はい。ですからそのときに、あんまり強迫観念を植え付けるようなことでもいけないので。そうすると、

まあ目標としては、ぜひ 1 日 1 回は和食を食べてほしいというぐらいの感じで、これを適用してもらっ

たらいいのではないかなという気がします。 

 



 

 

【大久保委員】 

ワークショップで書いてもらったのも見せていただいても、もうすでに、すごい意識高い。それは意識

してなくても、自然にもう和食、日本人ですから和食をベースみたいなかたちで、子どもさんの要求と

か、ご主人が好きだからとかっていって、肉だとか入ってくるような。でも、基本この人の1日を見ると、

やっぱりどうも日本食がベースだなっていう人と、完全にもう洋風化しちゃってるなという人もいるので。

その辺でつけやすい人と、つけにくい人が出てくるかなって感じですね。ただ、和食を勧めたいほうとし

ては、これはすごく使えるものになっている。教材っていうのはおかしいですけど。 

 

【熊倉座長】 

一つの考えるときの基準、要素として、和食は、どうしても料理そのものを見てしまいますので。そうじ

ゃなくて、こういう食べ方だとか作法も入れて、和食っていうのをどのぐらい実践しているかという、そう

いう一つの考えるチャンスにしてもらえるということですね。あと、これ、肉が入ってないのですよね。一

応。肉は入れたほうがいいのかな。 

 

【大久保委員】 

鳥肉は食べてきているので、卵とかもそうですが、ちょっとひっかかるのですよね。栄養価を高める

ために、1950年あたりは、かなり食べていた。 

 

【熊倉座長】 

やはりこれ、ちょっと肉入れたほうがいいかもしれない。 

 

【事務局】 

そうですね。課題の整理に、肉料理は和食文化に含まれないのかということで、お肉を例えば和風

ハンバーグ定食みたいにすると、かなりスコアが上がってくるのですね。そういうことで推奨していくのか、

それと食材に肉を入れるのかというのは、検討事項でしょうか。 

 

【大久保委員】 

考え方としてね、すごく偏った和食って、もう純粋の和食ってなると、どんどんそういうふうに突き詰

めていくのだけれども、家庭料理で現在の人たちに持って行くわけですから、お肉入れておいたほうが、

より楽になるのではないですかね。 

 

【熊倉座長】 

その入れ方なのですけれども、食材のところに肉を入れるかね、あるいは調理の仕方、つまり和風

の調理をした肉というかたちにできるか、その辺はどうですか。 

【大久保委員】 

その辺は工夫していただいて。あんまり、「わあ、これは大変」みたいに思わせないで、自然に。 



 

 

 

【熊倉座長】  

現実から離れちゃいますものね。すき焼きは和食だってことになっていますから 

 

【大久保委員】 

そうですよね。群馬県なんかは、今、すき焼きをすごくアピールしているので県知事が先頭に立っ

ているらしいのですよ。それで、そういうところもありますので。 

 

【熊倉座長】 

今は日本料理でも肉を使いますもんね。 

 

【髙木委員】 

むしろ出ないと、お客さまからちょっとクレームがつくから。 

 

【大久保委員】 

豚汁とかそういうのも、もう家庭料理の中では、一番便利な献立になっていますので 

 

【大山委員】 

食材の中で、例えばかしわっていう表現があるので、鶏はそこの世界で伝統的にあるのです。豚肉、

牛肉、これも伝統的なもので、食材の自給率を考えたら、やっぱり国産の牛肉を使っても、国産の豚

肉を使っても、何らおかしくもないし。われわれも肉が入っていない中々売り上げが厳しいこともありま

す。 

 

【髙木委員】 

個人的な印象ですけど、われわれの業界で、京都の料理屋が一番、肉使っている印象です。もち

ろんすべて行っているわけではないのですけど、何か懐石の中に、一口、二口の肉が必ず入っている

ような気がします。それは鴨であったりとか、それこそ豚の角煮だって普通に入ってきたりしているわけ

ですから。個人的にはやっぱり、鯨も入れてほしい。 

 

【大久保委員】 

そういう単品になっちゃうと、食材の種類になってしまうとすごく大変ですから、まあ、肉っていう感じ

にしておいて、ですよね。 

 

【山口委員】 

例えばハンバーガー屋さんでも、和風ハンバーグとかいう表現、これはもう日常生活に定着してい

ます。調味の世界で、お肉を使って和の世界をかもし出す方法って他にも結構散見されるので。それ



 

 

はそれで、和食の一端として認識していいのではないですかね。 

 

