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（４）効果の測定並びに検証  平成２７年２～３月に実施 

 

活動報告、アンケート調査結果から、事業の前後で参加者（こどもたち、保護者、消費 

者）の食事内容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。 

 

 

◎アンケート用紙（１回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙              中面                             裏表紙 

 

◎アンケート用紙（２回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙              中面                             裏表紙 

 

 

アンケートの質問項目は、巻末に掲載する。 
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３．実態調査 

 

３－１ アンケート調査結果 

 

はじめに 

今年度の「世界に誇る‟和食” 体験プロジェクト」では、小学校で学ぶこどもたち、その父母・保

護者や消費者グループが食材生産から流通機構を通じた消費に至る「川上から川下」のプロセ

スを体験しながら、その意義を掘り下げて理解し、我が国における第一次産業の振興に関わり

合う食育活動の活性化を図り、和食文化の普及に寄与しようとするものである。 

 その一環として、先ず食育や和食に関する基礎的知識や日常生活の現状を認識するために、

事業を実施する直前の事前アンケート、生産者・流通業者・消費者が参加する食育授業と農林

漁業生産・加工・流通現場を訪問した後に再度のアンケート（事後アンケート）を実施した。 

 

このようなアンケート調査はこれまでも実施されてきているが、本プロジェクトが行った小学 5

年生を主対象とした「こどもたちの現況把握」は極めて稀有なアンケート調査である。 

こどもたちは学校のみならず家庭と地域社会において食材や食文化に関する知識を得ている。

父兄や消費者グループと同様なアンケート調査を行うことによって、家族・世帯や地域住民との

現状理解の差異・乖離を検証することは、食育を普及・深化するには極めて重要であると考え、

「体験プロジェクト」の一翼とした。 

これを実施するには、教育界の協力も不可欠であり、全都的に小学校の食育や給食活動の

実態を検討した。食育教育や問題意識を共有できる都心部１校、周辺部の都内北部と南西部の

２校と折衝を重ねた。趣旨を理解いただき、協力を快諾いただいた港区、台東区と大田区の区立

小学校においてこどもたちと父母等（以下保護者と称する）にアンケートを実施した。さらに、中央

区、北区と大田区の３つの消費者グループにも協力をいただいた。 

こどもたちのアンケート対象はこれらの趣旨を理解いただき、能動的に給食学習・活動を実施

している学校における児童であることを予めお断りしておきたい。 

 

アンケート調査は同時性を重視しなければならないが、実施の折衝や訪問予定先の都合等も

あり、数ヵ月間を要した。 

アンケートは全 13 事項（Ａ～Ｍ、末尾資料）からなり、アンケート票の順番を入れ替えて、大別

する。報告書作成に際して、次のように並べ替えた。①食材に関する関心度と基礎知識（A、B、

C、G 項）、②食料自給率の認識度（D 項）、③和食基本形の認識度（F 項）、④和食摂取頻度（K

項）、⑤白飯摂取状況（L項）、⑥みそ汁出汁（だし）（M項）、⑦野菜摂取量（E、I 項）、⑧魚介類摂
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取状況（J 項）、⑨家庭食の状況（H 項）、の 9 項目となる。本文では項目別にその特徴を摘出す

る。さらに、そのデータに見られる問題点や教訓等にも触れることにする 

 

なお、集計に際して、アンケート対象者を、Ｉ：こどもたち、Ⅱ：こどもたちの保護者、Ⅲ：消費者

グループの 3 群に区分している。こどもたちは事前 250 名、事後 229 名、保護者は事前 83 名、

事後 93 名であり、消費者は事前 138 名、事後 73 名となる。総計するなら、事前アンケートは 471

名、事後は 395 名の協力をいただいた(表 1－1)。 

これらを集計 A とするが、そのうち事前・事後とも回答があった総数 244 人（I 群 96 人、Ⅱ群 14

人、Ⅲ群 24 人）に触れるときには、集計 B と断ることにする。 
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１ アンケート結果 

