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1. はじめに

近年の食生活は、ライフスタイルの多様化や食の外部化・簡便化に伴い栄養の偏りや不

規則な食事が増加している。また、農水省が進めるバランスガイドなどは一定の認知があ

るものの、具体的な食行動の実践には十分至っていない。そのため、消費者の食生活の改

善実践を促進していく必要があり、地域に密着したスーパーマーケットを拠点に、食の健

全化に向けた行動変容につながる実践的取組を実施することが喫緊の課題である。

2. 事業の枠組み

2.1. 事業の目的

本事業では、「平成 24 年度下半期消費者動向調査の食の志向や国産品に対する意識調査

結果（日本政策金融公庫調査結果）」を参考に、消費者の食の安全および国産志向、健康志

向の高まりや、シニアにおける簡便化志向、30～50歳代における手作り志向といった傾向

があることを念頭に、消費者が食品を購入する場所であるスーパーマーケットの店頭にお

いて、正しい食事選択が促されるモデルを構築することを目的とした。

このため、消費者の食に関する意識・行動に関する調査を行うとともに、調査結果をふ

まえ、消費者自らの積極的な食意識や食行動の変容等の食生活の健全化を図るべく、実践

教育や各種啓発活動を実施した。具体的には、正しい食知識の講義を多くの消費者に受講

してもらうとともに、スーパーマーケット独自で開発するレシピ等を消費者参画型で開発

し、その成果を店頭でＰＲし、”共創する”仕組みを構築することを前提とした。

なお実施対象地域は、これら対象が多く居住するとともに、構築する仕組みの実施およ

び事業終了後における他地域への応用等を勘案し、東京都練馬区のライフ石神井公園店、

北区のライフ北赤羽店、千葉県佐倉市のライフ佐倉店の１都（2店舗）1県（1店舗）の３

店舗とした。

【テーマ】

食材提供の場において、スーパーマーケット利用者の具体的な食生活の把握・分析

による国産農産物および惣菜等を活用した、簡便で健全な食生活改善モデルの構築
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2.2. 事業の実施内容