【熊倉座長】 

例えば食材のとこの 1、2、3 の 4 に肉を入れるとすると、後ろに括弧して魚、タイ、タコ、イカという

ふうに種類を入れていますけども、逆にこの括弧の中に、和風調味をしたとか、何かそういう言い方を

入れてもいいですかね 

 

【大山委員】 

不自然じゃないと思いますね。この 21 ページを見て気づいたのですけど、ユネスコで登録された背

景には、一つ、つくづく思うのは、自然を尊ぶとか、生き物の尊厳性を尊ぶとか、伝統的な日本の社

会慣習の中に、この作法のところの点数に、ちょっと古いかもしれないですけど、残さず食べきるって

いうのがないのですかって思うんですね。ご飯一粒、最後まで食べなさいっていうのは古いのでしょう

けど、ものを大切にする心とか、食べ物全部生き物ですからね。食べ物の尊厳性というものを、日本

の伝統的な社会慣習でもあるし、和食文化そのものの精神というのは、日本ってすばらしいですねっ

ていうのは、そこにあるのかな。今、われわれもだいぶ廃棄しますが、廃棄は消費の一部みたいな、

そういうビジネスのあり方って、ちょっと違うのではないかと思いつつ。でもやっぱりものを大切にする心

っていうのを、作法の中に、日本人の持つ礼儀とか、あるいは楽しみながら規律を作るとか、あるいは

食育を啓発するとか、そこにも何か一発入れてもいいのではないかなと。無駄なことはしないという。 

 

【熊倉座長】 

そうですね。だから、その「家族と一緒に食べる」という前ぐらいに、「食べ物を大切にする」とか、そ

のような項目を一つ入れるといいですね。 

 

【大山委員】 

ちょっと日本人が忘れかけた。お金さえ出せば何でも買えるっていうのは、ちょっと違うのではない

かと思いますね。 

 

【熊倉座長】 

ただ、「残すな」って言うと、糖尿病の治療などありますから。 

 

【大山委員】 

僕、これ感激したのは、大根の 3 種類作るって言うのは、一つ頭の中でヒントが出て来たのですけ

ど。全部使い切る、全部食べきる。そのためには、その手法として大根 1 本で 3 品を作りましょうとい

う、何か啓発の仕方があるのかなと。もう高木委員、皆さん、料理人の先生方に教えていただくのが

あると、「へえー」ってなもんで、家庭の中で活かされるのではないかなと思うのですね。 

 



 

 

【大久保委員】 

ワークショップで、第 1日目ですごくよかったのが、生産者の人が食材を作って、有機で作っていて、

しかも新鮮なものを契約で送って行くわけですね。そうすると、何が入っているかわかんないのです、

そのときにできたものが来るわけです。そのときに話題になったのが、食材が来て、それをどう食べよう

かってなる。今はそうじゃなくて、ハンバーグ作ろうと思ったら、肉買いに行って、玉ねぎ買いに行って、

冷蔵庫見て、足りないものを買いに行って、それを作る。そうすると、それができちゃうと、あとのものは

いらなくなるので、どう使うかわからない。材料が来て、材料を活かすっていう方向に持ってこうといっ

ているのですよね 

 

【山脇委員】 

いつも言うのですけど、今の 40 代、30 代とかっていうのは、今日はこれを作ろうと思って行くから、

どんなにおいしそうなナスがあってもスルーして行って、本人にとっての本来の目的のものに行っちゃ

う。あと、さっきのお話にもあれですけど、始末っていう考え方が、やっぱり日本の調理の中では一番

特徴的なところだと思うので。このスコア化はシンプルにしたほうがいいのですが、何となくそういう考え

方というか、そういうものがやっぱりあったほうがいい。 

 

【大久保委員】 

和食文化のスコアなので、やっぱり先ほどおっしゃったみたいに、作法っていう括りでいいかどうかわ

からないのですけど、そっちのほうを重点にして。献立だとか何とか、もう結構出ていますよね。どうい

う組み合わせで食べたほうがいいとか、そういうのは栄養学的に、糖尿対策とか何か、そういういろん

な目的別に、何カロリーじゃなきゃいけないとか、糖質がどうだとかっていうのは、もう皆さんすごくわか

っているので。 

 

