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１． 活動の目的と方法 

 

１）背景 

 近年の消費者のニーズは「安く、早く、簡単に、食事をしたい」であり、栄養摂取についてはほと

んど考えられていないといった課題がある。各種データによれば、栄養摂取への関心はあっても、

日々の暮らしには反映されておらず、野菜の摂取量は減少傾向にすらある。 

 そうしたなかで、食材提供の場である小売店の役割として、バランスのとれた栄養摂取がなされ

るような売り場づくりや情報提供という取組が求められている。 

 

２）目的 

このため、バランスのとれた栄養摂取の推進を目的として、地域の食を提案するとともに、食生

活調査、講習会、生産者との交流会という取組を通じて、店舗利用者の食の健全化を図るために、

本事業を提案し、実施してきた。 

  調査に際しては、当会が日本型食生活の重要な要素と考える水産物と、消費量が伸びない野

菜を中心にみていきたいと考えた。 

当会は１９９３年に発足した「ウーマンズフォーラム魚」という市民活動をベースにスタートしたＮ

ＰＯ法人であり、20年間にわたる魚食文化への思いを踏まえた調査経験と知識の積み重ねの実

績を持つ。 

この間、漁村と都市部を結ぶ活動を数多く重ねてきているが、漁村へ通い始めて気付いたこと

は「漁村とはすなわち農村でもある」という事実だった。さらに、先進的な取り組みを実践している

漁業者や流通業者、農家や農業法人、自治体関係者、地域の活性化に励む観光関係者や商工

会議所メンバーにも多数出会うこととなった。こうした20年間の経験を通じて、当会は漁業同様に

農業についても一定の知見を得ることとなった。 

 

今次事業においては、一般消費者の日々の食卓について食意識調査（アンケート調査）と食事

実態調査（食事写真調査）を行うことで、農林水産省が提唱している「食事バランスガイド」に照ら

し、いかに栄養バランスがとれていないかを消費者自身が自覚し、よりよい栄養摂取へと踏み出

す足がかりとなることを目的としている。 

 一般消費者の栄養バランスが悪いことは、各種調査から報告されているが、依然として改善さ

れていないのは消費者が「正しい食事バランスを知らない」こと、「たとえ知っていても実践できな

い」ことによると考えられる。「バランスのとれた栄養摂取」を目的にした啓蒙的なパンフレットを手

にしても、それを自らの食卓に適応できない消費者が大半を占めている。 

こうした状況に関するさまざまな報告や研究がなされており、それらから今日の食卓が「伝統的

な日本食」から離れた一方、「現代の正しい食卓」のモデルケースが形成されないまま、豊富な加

工品や調理済み食材で日々の食事がまかなわれているからと考えられる。 



 

 

「現代の正しい食卓」のモデルケースが形成されないまま、出来合いの加工品で食卓をつくる

場合、基準となるものがないことから、消費者は好きなものを組み合わせてしまいがちとなり、結

果として栄養バランスが悪くなってしまっている。 

 

さらに消費者が生鮮食材から料理をしなくなっていることが、食卓を創れない状況に拍車をか

けている。自ら料理をすれば、できあがった料理に何が入っているのか、調味料は何を使ってい

るかがわかり、人がつくったものや外食であっても想像する力が蓄えられる。しかし、自らつくった

ことがない人には、自分が何をどのくらい食べているのかを想像したり、把握する力が育たない。 

 

そうしたなかで、今次事業を遂行するためには、聞き取り調査やインタビューからでは充たすこ

とはできないと考えられる。それは、自分が今朝、何を食べたかを言うことはできても、そこに何が

入っていたのか、調味料はどのくらいかを正確に把握することはできないという消費者が大多数と

なっているからである。 

 

