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１．はじめに 

 
高度経済成長以降、日本人の食生活はライフスタイルや社会環境等の変化に伴い、食習慣の

乱れや食事バランスの偏りとそれに伴う生活習慣病等が問題となっている。また、昨年末にユ

ネスコ無形文化遺産に登録された「和食」についても、その食文化が継承されず、シニア層に

至っても簡便化嗜好が進み、手間をかけたりすることがなくなってきている。 
そこで、消費者に健全な食生活の実践を促す取組みや、和食や農林業への理解を深めるため

の体験活動などの食育活動を、生産から加工、流通、消費の各過程（フードチェーン）を通じ

て一体的に行う取組みを実施した。 
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２．事業の枠組み 
２－１． 事業の目的 
本事業では上記の課題を解決すべく、消費者を対象とし「和食」をテーマとする。生産から

消費までのフードチェーンの一連の流れを体験することにより、理解を促し、家庭や外食で「和

食」を料理・選択し健全な食生活を取り戻すことができるような実践的取組みを実施する。座

学での学びだけではなく、生産から加工、流通、消費の一連の流れを体験・体感するイベント

を通じて、「和食」への関心をより高める取組みとする。 
また、本事業を効果的に普及させるために、対象者等が日頃利用しているツールである Web

サイトや SNS といった媒体において、 ※AR( )技術を活用して動画コンテンツや 各種情報を

表示する。これにより参加者への後日のリマインドだけでなく、参加できなかった方や消費の

現場である家庭など、より多くの消費者に、紙媒体以上にリアリティをもった擬似体感をして

もらうことができる食育企画とする。 
さらに、本事業で培ったノウハウや経験を、他の店舗や弊社クライアントの企業様などに横

展開することを念頭において事業を行うこととする。 
 
(※)AR(拡張現実)とは、スマートフォン等のカメラで画像などを読み取ることで、 
当該画像の上に動画や各種情報等をリアルタイムで表示させる技術のこと。 

 
２－２．事業名 
本事業を推進するにあたり、我々が取り組もうとしていることが端的に、参加者の皆様に伝わ

るよう、以下のプロジェクト名を設定した。 
「つくると食べるをつなげよう～畑と田んぼから食卓へ～」 
 
２－３．ロゴ  
集客を促し、より効果的に事業を訴求するため、下記の通りロゴも制作した。 
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２－４．コンセプトメッセージ 
プロジェクトでは、２－３．で設定したロゴとともに、以下のコンセプトメッセージを設定した。こ

れは公式サイトや参加者募集チラシなどの各種媒体で必ず掲げられるもので、参加者及び、本プロジ

ェクトに参画している関係各社に対しても趣旨や目的、我々の想いを明確にブレずに伝える役目を持

っている。 

 

 
 
２－５．事業実施期間 
平成 26 年 5 月 16 日～平成 27 年 3 月 31 日 
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２－６．委員会メンバー 
本事業主旨を達成するため、実行機関として委員会を組成した。座長には一般社団法人すこやか食

育エコワークの二瓶徹氏を迎え、以下表の方々を委員に選任した。 
 

委員氏名 所属 

【座長】二瓶 徹 一般社団法人すこやか食育エコワーク 

小池 くるみ、嶋本 拓馬 ユニー株式会社 

大橋 伸弘、小出 麻子 株式会社クチトテ 

伊藤 緑 合同会社いばらき美菜部 

近藤 大祐 株式会社ルネサンス 

樋口 直之 株式会社プランズ 

（座長以外は順不同、敬称略） 
 
 
２－７．事務局メンバー 
 事務局メンバーは株式会社シータス＆ゼネラルプレスの細矢、田中、吉田、藤田、勝、岩崎、

植木の 5 名とした。 
 
 
２－８．委員会実施概要 
＜第１回検討委員＞  
日時：7 月 16 日（水）9 時～10 時 30 分 
場所：株式会社シータス＆ゼネラルプレス ５階 A 会議室 

（東京都文京区小日向 4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷） 

 http://www.c-gp.com/company/access/ 

議題： 
（１） ご挨拶 

（株式会社プランズ 営業企画部 部長 樋口直之 より） 

（２） 事業全体の説明について 

（株式会社シータス＆ゼネラルプレス クリエイティブ局  植木定史 より） 

（３） 今後のスケジュールについて 

（株式会社プランズ マーケティング室 吉田佳子より） 

（４） 告知媒体・当日配布物について 

（株式会社シータス＆ゼネラルプレス クリエイティブ局  藤田真澄 より） 

（５）その他、質疑応答など 
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＜第２回検討委員＞  
日時：平成 26年 12 月 16 日（水）13：00～14：00 