【山口委員】 

スコア項目が、27 つありますね。4 つの基本形に分かれているのですけどもそれで大事なことは、

27 の項目のうちよりたくさんすれば和風になるということももちろんあるのですけれど、それ以前にやっ

ぱり 4つが基本なんで、その 4つの全部について該当項目があると。例えば 20点なら 20点取れた

として、それが行儀作法のところに一つもなくて、残りの 3 つは全てというのは、やっぱり和食文化とい

う面からでは、偏っていると思うのですね。だから基本形として、やっぱりこの 4 つのところに、何らかの

ポイントがあるということが非常に大事で。その上で、より、もちろん数が多い分、和食度が上がるわけ

ですから。だから上 3 つでもっていくら点数ついても、やっぱり「ごちそうさま」も「いただきます」も言わ

ない、足を投げ出して食べている、これは和食文化じゃないということに、何か考え方を出したほうが

いいのではないでしょうかね 

 それから 2 つ目は、スコア化に関しては前回いろんな方から懸念が出て、その懸念をなるべく払拭

するような今日のご提案になっていますけれども。それでもやっぱりスコア化っていうのは点数化って

いうことですから気になっていまして、こういうふうに理解が深い人たちの間で使われる分には、何の



 

 

問題もないわけですけども、それが小学校の教室で使われるとか、あるいは足元が崩れている家庭

の中で使う。そうすると最終的に、多分懸念したとおり点数が表立って出てきちゃうので。それを避け

るためには、やっぱりスコアっていう言葉はやめたほうがよくないか。私、見える化ってあんまり好きじゃ

ないのだけど、しかし見える化という言い方にすれば、スコア化で懸念されるようなことがだいぶ軽減さ

れるのではないですかね。 

 

【熊倉座長】 

今のおっしゃったことは、これ全部加算法なのですが、減点法といいますか、4 つの枠の中の 1 つ

欠けたら、もう全部ゼロだというふうな、そういったものでもいいわけですね。 

 

【髙木委員】 

このスコア化は、どういうふうにプロモーションしていく予定なのでしょうか。ちょっとお話を伺っていて、

実際にどういうターゲットで、どういう手法で投げるのかっていうことも、やっぱり必要ではないかと。 

 

【農林水産省】 

学校教育の場でうまく使ってもらうっていうのが、一番良いのかなと思いますが。 

 

【髙木委員】 

でも家庭料理にフォーカスしているわけじゃないですか。そうすると一般の家庭で実際に運用しても

らうことが、この名前かなとは思うのですけど。それをどう促すのかなっていうのが、ちょっと。 

 

【大久保委員】 

家庭の作り手ですよね。家庭料理を作っている人が問題になってきます。 

 

【熊倉座長】 

そういう方々と接する機会がたくさんあると思うのですよ。例えばそういう場で講演なんかする場が

よくあるのです。そういうときに、皆さんにこういうスコア表をお渡しして、ちょっと家で、こうやってチェッ

クしてくださいと。1日 1回これを入れていただけるように頑張ってくださいというような、そういう一種の

努力目標みたいなかたちでお渡ししたり、これから広報・普及、和食の広報・普及の場でこれを活用

していく方法はいろいろあるのですよね。組織的にこれをどう使うかっていうことになると、考えられるの

は教育の場だと思うのですけども。そこはまた、なかなか難しい問題があると思います。ただ、どちらか

というと、栄養士さんだとか何かは栄養のほうでものを考えてしまうので、作法だとか食べ方について、

あんまりそこまで言うのは難しいっていう、先にそっちが勝ってしまうと思うので。むしろわれわれが、そ

れを含めて和食ですよということを、お話するときに、これ使えるのではないかなと思ってるのですね。 

 

【大山委員】 



 

 

思いつきですけど、民放ですとお金かかるのですけど、NHKで一般家庭の主婦の方に子どもと一緒

に出席して、この 4つの軸足を表現する、最低 1年ぐらいやっていただけないかと思うんです。スポン

サー料はないですから。そうすると身近に感じて。これ多分紙の上だとか、こういうワークショップやっ

ても、一回ぽっきりですぐ忘れ去られるので。本当にユネスコ無形遺産というものの重みを感じて、国

自体を動かすぐらいの力を出すためには、例えば NHK で番組を作ると。昔、アメリカにグラハム・カー

という調理人がいて、何か非常に知られていましたよね、面白おかしくそういう楽しさ、面白さ。調理人

さんじゃなくても、家庭の主婦の、家庭の人に来てもらう。それをうまく毎週やってもらえるとかですね。 

 

【熊倉座長】 

毎週は無理かもしれませんが、何か番組ができるといいですね。 

 

【村上委員】 

きっかけがあれば、ニュースじゃないですけどね、企画ものとしてはできなくはないですよね。 

 

【山脇委員】 

それは民放でもできるかも。発表すれば。民放は番組として。CMではなくて。 

 

【大山委員】 

最近テレビ見る方は少ないのですけど、じゃあ、Web でそういうことやるだとか、いろんな方法がある

のではないかなと思うのですね。 

 