３）方法 

今次事業の特色として、私たちは「携帯電話を利用して皆さまの食卓を写真に撮り、送ってくだ

さい」という画像を組み込んだ手法を使うことにした。消費者から送られてきた写真から、料理の

内容や食材の量、記されたメモから調味料を想定して、栄養状態を判断したい。 

一般の聞き取り調査で「昨晩はカツオのたたきを食べた」と聞けば、以前は日本中でほとんど同

じカツオのたたきで栄養計算ができたが、いまはマヨネーズをたっぷりかけたカツオのたたきも、

ごく当たり前に食べられている。こうした差異を把握し、正しく食生活調査を行うためには、画像デ

ータを使うことが不可欠であると考えた。 

たいへん手間がかかり、試行錯誤しながらの調査となることが想像されたが、これまでの画像

データによる調査はさまざまな規模で行われていることから、それらも参考にして進めてきた。今

回の調査活動においては、この画像データにアンケート調査を絡めたものとし、より効果的な成果

を得ることを目指すものである。 

 

調査開始時の食生活調査の後、①店舗での取り組み、②「食育講習会」、③「生産者との交流

の場づくり」を開催する。①と②でバランスのとれた栄養摂取のあり方についての基礎知識を伝え

るとともに、③で日本伝統の食文化の良さについて目覚めてもらいたいと考えて実施した。そして、

その後に再度、画像データによる食生活調査を行い、講習会や交流会の成果がどのくらいあった

かを調べ、報告したいと考え、活動全体の設計とした。 

 

栄養バランスのとれた食卓、よりよい食事とは、本人も家族もが日々おいしく食べ、健康に過ご

せることと考える。日本ではこれまで数十年の間に、家族・世帯の形態が変わり、伝統的な食文



 

 

化が崩れ去った結果、一般消費者はよりよい食事をつくる力を持てなくなってしまった。こうした状

況を嘆くのではなく、方策と道筋を示したのが、「食事バランスガイド」だと考える。 

しかし、現代の多くの消費者は、「食事バランスガイド」を自分の食卓にあてはめる力量が乏しく

なっている。これまでとは異なり、身近に教えてくれる人がいない一方、加工品や調理済み食材が

あふれている現状では、目の前にあるものを食べることで、食欲を満たすことができるからである。

その結果、バランスは悪くても当面の栄養はとれることから問題意識を醸成させる契機を見いだ

せないままに推移している。 

 

私たちが今次事業で目指したのは、食の健全化であり、具体的にいえば「食卓のつくりかた＝

食事力アップ」という方向性にある。 

加工品や中食、外食を排除するのではなく、「店頭で販売している加工品のなかから何を選び、

どのくらい食べれば一日の野菜は足りるのか」、朝に卵料理を食べた日には「昼食にどんな弁当

を食べるのがよいのか」、朝昼がバナナだけの日には「夕飯にはどんな外食がふさわしいのか」、

１日３食ともパスタを食べるときには「具材に何を合わせたらよいか」、というような日々の食卓シ

ーンにおいて、消費者が自ら判断を下して食べるための基礎知識が身につくような情報提供を心

掛け、活動を推進してきた。「食事バランスガイド」は１回１回の食事ではなく、１日のなかでトータ

ルに栄養をとることを考えたものであり、調査協力者として会える消費者にも１回１回の食事にこ

だわりすぎず、１日をトータルに考えてバランスのよい栄養摂取を心がけるようにすすめたいと考

え、個別的なアドバイスや栄養相談を行った。 

 

さらに、消費者の現状に寄り添って加工品を組み合わせるだけではなく、よりよい食卓へ結び

つくために「食育講習会」と「生産者との交流会」をとおして生鮮食品から料理をする意義も伝えた

いと考えてきた。生産者から、一本の大根をつくるための努力や、一枚のカレイが食卓にあがるま

での苦労や工夫を聞くことで、日本型食生活がいかに日本の風土と密接な関わりがあるのかを知

らせ、健康長寿への道を消費者自らが開くようにしたいと考え、本事業を実施した。以下、その成

果を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

コラム１：関係者への協力呼びかけ文 

 

≪背景と経緯≫ 

 

  農林水産省、厚生省、文部科学省は２００２年から共同プロジェクトとして「食育」に取り組み 

始めました。そして、食育基本法を制定し、その具体例として食事バランスガイドをつくりました。 

 

 今年は食事バランスガイドができて１０年目にあたります。食事バランスガイドは普及しつつ 

ありますが、消費者の購買活動や日々の食事のアンケートをみると実践に向けての取り組みが 

少ないことから、農水省ではこのたび「消費者が食事バランスガイドにのっとった食事を進める 

ための栄養診断」や「バランスのよい食卓づくりの提案活動」を進めることになりました。 

 