2.2.1. Ⅰ調査

現状の実態把握を行うため、流通現場調査として、流通現場、生産者等からのヒアリン

グを実施し、ヒアリング結果を意識調査や食生活改善方策などの事業に活用する。

また、消費者を対象に食生活・食行動に関する意識調査を行い、課題把握を行うととも

に、 現状の結果を個人へフィードバックし、望ましい食行動の実践に向けた支援を行う。

2.2.2. Ⅱ食生活改善方策の提案・啓発

食生活等の課題をふまえ、食の健全化に向けた行動変容につながる実践的取組方法の提

案・啓発を消費者参加型の形式で行う。

2.2.3. Ⅲ効果測定・検証

消費者を対象の前後比較アンケートを行い、食生活の改善状況等を把握する。

図 1 事業全体概要

2.3. 事業目標
表 1 ３つの事業目標値

目標値 取組内容

①野菜摂取量の増加した者の割合を増やす（10%）） スムージー等による野菜の新しい取り方を提案する

②栄養バランスに配慮した食を心掛けている者の割合を増やす（10%）
食生活実践講座などを通じて、野菜の上手な取り方や、バ

ランスのよい食生活への気づきを持たせ、行動変容を図る

③食に関する知識が向上した者の割合を増やす（10%）
店頭や、SNS等を活用したソーシャルプロモーションにより

食に関する知識を向上させる
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3. 事業スケジュール

本調査事業の全体スケジュールは次の通りであり、8 月から 3 月末までの間で実施した。

図 2 事業スケジュール

4. 委員会

4.1. 委員会メンバーについて

本事業主旨を達成するため、学識経験者および実務経験者を委員に選任した。

表 2 委員会メンバー

所属 氏名（敬省略）

一般社団法人 すこやか食育エコワーク（東京家政学院大学非常勤講師） 二瓶 徹

株式会社 ライフコーポレーション 宮川 誠一

株式会社 ライフコーポレーション 上柿 景吾

株式会社 アドパック 古俣 翔平

株式会社 アドパック 菊池 洋平

株式会社 クレメンティア（保健師） 荒尾 裕子

表 3 事務局

所属 氏名（敬省略）

株式会社 ルネサンス 近藤 大祐

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 3月

（１）事業推進

検討会

（２）流通現場

調査

（３）食生活調

査

（４）食生活
改善方策

の実施

（５）効果検証
報告書

生産者と

意見交換

第1回事業
推進検討会

第2回事業
推進検討会

第4回事業
推進検討会

調査報告 事業結果

報告

調査設計

流通現場
調査

実施内容

検討

意識調査 集計

分析3店×350件

• ｿｰｼｬﾙﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

3店＠ライフ

事業評価

事後調査

郵送

集計

分析

報告書作成

事業方針

検討

• ﾍﾞｼﾞﾗｲﾌﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

• ﾍﾙｼｰ&ﾋﾞｭｰﾃｨｰ講座

• 生産者との交流

3店×3回＠ﾙﾈｻﾝｽ

第3回事業
推進検討会
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4.2. 委員会の開催

委員会では、事業実施に関する方向性の検討や指導助言を得ることを目的に、以下の内

容で 4回開催した。

表 4 委員会内容

開催日 内容

第1回 平成25年8月7日（水）

 実施概要と今後の流れについて

 プロジェクトコンセプトについて

 具体的スケジュール等について

 次回委員会開催について

第2回 平成25年10月3日（木）

 アンケート実施の報告

 店頭プロモーションにつて

 レシピコンテストについて

 生産者との交流について

 次回委員会開催について

第3回 平成25年 12月12日（木）

 食生活調査の分析結果について

 食生活改善の取組状況について

①セミナー ②店頭 ③スムージー

 担当官による現地調査における指導

事項について

 食生活調査集計結果のポスター提出

 スムージーコンテストの表彰

 2 回目食生活調査(調査票送付と依

頼、個人結果表のフィードバックにつ

いて

 報告書作成、報告書web サイト掲載、

お客様向け報告書作成について

第4回 平成26年 3月6日（木）

 スムージーレシピコンテストの結果

について

 2 回目食生活調査結果について

 2 回目調査結果のフィードバック方

法いついて

 報告書作成、報告書web サイト掲載、

お客様向け報告書作成について
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5. 調査結果

5.1. 流通現場調査

現状の実態把握を行うため、流通現場、生産者等からのヒアリングを行った。ヒアリン

グ結果を意識調査や食生活改善方策などの事業に活用した。

（１）生産現場の視察

【視察対象】：ファームインさぎやま 萩原 知美氏

【生産現場の概要】

「農あるくらしこそ、人づくり、国づくりに通じる」をコンセプトに、埼玉県さいたま

市で体験農園などを手掛け、「農の持つ力」を活用した「食の安全・安心」、「教育」、「予防

医療」などの領域において取組を展開している。

また、田舎ぐらしの体験の場として「かあちゃん塾」を開講し、農を通じた食育実践活

動に取り組んでいる。

生産者である萩原氏からは、「野菜などの農産物が、どのように出来るのか、どのように

採集されるのかなど、生産現場を知らない人が増えている。また、旬の野菜や野菜の目利

きなども、主婦層でも意外と知らないことも多い。農産物に対する知識を増やすことで、

より野菜に興味を持ってもらうこと消費につながるので、消費者には積極的に農産物に対

する知識を増やしてもらいたい。」との意見が聞かれた。

〈資料：ファームインさぎやま HPより〉
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（２）スーパーマーケットの視察

視察店舗：ライフ 石神井公園店

【店舗概要】

最寄駅から徒歩 3 分の立地。店舗は 2 階建てで、1階では生鮮食料品など食関連の商品を

主に扱い、2 階では衣料品や医薬品など日用品を主に販売している。日々の食料品から調味

料、洗剤や靴などまで揃い、インストアベーカリーでは焼きたてパンが買える。

営業は、9：30～24：00までで、遅くなっても駅の近くで食品が豊富に選んで買える。ま

た、店舗サービスとして、食材の当日お届けサービスなどを行っている。

【顧客状況】

同店は、古くからの住宅地として発展しているエリアであり、長年の固定客である高齢

者層の利用客が多い店舗である。また、駅近という好立地もあり、夕方の時間帯は働く主

婦層なども多く利用している。

【視察結果】

利用客層は、高齢者層や働く主婦層が多いことから、食材を小分けにした販売や、すぐ

に調理できる状態に下準備した食材などを多く取り揃えられており、食材の購入がしやす

い工夫がなされていた。

野菜・果物といった生鮮食品のコーナーは、その時期の旬の食材を中心に陳列されてお

り、POP などの掲示物は消費者の目線で見やすい位置、配色などによって美味しさが伝わる

ような商品陳列などがの工夫がされていた。

図 3 スーパーマーケット視察の状況
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【野菜・果物摂取率の更なる向上に向けた検討事項】