【山口委員】 

実際に結果として、それじゃどういう場面で一番これが取り上げられて、はっきり効果が出て来るか

ってなると、例えば日本では食育が、いい先行事例だと思います。結局やっぱり学校教育の場なので

すよね、それができるのは。これも話のスタートになったフランスも同じで、結局小学校教育のプログラ

ムの中に入れ込むことがやっぱり一番効果的で、ほかの方法はなかなか難しくて。その 2つの事例見

ても、やっぱりどうしてもそういうふうになる。一番可能性が高いのは、やっぱり学校教育なのですよね。 

 

【熊倉座長】 

われわれがもし受けられるところがあれば、和食会議が去年の、「だしで味わう和食」で約 1,970校

でしたか、ご協力いただいた。そこの子どもたちには、だしで味わうということがどういうことかっていう、1

枚刷りのパンフレットを渡したわけですけど、今年はそれを、できたら倍か 3 倍に実施校を増やそうと

いう計画なのですね。そういうときに一緒にこれをつけて、お家へ帰って和食度を一度お母さんに測

ってもらってというような、そういう場もあるのではないかと思います。ですから、「だしで味わう」と一緒

にこういうものを、ちょっと展開していくっていうのは手立てだなという気はしますね。 

 



 

 

【山脇委員】 

この前文のところに、何かちょっと和食の精神のような、哲学のようなそういう、さっきの始末だったりと

か、何か少しそういうのが入ってきたほうが。あと、細かいところですけれど、だしって、野菜とか魚介と

いう記載があって、日本のだしだと乾物ということが秀逸なところなので、全然わからない人が見ると、

野菜でとったイタリアンとかフレンチとかのだしとかでもいいのかなと思われちゃうかなと。野菜っていう

のはシイタケとかそういう意味なのかも、魚介っていうのはカツオとかだと思うんですけど。あと、みりん

は発酵調味料じゃないとか、いろいろそういう細かいところはちょっとある。 

 

【熊倉座長】 

だし汁が、要するにここに書いてあるのは肉は使わないという、そういう意味なんですね。 

 

【山脇委員】 

トマトはどうでしょうか？ 

 

【熊倉座長】 

トマトは OK です。そういう意味では、ちょっと広い考え方に捉えられても構わないと思うのですけど、

そこら辺は。あんまり、こうでなければいけないということではなくていいと思うのです。ただ、豚骨とかそ

ういうものは、ちょっと日本のだしではないという。 

 

【山脇委員】 

その割に野菜が伝統野菜に限定されていたり、西洋野菜はあるとだめだという感じ 

 

【熊倉座長】 

これもどこまで広げるかっていうことあるのですけど、なるべく、理屈は大体われわれ 3 世代前ぐら

いの人たちが、今、僕から言うと 2 世代ぐらいですけど、大体戦後、昭和 30年頃まで常食していたも

のを基準にしないと。だから、これでなきゃいけないという話ではなく、これは一つの基準というか一つ

の目安なので、これを広げてくださいという話が一方に、前文にあっていいと思います。 

 

【山口委員】 

ですからどうしても、スコアだと良い、悪いになるのですよね。点数が高い、低いと。やっぱり和食度

を上げる運動ですからね。 

 

【熊倉座長】 

ですから、「見える化」という言葉でも僕はいいと思うのですけれども要するに、スコア化っていうこと

で競ってもらってもいいじゃないかと。むしろ、点数を取ることにモチベーションが高まるならば、僕はそ

れでもいいのではないかなと思うのです。ただ、その結果、何かよくない影響が出てくるということにな



 

 

ると、ちょっとそれは問題だと思います。ですから、なるほど「見える化」でも良いと思います。 

 

【大山委員】 

それが副次的な効果でそういうふうになるのは、本当におっしゃるとおりなので。副次的でなくなりや

すいのですね。まして小学校の教育の場なんか高得点を目指しますね。 

 

【熊倉座長】 

それは「見える化」っていう言葉のほうが少し穏やかかもしれません。今、山脇さんが言われたとこ

ろ、大事なとこだと思うので、前文についてはちょっと僕のほうで、少し皆さんのご意見入れながら、こ

ういう箇条書きではなくて、文章にまとめます。 

 

【村上委員】 

昨年の報告書がよくできていますよね。だからこっちの精神で、何の目的でこういうスコア化ってい

うか、見える化というか、でやるのかっていうのが、やっぱり私は、この担い手は日本国民全体でという

精神というか、この 4 要素が。言うなれば山口委員が言われたように、4 つの項目というのが非常に

大事で、やっぱり偏ってもらっては困るわけだから。それを全部一応盛り込まないと意味がないという

ことは伝わらないと、前文でね。何の目的でこういうことをやるのかというのも、伝わったほうがいいとい

う感じがするのですよね。これは非常によくできているのですよね、あらためて見ると。 

 