 この活動の主たる舞台と想定しているのが、消費者が食品を購入するスーパーマーケットの 

店頭や商店街、そこに付随する施設です。 

 

 今回、「NPO海のくに・日本」と「ウーマンズフォーラム魚」は、この事業を東京の人口が多い 

エリアのスーパーマーケットにおいて実施したいと考え公募に申請し、受託することとなりました。 

 ２０１３年８月から２０１４年３月にかけて、次の事業を行ってまいります。 

どうぞご一緒に食育活動にお取り組みいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 
 

 



 

 

２． 実施状況 

1) 概要 

以下の日程で、以下の活動を連動して実施した。 

 

＜活動時期＞ 

・２０１３年８月～２０１４年３月 

 （メインの活動期間としては１０月１５日～１２月８日の８週間を予定したが、複数の活動が 

  連動し、さまざまな波及効果がみられたため２０１４年３月まで継続して行った） 

 

＜活動内容＞ 

（１）検討会の設置。活動全般の方向性づくりと効果検証を担当（４回開催） 

 

（２）生産・流通現場調査（２回開催～９月、１１月に実施）  

 

（３）食事実態調査と改善方策の提示 

～「食意識調査（アンケート調査）」と「食事実態調査（写真調査）」を組み合わせた 

アンケートト調査を２回実施し、分析・評価を行った。 

その結果を参加者本人に知らせ、自身の栄養バランスの状態、並びに食育活動の 

大切さを伝えた。 

 

（４）店舗（や近隣施設）における食生活改善方策を実施した、。 

 

①店舗での取り組み ～ 調理実習会、店頭で簡単料理のレシピ提案会を実施した 

                    レシピ、食育ポスターの利用。 

 

②食育講習会の開催 ～近隣の大学や小学校、地域の施設で食育セミナーを開催した。 

 

③生産者との交流の場づくり  

～８週間にわたり毎週末に魚と野菜の産地から生産者を招き、 

郷土の魚料理、野菜料理のメニュー提案会を開催した。 

 

（５）効果の検証 ～ アンケート調査結果から、事業の前後で参加消費者の食事や意識に 

              変化があったかどうかを検証し、事業全般を評価した。 

   

 



 

 

 

以下、活動内容をくわしく報告する。 

 

（１）検討会の設置 

事業の効率的かつ効果的な運営等を図るため、地域や食育に関わる者で構成する検討会を

設置し、事前評価、具体的な取組手法の検討、中間評価、事後評価・効果検証を行った。 

 

①検討会構成メンバー 

１．有識者       長岡
ながおか

 顯
あきら

先生（明治大学名誉教授）＊座長 

２．有識者       婁
ろう

 小波
しょうは

先生（東京海洋大学教授）＊副座長 

３．マスコミ       平山
ひらやま

 徹
とおる

氏（読売新聞京葉支局長） 

４．栄養士       武田
たけだ

 三花
み か

先生（管理栄養士） 

５．生産者       宮崎
みやざき

 豊
とよ

勝
かつ

氏（北海道・知内商工会事務局長） 

６．生産者       佐藤
さ と う

 光男
てるお

氏（千葉県・東安房漁協組合長）  ＊渡辺
わたなべ

 徹
てつ

啓
ひろ

氏 総括参事 

７．生産者       羽田
はねだ

百合子
ゆ り こ

氏（千葉県・ＪＡ安房女性部長） 

８．流通関係者    尾藤
び と う

 秀人
ひ で と

氏（地域スーパーマーケット「フジマート」管理部長） 

９．流通関係者    植谷
うえたに

 智
とも

鈴
すず

氏（十条銀座商店街・「魚鈴」）＊鮮魚商 

10．流通関係者    浅井
あ さ い

 照
てる

久
ひさ

氏（十条銀座商店街・「浅井」）＊青果商 

11．流通関係者    土橋
どば し

 猛
たけし

氏（ドーバーシーフーズ㈱代表取締役） 

12．有識者       白石
しらいし

ユリ子
ゆ り こ

氏（NPO海のくに・日本理事長） 

 