利用客の傾向から、小分けの食材や下準備済の食材が人気とのことなので、それぞれの

パッケージされた分量が、1 日の野菜・果物摂取量のどの程度を補えているのか、これらの

表示があると、より目標摂取量に近づけると感じる。

また、同店では、旬の食材を活用した「レシピ」などをカードサイズで作成し、持ち帰

りが出来るようにされているが、レシピが売り場と離れた位置に配架される場合が多い。

そこで、食材のすぐそばにレシピを配架するとともに、そのレシピの食材のディスプレー

も併せて配置するなどして、目にとまりやすくかつ消費行動に訴求できるようなプロモー

ションを加えていくと、より効果的になると考える。

【その他の取組】

店舗では、小学生向け！ライフ食育ツアーを企画し、「１日に何をどれだけ食べたらい

いの？」をテーマに、バランスのよい食事と、食べ物のはたらきについて学ぶ場も提供し

ている。これらは、実際にお買い物をして“食”に触れることができる、スーパーマーケ

ットならではの体験学習であり、食育の機会としても大変有効であると感じる。
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5.2. 食生活調査・個別へのフィードバック

5.2.1. 食生活調査の概要

消費者を対象に食生活・食行動に関する意識調査を行い、課題把握を行うとともに、 現

状の結果を個人へフィードバックし、望ましい食行動の実践に向けた支援をすることを目

的に、アンケート調査を実施した。

調査は事前、事後の 2回行い、消費者の意識・行動の変化を追った。

図 4食生活調査の概要

5.2.2. 調査Ⅰの概要

（１）実施時期

   2013 年 9 月 24 日（火）～9 月 28 日（土）（10:00～18:00）5 日間実施

（２）実施場所

   ライフ石神井公園店（東京都）、ライフ北赤羽店（東京都）、ライフ佐倉店（千葉県）

（３）対象

   一般消費者

   上記（２）のライフ各店来店者のうち参加同意が得られら者に対し実施した、

（４）調査方法

   店頭配布、自記式によるアンケート調査

（５）調査内容

調査内容は、「BDHQ（簡易型自記式食事暦法質問票）」注 1調査用紙及び、「食意識、食

行動に関するアンケート」の調査票を使用（調査項目の詳細は別添資料参照）
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    図 5 BDHQ 質問紙および食意識、食行動に関するアンケート調査票

   【注釈 1】

※「BDHQ」とは

BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票：brief-type self-administered diet history questionnaire）