（１）  食材；食材の産地（A 項）に対して「とても気をつける」「まあ気をつける」と一定の配慮をし

ているのは事前、事後ともに 65％を超え、3

人に 2 人となっている。とくに、保護者は事前

には 85％を上回り、こどもたちの 50％台と大

きく乖離している（消費者グループでは 80％

前後）。近年、数度にわたって輸入食材の栽

培等への有害肥料物資の混入が含まれてい

る事態が報道され、保護者の敏感な反応が

現れていることを示している（図 1－1）。 

しかし、具体的に国内の地域的な農水産

 

 

こどもたち       保護者        消費者グループ 

図 1－1 食材産地への配慮 
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物名を問うと（C 項）、「良く知っている」「まあ知っている」は全体では 40％水準となる。前項に

比して約 20 ポイント下回っている。こどもたちは事前、事後に大差がないが、消費者グループ

では 14 ポイント増加し、全体として微増している（図 1－2）。 

全国に知られている郷土食 20 品目から６ 

品目の関東地方産の「郷土食」を摘出する  

問には（G項）、正答率50％前後に達するのは、

「落花生味噌」（事前 55.6％、事後 60.5%） 

と「深川飯」(40.2 %,50.4 %)に過ぎない。次いで

「マグロの漬けどんぶり」（21.7％、38.7％）であり、

数ポイント増加している落花生とともに、房総、

三崎への現地訪問の成果が現れていると思わ

れる。正答である「さんが焼」「クジラのたれ」の

答率は 20、30％台となっている。これらの傾向 

はこどもたち、保護者、消費者グループの違いに限らず、ほぼ共通している(表 1－2)。 

 これらから、保護者や消費者は、食材の国内産地に関して、漠然と「知っている」としている

が、具体的な品目に関しては曖昧である傾向がうかがえる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

こどもたち       保護者        消費者グループ 

図 1－2 食材産地の具体的認識 

表 1－2 関東地方の郷土食 
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食材の旬に関しては（B 項）、「２，３の品目

を知っている」とするのは、全体では 60％を

上回り、事後では 65％と食材産地への関心と

ほぼ同じ水準となっている。しかし、前項と同

じように、こどもたちは 50％を僅かに上回るだ

けであり、世代間の乖離が歴然としている。

保護者の 40％近くは「3 品目以上」と答えるに

対して、こどもたちはその 1/2 の 20％程度で

ある（図 1－3）。 

こうした数値は、世代によって買い物体験  

の頻度が異なることによるものであると判断される。初等・中等教育における社会科（地理的分

野）において、「地名物産」的な叙述が散見される。しかし、学校教育に委ねるのではなく、むしろ

親子・家族同伴した購買行動によって、知識を拡大すると指摘されている。 

 

（２）  食料自給率；食料自給率に関しては（D 項）、ニュース等で再三にわたって報じられており、

事前・事後とも 60％近くが「自給率 40％」と答

えている。しかし、保護者は事前では 66.3％、

事後では 68.8％と約 2/3 が答えているのに対

して、こどもたちと消費者はほぼ同様な回答

であり、保護者に比して 8～15 ポイント低くな

っている（図 1－4）。市民の年齢階層構成を

照応させると、年少者やこどもたち、高齢者に

浸透していない傾向がみられる。一般的には

年少者は時事問題やニュースへの関心が薄

いこともあり、前項と同じように日常生活のな

かで食料や食材への興味を抱かせる配慮を

必要としている。 

 

（３）  和食基本形の認識；和食がユネスコ無形文化遺産（世界遺産）に登録されたことは全国

的に知られている(81.2％、以下、日本政策金融公庫国民生活事業本部による)。これが国民的

な高い評価を得ており（86．0％、同）、和食の最も魅力ある点は「一汁三菜を基本としたバランス

の良い食事スタイル」（26.3％、同）と指摘されている。 

アンケートではこの和食の基本的スタイルの認識度を問いた（Ｆ項）。全体では 事前、事後と

 

 