  事業の効率的かつ効果的な運営等を図るため、地域や食育に関わる者で構成する検討会を

設置し、事前評価、具体的な取組手法の検討、中間評価、事後評価・効果検証を行った。 
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 ＜２０１３年） 

  第１回  ９月１２日（木）１１：００～１４：００      於．築地社会教育会館 

  第２回 １０月 ９日（水）１３：３０～１６：３０      於．築地社会教育会館 

  第３回 １２月１９日（木）１３：３０～ １６：３０     於．築地社会教育会館 

 

 ＜２０１４年） 

  長岡座長と臨時検討会    

１月２１日（火）１１：００～１６：３０       於．ＮＰＯ海のくに・日本事務局 

  婁副座長と臨時検討会  

１月２８日（火）１０：００～１２：００       於．ＮＰＯ海のくに・日本事務局 

  第４回  ３月８日（土）１４：００～１６：３０        於．京橋プラザ区民館 

 

 

       

▲第１回検討委員会                   ▲第２回検討委員会 

 

 

         

▲第３回検討委員会                   ▲第４回検討委員会  

 

 



 

 

 

（２）生産・流通現場調査の実施状況 

  事業推進検討会委員及び事業実施主体による事業連携先の生産現場との調整及び意見交

換を行うため、現場調査を実施した。検討委員会としての調査活動が主であるが、事業実施店舗

での取組のなかで発生する課題や利用者の反応等を調査し、必要に応じて手法の見直しを行う

など、効果的な事業運営を図るため、検討委員が自主的に現場へ足を運び、関係者へアドバイス

や提案を行った。 

 以下に報告するのは、検討委員会として行ったものである。その他、検討委員が自主的に現場

を訪ね、店舗関係者や消費者に聞き取り調査を行い、活動に反映させるよう実施担当者にアドバ

イスを行った。 

 

 ＜２０１３年＞ 

第１回  ９月１２日（木）１４：００～１８：００      於．フジマート月島店、森下店 

                                   十条銀座商店街  「魚鈴」「浅井青果」 

第２回 １１月１６日（土）１３：００～１７：００      於．フジマート月島店、森下店 

                                   十条銀座商店街 「魚鈴」「浅井青果」 

 

 

   ▲１１月１６日 フジマート月島店にて 

 

      

▲９月１２日 十条の魚鈴    ▲同 十条の浅井青果       ▲同 フジマート森下店 



 

 

 

（３）食事実態調査（２回）と改善方策の提示 

 

  食事実態調査（写真調査）については、「食卓の写真利用調査」と「２４時間思い出し調査法」を

組み合わせて実施した。特に国民の食生活改善で必要とされている野菜と水産物の摂取の促進

については、「写真利用調査」から１回の食事での野菜摂取量を把握することで、より定量的な分

析ができるよう調査設計を行った。 

店舗での食育活動の前と後の２回実施することとし、ひとりひとりの食卓に変化が見えるかどう

かにより、今回の食育活動の効果を測ることとした。 

 

＜２０１３年＞ 

 第１回目 １０月～２０１４年１月にかけて実施。 

以下の「食育セミナー」（小学校、店舗、地域）や、店舗での店頭活動のなかで参加を 

呼び掛けた（参加者の有効数は２８４） 

        →集まったデータを分析し改善方策を本人に知らせ、食卓を変える動機付けを実施 

 

 ＜２０１４年＞ 

 第２回目 ２０１４年１月～３月に実施 

１０月１５日～１２月８日のメインの活動、つづいて行ったセミナーや店舗での情報 

提供の後、第１回目の参加者を対象に、今回の取組後の食卓の変化を調査するため、

再度の参加を呼び掛けた（同、１０９） → 集まったデータを分析し、本人に知らせた 

           

       ▲セミナーでアンケート調査に参加してもらう     ▲店頭で調査結果を随時発表 

 

＊当初予定した上記のアンケートの他に、食育セミナーの会場おいてセミナーの前後で 

簡単なアンケート調査を実施した。これは、「「食事バランスガイド」を知っているか」、 

「１日に食べることが望ましい野菜（海藻、きのこも含む）の目安を知っているか」を聞くことで、 

今回のセミナーの効果をより定着させたいという意図で実施したものである。（有効数１２１） 


