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平成 26 年度食育活動の全国展開委託事業（有識者による検討会及び表彰） 

第３回「食育推進施策に関する有識者会議」議事録 

平成 26 年 12 月 11 日（木）9：30～11：30 

（株）三菱総合研究所 大会議室Ａ 

 

株式会社三菱総合研究所 池田 （以降、池田） 

 時間になりましたので、只今より食育活動の全国展開委託事業の有識者による

検討会及び表彰の第３回「食育推進施策に関する有識者会議」を開催させていた

だきます。 

 初めに、農林水産省消費・安全局、道野消費者情報官からご挨拶をお願いいた

します。 

農林水産省 道野消費者情報官 （以降、道野） 

 委員の先生方、早朝から有識者会議にご出席いただきまして、ありがとうござ

います。 

 本会議は今回で３回目ということでございまして、前回の２回の会議のいろい

ろなご議論をまとめさせていただいて、８月 30 日（正確には８月 28 日）に中間

取りまとめを公表させていただいたところであります。 

 今日はご挨拶といいますか、むしろ前回の会議以降時間が空いてしまったので、

経緯と、それから、本日の議題についての趣旨を併せてご説明させていただけれ

ばと。座って説明させていただきます。 

 参考資料をご覧いただければと思います。参考資料２と申しますのが８月の終

わりに公表させていただきました「今後の食育推進施策について」中間取りまと

めで、本有識者会議での２回のご議論の成果を公表させていただきました。 

 タイミングとしては、財務省への 27 年度概算要求ということもあってという

ことを第２回の時も申し上げたところでございますけれども、参考資料の３が農

林水産物の生産・流通の場における食育の推進ということで、27 年度の概算要

求の概要でございます。 

 額は 26 年度と同額ということで要求しているわけでございますけれども、非

常に財政事情が厳しい時でございますので、結果としてどういうような予算の内

容になってくるかというのはまだ今後の財務省との調整ということになるわけで
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ございます。ただ、額は同額でありますけれども、内容としては中間取りまとめ

の内容を活用させていただきまして、消費者ニーズ対応型の食育活動モデルであ

るとか、そういった関心の薄い層に対してどうやって効率的に働きかけていくか

というようなことを含めて新たなアプローチで食育を進めていきたいということ

で要求をさせていただいております。 

 また、この会議は来年度からスタートいたします食料・農業・農村基本計画の

議論、さらに再来年からスタートする食育推進基本計画、そういったものを見据

えてということでご議論いただいているわけでございます。開催されています食

料・農業・農村政策審議会の企画部会におきましても、非常に議題が多いので、

食育についてはそんなに時間を取って議論がされているというわけではありませ

んけれども、その中でもやはり食育に対する期待というのはかなり大きいものが

ございます。 

 １つは、やはり農林漁業体験等を通じて農林水産業への国民理解というものを

しっかり確保してくことと同時に、一方で、日本型食生活については、その推進

だとか、特に若い層に対しての働きかけについてもっと工夫が必要じゃないかと

か、厳しいご意見もいただいております。また、今日も食文化の関係についても

ご議論いただくわけですけれども、和食と日本型食生活の相違だとか、そういっ

たことに関してもご指摘をいただいているというような状況になっています。 

 今日は会議でご議論いただきたいということで、私どものほうで用意している

内容につきましては、１つは、教育ファームの体験活動が実際にどのような効果

があるのかと。おそらく農業理解、さらには国産の需要拡大に対しての効果があ

るだろうというイメージはあるわけですけれども、定量的なデータというのは今

までございませんので、そういったものの調査の中間報告。それから、並行して

ご検討いただいている地域の食文化の保護・継承の手引きを作成するための実施

調査の概要であるとか、その手引きの素案でございますけれども、そういったも

のの内容。さらには、中間取りまとめの段階では調査データが非常に膨大だった

ということがありまして、生活者アンケートのデータについてさらに分析が進め

られてきましたので、その分析の結果等についてもお示しをしてご議論をいただ

ければというふうに考えております。 

 それで、参考資料１でありますけれども、参考資料１をご覧いただくと、本日
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ご議論いただく内容について大体どの辺にあるのかということがご確認いただけ

ると思います。第１回目の資料をアップデートしたものでございます。 

 参考資料１の１ページ目にありますように、食生活や食料消費の実態、将来予

測を踏まえた課題等の整理というところにつきましては、Step３で本日中間取り

まとめ以降について整理したデータについてご議論いただくというようなこと。

それから、次のページでございますけれども、教育ファーム等の体験活動の国産

需要拡大のための効果の検証についてということで、ここも Step３ということ

でありますけれども、今日は全データがまだ集まっているわけではございません

けれども、中間的なものを速報としてご報告したいということであります。それ

から、３つ目でありますけれども、地域の伝統的な食文化の保護・継承手法とい

うことでありまして、現地調査のご報告をさせていただいて、手引きの素案につ

いてもご覧いただくというようなことであります。 

 今後のスケジュールといたしましては、第４回で基本的には最終的な会議と取

りまとめをしていただきたいというふうに考えておりまして、私どもとしては本

日のご議論を踏まえまして最終取りまとめの整理ということを進めていきたいと

考えております。 

 ただ、今日は会議の時間も限られておりますし、ご意見等について別途事務局

もしくは私ども農林水産省のほうに直接会議後にいただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そういったことで、今回は最終取りまとめの前の議論ということでございます。

ぜひこれらの内容につきまして忌憚のないご意見をいただければというふうに思

います。よろしくお願いいたします。 

池田  ありがとうございました。 

 それでは、ここから議事に移らせていただきます。本日はいらっしゃいません

けれども、もしカメラ撮影される場合は冒頭のみとさせていただいておりますの

で、ここまででご撮影等はご遠慮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。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第がございまして、それから、資料１が委員名簿でございます。 

 資料 2－1が「教育ファームアンケートの概要（中間報告）」、資料 2－2が左上
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のホッチキスどめですけれども、「食育活動の全国展開委託事業 食育推進のた

めの調査ご協力のお願い」というものでございます。資料 3－1 が「地域の伝統

的な食文化の保護・継承方法の調査先概要」、横長のカラーのパワーポイントで

ございます。資料 3－2 が１枚ものですけれども、「地域の伝統的な食文化の保

護・継承のための手引き 構成案」でございます。資料４が「生活者アンケート

調査に基づく食育対象者セグメントについて」、分厚い左２つとめてある資料に

なります。資料５が「第２回食と農林漁業の食育優良活動表彰 報告」でござい

ます。 

 続きまして、参考資料１が、先ほど情報官からご説明いただいた際にご覧いた

だきました横長の資料でございます。参考資料２が「今後の食育推進施策につい

て 中間取りまとめ」となっております。参考資料３、こちらも先ほどご覧いた

だいたものですけれども、「農林水産物の生産・流通の場における食育の推進」

ということで書かれている資料でございます。 

 続きまして、委員の先生方限りの配布資料になりますけれども、机上配布資料

といたしまして、「今後の食育推進施策について（取りまとめ）構成（案）」が机

上配布資料①。机上配布資料②で、横長の表になっておりますけれども、「地域

の伝統的な食文化の保護・継承手法に関する調査 ヒアリング結果一覧」、机上

配布資料③が「地域の伝統的食文化の保護・継承のための手引き（素案）」、机上

配布資料④が「食育に関する事業者ヒアリンの結果概要」ということで１枚もの

の資料となっております。 

 資料の欠落等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ここまでで資料の確認を終わらせていただきます。 

本日ですけれども、奈須委員と松本委員がご欠席でいらっしゃいます。 

 それでは、議事に移らせていただきます。ここから議事進行を中嶋座長にお願

いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

東京大学大学院 中嶋委員 （以降、中嶋座長） 

 おはようございます。中嶋でございます。 

 本日は 11 時半までということで、いつもちょっと延びてしまうんですけれど

も、頑張ってそれを目指して進めたいと思いますので、ご協力方よろしくお願い

いたします。 
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 本日の議題はこの後の２と３なんですが、２が４つに分かれておりまして、丸

印のついている議題ごとに区切って検討させていただこうと思っております。 

 それでは、まず初めの「教育ファーム等体験活動の国産需要拡大のための効果

の検証について」、事務局からご説明をお願いいたします。 

株式会社三菱総合研究所 濱田 （以降、濱田） 

 事務局の濱田よりご説明をさせていただきます。お手元の資料 2－1と 2－2を

ご覧ください。 

 まず、教育ファームのアンケートの概要（中間報告）ということで、お手元の

資料 2－1の１枚目になります。 

 調査概要からご説明を申し上げます。 

 こちらの調査の目的ですが、農林水産省さんで取り組んでいらっしゃいます教

育ファームという活動につきまして、参加者の農林水産業への理解の増進である

とか、食生活や食料消費の改善、国産農林水産物の消費拡大にどの程度効果があ

るのかというところを定量的に評価することを目的として実施をしております。 

 続きまして、調査項目ですが、こちらの詳細は資料 2－2 と併せてご覧いただ

ければと思いますが、教育ファームにつきまして、体験の内容、体験前後での農

林水産業への理解や意識の変化、また、食生活・食料消費の内容、食材の購入行

動と理由等について調査を行っております。 

 調査方法ですが、本日ご報告を申し上げます調査につきましては、アンケート

への協力をご承諾いただきました教育ファームに対しまして調査票を郵送して行

っております。そちらを体験の際に参加者の方に配布していただきまして、体験

が終了してアンケート回収を終了したファームから順次郵送でご返送いただいて

おります。 

 また、４）の配布・回収状況ですが、まず教育ファーム体験の種類につきまし

ては、農業、農業・畜産、畜産、水産といった種類の体験を行っている教育ファ

ームがご協力をくださっております。そのうち、ご協力をいただけた教育ファー

ムの件数は 34 件になっております。こちらのほうで予定票数とありますのは、

こちらに参加される方の人数にほぼ等しくなるんですが、恐らくこのくらいであ

ればアンケートの枚数配布できますとの回答をいただいた票数になっております。

当初予定で 1850 票となっております。次の一番右端の回収数ですが、こちらは
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12 月１日時点で回収した票数になっております。12 月１日までに 14 件のファー

ムからご返送いただきまして、425 票回収をしております。 

 配布期間は、６月 25 日～10 月末までで配布をいたしております。本日ご報告

する回収率では 23.0％、今後の回収予定票数は 1050 票となっておりまして、予

定表数の全ての数が 1050 となっております。こちらを全部回収できますと、回

収率がおよそ 60％になってくるんですが、恐らくちょっとこれより少し落ちる

かなとは予測をしております。また、本日までに少し票数は増えておりまして、

今現在で 570 票ご送付いただいておりまして、現時点での回収率は約 30％とな

っております。 

 次をめくっていただきまして、（２）の調査結果にご説明を移らせていただき

ます。こちらは、簡単に全体の結果から速報として１枚にまとめましたので、２

ページ目をご覧いただきながら、併せてグラフもご覧いただければと思いますが、

まず①農林水産業への理解についてということで、お手元の資料 2－1 ですとＱ

10 番目、16 番目になります。Ｑ16 番目は最後の 31 ページ目になるんですけど、

こういった多面的機能であるとか自給率に関する質問について「知っていた」と

答えた正しい知識を持っている方が多いというような特徴がございます。また、

Ｑ３番目、こちらは５ページ目になりますが、農林漁業者から話を聞いた経験が

あるとか、食や農林漁業関係のセミナーに参加したことがあると、より現場で近

い形での学習経験がある方が多くなっているのが特徴です。 

 ②の食生活・食料消費の変容についてというところで、Ｑ２、４ページ目にな

りますが、こちらは普段の行動や意識というところについて聞いております。こ

ちらは、食事をなるべく残さず食べるとか、なるべく日本産のものを食べるとい

った傾向がある方が多くなっております。残さず食べるということは全般に強く

なっていますが、教育ファームの方はよりそれが顕著に出てきているような傾向

が今のところ見てとれております。 

 また、質問９番目というところで、こちらが 10 ページになりますが、こちら

は農林漁業の体験活動に参加したことをきっかけにより強く意識するようになっ

たこと、機会が増加した行動、強まった状況ということでＱ２と同じ設問を聞い

ているんですが、こちらですと、やはり（１）のほうが。 

 大変失礼いたしました。最初にクロス集計の分類のご説明を飛ばしておりまし
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た。２ページ目の２）のクロス集計分類というところをご覧ください。こちらは