【山口委員】 

そういう意味で言ったら、さっきの 4群の、行儀が悪いのは減点だっていうのは、やっぱりやめたほう

がよくないですか。ポジティブでいいと思いますね。 

 

【山脇委員】 

どうでもいいことなのですけど、30 とかきりが良い数字の方が良い気がします。 

 

【熊倉座長】 

そうですね。今 2つ追加があって 29なのですよ。もう一つ出ていただけると。 

 

【山脇委員】 

調理の鍋物などはどうでしょうか。鍋物は江戸時代からあるものの、もしかすると家庭で冬は毎日

鍋物とか、そういうお家、結構、働いているお母さんとか和食だと思いますよ。ねぎま鍋とか江戸時代

からある。 

 

【大久保委員】 

ある意味、百選みたいに、99 選んでおいて、1 つ自分のところ、好きなもの入れていいみたいな。



 

 

だから 29 にしておいて、1 つ、そういう意味で、全体として点数つけちゃうみたいな。鍋物も白菜とか

そういうので和食っぽい鍋と、何かいろいろあると思うのですよね。その本人が判断すればいいってい

う、本人が和だと思えば点数つけていいよっていうのを、1つ残しておいてもいいかなと。 

 

【熊倉座長】 

この中にないのは郷土料理なのですよ。だからむしろ地元の料理とか、そういう項目を 1 つ、常時

食べるわけじゃないけれども、そういうものが入ったら。 

 

【大久保委員】 

サービスで自分の思ったのがあれば、1 つ、1 点入れるみたいなのが、いいかなっていう気がちょっ

とします。そうすると、あんまり深く考えなくてもいいっていうような、気楽につけるみたいな。つけている

うちに、だんだん寄っていくみたいなのもいいのかなと。何か啓発のためにスコア化しているわけですよ

ね。進級テストみたいな感じでやるわけじゃないですよね。だから、だんだん日本人の食事を守りたい

みたいな雰囲気になっていけば。そのためには、この要素がこれだけあるみたいな。 

 

【事務局】 

表現についてはいかがでしょうか。本日の提案をブラッシュアップして、進めていければと思っており

ます。 

 

【熊倉座長】 

難しいですよね。4点に整理しちゃうと、なかなか。最近大学でも、みんな学生が授業評価っていう

のをやるのですね。六角形か何かになって、わかりやすいとか、説明がどうだとかね。それではスコア

化はそういうことで、さらにブラッシュアップして、次回には決定をしたいと思っております。最後に資料

の 4に進めていこうと思います。資料の 4、ご説明をお願いします。 

 

【事務局】 

最後に、本事業の報告書について案をご説明させていただきます。昨年の報告書をお手元に配

付させていただいておりますけれども、今年もこのような報告書のほうを作りたいと思っております。作

成の目的といたしましては、和食に関心を持ちつつも、和食を日常的に取り入れることは困難と感じて

いる一般の方ですとか、今後どのように継承活動をすべきか検討している関係者の皆さまに、継承の

方法等を平易な表現で説明し、その方たちの具体的な行動を促していく、そういったことを目的として

います。これは先ほどのスコアにも関係すると思いますが、配付想定者といたしましては、まず家庭の

食の担い手の方々、それから教育関係の方々、食育関連の方々。教育関連に関しましては、個々の

現場の方や、NGOもたくさん出てきておりますが、そういった方々、それから食関連の事業者、流通で

すとか食品産業の方々、それから地方自治体関係者、さらにはマスコミやメディア関係の方々にも、

積極的に配付をしていきたいというふうに考えております。 



 

 