場所：株式会社シータス＆ゼネラルプレス ５階 A 会議室 

（東京都文京区小日向 4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷） 

 http://www.c-gp.com/company/access/ 

議題： 

（１）ご挨拶 

（株式会社シータス＆ゼネラルプレス 営業企画部 部長 樋口直之 より） 

（２）事業全体の進捗報告 

（株式会社シータス＆ゼネラルプレス   植木定史 より） 

（３）今後のスケジュール及び内容 

（株式会社シータス＆ゼネラルプレス 勝綾子より） 

（４）その他、質疑応答など 
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２－８．事業実施体制 
事業を実施する体制は以下のとおり。 

 

※ 第４回からフードスタイリストを手配して頂いていたエーツーを、学校法人食糧学院に変更した。 
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２－９．事業参画会社 
(主催) 

■株式会社シータス＆ゼネラルプレス 

担当：植木 定史  

概要：食領域のコミュニケーション戦略立案、企画・制作 

役割：本事業の企画、全体調整、下記各団体とのコーディネート 

 

■一般社団法人すこやか食育エコワーク 

担当：二瓶 徹  

概要：食育の普及・啓発活動 

役割：本事業の企画アドバイス、報告書作成サポート 

 

■ユニー株式会社 

担当：小池 くるみ  

概要：総合小売業のチェーンストア。アピタ・ピアゴの運営 

役割：茨城県内アピタ 3店舗の調整 

 

■株式会社ルネサンス 

担当：近藤 大祐   

概要：スポーツジムの運営 

役割：バスツアーの企画(バス・添乗員・保険の手配)。 

 

■株式会社クチトテ(ママンカ市場運営) 

担当：小出 麻子   

概要：ママンカ市場運営、Web デザイン。 

役割：生産者、加工場、ママンカ市場の調整、公式 Web サイト制作。 

 

■合同会社いばらき美菜部 

担当：伊藤 緑   

概要：「食」を通して茨城を PR するコミュニティ。4月に法人化予定。 

役割：生産者の調整、Facebook 及び公式 Web サイト、情報誌の記事作成 

 

■消費者問題研究所 

 担当：垣田 達哉  

概要：表示問題を中心に食の安全に関する講演や出版、テレビ出演を行う。 

役割：流通の場において、食育セミナーを開催 
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■株式会社エーツー（第 1回～第 3回） 

担当：金城 太郎   

概要：キャスティング、マネジメント会社 

役割：フードスタイリストのキャスティング 

 

■学校法人食糧学院（第４回～第６回） 

 担当：舩木潤  

概要：東京栄養食糧専門学校・東京調理製菓専門学校を運営 

役割：調理師のキャスティング 

 

■株式会社プランズ 

担当：樋口 直之   

概要：紙・Web 媒体のプロモーションやイベントの企画・制作 

役割：AR(拡張現実)開発・運営、チラシ・情報誌・Facebook ページの制作 

 



株式会社シータス＆ゼネラルプレス 10 
 

３．調査 
３－１．成果目標に対する実績 
【効果の測定方法】 
イベント開催前には Web サイト上で応募者に事前アンケートを取得し、事後アンケートは、開催当

日、最後のプログラムとして、参加者へのアンケートを取得した。 
 
 
【成果目標と成果】 
本事業の成果を測るため、以下４つの成果目標を設定し、その全てにおいて達成した。 
詳細は以下のとおりである。 
 
（成果目標 1）農林業への理解関心が深まった者の割合の増加：10％増 
→事前アンケートでは「理解している」者が 50％だったが、事後アンケートで「関心が深まった」

者が 100％となり、50％増となり達成した。 
 
（成果目標 2）食育への理解・知識が促進された者の割合：16％増 
→事前アンケートでは 54.4％が「非常に関心がある」とこたえたが、事後アンケートで「非常に深

まった」と答えた者が 71.2％となり、16.8％増となり達成した。 
 
（成果目標 3）食生活が改善された者の割合：5％増 
→事後アンケートで 98.9％の者が「栄養士からのアドバイスを受けて、食生活改善について今後意

識しようと思った」と回答し達成した。 
 
（成果目標 4）国産農産物を積極的に購入する者の割合：8％増 
→事前アンケートでは「国産と外国産なら国産を購入する」と答えたものの割合が 88.2％だったが、

事後アンケートで 98.9％の者が「農産物の購入時の基準として国産を重視したい」と答えており、

10.7％増となり達成した。 
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３－２．事前アンケート実施概要 
イベント開催にあたり、Web 上で応募者に対し、事前にアンケートを実施した。結果は以下の