１、２、３という形で集計を分類しておりまして、（１）が教育ファームの体験

ありということで、今回紙で回収している方々の結果になります。（２）が、需

要予測のほうの調査で同じく教育ファームについての設問を取っておりまして、

こちらは WEB のほうで教育ファームのような体験を含めて何らかの農業体験があ

るとお答えいただいた方 856 名の集計結果になっております。（３）が農林漁業

体験が全くない方 1,983 名の結果になっておりまして、この３点を比較する形で

今回結果をご報告しております。大変失礼いたしました。 

 資料 2－1 のご説明に戻りまして、10 ページの質問９の説明に戻らせていただ

きます。 

 こちらは教育ファームの体験活動をきっかけに全ての意識が伸びている。こち

らは（１）と（２）を比較してご覧いただくとかなり顕著かと思うんですけれど

も、やはり直近で活動していただいた方にお答えいただいているということもあ

り、かなりの意識の変化が見られるというような結果になっております。 

 ③の国産農林水産物の消費拡大についてというところで、まずＱ12 というと

ころをご覧いただきますと、こちらは日本産を選ぶ理由というところを、米、肉

類、魚、野菜、果物について伺っているんですが、全ての食品でやはり国産のも

のを応援したいであるとか、作っている方を信頼できるといったような回答が教

育ファームの体験をされた１の方では増えているというような結果がございます。 

 最後のほうをご覧いただきまして、Ｑ14、15 というところ、30 ページ、31 ペ

ージ目になります。こちらは、中食や外食において日本産の原材料が使用されて

いることが強調されているものを選択する方が、教育ファームの体験者は参加経

験がない方よりも強くなっているというような傾向がございます。 

 以上のところをちょっと、まだ票を回収途中というところもありまして、無回

答であるとか、ちょっとマルチの複数選択をされた方などをそのままの形で今単

純集計としてご報告した結果になっております。また票数回収終了いたしました

ら、それらの処理をいたしまして最終的な結果としてご報告できればと考えてお

ります。 

 以上のところで何かご不明な点やご質問などございましたらいただければと思

います。 
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 すみません、議事録をとっている関係でお願いですけれども、発言の冒頭にで

きたらお名前を言っていただくと大変助かりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

中嶋座長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意

見、ご質問があればお願いいたします。それでは、武見先生。 

女子栄養大学大学院 武見委員 （以降、武見委員） 

 武見ですけれども、３ページ、この調査対象の属性のところで年齢と性は出て

いるんですけれども、世帯構成みたいなことは分かるんですか。 

濱田  紙のアンケートのほうでは今回世帯構成まではお伺いができていなくて、ち

ょっとボリュームの関係もありまして伺えていません。 

武見委員 ちょっと見ると、多分教育ファームの体験者は女性が多くて、しかも年代で

30 代、40 代が多い。恐らくお子さんと一緒に体験という形が多いのかなとちょ

っと思ったので、世帯構成などが分かればどうかなと思ったんですけれども、

それはできないということですね。 

濱田  世帯構成ではないんですが、７ページ目の５番目の問５の質問で、参加のき

っかけというのを聞いておりまして、やはり教育ファームの経験をされている

１の方は、緑の子供が参加したからという方が一番多くなっているというのも

あります。 

武見委員 分かりました。ありがとうございます。 

中嶋座長 いかがでしょうか。紙アンケートと WEB アンケートの差が出てくることにつ

いてはどういうふうに解釈しようとなさっていらっしゃるんですか。 

濱田  ちょっとかなり差が出てきていて、３ページ目をご覧いただきまして、少し

処理が悩ましいなと思っているのが、性別の無回答の方が 20％近くいるという

ところで、それを取ってしまって補正を行うと、かなり結果のところの解釈が

難しくなるというのもあり、年齢につきましてもかなり分かれていますので、

こちらは無回答の方が 1.6％ですので、今のご回答で合わせてしてしまっても何

とかなるのかと思うんですが、やはりちょっと母集団が違うというところもあ

りますし、調査方法も違いますので、参考程度に加工するということになると

思いますが、ただ、ほかに多分比較したことがないような調査になりますので、

それなりに面白いものが導き出せるのではないかなと思っております。 



9 

中嶋座長 少なくとも（１）と（２）は似ていて、（３）との顕著な差が出てくればとい

うことですね。 

濱田  そうですね。（１）と（２）の差というところでも、やはり先ほどもご紹介し

ました 10 ページ目の「より強く意識するようになったこと」というところはか

なり差が出てきているなと。そこの恐らく違いというのは、１つ戻っていただ

きまして９ページ目になるんですが、９ページ目の下のほうの問８、体験活動

の参加年数というところで、やはり WEB アンケートでの方は、「過去に参加した

が、現在は参加していない」ということがかなり増えていて、やはり直近の体

験というものの重要性というのは１つ指摘ができるところかなと思っておりま

す。 

武見委員 もう１つ質問していいですか。済みません、武見ですけれども、中嶋先生の

質問にちょっと関係するんですが、この２番の対象の方、教育ファームを含め

何らかの農林漁業体験ありで、この中身って分かれるんでしたっけ。教育ファ

ームかそれ以外かというという。 

濱田  分かれます。すみません、本日は資料をご用意していないんですけれども。 

武見委員 何を言いたかったかというと、これは教育ファームの効果ということなので、

同じ（２）の中でも教育ファームをやっている人はある意味では（１）に近い。

少し前だったとしても、体験ですよね。それ以外の体験というところで、だか

ら、（２）の中に教育ファームの人を入れてしまうと、かえって（１）との違い

が分かりにくくなるのかなと思ったので、もし数が分かって少ないのであれば

除外するとか、そういう方法もあるかなと思います。 

濱田  そのとおりだと思います。ご指摘の WEB の中で教育ファームを体験された方

というのは切り出しての集計というのは手持ち資料ではやっていたんですけれ

ども、WEB でお答えいただいたほかの体験がある方と差がないというところもあ

りまして、今のところは体験の一番最近度合いといいますか、そこにちょっと

着目して今回は集計をご紹介しているんですけれども、いろいろ深めてみまし

たら面白いものがありましたら検討していきたいと思います。 

 あと、具体的に農林漁業体験について WEB の方の属性を分けられるかどうかと

いうところですと、農林漁業に関する体験に参加した種類を伺っておりまして、

①の生産者と交流しながら田植え、稲刈り、野菜収穫などの体験。これが教育
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ファームと類似のものなんですが、ほかに体験農園、市民農園、農業者の指導

ありのものとなしのもの、また、収穫物を使った食加工体験であるとか、観光

農園等での収穫体験、その他の体験というところで分けてお伺いをしておりま

すので、ある程度分類を分けての集計というのは可能な状況です。 

中嶋座長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

武見委員 もう１つだけ、先生、よろしいですか。済みません、私ばかり発言して。 

 ４ページの結果、ふだんの行動、ここはすごく面白いなと思って見ていたんで

すね。つまり、教育ファームの体験をしたとかしないということを聞く以前に、

そもそも暮らしに対する価値観みたいなのが少し違う様子がここで見えると思

うんですね。これについて数が多いから検定かけるとかなり有意差は出そうな

んですけれども、要するに１番の方というのは、例えば紫色の住んでいる地域

の食べ物のことを知っているとか、ピンクの地域のお祭りに参加しているとか、

つまり地域に非常にシンパシーがあるというか、そういう集団であって、そう

いう方が結果として教育ファームにも熱心で、そして、その効果がどう出てい

るのかというストーリーがうまくつながると、そもそもの暮らし方としてどう

していくかというあたりのことも見えてくると思うので、この辺との関係もち

ょっと整理していただくと面白くなると思います。 

濱 田  ありがとうございます。ご指摘のとおりだと思います。 

中嶋座長 ありがとうございました。 

  アンケートの回収の締め切りはいつですか。 

濱田 できれば年末までにということでお願いをしておりまして、実際にもう教育フ

ァームの体験が 11 月でほぼ終了されておりまして、12 月にご返送いただいてい

る数が非常に多くなっていますので、恐らく年内にはほぼ回収完了というとこ

ろで予定しております。 

中嶋座長 分かりました。じゃあ最終回に結果を。 

濱田  ご報告をしたいと思います。 

中嶋座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして２番目ですが、「地域の伝統的な食文化の保護・継承手法

の実態調査について」、事務局から説明をお願いいたします。 

株式会社三菱総合研究所 浅野 （以降、浅野） 
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 三菱総合研究所の浅野でございます。資料についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料の 3－1、3－2、それに加えて委員の皆様の机上にございます机

上配布資料２と机上配布資料３を出していただければと思います。 

 まず、資料 3－1 についてご説明させていただきます。こちらは今回手引きを

作成するに当たってヒアリング調査をいたしまして、この資料にございますのは

調査先についてこの内容について確認がとれたものについて掲載しております。

簡単にそれぞれの概要について説明させていただきます。 

 まず、１ページ目、十勝郷土料理研究会さんですけれども、こちらは保護・継

承の対象は地元の食材レシピとされておりまして、また、ご活動に当たって重要

視されていることとして地産地消の推進、また、安全・安心を選択する力を消費

者に身につけていただきたいということでございます。 

 また、取組概要の１ポツ目にございます料理教室と併せて食文化、歴史、地理

を教える「お料理の社会科」を開催されているということ、あと、幼稚園で親子

と対象としたクッキングスクールの開催、また、レシピや活動の記録を記された

本を出版されるなどの取り組みをされております。 

 特にこちらの研究会で特徴的なポイントといたしましては、子供へはストーリ

ー性を持って教えている。こちらは取組概要の１ポツ目にございます「お料理の

社会科」に反映されているものなんですけれども、きちんと料理の背景にある歴

史だったりいろいろな文化について教えることで子供にいろいろと興味を持って

いただきたいという思いがあるようでございます。それに加えて、遊びながら学

ぶというところで、食育のかるたといったツールなども作成されているようでご

ざいます。 

 次に、２つ目のおいしい山形の食と文化を考える会さんと山形県さんについて

ご説明させていただきます。こちらにつきましては、山形の伝統料理と在来種の

食材というものを保護・継承の対象とされておりまして、重要視されていること

として、生鮮野菜の栽培の工夫や貯蔵方法も含め、歴史文化の継承ということで

ございます。 

 こちらは山形県さんとおいしい山形の食と文化を考える会さんの双方共通の取

り組みとしては、旬の食材産地巡りと呼ばれる、山形の伝統的な食材の産地を巡

って実需者と生産者が交流する取り組みをなさっていらっしゃいます。また、同
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じく「食の甲子園」と呼ばれる高校生を対象とした料理コンクールも一緒に開催