は DHQ の特徴を保ちつつ、構造を簡略化し、回答やデータ処理を簡便にしたもの。質問票は A3 両

面（A4 にすると４ページ）で、平均回答時間は15 分。大規模な栄養疫学研究や、栄養が従である（他

の要因が主である）研究に用いることを目的として開発された。BDHQ は専用の栄養価計算プログ

ラムによっておよそ 30種類の栄養素とおよそ 50種類の食品の摂取量を算出ができる。また、対象

者ごとの個人結果帳票を出力することも可能。

※「DHQ」とは

   DHQ（自記式食事歴法質問票：self-administered diet history questionnaire）は、栄養素や食

品の摂取状態を定量的に、かつ、詳細に調べるための質問票を中心としたシステム。1996年に開

発が始められ、数多くの基礎研究を経て、現在では数多くの栄養疫学研究、その他の人間栄養学

研究などに活用されている。DHQ（ならびに DHQ-L）は専用の栄養価計算プログラムによっておよ

そ 40 種類の栄養素と 150 種類の食品の摂取量を算出できます。また、対象者ごとの個人結果帳票

を出力することもできる。
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（６）実施

ライフの 3 店舗（ライフ石神井公園店、北赤羽店、佐倉店）の店頭にて、9:30-18:00 の

間で 5日間実施した。

来店者に、健康増進を推進するプロジェクトメンバーとして「食べて健康プロジェクト

」への参加協力を呼びかけ、その一環として、食生活調査を案内し、普段の食生活や野菜

摂取の状況を聞くアンケート調査を行った。

また、単なる食生活アンケート協力を依頼するのではなく、食生活のあり方を自分事と

して振り返っていただく機会となるよう、食生活調査の個別フィードバックを行うととも

に、料理研究家浜内千波氏による食育セミナー、スポーツクラブ招待券などの特典も示し

ながら、事業への参加協力を募った。

また、アンケートの実施に併せて、野菜摂取の促進へとつなげていけるよう、1 日に必要

な野菜摂取量の目安や、野菜摂取の方策として、スムージー注 2 や野菜スープなどのつくり

方に関するアドバイスをブック配布に併せて行った。

無料で普段の食生活の診断結果を知る事ができ、また実践講座の機会もあるとあって、

食に関心のある層や、実践的な内容を学ぶことに関心のある層が中心にメンバーとして参

画同意した。

午前中はシニアや専業主婦、夕方近くは子連れや会社帰りの人が立ち寄る姿がみうけら

れた。

【注釈 2】

※スムージーとは？

）
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【実施風景】

   ライフ佐倉店      ライフ北赤羽店     ライフ石神井店

図 6 調査Ⅰ 事前の食生活調査

（７）フィードバック方法

①個人へのフィードバック

記入していただいた「BDHQ質問票（質問票サンプル参照）」をもとに、「個人結果帳票

」を個別に郵送で配布し、現状の食生活に関するフィードバックを行い、日常における

食生活見直しのアドバイスを行った。（調査結果票の詳細は別紙参照）

  ①食生活診断結果の報告（浜内流ワンポイントアドバイス、今後の活動の紹介）

  ②食生活診断結果

 不足が気になる栄養素、取り過ぎが気になる栄養素の信号判定

 3大栄養素のバランスチェック

 食事バランスガイドに基づくバランス診断
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図 7 個人結果票

②店舗でのフィードバック

アンケート調査結果を広く周知し、アンケート調査

参加者以外にも、食生活を見直すきっかけづくりを行う

ため、調査結果を店頭に掲載した。

                               図 8 店舗でのフィードバックポスター
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5.2.3. 調査Ⅰの結果

本事業では、店頭における取組の前後に、対象者の食生活の意識と行動の変化を把握し、

本事業の効果がどのように表れたかを測定した。

調査対象者数は下記のとおりであるが、事前調査結果、②同一回答者における事前事後

比較調査結果、③全回答者における事前事後比較調査結果について分析することにする。

（１）調査概要

今回の調査対象者数については、下記のとおりであり、事前の回答者数は９１０名（男

性２１４名、女性６９６名）であるのに対し、事後の回答者数は３０３名（男性５４名、

女性２４８名）。同一回答者を比較する際の事後の回答者数は、２９６名（男性５４名、女

性２４２名）であった。

なお、調査参加者数に対しての回答者の割合は、実施主体をはじめ関係者等の積極的か

つ効率的な手法を取ったことから、事前事後ともほぼ全員に近い回答があったことは、非

常に評価できる結果となった。

表 5 効果測定の対象者概要

なお、事前の５日間、店舗別での調査参加者数は下記のとおりであり、店舗別のバラツ

キはそれほど見られなかった。

全体 男性 女性 性別不明

食意識、食行動に関するアンケート 930

BDHQ質問票 930 214 696 20

食意識、食行動に関するアンケート 930

BDHQ質問票 910 214 696

（うち両調査票とも入力） 910 214 696

食意識、食行動に関するアンケート 303

BDHQ質問票 304 54 250

食意識、食行動に関するアンケート 303

BDHQ質問票 304 54 250

（うち両調査票とも入力） 303 54 249

事前・事後調査すべての調査票の回答者数 301 54 247

年齢（18歳未満） 0 0 0

過小・過大申告者
（エネルギー摂取量；
500kcal未満、5000kcal以上）

5 0 5

　集計対象者数 296 54 242

対象者数

除外者数

回答者数

参加者数

事前

事後

参加者数

回答者数
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表 6 調査件数（店舗別）

石神井公園 北赤羽 佐倉 合計

回収数 370 件 346 件 214 件 930 件

              ※本件数は回収件数であり、データ不備により、集計除外された件数も含

（２）調査結果

本事業では、店頭等での取組によって、対象者の食に関する意識と行動がどう変容した

かを図るべく、３つの指標（①野菜摂取量が増加した者の割合、②栄養バランスに配慮し

た食事を心がけている割合、③食に関する知識が向上した者の割合）および、その指標に

おける目標値を、事前調査結果の１０ポイント増を掲げ、その効果を測定した。以下、３

つの指標にそって、取りまとめることにする。

１）野菜摂取量が増加した者の割合

事前の野菜摂取量の結果は、全体で２８８ｇ（男性２４４ｇ、女性３０１g）摂取という

結果となった。「健康日本２１」で掲げる野菜摂取量の目標値は３５０gであり、また、「国

民健康・栄養調査」において、野菜類平均摂取量を見てみると、男性で約３００g、女性で

約２９０gとなっていることから、男女問わず目標値に達していないとともに、男性は全国

の平均値より５６ｇ少なく、女性は１１ｇ多いという結果となった。

本事業では、事前の結果の１０ポイント増を目標値として掲げている為、全体で３１６

ｇ、男性で２６８ｇ、女性で３３１ｇを達成するよう取組を推進する必要があったため、

以降はこの結果に留意した取組を検討、実施した。

なお、食生活調査では、「日頃の食事について、あなたはどのようなことに注意していま

すか」の問いに対し、「副菜（野菜）を十分に食べる」という選択肢があることから、事前

事後の比較により、併せて意識と行動の変容を読み取ることにしたい。

図 9 野菜の摂取量（全体）                図 10野菜摂取量（男性）
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   図 11 野菜の摂取量（女性）        表 7 日頃の食生活で注意していること