こどもたち       保護者        消費者グループ 

こどもたち       保護者        消費者グループ 

図 1－3 食材の旬への配慮 

図 1－4 自給率の正答率 
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も「一汁三菜」と答えているのは 65％前後で

あるが、消費者では 55.8％（事前）が事後に

は 10 ポイント低下した 45.2％となっている。こ

れに対して、こどもたちの 66.4％が「一汁三菜」

と答え、事後には事前を 3 ポイント上回る

69.4％となり、ポイントを低下した消費者と極

めて対照的な結果となっている（図 1－5）。こ

れは食育授業における姿勢を現わしている

のかもしれない。 

 

 

（４）  和食摂取頻度；「一汁三菜」に限らず、回答者が「和食」と判断する食事摂取の一週間当

たりの回数を問いた（Ｋ項）。「毎日」「週 5 回」と答えたのは事前では 51.0％であり、事後では

56.2％と微増している。さらに「週 3 回」を加えるなら、事前・事後ともどの階層においてもほぼ

85％に達し、二日に一回以上は何らかの和食を食しており、和食は依然として家族の中心的献

立となっている。 

逆に「全く食べない」は事前では 471 件中 7 件、事後でも 395 件のうち 8 件に過ぎなかった。 

「前日の夕食」内容に関する質問に関して

（J-1）、同一人による事前、事後の総数 244

件を一瞥すると、和食が 50.8％を占め、パス

タや肉類・西欧系野菜を主菜・副菜とする洋

食が 12.3％となり、中華は 4.9％の結果であっ

た（図 1－6）。しかし、「ご飯・ハンバーグ・八

宝菜」や「ご飯・豚肉/キャベツ」のように、和

洋中華が組み合わさり区分が難しい夕飯も

32.0％を占めており、いわゆる「日本型食事」

も多数見受けられている。 

 

＊「前日の夕食」の食事内容を和洋中に分類した。そのなかでの議論は、日本の食文化の特

徴を示すものであるため、p.39 に詳述する。 
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図1-6 前日の夕食 

図 1－5 「一汁三菜」の認識 

こどもたち       保護者        消費者グループ 
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（５） 白飯摂取量；総務省「家計調査報告書（家計収支篇）」によれば、1980 年に年間 171.9Kg

の購入量があった米は、全世帯平均では 2013年には75.2Kg となり，激減の一途を辿っている。

１人１日あたりでも、1980 年には 216.23g であったが、2012 年には 154.1ｇに減少している。 

こうした状況下のなかで、和食の主穀である「白飯の一日当たりの摂取量」を尋ねると、（Ｌ

項）、事前には全体として「椀 3 杯」が 33.5％となり、「椀 2 杯」「椀 1 杯」と大差がない。事後で

も「3 椀」から「１椀」の差がほとんどなく、3 分類全てに共通している。しかし消費者グループ 73

人の内60代以上は72.3％を上回り、この群れは事後には高齢者の「椀1杯」が微増している。 

 

（６）「一汁」としてのみそ汁の出汁（だし）；和食の典型である「一汁」の代表として、みそ汁の出

汁を問いた（Ｍ項）。事前にはみそ汁の出汁を「全く使わない」が 15 件、事後では 8 件を数える

が、ほとんど世帯ではみそ汁には出汁を用いている。 

こどもたち、保護者、消費者グループのいずれも出汁として「かつお」を最も多く用いており、

事前では 44.8％～48.4％と大差がないが、事後では消費者が 57.5％であり、保護者の 48.4％、

こどもたちの 45.9％に比して大きく上回っている。 

「和食フォーラム」のワールドカフェ（座談会）でみそ汁にかつお出汁を多用する理由を照会

したところ、「かつお節は小さな袋入れ」に詰められていることが好適であると答えている。 

かつお出汁に次ぐのは市販の顆粒であり、全体としては 34.9％であるが、事前には保護者

の 43.4％に対して、消費者グループでは 28.2％と大差が見られる。事後ではこどもたちの

38.9％に対して、消費者はその半数の 19.1％であり、大きな開きを示している(図 1－7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座談会では顆粒は「ふりかけ」と似ており、使いやすさが普及している要因であると語ってい