をされていらっしゃいます。さらに、おいしい山形の食と文化を考える会さん独

自の取り組みとしては、山形の食を案内するパンフレットを作成するなどされて

いるようでございます。 

 特徴的なポイントといたしましては、やはり「食の甲子園」ということでござ

いまして、こちらに関しては、若い世代に歴史・文化の継承を含めた食育を実施

されたいという意向で、高校生たちが自分で調べたり、地域の方、ご高齢の方だ

ったり食文化にお詳しい方にヒアリングをして自分たちで内容を取りまとめ、ま

た、プレゼンをして審査をされているというような取り組みがございます。 

 また、３ポツ目ですが、大学と連携してレシピ内の地場産品の利用度を調査し

て評価するなど、定量的なデータの収集もされているようでございます。 

 次に、千葉伝統郷土料理研究会さんの取り組みでございます。こちらは保護・

継承の対象は太巻き祭りずしとなっておりまして、こちらはお米の作り手である

農民が継承してきた文化、つまり調理技術というものを重要視されているという

ことでございます。また、それと併せて、基本に忠実な調理法と併せて正しい背

景だったり歴史だったりを学んでいただきたいということでございます。 

 取組概要としては、おすしのデザインコンテストの開催であったり給食への導

入、会員に対しての定例研修会であったり、地元大学への講義を実施して後継者

を育成されたりというようなご活動をされていらっしゃいます。 

 特徴的なポイントといたしましては、人材育成というのをかなり実施されてい

るようでございまして、研究会会員への指導のために月１回の定例研修会を開催

したりですとか、保育園や小中学校、福祉施設などで栄養士さん、調理師さんな

どへの技術指導もされているようでございます。 

 ページをめくっていただきまして、飯綱町の食育推進グループであるだんどり

の会さんと飯綱町の取り組みについてご説明させていただきます。 

 保護・継承の対象は地域の食文化ということでございまして、保護・継承の方

向性として、食文化というのは時代によって変化していくものであり、現在の食

材や場所と融合させる場合もあるということを伺っております。 

 取組概要といたしましては、だんどりの会さんは小学校での教育ファームの講

師をされたりですとか、町内のカフェにて地域の伝統的な料理を利用したランチ
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提供をされたり、また、レシピを冊子化されたりというような活動をしていらっ

しゃいます。飯綱町としては、健康づくり計画「健康いいづな 21」を策定する

など、自治体としての取り組みをされていらっしゃいます。 

 特徴的なポイントといたしましては、だんどりの会さんとしては、日常食とい

うものをベースとして古い記録から再現した「箱膳」と呼ばれるお膳に地域の伝

統的な料理を加えたランチというものを市の施設内で提供されているということ

でございます。また、活動全体に当たって、１年の暦に合わせた体験活動という

ことを実施されているようでございます。この時期にはこういったものを食べる

ということを子供たちに教えることで、きちんと季節感というものも身につけて

いただきたいという意図でございます。 

 飯綱町に関しましては、関係されている課が幾つかにわたるようなんですけれ

ども、関係されている３課さんが情報共有をして、必要に応じて適切な予算をだ

んどりの会さんを含めいろいろな団体さんに予算を紹介するなどというようなこ

とをされているようでございます。 

 次に、NPO 法人とうもんの会さんです。こちらは保護・継承の対象は農村の役

割、それに加え、家庭に伝わる行事食というものを対象としているようでござい

ます。 

 また、重要視されていることとしては、昔ながらの知恵や行事食の喪失に対す

る危機感というところでございます。 

 取り組みといたしましては、農業体験講座や自然体験講座の実施ですとか、行

事食を作って食べる講座ですとか、あと、直売場を運営されたり、行事食の聞き

取り調査をまとめて冊子化されてたりというような取り組みがございます。 

 これら取り組みにおける特徴的なポイントといたしましては、自主事業という

ものを減らして、外部の要望に応じて講座をカスタマイズされたりとか、あと、

スタッフのモチベーション向上、それに加えて、地域の方々の理解を深めるため

外部の賞の受賞努力をされたりという活動をしていらっしゃいます。また、講座

のコスト計算を重視してマニュアル化するなど、そのリソースの観点からもいろ

いろと考えていらっしゃるとのことでございます。 

 次に、滋賀の食事文化研究会さんの活動について説明させていただきますと、

こちらは保護・継承の対象は、地域の食文化と農村の家庭料理とのことでござい
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ます。 

 また、保護・継承の方向性といたしましては、今風の要素が入ってもよいとい

うこと、また、すごく高級な料亭の料理もいいんですけれども、庶民的なものも

大事であるということをおっしゃっていました。 

 取組概要につきましては、県内の食文化を調査して、その調査結果を書物にし

て出版する。小中学校の家庭科で出前授業を実施されたり、お子さんを持つお母

さんに伝統料理教室を実施されたりしていらっしゃいます。 

 特徴的なポイントといたしましては、誰にでも作れる料理であるということを

重視されたりとか、調理技術の均一化を図るために研究会内でお互いから学び合

うということを大事にされているということでございます。 

 ページをめくっていただきまして、奈良の食文化研究会さんの活動でございま

す。こちらは古くからの和食と地域の食文化を保護の対象とされていまして、こ

れらの食文化の発掘を重要視されているということなんでございますけれども、

一般の人にも受け入れられやすいように現代風にアレンジすることもあるという

ことです。 

 取組概要に関しましては、県内の食文化の聞き書き調査、また、各メディアへ

のご活動、あとは、発掘した食文化を紹介する料理研修会のイベントですとか、

観光客に食の販売提供をするフェアを開催されたりというような取り組みをして

いらっしゃいます。また、一般の人に受け入れてもらえるように伝統料理を一部

現代風にアレンジされたり、あと、食品産業を巻き込み、いろいろご協力される

ことによって保護・継承を図っていらっしゃるということでございます。 

 次に、高知県の活動ですけれども、こちらは伝統的な郷土料理及び新郷土料理

を保護・継承の対象とされていまして、地産地消が地域の伝統料理と併せて次世

代に伝えていく料理を選定するということを重要視していらっしゃいます。 

 取組概要として、「土佐の料理伝承人」の取り組みですとか、そちらの伝承人

によるイベントや料理教室の開催などをしていらっしゃいます。 

 特徴的なポイントといたしましては、２つ目のポツにございます、選定は地元

で活動している団体の活動を支える観点が大きいということでございます。 

 最後に、霧島食育研究会さんと鹿児島県さんの活動についてです。こちらの霧

島食育研究会さんは地域に伝わる家庭食を保護の対象とされていまして、鹿児島
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県さんとしては、地域の伝統料理、行事食、伝統食材というものを対象とされて

いるということでございます。どちらも技術だけでなく、生きる知恵を習得する

ことで、食を大切にする文化を伝えていきたいという観点でご活動をされていま

す。 

 取組概要としましては、食育研究会さんは「かごしま郷土料理マイスター」だ

ったり「霧島・食の文化祭」の開催、「霧島たべもの伝承塾」といった各種イベ

ントや講義の実施をされていらっしゃったり、それ以外にも農業体験講座などを

されたりしています。鹿児島県さんとしては、第３土曜日を「かごしま活き生き

食の日」に設定して、家庭や地域で伝統料理を食するなどの取り組みを推進して

いらっしゃいます。 

 特徴的なポイントといたしましては、食育研究会さんは各取り組みをパッケー

ジ化することによって広報や宣伝のコスト削減をしたり、アンケート調査などに

より取り組みを検証したりするなど、ご自身の活動というものをブラッシュアッ

プまた効率化するような観点からいろいろと考えていらっしゃるとのことでござ

います。鹿児島県さんは、こちらの研究会さんのご活動の後援をしたり事業費の

補助をしたりするなどをされているとのことでございます。 

 資料 3－1 のご説明をさせていただきましたが、これの詳細版が机上配布資料

の２でございます。今日はお時間の関係でご説明はいたしませんが、１点だけこ

ちらの見方についてだけ説明させていただきます。 

 こちらは縦軸には調査項目、横軸に調査先がございまして、セルの中に書いて

ある黒字の部分がヒアリング内容の詳細でございます。青字は事務局がヒアリン

グ団体から受領した資料から抽出した内容でございます。緑の文字がインターネ

ットや文献などから後日調査いたしまして私どものほうで追加した内容でござい

ます。さらに赤字ですけれども、赤字の部分が今後調査先さんに手引きを作成す

るに当たっていろいろと追加ヒアリングをしたいと考えているところがございま

す。これを赤文字で入れております。というような見方で、もし委員会が終わっ

た後で何かございましたらご連絡いただければと存じます。 

 次に、資料 3－2 をご覧いただければと存じます。調査の内容をもとに手引き

の構成案を作成しております。 

 まず初めに、こちらの手引きの趣旨や目的、ほかの出版物との関係性について
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記載をする予定でございます。 

 ２つ目の手引きの使い方で、手引きの読み手となる方というものを位置づけま

して、また、全体の章構成についても解説いたします。その章構成といたしまし

ては、１番、保護・継承の主体や関係者の役割というところで、「誰が」こうい

った活動をされているのか。２つ目の保護・継承の対象となる食文化というとこ

ろで、「何を」保護されるのか。３つ目の保護・継承のための具体的な方法で、

「どうやって」保護するのか。つまり、「誰が」「何を」「どうやって」保護・継

承活動されていくのかということを説明していくような構成になっております。 

 それぞれについて簡単にご説明させていただきますけれども、１章の「誰が」

というところでは、こういった活動を進めるに当たって協力や連携が可能なさま

ざまな関係者がいらっしゃるということを記載しまして、それを進めるに当たっ

て各関係者との協力や連携の内容、そして進め方についても記載をしていく予定

でございます。 

 次に、「何を」を説明する２章です。こちらは地域の食文化の概要をまず解説

いたしまして、その後実際にそれぞれの団体さんで何を保護対象にしているのか、

その発掘の方法について解説・記載する予定でございます。 

 ３章に関しましては、実際に「どうやって」というところで、その保護・継承

の活動をする際に効果的な活動とするためにはどうすればいいのかというところ、

また、活動主体の運営に関することや留意点についてもそれぞれ成功事例をもと

に解説する予定でございます。 

 ページをめくっていただきまして、４章というものがございます。こちらは活

動を継続させるためにというタイトルをつけさせていただいていますけれども、

こちらは１章から３章まで読んでいただいて、活動を開始された方、もしくは、

既にご活動されていた方々に対して、今後その活動というものをより効果的なも

のとするために、また、長く続けるためにというところで検証と改善のポイント

というものを記載する予定でございます。 

 その後、ご協力いただいた調査先の基礎情報ですとか、「おわりに」を掲載す

る予定でございます。 

 最後に、※がついているところがありますけれども、こちらの手引きの構成案

に関しましては、現在、「和食の保護・継承に向けた検討会」において、和食の
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保護・継承の対象範囲について検討が行われていることから、この検討会の結論

との整合性を確保するために内容を修正する可能性があると記載させていただい

ております。そちらをご認識いただければと存じます。 

 こちらの構成案をもとに手引きの素案として作成していくものが机上配布資料

の３でございます。農水省さんとこちらの手引きのご相談を特にさせていただい

ております江原先生、中澤先生と進めながら素案としては作成しているんですけ

れども、まだこれから追加ヒアリングを実施したりですとか、本日の委員会での

ご指摘などを踏まえて修正する予定でございます。 

 説明としては以上でございます。 

中嶋座長 ありがとうございました。調査の結果、それから、それを踏まえた上でとい

うことですが、保護・継承のための手引きの作成の素案というのをご説明いた

だきました。それでは、ただいまの説明について、ご意見、ご質問ありました

ら。それでは、江原先生、お願いします。 

東京家政学院大学 江原委員（以降、江原委員） 

 これはそれぞれの活動のご報告を示されているんですけれども、それぞれ持続

可能な活動をしていくために、やはり指導者というのは非常に重要なので、こち

らのほうの表の中に赤で書かれているところで人材育成のレベルアップについて

ヒアリングを予定されているということですので、そのあたりでもう少し解決の

方法というのは分かるのかなと思います。それと同時に、NPO ですとか割とこじ

んまりとした団体で活動するのがスタートになっておりますけれども、市とか町

とかそういうところとの連携をしませんと広がらないというところがあるかと思

うんですね。この点の調査はされているのかどうか。例えば具体的に言うと、あ

る研究会はどのくらいの頻度でこういう活動をしていらっしゃるのかとか、その

ときの集まっている人たちはどのくらいの人数で、その後その人たちはまたリピ

ーターとして来ているのかとか、こういったことに関してはいかがでしょうか。 

浅 野  ありがとうございます。お答え申し上げます。 

 おっしゃっていただいたように、机上資料の４ページ目の人材確保のところで

ございます。こちら赤字で記載させていただいておりますとおり、具体的には申

し上げませんが、これらの団体さんについて特にお伺いをしようと思っておりま

す。具体的な内容につきましては、ヒアリングの調査の際には全体的なご活動の
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内容を伺う観点から、人材育成の観点から詳細に伺うことができませんでした。