とおりである。（N=136 人）実際の参加者はこの中から厳正な抽選をもって選定。 
 
①農林漁業体験の経験について質問をしたところ、農林漁業体験に参加したことがない者の割

合が約６割と、初めて参加する者が多かった。 

 
 
②農産物の生産や加工方法について理解しているか聞いたところ、理解していない者が 68 人

で 50％であった。 
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③食育に関心があるか聞いたところ、関心がないと答えたのは 3 人のみで、97.8％とほとんど

の者が食育に関心はあった。 
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④食にまつわることで、特に何に興味を持っているか聞いたところ、「子供の健全な発育のた

めの食生活」が 116 人と一番多く、次いで「食品の安全性」が 106 人、「生活習慣病予防や

健康のための食生活」が 94 人、「食にまつわる地域の文化や伝統」が 91 人という結果だっ

た。 
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⑤健康に悪影響を与えないようにするためにどのような選択をすると良いか、また、どのよう

な調理が必要かについて知識があるかを聞いたところ、ある程度以上あるとの答えが過半数を

占めたが、4 割程度の者が知識がないという返答だった。 

 
 
⑥店舗において野菜や米を購入する際に産地を気にしているか聞いたところ、9 割以上の者が

産地を気にして購入していた。 
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⑦農産物の産地について、国産と外国産なら国産を購入すると答えた者が 9 割弱を占めた。 
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３－３．事後アンケート実施概要 
イベント終了後にはアンケートを実施した。アンケート用紙は以下のとおり。（N=９４人） 
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① 今後の意向を聞いたところ、100％の者が今後もこのような農業体験に参加したいとい

う回答だった。 

 
 
②今回のイベントを通して、農産物の生産や加工方法について理解が深まったか聞いたところ、

100％の者が理解が深まったと答えた。 
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③今回のイベントを通して、食育への関心が深まったか聞いたところ、1 名を除いて全ての者

が食育への関心が深まったと答えた。 

 
 
 
④体験を通して今後心がけたいことを聞いたところ、事前アンケートと同様、子供の健全な発

育のための食生活が 72 人と一番多く、次いで 62 人が食品の安全性と答えた。 
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⑤食品の選び方について理解が深まったか聞いたところ、1 名を除いて全ての者が理解が深ま

ったと答えた。 

 
 
⑥今後、農産物の購入時に国産を重視するか聞いたところ、1 名を除いて全ての者が重視する

と答えた。 

 
 
⑦その他 
アンケートで頂いたご意見を次頁以降、一部抜粋して掲載します。 
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【全般】 
・子供から大人まで楽しみながら学べる内容だった。 
・勉強と体験ができ、本当に素晴らしいです。 
・和食中心の食事を心がけようと思いました。 
・子供も大人もとても楽しく参加することが出来ました。体験することで、座学とは違い子供

にもわかりやすく楽しく親しみやすいとてもよいツアーだと思いました。 
・おいしく楽しく生産から消費まで学べる。 
・なかなか都内ではこういう経験はできない。 
・食べ物の大切さを子供に知って欲しい。 
・親子共々、楽しく勉強になるから。 
・日頃経験できないことが体験できる。 
・子供はまだ 2 才ですが、非常に楽しんでいました。 
・子供と楽しく体験できるので、子どもの教育にもよいと思う。 
・体験とレクチャーがバランス良く一日に含まれており、とても楽しく勉強にもなりました。 
・子供と一緒に食育を学べる、いたれりつくせりの企画だと思います。 
・ずっとこういう体験をしたいと思っていましたが、探しきれずに○○狩りなどしか探せずに

いた。 
・今まで経験できなかったことが経験できた。 
・説明がわかりやすく、実体験もできた。 
 
【セミナーについて】 
・バスの中で事前知識をつけてもらえて子供にもとても良かった。 
・垣田先生の話を聞いて、スーパー等で表示されている物のみの情報と、自分で思っていた産

地や加工の事、もっと勉強したいと思いました。 
・直接農家の方のお話を伺える貴重な体験ができる。 
・普段気がつかない食材の背景を知ることができた。 
・知らないところがたくさんあり、勉強になったし楽しかった。 
・先生のお話を実際に聞けて、家族の健康のためにも選ぶ知識を身につけなければいけないと

思いました 
・先生のお話を通して、子供のための食生活（生産地、異物等）が気になりました。 
 
【体験について】 
・普段、何気なくスーパー等で購入している野菜などの生産工程を知る事ができた。 

・普段は絶対に食べないナマの人参を子供がかじっているのを見た時は、びっくりした。野菜

が育っている現場を見て、自分で取って・・・という体験が、とても大切に思う。 

・子供の心にも、野菜を大切に育てている気持ちが伝わり、大事に育て、大事に食べることが、
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自分の健康な体になるとわかったような気がします。 