 構成に関しては、和食文化のユネスコ無形文化遺産登録の趣旨を説明すること。1 万人の国民食

生活実態調査の結果による国民の食生活実態、和食文化の実態と課題の分析、視点というものを

提示したいと思っております。それから和食文化の保護・継承を進めるための課題。具体的な方法

論の提示。これは今やっておりますワークショップやスコア化の話、「ごちぽん」の話、そういったところ

を織り交ぜて提示したいと思っております。更に和食文化の保護・継承のための中長期ビジョン。単

年度の話ではなくて、2 年後、3 年後、5 年後にどうしていきたいか、どうなっていくのかを提示してい

きたいと思っております。装丁等に関しましては、昨年度と同様 A4版、20ページ程度を１万部、また

PDF 版も作成し、皆さまには活用していただきたいと思っております。制作、配付の時期に関しまして

は、3月の上旬の完成を目指しまして、そちらから順次配付を考えております。配付方法に関しまして

は、昨年度も同様の報告書を作っておりますので、その配付実績、配付した結果どうだったかというと

ころも考慮しまして、効果的な配付先をリストアップしていきたいと思います。本事業に関しましては、

この報告書以外に全国紙での事業報告の広告を考えております。そこで一般の家庭でも配付できま

すということで応募して、皆さまの反応を得ることもしていきたい思っております。また、検討委員の皆

さまの関係のところで積極的に告知を行っていただいて、どんどん広げていく、そういったこともできな

いかなと思っております。 

 それから構成内容、1枚まとめております。タイトル案として、「和食を守る、つなぐ、広げる」を考えて

おります。昨年度の「和食を未来へ」をより具体的に守るということ、それからつなげていくということ、さ

らには広げていくということ、その 3 つの視点から提示したいと思っております。最初の導入は「はじめ

に」ということで、今必要なこと、それから和食文化の特徴と現状、ユネスコの登録の趣旨を説明しな

がら記したいと考えております。内容に関しては、国民食生活実態調査から見えてきた、和食文化の

実態と課題、そちらを丁寧に説明していこうと考えております。まず日本人の一般的な食生活、どのぐ

らいごはんを食べているのかとか、家で食べているのか、外で食べているのかとか、誰と食べているの

かとか、そういったところの食生活全体の実態を見ていきます。それから和食文化は今どのぐらい継

承されているのかということで、和食文化の 4 つの視点、「食材・調理・食べ方・日本の伝統」から見

ていきたいと考えております。さらにはそれを受けまして、今年の事業の中で皆さんにご検討いただい

て進めております、具体的なわれわれがやったこと、そこから出て来た示唆、そういったことを説明し

ていきます。「和食を守るために」というとこでスコア化、「和食をつなげるために」ということで、ワークシ

ョップから見えてきたこと、そこから出て来た新たな課題。「和食を広げていくために」ということで、スマ

ホアプリを使った施策について説明していきたいと考えております。最後に「結びに」ということで、「未

来への提言とロードマップ」ということで、今後の方針、5 年後の姿などを提示していきたいと考えてお

ります。織り交ぜながら、皆さんと楽しく読んでいくような報告書にしていきたいなというふうに思ってお

ります。 

 

【熊倉座長】 

検討しなきゃいけないところがあると思うのですけれども。27 年度のこの事業の中の一つは、和食

の概念をより洗練するということがあって。それは 26年度の検討会の中で、それが十分でなかったか



 

 

ら次年度やりましょうということが、今回のスコア化、見える化という、そういうかたちで和食の概念を、

より見える化にしたわけですね。そのことも、ちょっとどこかに入れておいていただいたほうがいいかと

思います。もし、その見える化表ができたら、それを実際使えるようなかたちで、どこかへ 1 ページ取

れませんかね。今日は「ごちぽん」のお話が、もう一つなかったかと思います。あれ以上のお話はない

のですか。 

 

【事務局】 

最終的な報告については、数字的なところがメインにはなってくると思います。またアンケートを取っ

ていますので、その分析、報告になります。 

 

【熊倉座長】 

これを今後どういうふうに展開するかっていうときの、回数が多いからやりましょうという話なのか、も

うちょっと実際、和食文化の保護・継承に、具体的にどういう効果があったのかという検証ができると

いいけれども、そこは難しいですよね。 

 

【農林水産省】 

アンケートの中で、このスマホアプリというもので、まず知ることができたか、よくわかったか、わから

ないかというところの、入口からどこまで深く進んで行くのか。食文化の何が伝わって、何が伝わらな

いのか、その辺をアンケート結果から見ていきたいと思います。 

 

【熊倉座長】 

そうですか。そこが見えれば、次の段階ではどういうものを作ったらいいかっていう話になるのです

ね。ありがとうございます。この報告書の構成内容もさることながら、全体にわたりまして、何かご意見

等がありましたら、最後にお伺いしたいと思います。 

 

【大山委員】 

「守る、つなぐ、広げる」を具体的にわかりやすく、どうつけるか。ここが最後のキモになるのだろうと

思うんですね。少し出て、具体策がほしいなと思いますね。 

 

【熊倉座長】  

今回は、実際行動した結果の具体的な提案ができればいいわけですけど。 

 

【髙木委員】 

スコア化等々のこういった、いわば戦略、こういうもの、じゃ次の戦略、次の一手は何なのかというの

は、そろそろ方向性とか。具体的なものでなくても、一番最後のロードマップに出てますけれども、ここ

の中でもう少し、ちょっと具体が入ってもいいのかなという気はします。 



 

 

 

【熊倉座長】 

この検討会は、来年度はないのですか。ないですね。そうするとやっぱり今年度のこれで、ある程

度まとめておく必要があります。 

 