ですので、今後追加ヒアリングで、今おっしゃった観点の内容について伺う予定

でございます。こちらは整理いたしまして、また江原先生、中澤先生にご相談さ

せていただければと存じますので、よろしくお願いいたします。 

中嶋座長 ほかにいかがでしょうか。それでは、一瀬先生。 

株式会社農林中金総合研究所 一瀬委員 （以降、一瀬委員） 

 農林中金総研の一瀬でございます。取り組みを継続するという観点では、先ほ

ど江原先生がおっしゃられたように人材育成はもちろん重要なんですけれども、

それと並んで資金の確保なり予算の確保・調達というのが非常に重要になってく

るかと思います。机上配布資料を拝見いたしますと、なかなか厳しい状況もある

ということが書かれていて、中でも成功事例はコスト意識の高い静岡県の事例な

どは成功しているのかなと思うんですけれども、うまく資金繰りをしていくとい

うような方法についても最終的に取りまとめられる手引きには記載していただけ

れば大変参考になるかなと思いました。以上です。 

浅野  ありがとうございます。おっしゃったとおり、金銭の部分に関しましては、

それぞれの団体さんでもかなり意識を持っていらっしゃるということでござい

ます。だからこそ、成功事例ということではなくて、この手引きに記載されて

いるように、今既にある程度活動を進めていらっしゃる方も参考となるような

内容になるように記載をさせていただこうと思っています。こちらの観点から

も追加ヒアリングでより具体的なことが調査先さんから聞ければいいと思って

おります。またご報告申し上げます。ありがとうございます。 

中嶋座長 それでは、ほかにいかがでしょうか。中澤先生。 

長野県短期大学 中澤委員（以降、中澤委員） 

長野県短期大学の中澤です。非常によく分かる結果を拝見させていただいております。

私自身はこの中の団体を幾つか知っているところがあって、それで見て分かる

ところもあると思うんですけれども、きっと本当にこの資料だけを見てその団

体のやっている活動をご理解いただくというところでは、恐らく始まりと今の

人数だったり、続けていくのに苦労されたところとか、多分種類が随分いろい

ろな多様な取り組みの方もあると思いますので、より資料を見られた方が具体

的にやっていらっしゃる活動が誰がやっているとかというところのご説明をも
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う少し、先ほどの江原先生方がおっしゃった視点も加えて、より資料を見た方

が分かるという視点で情報を増やしていただく。ここがいいかどうかはあれだ

と思いますけれども、後ろのところでの情報かもしれませんけれども、見える

ように、なかなか難しいと思うんですけれども、加えていただくと、より分か

りやすく使っていただけるかなと思いました。以上です。 

浅野  ありがとうございます。おっしゃるとおり、今後継続的に活動を進めていく

ためにというところについては、まだまだこれらの調査結果をもとにした分析

ですとか、あと、追加でいろいろ考えたりする必要があると思っております。

また事務局のほうでこの手引きの素案としては出させていただいているんです

けれども、追加ヒアリングを受けてこういった修正をさせていただきたい、も

しくは、ちょっと先生方のご知見をおかりしたいというようなご相談させてい

ただくかもしれないので、その際またどうぞよろしくお願いいたします。江原

先生もどうぞよろしくお願いいたします。 

中嶋座長 今の手引きの中の基礎情報というところの記述の仕方をどうしようかという

コメントだったような気がします。先生にご指摘をいただいたんですが、これ

は何かそういうコメントをつけると読む人が分かりやすくなるという。こうい

うタイプの取り組みなんです、と。これはただ単に表になっているだけで、も

ちろん内容を見れば分かるんですけれども。 

浅野  基礎情報につきましては、ご覧いただければ分かるとおり、まだ空欄もござ

いまして、ここにどういった情報を載せるかというところは手引きの内容を踏

まえて検討させていただこうと思っております。今いただいたご指摘のどうい

った活動をされているのかという、活動の分類なのか団体さんの分類なのかい

ろいろ分け方はあるかと思うんですが、ちょっとそちらも検討をさせていただ

きましてご相談させていただければと存じます。 

中嶋座長 これは江原先生、中澤先生、ぜひよろしくお願いいたします。 

江原委員 それから、URL があるところなんかは、そこを入れておくとすぐ見ることがで

きるんですが、そこは予定されていますか。 

浅野  はい、こちらに入れさせていただく予定でございます。併せて、ご協力いた

だいたところだけではなくて、各活動されている団体さんが自分たちの活動に

ついて相談をしたいと思ったときに連絡できる箇所について、38 ページ、39 ペ
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ージ目で参考連絡先ということで、こちらもいろいろと載せております。こち

らについても、また先生方からこういったところも載せてはいかがとか、いい

のではないかというようなご推薦やアドバイスをいただければと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

中嶋座長 それでは、武見先生。 

武見委員 今の基礎情報にかかわると思うんですけれども、多分読んだ方からすると、

ここに挙がってくる事例がどういう理由で選定されたか。つまり特徴があると

かいろいろあると思うんですが、そこがまずちょっと知りたいと思うんですね。

ですから、選定した理由みたいなのがあって、それが多分後の分類にもつなが

ってくると思うので、そんなふうになると多分分かりやすいかなと思いました。 

 あと、先ほど江原先生がおっしゃったことはそのとおりだと思うので、継続性

と波及ということがすごく大事で、その２点について、組織の話もそこにかかわ

ると思うんですね。ですから、そういう視点でこの活動の全体が見えると、多分

やっていく人にとって役立つんじゃないかなと思います。継続性のことは少し書

かれているような気もするんですけれども、さっき先生がおっしゃった地域への

波及。自分たちの活動としてやってすばらしいことと、やっぱりここではもっと

それを広めていくという視点があると思うんですね、国でこういうものを作ると

きに。その波及の可能性みたいなことも分かりやすく出てくるといいのかなと思

いました。 

浅 野  ご指摘ありがとうございます。継続性と波及という部分について、もう少し

検討させていただきます。ありがとうございます。 

 あと、もう１つご指摘いただいた、どういう観点で選定されたかというところ

に関しましては、記載ぶりをどうするかというところはあるかと思います。そ

ちらは事務局で検討させていただきます。ありがとうございます。 

中嶋座長 ほかにいかがでしょうか。 

  １つ確認させていただきたいんですけれども、和食の保護・継承に向けた検

討会という、これはどこでどういうふうに誰がやっているんでしょう。 

道野  実は農林水産省の中で、具体的には官房政策課で、ユネスコの無形文化遺産に

登録された和食について、さらに全国的な情報発信、それから、全国での優良事

例についても収集をして、さらに PR をしていこうというようなことで議論がされ
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ており、その中で、ユネスコ登録された内容というのは、考え方といいますか、

４つの大きな整理がありますが、例えば厳密に構成要素だとか範囲だとか定義だ

とかということはなかなか難しいと。それについても議論を現在されているとい

うような状況がありまして、同じ農林水産省の中で同じ時期に検討しているもの

について余り範囲がずれていたり違ったりしてはいけないということがあります。

そちらのほうの議論のほうも年明けには詰まってくるということですので、もち

ろん今申し上げたような内容が全部結論が出るのかどうかということはあるわけ

ですけれども、少なくとも整合性というものはきちんと取っていく、そういった

意味でこういった注釈を書かせていただいております。この辺につきましては、

やはり受け取る側は多分同じような方々がご覧になるわけで、そこで整合性がと

れていないということはかえって地域の方々の活動を阻害する要因になりかねな

いので、そこはきちっと整合性を取っていきたいということでございますので、

ご理解のほう、よろしくお願いいたします。 

中嶋座長 もう１点確認なんですが、この和食と地域の伝統的食文化というのがどうい

う関係になるのか。地域の伝統的食文化のほうが大きい概念なのか、ちょっと

そこら辺の現時点でのどういうお考えを持っているかを一応確認させていただ

きたいです。 

道野  はい、分かりました。実は和食をユネスコの無形文化遺産登録した際に、食

育自体はそういった保護・継承のツールの１つとして申請の内容に記載をされ

ています。和食との関係ということで言いますと、やはり実際にこういった調

査をしてみますと、多くの場合、やはり地域の食文化だとか、食材そのものも

そうですけれども、併せて保護・継承されている地域の文化ですよね。そうい

ったものとの関係というのは切れないと。一方で、ユネスコ登録した和食とい

うのも、そういった文化全般のこと、１つ１つの料理を言っているわけではな

くて、そういった日本の古くから伝わっている文化というものの全体の概念と

いうことで捉えているということがありまして、かなり地域での保護活動の中

ではオーバーラップするところが大きいわけです。もちろん結果として例えば

洋食になっていたりとか、そういうものも地域の活動の中ではあるわけですけ

れども、ただ、根っこになっている食材だとか、それから、多くの方々が取り

組んでおられる郷土食だとか伝統食材だとか、そういったものに関して言えば、
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かなり和食等はさらにその周辺の文化概念というものも含めて地域で保護・継

承に取り組んでおられるわけでして、そこもやはり和食の議論とかなりオーバ

ーラップするところがあるということで、かなりそういった意味で共通性が出

てくるというふうに我々は認識しております。そういうところを十分考慮しな

がら現場の実情に合ったものを整理したいと考えております。 

江原委員 一言よろしいですか。「和食」文化の保護・継承国民会議というのがございま

して、そちらでも議論をしているところですけれども、申請書にございますの

は、先ほどおっしゃっていただいたとおり、和食というとどうしても料理のこ

とを思い浮かべる感じはしますけれども、和食を育んできた文化に対して登録

ということですので、その地域の伝統的な食文化を保護する内容であれば、和

食の範疇に入るわけですね。ですので、日本人がずっと食べてきたものは洋風

なものに変化をしていますので、近代以降、例えば豚カツは和食なのかと言わ

れることはあるんですけれども、ご飯とみそ汁とそういうものを含めていただ

けば、それも和食と考えてよいと思います。排除の概念ではなくて、日本人が

食べてきたもの全体をできるだけ和食の概念として捉えようという動きは、和

食の保護・継承に向けた検討会の中でも行われているのではないかと思います。 

中嶋座長 言葉として伝統的というのがついているんですが、今回の取り組みの事例を

見ますと、現代風にアレンジするとか新しいレシピを開発するとか、いろいろ

なものが取り組まれていて、どこまでを伝統的と言うのかなというのをちょっ

と聞いていてやや疑問に思ったところもあるんですが、先生はこれについては

どういうふうにお考えでしょうか。 

江原委員 この点も同じで、「伝統」も動いているはずです。歴史的に見ますと。だから、

これから新しい郷土食を開発しても、伝統的な精神をつなげているというか、

例えば地域の場合だったら、そこの考え方ですとか風土性ですとか、それから、

地域の今おっしゃったような食材を使って新しいものをまた作っていくとか、

こういったものも含めて伝統食というふうに呼んでいいんじゃないかと思いま

す。 

中嶋座長 これを見ますと、幾つかの要素に分解されていると思うんですが、その１つ

の要素が伝統的であれば伝統的な食文化ということになるんじゃないかなと思

います。 
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江原委員 そうです。ですので、例えばある地域では米がとれない地域で、小麦粉が主

食になっていた地域というのもあるわけですが、そうした歴史的な流れの風土

があるので、小麦を使って新たなものを考えようといった町興しがありますね。

そういったものも含めていいと思っております。 

中嶋座長 分かりました。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

それでは、本日いただいたご意見を踏まえながら資料修正を行っていただけれ

ばと思います。 

 それでは、続きまして「食生活や食料消費の実態・将来予測を踏まえた課題等

の整理について」、事務局より説明をお願いいたします。 

葦津  事務局の葦津よりご説明させていただきます。お手元の資料で幾つかご覧に

なっていただきたいものがございますので、まずそちらの整理からです。 

 資料４、こちらが「食育対象者セグメントについて」というタイトルになって

おります。また、参考資料２の中間取りまとめの本体と別添資料も併せてご確認

いただく場面があるかもしれません。また、委員の先生方は机上配布資料①がご

ざいまして、こちらは最終取りまとめに向けての構成案です。これらの資料を用

いてご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料４ですけれども、こちらは６月に実施しました生活者アンケート調査の概