・忙しいことを理由に、スーパーで惣菜で買わないように意識が深まったこと、庭で家庭菜園

をしてみようかという気持ちになった。 

・生産者との交流がとても有意義だと感じました。 

・加工方法については知らなかった事が多かったため、理解が深まった。 
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４．イベント実施概要 
４－１．事業の全体像 
 事業の全体像としては、以下図の通り。生産、加工、流通、消費の各段階をそれぞれ体験し

ていただくためバスツアーを企画し、このサイクルで全６回イベントを開催した。 
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４－２．全体スケジュール 
 体験イベントは、以下のスケジュールで全６回実施した。 
 

 日程 テーマ 場所 
第１回 ８月２３日 

８月２４日 
しいたけってどうやってできるの？ ヘルスファーム大畑、 

ママンカ市場 

第２回 ９月２８日 里山の棚田で稲刈りをしてみよう！ 筑波農場、 
アピタ守谷店 

第３回 １１月１日 昔なつかしい栗ひろいをしてみよう！ 小田喜商店、 
アピタ守谷店 

第４回 １１月２２日 
１１月２３日 

秋の新じゃがいもを皆で掘りに行こう！ 子どもたちの未来農園、 
ママンカ市場 

第５回 １月２４日 
１月２５日 

にんじんを収穫してジュースをつくろう！ 潮田農園、 
ママンカ市場 

第６回 ２月２１日 冬の畑で野菜を育てて、とって、食べよう！ 秋庭農園、 
アピタ守谷店 
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５．広報媒体について 
５－１．Web 媒体 
公式ホームページ及び Facebook ページ、Youtube ページを制作し、参加者の募集を行うとともに、

成果の発表もそれぞれの媒体で行った。 
 
  

【公式ホームページ】 
■目的 
チラシや Facebook ページで本イベントを認知された方に全体概要を示し、申込を促す媒体として制

作、全 6 回のイベント開催時に更新を行った。 
■成果 
アクセス数：のべ 4,814 人、実数 2,268 人、ページビュー数 11,876 PV 
なお、中国からも 86 人閲覧が合ったことは、「和食」をテーマに本事業を展開した成果の一つとし

て、特筆すべきことであると考える。 
（次ページ参照）
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【Facebook ページ】 
■目的 
①集客を促す。 
②イベントの内容をリアルタイムに掲載し、日程が合わず参加出来なかった方に疑似体験して

頂く。 
③イベント後に参加者に振り返って頂き、家族や友人との話題にして頂く。 
■成果 
合計 153 回投稿。投稿に対して 3,756 いいね！を獲得。 
Facebook ページに対しては 329 いいね！を獲得。 
総計 37,844 人の Facebook ページに本プロジェクトの投稿が表示された。 
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【YouTube ページ】 
全 6 回イベント終了後に、当日の様子を撮影した動画を編集し、YouTube へ掲載。 
■目的 
イベント後に参加者に振り返って頂き、家族や友人との話題にして頂く 
■成果 
視聴回数：全 6 回で 500 回以上視聴して頂けた。 
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５－２．紙媒体 
チラシ、ポスター、しおり、レシピ集を制作して参加者の募集を行った。 
 
【チラシ・ポスター】 
流通体験の開催場所であるアピタ守谷店周辺（茨城県守谷市）及び、ママンカ市場周辺（東

京都世田谷区下北沢）で、来店者や付近の通行人に手渡しするとともに、近隣住民へポスト投

函をした。 
※AR（拡張現実） 
 このポスターまたはチラシに手持ちのスマートフォンをかざすと、スマートフォンの画面上

に前回のイベントの様子を撮影した動画が流れる仕組みを取り入れており、日程が合わず参加

できない方でも擬似的に体験・体感できる仕組みとした。 
 

■第１回               ■第２回              ■第３回 
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■第４回              ■第５回             ■第６回 

   
【しおり】 
イベント開催ごとに６回分しおりを制作した。表面には本イベントの概要掲載。生産現場で

ある農家に向かうバスの中で食育セミナーを開催したが、中面にはそのセミナーで使う Q&A
を掲載。裏面には訪問先である農家やアピタ・ママンカ市場の紹介、食育セミナーの講演を行

って頂く講師の紹介をしている。 
 

■第１回 
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■第２回 

■第３回 

 
■第４回 
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■第５回 

 
■第６回 
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【レシピ集】 
収穫した野菜を使ったレシピを第３回までは株式会社エーツーのフードスタイリストと、第４