【大山委員】 

まあそうですね。ただ、課題があれば別に、いろいろ勉強することは。ただやっぱり、将来この先、ど

ういうことをしていくのかっていうのが見えてこないと、僕らも本当は困るというかですね。 

 

【熊倉座長】 

ただ今度は、具体的にスマホの結果が出てきたとか、あるいはスコア化ができてきたとか、そういう

ものを実施してどうかっていうことは、検証したいところですよね。 

 

【農林水産省】 

多分、ワークショップやスマホアプリなど、いろんな手法を試しながら、何が一番効果的かというのを

見定めていくことが必要だと思います。来年以降も、そういう手法については、いろいろ考えていきたと

思いますので、こういう検討会という形じゃなくても、有識者に意見を聞いたり、そういうことは是非させ

ていただきたいと思います。ただいずれにしても、この和食の保護・継承というのは長期の取組であっ

て、今年、来年うまくいきましたというものではないので、次の世代へつなげていくためにはどうするかと

いう、そういう将来的な取組へのきっかけというか、最初の提言をまとめていただけると、あとは私たち

の宿題としてやっていくことになるのかと思っています。 

 

【熊倉座長】 

とくにこの調査はね、継承してもらいたいと思います。 

 

【農林水産省】 

この調査を世の中にうまく広げて発信し、いろいろなところで使っていただきながら、現状を認識して

もらいたいと思っていますので、これをどうやって発信するか考えていきたいと思います。 

 

【熊倉座長】 

ほかの調査と組み合わせて。ですからほかの調査でこういうことができて、今度の調査でこういうこ

とができたと、このあたりをはっきりさせて、すでに大規模な調査がたくさんあるわけですから、それとの

関係を整理してください。 

 

【村上委員】 

まさに今の話だろうと思うのですよね。行き着く先をどこに求めるのかっていうのが、ロードマップも含



 

 

めて、来年なのか、再来年なのかがわからないわけで。乗せられたバスみたいな感じもしないでもな

いので。多分、今度のスコア化と、「ごちぽん」の 112 万回 1 週間ですか、かなり意識が高いっていう

ふうに私は思ったのですけど。そうすると、そんなに保護・継承に心配することは。私最初に思ったより

は、いいっていう感じはするのですよね。ただ、最初にあった 93パーセントと 7パーセントの、7パーセ

ントをどうするかということが大事だろうから。そうすると今後の課題とプロセスというような意識、その辺

をどういう軸で置いていくかっていうか。やっぱり保護・継承は必要なのだろうと思うんですよね。無形

文化遺産に登録されたっていうのは、非常にわかりやすい、国民に対するメッセージがしやすいきっ

かけになるだろうと思いますし。何とかそこにつなげていければなというふうに思います。 

 

【山口委員】 

先ほどの「ごちぽん」なんですけれども、今回のいろいろな調査での解析をして、崩れつつある和食

文化を保護・継承していくのに、どういう層に対して、どういう手を打つのが一番有効だというようなこと

を、いいと思うのですね。それが短期的なヒントだとか、一つの着地点だと思うのですけれども。あと、

中長期的に考えたときに、和食ってやっぱりわれわれの文化の原点なので、そうすると何となく今、わ

れわれ日本人が失っているかもしれない民族としての誇りとか、それから精神性みたいな、そういうこ

とにこれがつなげられるようなところが、長期目標としてたてられれば。それは守りでしかないわけです

けど、今度攻めで考えれば、それこそ国がいっている日本ブランドの確立そのために、どうこれから、こ

のベースから発信できるか。そのようなあたりも、重要になってくるのですね。 

 

【山脇委員】 

今、山口委員がおっしゃったように、昨日も、とある教室で、お米をお水だけで炊いて、こんなに喜

んでおいしいとか言って食べている。本当にすごくおいしいので。それってものすごく贅沢なことで、そ

んなことができる国ってすごいなっていうふうに、自分たちの食を見直すことで、国を誇る気持ちだっ

たり、そういうのを取り戻すきっかけになるようなことが和食に、せっかく無形文化遺産になったので、

求められるのだと思います。日々、私の教室に集まる皆さんは和食にとくに興味なくて来てると思うん

ですけど、そういう方たちにこういうお話しをすると、すごくリアクションが変わるので。あらためて何か感

じるところがあるのかなということを、その方たちに何か発信する仕方が大事。私、実はこの委員をや

って初めて、農林水産省がこんなにいろんなお仕事やっているっていうことを知りましたが、発信の仕

方についてどうしたらいいのかなって、ずっと考えているのですけど、PDF ファイルだと、今みんなスマ

ホなので読みづらいし、パソコンが家にある人って意外と少なかったりして、どこか行くと必ずもらえるも

のだと良いのでは。あと、これに関しては、これは私の単純な要望なのですけど、今、世の中のいろん

なパンフレットとか、味の素さんとかローソンさんとか、ご覧になるとわかると思うのですけど、一般の普

通の素人の方でも、すばらしい写真を撮られているので、ビジュアルってすごく大事。アイキャッチー

な、何かすごく、こういう食卓うちでやりたいな、みたいな写真が出ていると料理屋さんのお写真が多

いかもしれないですけど、もっと親しまれるのではないかなと。ほかのやつを見ていただくと、納得して

いただけるのではないかと。 



 