要の取りまとめを前回の７月の委員会で実施しておりまして、それをもとに参考

資料２にあります中間取りまとめを作成いたしました。その後さらに分析を進め

まして、こちらの参考資料２のほうの目次をめくっていただきまして、３の食料

消費の現状と将来予測、この中の消費者各層の特性という部分がございまして、

こちらに主にアンケート調査の結果を反映しておりました。今回の資料４につき

ましては、この（２）の消費者各層の特性という部分を充実させるその題材とし

てご提案をさせていただくものになります。こちらの中間取りまとめの構成と机

上配布資料の最終取りまとめの構成をご覧になっていただきますと、ほぼほぼ形

は大きくは変わらないものになっておりまして、３の現状と将来予測のところで

アンケートの分析結果を盛り込み、また、４の今後の食育推進施策の方向性につ

いてというところでその分析を踏まえた方向性について示していくという流れに

なるものでございます。 
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 では、資料４のほうに戻りまして、中身のご説明をさせていただきたいと思い

ます。資料４の構成ですけれども、（１）として消費者各層の特性というのがご

ざいます。１枚めくっていただきまして、３ページのところで栄養バランスの観

点から特に注意喚起が必要な食習慣等というものを掲載しております。また、も

う１枚めくっていただきまして、４ページのところにその他といたしまして、こ

れまでに（１）（２）以外に今後の方向性を検討する上で参考となる分析結果を

掲載させていただいております。５ページの次が０となっておりますけれども、

こちらからが５ページまでの間に参照している図表を一覧しているという構成に

なっております。 

 では、まず１ページのところの消費者各層の特性についてです。こちらは調査

全体を概観いたしまして、主に消費者の年代に着目した分析を行った結果となり

ます。概略を申し上げますと、（１）の下に書いてありますとおり、主食・主

菜・副菜をそろえて食べる頻度ですとか、１日３食のうち欠食しているかどうか、

また、１週間の食事で摂取する食材の種類別の回数、外食・中食といった外部化

の程度、食事の準備時間、課題等について、20 代～40 代までの世代と 65 歳以上

の世代とでは異なる特徴を有するということが確認できました。また、これらの

間である 50 歳から 65 歳未満の世代は中間的な位置づけという風に分析結果を取

りまとめております。 

 まず、アの部分で主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度ですが、図１をご参

照いただければと思います。１日３回、１週間で 21 回の食事のうち、主食・主

菜・副菜を３つそろえて食べる回数に着目して分析を行いました。20 代、30 代、

40 代では、中央値が、50％の部分ですが、８～10 回なのに対して、65 歳以上 75

歳未満、75 歳以上では 17～21 回と、約２倍の数字になっております。これだけ

の違いが出ているというところになります。 

 次に、イの欠食状況ですけれども、裏のほうが図８、９ということで、４ペー

ジのほうをご覧ください。青い部分が欠食のあるものの割合になっております。

男性、女性と分け 

た分析をしておりまして、平日の朝食、昼食、夕食のいずれか、もしくは複数の

食事を食べていないという回答が、20 代男性で 20.8％、30 代男性で 21.2％、40

代男性で 24.0％、20 代女性で 19.2％と、いずれも約２割欠食しているという状
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況です。他方、65 歳以上 75 歳未満の男性では 6.0％、女性では 5.6％、75 歳以

上の男性では 4.8％、女性では 2.2％と、欠食者の割合は非常に低いということ

になります。 

 次に、ウといたしまして、食事で摂る食材の種類別の頻度ですけれども、こち

らは図 10 から 15 が参考となる図です。５ページ以降の図をご覧いただければと

思います。野菜、キノコ、海藻、牛乳、乳製品、果物といったような食材につい

て摂る回数が大きく異なる状況です。例えば野菜を１週間に 14 回以上、１日に

２回以上摂る人の割合が、20 代では 32％、30 代では 31％、40 代では 38％であ

るのに対して、65 歳以上 75 歳未満では 60％、75 歳以上では 61％といった違い

がございます。また、牛乳ですとか果物についても大きく違うというところをグ

ラフからも読み取っていただけるかと存じます。 

 また、主菜として魚介類を摂る回数及び大豆製品についてですけれども、図の

16、17 の部分でご説明をさせていただいております。その他の肉類ですとかそ

ういったところには大きな差がなかったのですが、魚介類と大豆製品については

大きく違うというところが出ております。 

 ２ページのエからカの部分は前回中間取りまとめのところでも触れております

ので、ここでは時間の関係で割愛させていただきます。 

 続きまして、キのご飯を中心とした食事ですけれども、こちらも中間取りまと

めでもご報告はさせていただいておりますが、図の 58 というものが新たに加わ

りましたので、若干ご説明させていただきます。図 58 は 28 ページになります。

こちらは１週間で 21 回の食事のうち、ご飯を食べている回数を集計した値にな

ります。どの世代でも 50％前後が 11 回以上、過半数をご飯で食べているという

回答になっております。こちらについては年代による差が余り顕著にならなかっ

た特に特徴的なものになります。 

 続きまして、（２）の栄養バランスの観点から特に注意喚起が必要な食習慣等

の部分ですが、栄養バランスが優れた食生活として、日本型食生活の柱となって

いる主食・主菜・副菜をそろえた食事の頻度に着目して分析を行いました。こち

らに挙げております４つの食習慣のうち、１つ以上を持っている場合、主食・主

菜・副菜をそろえて食べる頻度が低いことが分かりました。なお、これらについ

て複数該当する場合には、さらに頻度が少なくなるという結果も出ております。 
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 ４つの食習慣ですけれども、日常的な欠食がある、また、夕食で家庭食以外が

多い、ウといたしましてご飯食の頻度が少ない、エ、調理ができない、といった

部分がございます。こちらの詳細につきましては図の 61 から 75 の部分で見てい

ただければと思います。 

 図の 61 が欠食者の割合ですけれども、欠食者のうち、どの食事を抜かしてい

るかという部分では、朝食がほとんどなんですけれども、76％となっております。

朝食を抜かしている人がほとんどなのですが、こうした欠食がある方というのは

昼食や夕食においても主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数が少ないというの

がその下の図の 62 と 63 の比較や、32 ページで図の 64 と 65 を比較して見てい

ただくと分かるかと思いますが、上のほうが欠食者の主食・主菜・副菜がそろう

回数、下のほうが欠食者を除く者の主食・主菜・副菜をそろえて食べる日数とい

うことになります。 

 また、夕食で家庭食以外が多い。66 と 67 の比較で見ていただければと思いま

すが、夕食での家庭食以外、家庭食以外というのは、外食、中食、冷食・レトル

ト食品が該当するものですが、これの利用が週５回以上の方について分析いたし

ますと、それ未満の方と比べて夕食での３つそろう回数が少ないということが言

えます。 

 また、図の 68 から 71 の部分で、ご飯食の回数が７回以下の人と８回以上の人

というのを比較しております。昼食、夕食でそれぞれ３つそろう回数というのが

７回以下の人のほうが少ないということになっております。 

 また、続きまして、調理ができないという部分ですけれども、こちらは食事の

準備力という設問の中から分析を行いまして、「ほとんどのものを食材から調理

して食事を準備することができる」、「一部市販食品を取り入れて食事を準備する

ことができる」、そのほかといたしまして、「ほとんどのものに市販食品を利用し

て」、もしくは、「食事を準備することができない」という回答をした方を比較し

ております。こちらは女性のほうが顕著に出ておりますけれども、調理ができな

い方のほうが３つそろう回数が少ないという結果になっております。 

 続きまして、76、77 の部分が、これらの４つの食習慣に該当する方の構成と、

幾つ該当するかによって主食・主菜・副菜の３つそろう回数が異なるという部分

の図になります。まず、いずれの項目にも該当しない方が約半数の 48％、いず
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れか１つの項目に該当する方が 35％、複数の項目に該当する方が 17％となって

おります。これらの方について１週間で主食・主菜・副菜３つそろう回数を集計

いたしますと、図の 77 のとおり、複数の項目に該当する方のほうがそろう回数

が少ないという結果になっております。 

 続きまして、その他の分析結果といたしまして幾つかご紹介させていただきま

す。78 から 82 の部分ですけれども、こちらは中間取りまとめでも掲載させてい

ただいているんですが、外食、中食、冷凍食品・レトルト食品という家庭食以外

を利用する回数が多い方の中でも、主食・主菜・副菜をそろえて食べている回数

が多い人と少ない人がおり、それらの属性を比べると、少ない方には単身者が多

く、多い方の中には夫婦と子供からなる世帯が多いということがあります。 

 また、栄養バランスの観点から特に注意喚起が必要な食習慣等として挙げさせ

ていただきました４つの食習慣の該当する方について、性別、年代、世帯属性を

比較いたしましたのが図の 84 から 89 の部分になります。こちらを見ますと、複

数の項目に該当する方は男性のほうが多く、また、年代では若い世代のほうが該

当する方が多い。世帯別では単身者世帯が少し多いということになります。 

 また、栄養バランスと世帯収入の観点から分析を加えました。すみません、図

の順番が入れ違っていますが、40 ページの図の 83 の部分で見ていただきますと、

世帯年収が 600 万未満の世帯では、年収が減少するとともに３つそろう回数が少

なくなっているという回答がございます。 

 このほかに幾つか分析結果といたしましてご紹介させていただきますと、同世

代の者と比較した場合の健康状態がよいという認識をしている方ほど主食・主

菜・副菜をそろえて食べているですとか、あるいは、運動習慣がある方ほど主

食・主菜・副菜をそろえて食べている。また、現役世代に限定いたしまして、就

業していない者、あるいは、就業時間の短い方のほうが昼食での主食・主菜・副

菜をそろえて食べておらず、就業時間の長い者ほど夕食で主食・主菜・副菜をそ

ろえて食べていないと。こちらの就業時間に関する分析については、図の 94、

95、96 の部分ですけれども、94 が昼食、95 が夕食、96 でこれらを全て合算した

ものということになっておりまして、96 のほうで見ますと、就業時間によらず

余り変わらないという結果になるのですが、業種別の３つそろう数の分析結果の

図の 97 のほうと併せて考えますと、現役世代の食事というのは就業状況に影響
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されている部分があるということが言えるかと思います。 

 以上で今回の分析結果についての説明を終了いたします。 

中嶋座長 ありがとうございました。それでは、只今の説明につきまして、ご意見、ご

質問いただきたいと思います。 

中澤委員 長野県短期大学の中澤と申します。確認ですけれども、性別、年齢階層別、

そして、居住地域別に割り当てるという形で対象をなさっているところで、地

域別ということの考え方は、都市とかというよりは都道府県とか市町村とか、

そこのもし都市と農村で違うとか、そういう違いも今なくなっているのか、何

かそういったことの補足がありましたら、教えてください。 

葦津  割り当ては性別と年齢階層別と、あと、居住地域については大都市とそれ以

外という区分けをしてサンプルを取りました。居住地域別の分析もたくさんい

たしました。余り結果が出なかったという状況です。逆にちょっとこれは今後

の課題だなと思ったのが、これは WEB アンケートでやっている関係で。 

中澤委員 都市が多い。 

葦津  いや、それは割り当てているので大丈夫なんですが、共働き家庭のサンプル

が余り取れなかったんですね。中間取りまとめの方向性を検討しているときに

は、共働きの分析をしたいというのがありまして、かなり分析も行ったのです

が、サンプル数が少ないところで、どこまで言い切れるのかというところが課

題になりまして、今回はそこを落としています。 

中澤委員 ありがとうございます。 

中嶋座長 ほかにいかがでしょうか。 

武見委員 いいですか。武見ですけれども、37 ページの栄養バランスの観点から注意喚

起が必要な食習慣というところのあの４つ食べ方の特性が出てきたとか、これ

はかなり面白い結果だと思うんですね。それで、その属性なんかも分かってき

ているので、いろいろどういうところに対して働きかけをしなければいけない

かというのがすごく見えてきたかと思うんですけれども、回数の１週間で 21 食

ある中で、になっているじゃないですか。今たまたま私は 37 ページを見ている

んですけれども、これは要するに単純に１日に１回食べれば７回ですよね。２

食食べれば 14 回というところで、すごく細かい刻みになっているんですけれど

も、私たちの栄養学の立場から言うと、１日１回なのか２回なのかそれ以上な
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のかというあたりが結構大事なことなので、そうやって例えば 37 ページの図の