回～第６回は食糧学院の教授と制作。レシピは持ち帰って頂き、収穫した野菜を家庭でも作っ

て頂けるよう、イベントの中で、そのレシピを用いた料理指導を実施した。 
■第１回 
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■第２回 
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■第３回 
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■第４回 
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■第５回 
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■第６回 
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【ネームカード】 
参加者の当日の管理のため、また、参加者に楽しんで参加していただくため、ネームカードを

プロジェクトのロゴを配して作成した。このネームカードを持って帰りたいという参加者も出

てくるなど、このイベントが後々参加者の記憶に残る助けになった。 

 



株式会社シータス＆ゼネラルプレス 39 
 

【食育セミナーの問題及び回答】 
「産地を勉強しよう！」と銘打ち、流通の場において、消費者問題研究所の垣田達哉氏を講

師に迎え、食育セミナーを実施した。 
 

■第一回～第三回 
     【問題】                      【回答】 
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■第四回～第六回 
     【問題】                      【回答】 

  
 
 
【イベントレポート】 
毎回、イベント開催後には当日の様子を A3 で 2 枚にわたって、記録したイベントレポートを

発行した。イベントレポートの発行は各イベント開催から 1 か月後くらいになるが、その頃に

改めてイベントを思い返して頂き、参加者には効果を持続させることを狙いとした。また、チ

ラシとともに配布し、これまでの様子をお知らせすることで、より申込みをしやすくした。 
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■第一回 
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■第二回 
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■第三回 
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■第四回 

 
 

 



株式会社シータス＆ゼネラルプレス 45 
 

■第五回 
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【栄養指導】 
今回、本プロジェクトに参加する際に、参加者には前日の朝・昼・晩の献立を記載するアンケ

ートに答えて頂き、その献立について栄養士から下記のような形で食生活改善のアドバイスを

頂いた。（N=94 人） 

 
上記、栄養士からの回答を受けて、一人を除いて全員が食生活改善を意識すると答えた。 
また、参加者から下記のような意見を頂いた。 
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・つい子供が食べやすいパスタやカレーが登場しがちなのですが、もっと「かむ」ことを意識

した料理を作らなければと思いました。 
・和食中心の食事を心がけようと思いました。 
・アドバイスをしてもらったのが初めてだったので、気づきをもらいました。 
・なかなか副菜が大変なので家族の健康のため意識して作ろうと思います。 
・たんぱく質の取りすぎに気をつけたいと思った。 
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【当社クライアントへの営業資料】 
本事業で培ったノウハウを他社でも展開するため、営業資料を作成した。 
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６．掲載メディア 
本イベントを開催するにあたりプレスリリースを打ったが、そのプレスリリースを見た各種メ

ディアから問い合わせがあった。また、ラジオの茨城放送で 10 分程度、事務局の植木及び参

加者数名が生放送の出演をし、インタビューを通して、茨城県民にこの活動の意義を伝えると

ともに、今後の参加を促した。 
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※8 月 23 日、茨城放送のスクーピーレポートにて生放送に出演をし、本プロジェクトの目的

や今後の予定についてインタビューを受けた。また、参加者も食の安全性や実体験することの

大切さについてインタビューを受けた。 
 
 
７．おわりに 
本事業では、生産、加工、流通、消費の各段階において、「体験」をキーワードに、一般参

加者に参加いただき、残念ながら参加できなかった方にも疑似体験できるよう配慮しながら進

めた。 
結果的に本報告書に記載している通り、当初計画段階で掲げた４つの成果目標は全て達成し、

参加者からも「和食中心の食事を心がけようと思いました。」や、「子供も大人もとても楽しく

参加することが出来ました。体験することで、座学とは違い子供にもわかりやすく楽しく親し

みやすいとてもよいツアーだと思いました。」等と、ご意見を頂戴するなど、一定の成果が得

られた。 
しかしながら、今回の課題としては食への理解を深めたいと思っている人にはアプローチで

きているものの、そもそも食への関心が全くないもしくは低い層へのアプローチが出来ていな

いことである。改善策としては、募集の仕方を不特定多数ではなく、その層に関心を持っても

らえるよう、まずはその層がどういう人達（年齢や職業、地域など）なのかデータをとり、何

故食に関して関心がないかを分析する必要があると感じている。 
 今後については当社としては食育に積極的に取り組むため、本事業で培ったノウハウや知識

を活かし、本報告書 P35 以降のイベントレポートや、P43 の営業資料などを使いながら当社の

クライアントである流通各社や取引先に協力して頂けるように促していきたい。 
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