 

 

【大久保委員】 

皆さんの話を聞いていて、希望なのですけれども、会議とちょっと関係ないかもしれないんですけど、

家庭の中で話題性っていいますか、親が知ってることを、やっぱり子どもに伝えないといけないと思う

んですね。食べ物にまつわるお話を、きちっとできているかどうかっていうのを指標にしてもいいかなっ

て、ちょっと思ったんですね。行事のときに、なんでこれを食べるのかっていうのを語れないと、やはり

子どもたちに伝えることによって、また成長して外国へ行って、他国に行ったときに自分の国の話がき

ちっとできる。おすし一つにとっても、「巻きずしあるのよ」、それだけではなくて、なぜそれがあるのかま

で語る、お正月に数の子はなんで食べるかみたいなのもね、単純には話せるように。最終目的は、そ

こら辺に持ってってほしいなと。今無理なのはわかってるのですけれど。 

 

【山脇委員】 

多分好きだと思いますね。二極化していて、今エンゲル係数上がっているとかいう話もありますけど、

多分二極化しているからあれなのですけれど、二極化の一方の方たちは、かなり食に関しては意識が

高くなっていると思うので、和食ってやっぱりお金もかかりますし、大変な部分はあるんですけれど、そ

こではちょっとアピールすれば、かなり広がって、その人たちがインフルエンサーになってみんなに広め

てみたいな 

 

【大山委員】 

これ、ちょっとダサいですね。お子さんを啓発していくなどあるのですけど、残念ながら日本の人口

動態が変わってきちゃって。今、人口動態って、私どもカードでデータが全部取れるんですけど、いい

か悪いかは別として、50 歳以上のお客様が劇的に増え始めているので。ですから学童を教育してい

くって、これはもう必要不可欠です。だけど、今後健康寿命を伸ばしていくという意味で、和食の存在

をどう子どもたちに伝えていくかっていう主役は、実はこの 5 年後をイメージしたときに、子どもも大切

なのですけど、これから老後を迎える方々が劇的に増える中で、日本のこの社会構造が、食を通じて

未来に発信できるような、これはひょっとしたらユネスコに対して、一つの答えの出し方として、とくに先

進国は高齢化社会を同じように迎えるわけで、どっこい長生きしてますよ、これ健康延伸ですよって

いうところが証明できると、もっともっとユネスコに対するボルテージは上がるのかなと。それが翻って、

今度国民が、またそれをあらためて再認識するという好循環が生まれるのかなと。結論は、シニアの

方々にどう迎え入れられるかということも必要かなと思いますね。 

 

【熊倉座長】 

そうなのですね。そうすると、全年齢層なのですよね。ありがとうございます。そういうことも一つ入れな

がら、報告書はもっとスマートに作れというご意見が非常に強くて。デザイナーに頑張っていただいて。 

それでは最後に、今後の予定をちょっと確認して。 

 



 

 

【事務局】 

検討会のスケジュールですが、資料の 5 に追記をさせていただいております。第 7回が 2月 5日

の金曜日。8 回は 2 月 23 日で、こちらのほうが最終となりますけれども、農林水産省で開催予定で

す。次回ですが、和食文化のスコア化、今日はいろいろご意見いただきました。再度検討させていた

だきまして、次回最終案の提示となります。さらには試行、検証策。ワークショップは明日と 1月 31日

で終わります。「ごちぽん」関しても 2 月の途中で終わりますので、こちらについても、次回経過報告を

させていただきます。報告書に関しましては、今回骨子案ということでご提示させていただきましたの

で、具体的な全体構成を、スマートにしたものをご提示できればというふうに思っておりますので、引き

続きよろしくお願いいたします。最後に農林水産省から何かございますでしょうか。 

 

【農林水産省】 

次回、報告書（案）をお示しして、御意見をいただきたいと思いますので、事務局とも精力的に相談

をしながら、いいものを作りたいと思います。また御協力をよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

以上で、すべての予定を終了いたしましたので、こちらで第 6 回の検討会のほうを終了したいと思

います。どうもありがとうございました。 

 