77 を見ると、14 回以上という濃いブルーとオレンジの人たちというのがものす

ごくきれいにやっぱり出ているんですよね。厚生労働省の「健康日本２１（第 2

次）」のほうの健康づくりの中では、国民に対して「主食，主菜，副菜のそろう

食事を１日２回以上」という目標を出してきています。それとつなげると、こ

ういう習慣を持っているとそれに該当しにくい。その人たちはどんな属性かと

いうことが出てきたのは、多分ほかに余りない貴重なデータと思います。しか

も、日本国民を代表するサンプルのデータで出てきたのはそんなにないと思い

ますので、すごく貴重だなと思う。その辺を分かりやすくその意味を説明に入

れられるとすごくいいかなと思います。 

葦津  ありがとうございます。最終取りまとめに向けて、ほかの調査との整合も含

めて検討したいと思います。ありがとうございます。 

中嶋座長 ほかにいかがでしょうか。一瀬先生。 

一瀬委員 一瀬です。資料の最後のページの図の 97 ですけれども、業種別で非常に面白

い結果だと思うんですが、食料品・飲料製造業は色が薄くなっていますが、こ

れは濃いほうが正しいんでしょうか。記述だと５ページの記述と対応すると思

いますけれども、50 名以上の業種ということなので、食料品・飲料製造業の棒

グラフの色、濃いのが正しいように思うんですけれども、いかがですか。 

葦津  済みません、ちょっとこちら確認させていただきます。 

一瀬委員 併せて、この図で農業食料に携わる産業で農林水産業と食料品・飲料製造業

の回数の差が非常に私興味深いと解釈しております。もしその背景がお分かり

でしたら教えていただけると大変勉強になります。 

葦津  背景まではちょっと分からないんですが、分かっている範囲でお答えいたし

ますと、農林水産業のサンプル数は少ないので、ちょっと比較が難しいという

ところはございます。 

中嶋座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

江原委員 これの報告の 32 ページのところの日本型食生活という言葉の意味や認知度と

いうのとその実践度というのが図の 53 から 59 にございますね。これは最初の

アンケートの取り方のところにあったと思うんですけれども、もう１回確認す

ると、日本型食生活の説明はなく質問をしているということなんでしょうか。
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中間取りまとめ別添資料の 32 ページ。 

葦津  お答えいたします。参考資料２の別添資料の 32 ページからの部分で、日本型

食生活という言葉や意味の認知度の設問ですけれども、こちらでは意味を説明

しています。した上で、これを知っていましたかという設問にしています。 

江原委員 この日本型食生活の実践をしていますかというのも、その説明をした上での

実践ということですね。 

葦津  はい。問いでいうと続きで聞いておりまして、言葉や意味の認知度をまず聞

いて、その次の設問で実践していますかというふうに聞いております。ですの

で、言葉や意味の認知度のところで説明を読んだ上で両方の回答をしていると

いうことになります。 

江原委員 この実践しているというのは、つまり頻度だとかそういうことは聞いていな

いわけですか。頻度のお話もちょっと出ましたけれども、どこかで１回はやっ

ていますみたいな話なのか、１日に実践しているという話でもないですね。実

践したことがあるというのも含んでいると。 

葦津  一般的な回答としては、ほとんど実践しているという回答者の中にしたこと

があるという人は含まれないのではないかとは思われます。日本型食生活とい

いますと、ご飯を中心に主食・主菜・副菜に牛乳とか果物とかという定義にな

っていますけれども、それとは別に主食・主菜・副菜３つそろえてという設問

をしておりまして、そちらは回数で聞いているんですが、果物とかそういうも

のを含めた日本型食生活のほうでは回数を聞いていません。 

江原委員 分かりました。 

武見委員 お茶とかも入っているんですね、定義に。 

葦津  はい、入っています。 

中嶋座長 ほかによろしいでしょうか。 

武見委員 ちょっと１つ図のつくりについていいですか。先ほど今日の資料の４のとこ

ろのさっき私が大変興味深いと言ったあたりなんですけれども、34、35、36 あ

たりの図のつくりなんですけれども、36 ページの先に男女を分けて、その中で

カテゴリー分類して回数が示される。このパターンのほうが分かりやすいと思

います。その前のところは逆なんですね。中を性別で見ているので、34、35 ペ

ージ。図のつくりの問題です。細かいことですけれども、こういうものを外に
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出したときに分かりやすく出していただきたいと思うので、よろしくお願いし

ます。 

葦津  分かりました。今のご指摘は図の 76、77 のあたりで、男女別の集計を最初に

出すべきということですか。 

武見委員 いや、先に男女を分けて、その中でその習慣がある人で回数がというほうが

恐らく分かりやすいと思います。 

葦津  はい、分かりました。ありがとうございます。 

中嶋座長 お時間の関係もありますので、ご質問を受けるのは終了させていただいて、

次の議題のところでまた何かあれば振り返っていただくということにして、先

に進めたいと思います。 

 それで、本日の議論も踏まえて農林水産業では今後の食育推進施策について最

終取りまとめに向けた報告書案を作成することとしております。この構成案に

ついて農林水産省よりご説明をお願いいたします。 

道野  それでは、机上配布資料の１番、それから、机上配布資料の４番をご覧いた

だければと思います。今後の食育推進施策の取りまとめの構成ということで机

上配布資料の１を記載させていただいているわけですけれども、こちらを説明

する前に中間取りまとめ、それから、食料・農業・農村政策審議会の企画部会

でも少し宿題になっています事業者の関係との連携といいますか、その辺につ

いて事業者にヒアリングをやりましたので、そちらのほう、机上配布資料の４

番に基づいてご説明をしたいと思います。 

 趣旨といたしましては、今申し上げたとおり、中間取りまとめの関係、それか

ら、企画部会の関係等々で、食品やサービスを提供し、国民との日常的な接点を

有する関係事業者との連携が不可欠ということで、食品産業と連携した食育の推

進が課題とされております。そういったことで、一部の事業者の方ですけれども、

外食、中食、メーカー、流通関係、特に従来、食育とかそういった国産食材の使

用といったことに関してかなり熱心なところにヒアリングをいたしました。 

 ヒアリングの内容としては２点ございまして、将来の需要予測ということでど

のように現状対応しているかということが１点、もう１点は、今後の食育活動に

ついての考え方ということで聞いております。 

 結果の概要にあるとおりでありますけれども、全般としては、やはりシニア層
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の増加だとか消費者ニーズの多様化、食の簡便志向、そういったものに対してそ

れぞれ対応を強化してきているということであります。 

 例えばコンビニエンスストア系であれば、従来どうしても男性とか若者が中心

だったんですけれども、震災以降、コンビニの機能というものに関して女性だと

か高齢者とかそういった方々が気づき始めて、そういった利用者が増えている。

その利用者の増加に対応してなのか、もともとコンビニエンスストア側が品ぞろ

えを増やしたということもあるのかもしれないですけれども、従来の調理済み食

品、いわゆる中食のものに加えて、合わせ調味料であるとか鍋の調味料であると

か、それから、カット野菜、ファストフィッシュというような骨を抜いた魚、そ

れから、メニューも量目を少なくしたようなもの、そういったものも増やしてい

る。さらに冷凍食品だとか、あと、一手間かけてまだ家で調理しましょうという

ようなそういったものもコンビニエンスストアで品ぞろえを増やしているという

ような状況であります。 

 ただ、食育という観点から言うと、そういったものの購入に関しては、いわゆ

る事業者側が期待する組み合わせとはちょっと違うようなさまざまな組み合わせ

の仕方があって、そこは栄養バランスということとはまたちょっと違った、消費

者のニーズのまさに多様化の１つだと、そういった選択がされているというよう

なことでありました。 

 あと、ファミリーレストランが食の中でも顧客ニーズを把握した上でというこ

とですが、やはり恐らくシニア層が増えているということで、量目の少ないもの

とか野菜中心のものということが充実されてきているということでありました。 

 あと、メーカーサイドもやはりそういった調理時間を短くするというような観

点からそういうような時短食材、先ほど申し上げたような合わせ調味料だとかそ

ういったものが増えてきているということです。ただ、このメーカーさんはこれ

からまたさらに１人２人世帯向けの商品ラインというものの充実が課題だという

ようなことでありました。 

 あと、流通関係でありますけれども、もともと割と食育に関しての関心の高い

ところ２社でございまして、いずれもやはりシニア層に対しての調理済み食品の

ニーズが増えてきていること、それから、そういう冷凍食品のようにあらかじめ

調理されたといいますか、簡単な手を加えて食べられるものというようなものの
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ラインを充実しているというようなことであります。また、そのシニア層でもそ

ういった洋食志向がかなり強いというように受けとめているというようなことで

ありました。 

 食育活動の取り組みでございますけれども、申し上げたとおり、いずれの事業

者もこれまでに食育の実績のあるところということであります。今後 CSR として

日本型食生活の普及だとか自給率の向上だとか農業理解の推進ということについ

ても取り組みたい、さらに力を入れていきたいというようなことで関心をかなり

持たれているというようなことでありました。 

 私どもとしてまたこういった事業者の方々とさらに議論を深めていきたいとい

うふうに思っております。可能性と課題ということですけれども、消費者に対す

る働きかけについて非常に役割が大きいということに関しては皆さんよくご認識

はされているというようなことでありまして、行政側に期待するものとしては、

消費者に対する啓発だとか、表現がいいかどうか分からないですけれども、教育

といいますか、特に健全な食生活の重要性だとか食品安全に関する知識の向上だ

とか、そういったベースになるところはやはり役所のほうからしっかり対応をし

てほしいというようなことが期待されているということでありました。 

 ただ、食育活動そのものは企業の直接の利益につながらないということもござ

いますので、ある意味、例えば直接でなくても間接的にということだと思います

が、間接的に事業活動にもメリットのあるような食育活動ということと、それに

つながるものとして日本型食生活の PR だとか、それから、調理情報の提供だと

かということの連携の可能性は今後あるのではないかなと考えております。 

 また、食品産業サイドで自主的な取り組みをやはり充実してもらう、継続して

いただくと。先ほども食文化のところでありました継続性ということに関しては、

やはりそういったメディア、例えばインターネットだとかそういったものの情報

発信媒体との連携だとか、そういったことで消費者の方々、事業者の方々の関心

がどんどん膨らんでいくような、そういうような進め方ということも視野に入れ

て整理をしていければどうかと考えております。 

 事業者ヒアリングの結果については以上でありまして、机上配布資料１の今後

の取りまとめの構成について簡単にご説明いたします。 

 基本的なラインは中間取りまとめとほぼ同様であります。特に大きな項目１、
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２、３、４というこの並びについては特段大きな変更は考えておりません。 