２）栄養バランスに配慮した食事を心がけている割合

平成２４年度の農林水産省の調査によると、「食事バランスガイド」を参考にした食生活

を送っている割合が１４．７％であることから、この数値を参考に本事業では「栄養バラ

ンスに配慮した食事を心がけている割合」を、約１０ポイント増加を目指している。

したがって、参考にする問いは、上述した「日頃の食生活で注意していること」および

「食品を購入する際の行動」の該当する箇所の割合向上により把握することにし、事後の

目標値については、「日頃の食生活で注意していること」の選択数を事前の３．９個から４

．２個以上とし、「食品を購入する際の行動」については、「カラダにいいとか、栄養が豊

富と思う商品をよく買う方だ」の回答割合を、事前の３２％から４２％以上と掲げる。

そこで、「日頃の食生活で注意していること」の事前結果を見てみると、本事業の狙いで

ある「副菜（野菜）を十分に食べる」割合が１３．３％と最も高く、「食品を購入する際の

行動」も「カラダにいいとか、栄養が豊富と思う商品をよく買う方だ」の割合が３２．０

％と最も高いため、回答者は意識を持って行動につなげている望ましい食生活を送ってい

ることになる。

表 8 日頃の食生活で注意していること         表 9 食品を購入する際の行動

しかし、望ましい食生活を送っているにもかかわらず、「１」野菜摂取量が増加した者の

割合」から全国平均に摂取量が達していないことからすると、「意識し行動をしているが、
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その意識・行動レベルがどの程度であるのか」、「意識し行動しているが、副菜（野菜）を

購買する行動が、購買しているけど量が少ない」などの潜在的要因があるのかもしれない。

これらを考慮し、数値的な割合を向上させるだけでなく、全国平均の値まで増加させる

ためには、さらに店頭で１日に必要な野菜摂取の量を、わかりやすく表現するなど、商品

展開をする必要があるだろう。

３）食に関する知識が向上した者の割合

「２）栄養バランスに配慮した食事を心がけている割合」と同様、過去の農林水産省調

査結果を参考に、「食品の選択や調理について、どのような知識を身につけていると思いま

すか（ＭＡ）」の回答数を、全体的に約１０ポイント増加を目指している。

なお、事後の目標値については、事前の問全体の選択数が４．２個であったことから、

事後の選択数を４．６個以上と掲げることにする。

そこで、事前の結果を見てみると、災害時の非常食や福島第一原発事故による放射能等

についての知識の欠如は除き、上位３位を見てみると、「食材の旬」や「簡単にできる料理

の作り方」、「健康に配慮した料理の作り方」となっている。

表 10 食品の選択や料理について、身に付けている知識

「食材の旬」の知識が身についている理由としては、店頭で最初に足を運ぶ青果売り場

において、店舗側が季節によって変わる旬の食材を上手く表現されていることも、高い割

合の要因といえるだろう（お客様への効果的な訴求）。

そして「簡単にできる料理の作り方」については、今年度当初に日本政策金融公庫が発

表した消費者調査結果からもわかるように、どの世代においても簡便化が進んでいること

から、「関心のあるものは取り入れている」ことにつながっているように思われる。

最後の「健康に配慮した料理の作り方」についても、全体の約１０％が身に付けている
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結果は、この数字をどう読み取るかを考える必要はあるが、個人的には割と高いと思われ

る（逆に、家庭料理の作り方を身に付けている等といった回答のほうが、上位に来ると思

われたため）。

その他、昨年末、「和食」の無形文化遺産に登録される中、「行事食や伝統食の作り方」

や「家庭料理の作り方」の割合が低くなっていることから、そういった料理を日常の献立

の中に取り入れる意識（習慣）が薄くなり、生活者が関心のある「健康」や「簡便」とい

ったキーワードに関する知識が優先されている傾向にあるような結果となった。

以上が事前における掲げた指標の結果であるが、後述する提案・啓発内容が、どのよう

に回答者の食に関する意識と行動に影響を及ぼし、また、どのような課題が見出されたか

を「5.4.2.調査Ⅱの結果」にて言及することにする。