 ただ、今日のご議論等も踏まえて整理をしていくということで、これはあくま

で現時点の構成の案ということでありますけれども、例えば３の食料消費の現状

と将来予測につきましては、先ほど説明のありました消費者各層の特性だとか栄

養バランスの観点から特に注意喚起が必要な食習慣、それから、今日の議題の最

初にありました教育ファームの取り組みと効果、そういったものについて再整理

をして再構成していくというようなことになります。 

 それから、４番目の今後の食育推進施策の方向性ということにつきましても、

今申し上げたところで、ちょっとどこまで関係の事業者の方と意見交換をして整

理ができるかというところはありますけれども、食品産業と連携した食育の推進

というものも中間取りまとめにはもう少し進んだ内容にして整理をいきたいと考

えております。 

 全体としては、この会議、それから、企画部会でのご議論なども追加しながら

全体を整理してまとめていきたいと考えております。 

 ただ、今日はなかなか時間が限られているところでございますので、最終取り

まとめに向けてさらにこういったことも加えるべきではないかとか、そういった

ことも含めてご意見等いただければとありがたいと考えております。以上でござ

います。 

中嶋座長 ありがとうございました。事業者ヒアリングの結果の概要の説明と最終取り

まとめの構成案のご説明ということでございました。何かご質問、ご意見あれ

ばいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、香髙委員。 

一般社団法人共同通信社 香髙委員 （以降、香髙委員） 

香髙委員  共同通信の香髙です。全般的なこと、これまでの議論を振り返ってというこ

とでちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。 

 まず、日本型食生活ですが、概算要求に、日本型食生活の実践に取り組む人の

割合の向上ということで、来年度までに 27％にするということが政策目標に掲

げられているかと思いますが、私の記憶が正しければ、現在その日本型食生活

の認知度というのは、確かその前の調査よりも下がって 15％とかその辺だった

と思うんですが、実際今ベクトルが下がっているものを 27％に、しかも１年で

上げるというその施策の実現可能性、具体性というものはどこかに書き込まれ
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る予定があるのか。個人的には書き込むべきだと思っています。このアンケー

トの中から何かそれを示唆するようなものがあるのであれば、そうしたことを

根拠に実現可能性を示すことも１つのやり方ではないかなと思います。 

 それから、農水省の企画部会では、やはり日本型食生活の言葉の意味について

相当強い形で皆さんから「分かりにくい」、「和食との区別が分かりにくい」とい

うような意見が出ている、それが、そのまま今止まっているというのが現状なの

で、やはりそこのところの整理というのも一番根っこのところなので、このレポ

ートの中では明確にしていただければと思います。 

 そもそも多分普通の方がこの日本型食生活というふうに聞いて多少理解ができ

たとしても、じゃあ日本型食生活をすると自分にとってどんないい影響があるの

かというところがいま一つ見えないというのが普及を妨げている要因ではないか

と思います。要は訴えかけるものがちょっと弱いということなので、言葉はいろ

いろな政府の資料とかにも盛り込まれているので変えられないとするのであれば、

その訴えかけて相手に腹落ちする施策、言葉で説明するしかないと思うんですけ

れども、その辺のところの工夫で何とか実践率を上げるというところに結び付け

ていってはどうかなという風に感じています。 

 それから、もう１つは、この調査の中で、やはりご飯の頻度が高いと主菜とか

副菜とかをそろえる回数が高いというような一定程度の連動性が出たと思うんで

す。そうであれば、やはりご飯を中心としてバランスのいい食生活と遠回しにい

うよりは、農林水産省がやる事業なわけですから、もっとダイレクトにご飯を中

心としてより多く国産の食材を使いましょうというような訴えかけを強めてもい

いのではないかなというふうに思います。 

 例えば今いろいろな料理本や新聞の料理欄などを見ていても、国産の食材を使

おうとか、そういうことが何か書き込まれているかというと、ほとんどそういう

ところには注目されていない感じがします。いわゆる時短とか作り置きとか、消

費者にニーズに即していることが書かれている。その辺のところももうちょっと

役所のほうから、もし事業者と連携するというのであれば、例えば出版業界、こ

こにも姜さんとか私たちがいますけれども、そういうところに国産の食材を使う

ことの意義とか、日本型食生活がなぜいいのかを説明し、どうすれば読者が腹落

ちするのか、そういうあたりのところの働きかけの工夫をするというのも１つの
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やり方ではないかなと思います。 

 それから、もう１つ、日本型食生活の議論でよく栄養バランスの観点から問題

というような言葉がされているんですけれども、この言葉をパッと言われても、

栄養バランスについてある程度の知識がある方であれば、問題があるんだなとい

うふうには分かるんですが、そもそも栄養バランスについて知識とか理解が薄い

人にとっては、どうしてバランスを欠くとだめなのか、このあたりもまだいま一

つ具体的に分からないのではないかなと思います。この辺のところがもしアンケ

ート結果の中で何か納得感のいくデータがあればぜひご活用いただきたいなと思

います。栄養バランスと言われたときに、今市販で例えば、ちょっと商品名を言

うとあれなんですが、カロリーメイトとか、これを食べていればとりあえず食事

のようなものだというような売り方をしている業者もいるかと思うんですけれど

も、ここにいらっしゃる先生方に聞けば多分明快に答えていただけると思うんで

すけれども、ビタミン剤とかそういったものだけを食べて体が全て充足されるか

というと、多分答えはノーなんだと思うんですよね。それはやはり食材で摂るこ

とによって栄養バランスが非常に整って風邪をひきにくくなるとか、さまざまな

効果につながってくるんだと思うんです。食育ということであれば、その辺のと

ころをメーンにもうちょっと突っ込んだ形で、分からない人に対してどう腹落ち

させるかという視点で訴えかけるご努力をしていただければというふうに思いま

す。 

 もう１点だけ、それに関連して、概算要求のところに明確に書かれていますけ

れども、若者とか会社員、それから、働く女性、子育て世代、意識がかなり高い

主婦層とか、ひとり暮らしの高齢者層とか、いろいろ訴えかけをするに当たって

は、相手の立場に立ってこういう階層に分けると効果が違うんだということがこ

のアンケートやこの議論を通じて今明確になっているからこそここに書かれてい

るんだと思います。こういった階層分けというのは非常に面白いなというふうに

思っています。せっかくここまで出したんだったら、食育とか、あるいは、日本

型食生活をすると、若者とか会社員は風邪をひきにくくなりますとか、体力がつ

きますとか、その人たちの立場に落とし込んで訴えかけをしていただきたいと思

います。例えば働く女性であれば、例えば料理本などだと、「作り置きすると毎

日ほっこり」みたいな、そんな感じで書かれているんですね。それは料理を丁寧
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にして暮らすことによって例えば幸福感が高まるとか、そういったところが多分

あるんだと思うし、そういううまく消費者のニーズを捉えた本が実際今売れてい

るというのが現状なので、せっかくのここまで頑張ったレポートなので、そうい

うような何かちょっと感情面に訴える方法などをぜひ階層別にまとめていただけ

ると面白いのではないかなというふうに思います。 

 あと、全体的に言えるんですけれども、この議論は詳細なデータがバックにあ

りすごくいいんですけれども、最後に多くの人に訴えかけるときには、細かいデ

ータを出しても逆にそれが邪魔になってしまって、訴えかけが弱くなってしまう

という現象があると思います。ご努力はどこかに明確に残すとしても、ぜひ世の

中に出すときには、例えば１枚紙のような形でより言葉の量を少なくして、キー

になるデータだけを前面に押し出して伝えるという工夫をされると、今回の議論

のポイントというのが、あるいは、訴えかけたいものが何なのかというのが明確

に伝わるんじゃないかなというふうに思います。以上です。 

中嶋座長 お時間が 11 時半なんですが、11 時半に終わらせましょうと言いましたけれど

も、やはり約束は守れないようですので、15 分ほど延長させていただいてよろ

しいですか。 

 それでは、最後にまとめて道野さんのほうからコメントをいただくということ

にして、ここでご発言いただきたいことがあれば、まとめて伺いたいと思います。

いかがでしょうか。 

東京農業大学 上岡委員（以降、上岡委員） 

 東京農大の上岡と申します。１点お願いといいますか、もし可能であればとい

うことなんですけれども、これからの取りまとめの中での４番目の今後の食育

推進策の方向性についてのア、イ、ウ、エ、オの「オ」のところでもし可能で

あればと思うんですが、第二次基本計画の中でもライフステージごとの簡単な

食育を推進ということが挙げられていまして、今回の非常に膨大で詳細な調査

をしていただきまして、一番問題になるというか、やはり 20 代～40 代の男性で

あるし、働き盛りの方々の単身世帯であったりということが非常に明確にデー

タから出たのかなというふうに思いました。朝食欠食ですとか調理の技術です

とかバランスが悪いですとか、その理由の中でやはり時間がないということが

挙げられていたと思うんですけれども、こうした方々が過ごされる時間がほと
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んどが職場であるのではないかということなんですけれども、こうしたときに、

もちろん食品産業への訴えかけ、食品産業での食育推進ということも重要だと

思いますけれども、一般企業での食育といいますか、例えば職場の給食ですと

かそういったものがあるのであれば、その中で推進していくですとか、オフィ

スワーカーに向けての何か食育推進みたいなことができればいいのではないか

なというふうに思いました。 

 また、教育ファームの効果についても、やはり体験をしたほうが効果があると

いうことも今回のデータからは明確に出ていると思いますので、教育ファームを

体験したことの理由の中で、興味はなかったんだけれどもほかの人に誘われてで

すとか、あるいは、職場で CSR としてやらなければいけなかったからというよう

な理由もあったかと思いますので、こうした時間がなくて実践できないという

方々の食育をどうしていくかというところでは、やはり一般企業の方々への働き

かけも重要かなというところで、やはり最終的には農林水産省さんとしては国産

を食べるということも大事ですし、それは農業という産業を支えるということに

もなってくると思いますので、教育ファームの取り組みも何か企業でそういう

CSR、人が足りないところに人を投じるようなこともできれば、さらに食育とし

てはいいかなというふうに感じました。以上です。済みません、長くなりまして。 

中嶋座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。次が最後になってしま

うので、それまでの間にちょっとこの点は考えておいていただきたいというの

があれば、ご指摘いただきたいと思います。それでは、姜委員。 

株式会社オレンジページ 姜委員（以降、姜委員） 

 オレンジページの姜と申します。前回２回日程が合わずに大変申しわけござい

ませんでした。今日は初めてということで、ちょっと発言は控えようかと思った

んですが、１つだけ。今のこの約２時間、大変貴重な資料を見させていただいて、

職業柄なんですけれども、今香髙さんのほうから話があったように、このデータ

の回答の奥に潜む因子をまとめるため、複数のデータがあると思うんですけれど

も、その背景にある共通因子をまとめ上げるというアウトプットの方向がちょっ

とどれも少し中途半端かなという形だというふうに思います。例えばこの手引き

構成案、議題の２番目の伝統的な食文化の手引きというのも、この基礎資料だけ

では私だったらやはり手引きというのに余りにも、済みません、タイトルのつけ
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方なんですけれども、手引きではないでしょうという。例えばある地域の伝統的

な食文化の保護・継承のための手引き Vol.1 なのか、継続しているというか、こ

れはあくまでもワン・オブ・ゼムなんですよというようなこと、１つの県の中で

も食材は本当にいろいろありますし、そういったことも含めて、全体像としてど

ういった形でこの委託事業を受けた上での会議の結果をアウトプットするのかと

いうのをもう１回きちんと詰めたほうが、ここまでまとめたこのすばらしいデー

タというのを、例えば設問をたくさんしていらっしゃるので、その設問の回答の

関連の強さで分類するとか、そういうことも含めて因子分析をしていくのかとい

うことも含めてアウトプットの方法をいま一度これでいいのかというところだけ

は、この４回目になるまでにもう１回、それは事務局などでお話しされたほうが

よろしいのではないかなと感覚的に思いました。以上です。 

中嶋座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。武見先生。 

武見委員 多分取りまとめに当たって難しいのはいかに分かりやすく、何が分かって何

が提言なのかということを分かりやすくしてくださいというお話で、そのとお

りだなと思いながら聞いていました。一方で、そのバックデータは常に持ちな

がら発言をしていかねばならないという仕事をしている私たちから言うと、な

かなか単純な分かりやすさ、例えばさっきおっしゃった何がいいのかというの

も恐らくほとんど今回のデータだけから言うというのはほとんど無理があり、

できないと思います。それをメディアがつけるようなキャッチーな表現で示す

ことは、恐らく国の報告としてはできないと私は思っているんですね。やっぱ

り国の示すものはきちっとバックデータがあって、それを踏まえた形での必ず

言えることしか出せない。つまり国民から問い合わせがあったときに何をもっ

てそれが言えるのかということが明確にできない限りやはり出せないと思いま

すので、その辺の非常に難しいところかなと思いながら。 

 ただ、とはいえ、やはりご指摘になったことはおっしゃるとおりだと思うので、

いかに今回出したいところを絞り込むということが１つ必要なのかなと。余りに

もたくさんいろいろなデータがあるので、というふうな感じはしたので、そこら

辺を絞り込みつつ、このデータあるいは関連のデータで言えるところまでをポイ

ントを絞って出すという形で次のときに見せていただけると良いのかなと思いま

した。以上です。 
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中嶋座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 今幾つかご指摘があったと思うんですけれども、文章の性格として、今後の食

育推進施策についてというのは政策の枠組みを説明する資料であると思いますし、

特に日本型食生活とは何かとか、それと食育の関係はどうなっているのかという

のがアウトプットとしてそれをきちんと説明しなければいけないと思うんですが、

そのときにこの文章をもってコミュニケーションツールとして使うのかどうかと

いうのはまたちょっと別の話で、これをまた分かりやすい形で１枚紙で流したほ

うがよろしいという香髙さんのお話もありましたけれども、ちょっと切り分けて

書いていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 ただ、手引きは完全にコミュニケーションツールなので、先ほどのご指摘も踏

まえた上での仕立て方というのも必要でしょうし、それから、ある種エビデンス

に基いてといいましょうか、分析をした結果の提言なり説明というのもかなり気

をつけてやっていただいたほうがいいんじゃないかなと思いました。 

 それから、特に、繰り返しになるところもありますけれども、概念の整理です

よね。日本型食生活だとか和食だとかまさに食育そのもの、そういったものも非

常に難しい部分もあるのは分かっているんですが、できるだけクリアにしていた

だく努力をしていただいたほうがよろしいんじゃないかと思います。 

 それから、ちょっと違う話ですが、２のこれまでの食育施策の検証の中で、私

自身このタイミングで出す文章の意味としては、今の政権で日本再興戦略という

のが進められようとしているわけですよね。それはある種日本の社会がまたいろ

いろ変わっていくきっかけになるし、そう変わっていきましょうということを宣

言しているんだと思うんですが、そういったことが食生活にどういう影響を与え

るのかということも見通した上での政策なんだということがこれから求められて

くると思います。反動とか弊害というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれ

ども、働き方も都市と地方のあり方も変わってくるわけですので、そこら辺も踏

まえた目配りしたようなことを少し入れておいていただいたほうがこのタイミン

グの文章としてはよろしいんじゃないかなというふうな印象を持っています。こ

れは私個人の。全体という意味ではなくて。 

 では、あと、よろしいでしょうか。お時間の関係もあるので、ここで閉じまし

て、道野さんのほうからお願いします。 
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道野  済みません、時間も限られていますので、手短にご説明したいと思います。 

 １つは、概算要求の資料の中に政策目標のことについて言及がありましたけれ

ども、政策目標自体は今年立てたというわけではなくて、５年を区切りに見直

すということがあるので、数字は前のものを使わざるを得ないということがあ

ります。そういう中でまさに日本型食生活の推進の仕方、PR の仕方、説明の仕

方も含めて、今回の会議の成果をまとめるに当たってどういうふうに工夫して

いくのか。それは必ずしも 27 年度ということだけではなくて、冒頭申し上げた

とおり、次の食育推進基本計画の期間も含めてどういうふうにやっていくかと

いうことのまさにベースになるものを今回まとめさせていただきたいという趣

旨であります。 

 それから、日本型食生活についてはさまざまなご指摘をいただきました。特に

食生活の関係について、座長がおっしゃっていただいたとおり、１つはやはり施

策の枠組みを整理するという観点があるということで、やはり報告書については

書くべきことは書かなければいけないということはありますけれども、「役所が

書くこと」自体が必ずしも「分かりにくい」というのとはイコールにはならない

という風にも思いますので、そこはできるだけ本体についても現場の食育実践者

や国民の皆様に分かりやすい表現・文章を使って整理をしていくということで努

力していきたいと考えております。 

 また、やはり香髙委員からご指摘のあった受け手の立場に立ってということは

非常に重要だと思いますし、そういった意味でこの会議の先生方はいろいろなご

経験をお持ちだと思いますので、取りまとめに当たってまた個別にご相談をさせ

ていただきながら整理をしていきたいと思います。また、現場の事業者の方々に

も意見を伺いながら、そういった消費者に対するどういう PR の仕方があるのか、

そういったことも併せて整理をしていきたいと考えております。 

 それから、コミュニケーションツールと確かに政府としての施策の方向性の整

理という観点で言うと、やはり結果としては恐らく分けなければならない部分が

出てくるという風に思いますし、そういったコミュニケーションツールとしての

成果物については、やはりより分かりやすく、より実践しやすくということで整

理をしていきたいと考えております。 

 ちょっと十分に答え切れていないところはあると思いますけれども、ご指摘の
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内容についてさらにもう一度十分整理した上で次回のこの会議までによくよく整

理をして進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

中嶋座長 ありがとうございました。第４回の検討委員会が最終的に取りまとめ案の審

議をするということでございます。それまでに、今日お話をまだいただけなか

った、それから、委員として意見がもしあれば、事務局のほうにご意見をお寄

せいただき、それを踏まえて事務局のほうで案を検討していただきたいと思い

ます。第４回委員会の前には委員の皆様にメールでご相談させていただくとい

うことになっているようでございますので、よろしくお願いします。 

 先ほど言った時間になってしまったんですが、実はもう１つ議題がございまし

て、これは手短に、申しわけないんですが、ご説明いただきたいと思いますけれ

ども、「食と農林漁業の食育優良活動表彰について」、事務局よりご説明をお願い

いたします。 

株式会社三菱総合研究所 山部（以降、山部） 

 事務局の山部と申します。資料５をご覧ください。手短にご説明いたします。 

 食と農林漁業の食育優良活動表彰の報告ということで、概要としましては、食

育活動を持続的に、かつ、効果的に実施し、優れた実績を上げた農林漁業関係者

や食品等事業者に対して、その功績を称え、これを広く国民に周知し、優れた食

育活動の全国展開を促すことを目的として、今回第２回ということで実施をいた

しました。 

 審査員の方々は、ここにいらっしゃる中嶋先生を審査委員長としまして、ほか

４名の方にお願いをして審査をいたしました。 

 応募総数としましては、一般部門と企業部門合わせて今年は 145 件という結果

になっております。昨年度は 186 件だったんですけれども、一般部門のほうでち

ょっと減少がありまして、この数字になっております。 

 地域別の応募件数とか分野別、対象別の応募件数につきましては、１ページ、

２ページのグラフをご覧いただければと思います。地域別には余り差はなく、分

野別としましては、一般農業体験とか学校の農業体験、食生活改善というような

テーマが割と多く出されておりました。 

 受賞者につきましては、一般部門で農林水産大臣賞がめぐみの農業協同組合さ

ん、消費・安全局長賞がウーマンズフォーラム魚、唐戸魚食塾、人見みゐ子さん
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というところであります。企業部門につきましては、農林大臣水産大臣賞がいば

らきコープ生活協同組合さん、消費・安全局長賞が永利牛乳株式会社様、日本醤

油協会様、合資会社野田味噌商店様となりました。 

 表彰式につきましては、11 月７日に三菱総研の会議室を使って行いました。 

 先ほどの一般部門、企業部門それぞれの受賞につきましては、中嶋先生からご

講評ということで記載をされていらっしゃるので、すみません、後でご覧になっ

ていただければと思います。受賞理由ということでご紹介いただいております。 

 写真がございまして、次のページで取り組み紹介というところで、これは今応

募のあったものをそれぞれパネルにしてまとめてあったものを当日掲載いたしま

した。これも後でご覧いただければと思います。 

 最後なんですけれども、参考として 12 ページになります。先ほどの中間取り

まとめのお話にもあるんですけれども、今後の食育施策の方向性に参考になるよ

うなものとして、応募の中から４点挙げております。 

 中間取りまとめのほうでは、食料消費に関する国民の情報提供等による行動変

容やサブ定義には消費者ニーズやライフスタイルの特性を分析・把握した上で、

それぞれに適した手法で訴求することが重要という方向性を出しております。今

回、選には漏れているんですけれども、特徴的な活動としてここに４つ挙げてお

ります。 

 １つは、消費者各層の多様な特性、ニーズに対応した食育の推進ということで、

事例１として、食が乱れがちな大人（社会人）を訴求対象とした食育活動という

ことで、宮城県で大人の主に働き盛りの方々を水曜日に会社の終わった後で町中

の食にこだわっているレストラン等で集まりを持って食育活動をしている。たま

に農業体験をしたりとかそういうことをしているという活動です。 

 次に、事例２としてアスラボさんということがありますけれども、ここでは元

麻布農園というところで、都会で子供たちに対して農業体験等しているという事

例を挙げております。 

 次に、（２）としまして日本型食生活と食や農林水産業への理解を深めるため

の取り組みというところで、子供だけではなく親の世代へも食育活動を実施して

いるおおぞら保育園さんというところ。こちらは園児を対象に、また、その親を

対象に食育を年間指導計画の中に入れて、収穫の体験とか調理体験とかを取り組
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んでいらっしゃるというような事例です。 

 そして、（３）なんですけれども、こちらは食育を通じた地域の食文化の保

護・継承の推進ということで、地域における郷土食、行事食、伝統食材の保護・

継承活動ということで、地域の伝統野菜とか特産品の農業生産体験ということ、

あと、伝統食の手作り体験、農業体験をして、古民家を拠点に活動を行っている

という事例です。リピーターも多いというようなことが挙げられておりました。 

 これに関連して、今後の食育推進のためということでいろいろな活動があると

思います。食生活のライフスタイルに合った、国民の関心等に合ったものという

ことで、本年度農林水産省さんのほうからもご説明があったと思うんですけれど

も、食育推進のためのデータベース整備等事業ということで、この事業と並行し

ていろいろな取り組みを分析をして、食育を推進される方々の参考になるような

ものを作っていくという事業が並行して走っております。以上です。 

中嶋座長 ありがとうございました。当日の表彰式の後で講演会があって、中澤先生に

講演をしていただきました。ありがとうございました。これはホームページに

出ているんでしたね。 

道野  まだ全部は多分出ていないです。一部が出ています。しばらくすれば出ます。 

中嶋座長 分かりました。では、そちらを後日ご確認いただければと思います。よろし

いでしょうか。 

 それでは、また大幅に過ぎて申し訳ありませんでしたが、議題はこれで終了し

たいと思います。 

 最後に事務局より連絡事項をお願いします。 

池田  先生方、本日はお忙しいところ、貴重なご意見を頂戴いたしまして、まこと

にありがとうございました。 

 いつもお願いしているところではあるんですけれども、また交通費の精算をさ

せていただきたいと思いますので、ご署名、捺印、あと、必要事項のご記入をお

願いいたします。 

 それから、後日本日の議事録をお送りさせていただきますので、お手数ですけ

れども、ご確認をお願いできればと思います。 

 それから、年度末のお忙しい時期になってしまって非常に申し訳ありませんが、

４回目の検討会を２月に実施させていただきたいと思いますので、また日程調整
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のお願いをメールでさせていただきます。そちらもご協力のほど、お願いいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして第３回食育推進施策に関する有識者会議を終了い

たします。先生方、本日はありがとうございました。 

（了） 