る。しかし、高齢者が多数を占める消費者家庭では、配偶者の就労が少ないことから、安易な

市販顆粒への依存はせずに、昆布などを多用しているとの指摘もなされた。 

 

②：2回目 

図 1－7 みそ汁の三大出汁（だし）の比率 

 こどもたち      保護者  消費者グループ  こどもたち     保護者   消費者グループ 

 

②：2回目 
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 また、顆粒使用状況を一瞥すると、こどもたちと保護者の差異が歴然としている。保護者は

顆粒利用を少なめに答えているが、こどもたちは率直に現況を証言しているのかもしれない。 

出汁の使用種類数を平均化すると、約 1.６種類であるが、1 種類のみが半数以上を占め、

みそ汁が個性的な「おふくろの味」から画一的な味になりつつあることを示してはいないだろう

かと、疑問も生じてくる。 

 

（７）野菜摂取量；和食に欠かせない野菜に関しては、「理想的な野菜摂取量」と「野菜摂取の

現況」の 2 項を問いている。 

                                  先ず、野菜摂取の「理想像」のアンケー

ト（Ｅ項）に目を向けてみる。事前の回答

では「2 皿」「3皿」に集中し、58.0％に達し

ている。理想的な野菜摂取量は「5 皿」と

されているが、これを認識しているのは

保護者の 1/3 強の 38.5％であり、そのこ

どもたちは 29.6%となっている。これに対

して、消費者 138 人のうち「5 皿」と答えた

のは、皆無であり、「4皿」も1人のみであ

り、その結果、全体として「5 皿」は回答 

                                 の1/4を下回る22.5％に過ぎなかった(図

1－8)。 

 この傾向は事後にも現れ、全体では「2 皿」「3 皿」が 10 ポイント低下しているが、それでも

47.3％に達している。しかし、「5 皿」は保護者が 50.5％、こどもたちは 33.6％へと増加し、全体

でも 22.5％から 31.4％に 9 ポイントと増加している。このように、食育授業や現地で生産者から

教わった野菜摂取の必要性が数値に現れた一面である。 

しかし、消費者グループの事後回答は旧態依然であった。事後のアンケートへの回答 73 件

のうち、「5 皿」は皆無であり、68 件 93.2％は「2 皿」「3 皿」に集中し、こどもたちと保護者との開

きが大きくなっている。 

 こうした「理想的な野菜摂取量」に対して、現況に目を転じてみる（Ｉ項）。事前では「2皿」「3皿」

に集中し、60.3％に達している。「1 皿」も回答の 1/5 の 96 件（20.4％）の多きをえた。「5 皿」を

摂取しているのはこどもたちが 8.0％、保護者が 12.0％、消費者が 2.2％に過ぎなく、総計では

33 件 7.0％である。これは理想とする「5 皿」106 件の 1/3 にも満たない現況である。 

 

 

 
こどもたち       保護者        消費者グループ 

図 1－8 野菜の理想的摂取量の認識 
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 事後でもこの構成に大きな変化が見られず、「5 皿」は 35 件にとどまり、8.9％と 2 ポイント弱

の 増 加 を 示 す の み で あ る 。 回 答 総 数 の

58.2％は「2 皿」「3 皿」に集中しており、事前と

殆ど変化が見られない（図 1－9）。即ち、「理

想像」の認識には接近したが、短時間では殆

ど改善されないままに推移している。 

                               アンケートはこうした「理想」と「現況」のギャ

ップを晒すことになるが、食生活の中でも生

鮮野菜をとりまく環境も無視できない。とくに、

アンケート実施時期が、野菜の端境期に遭遇

し、野菜の種類が限られており、そのうえ品

薄高値期であった。そのため、短期間では野

菜購入・消費の改善が図りにくくなっていたこ

とがある。 

 

（８）魚介類摂取；かつて「魚王国」とも称された日本であるが、1980 年における生鮮魚介の全

世帯購入量は 559.4Kg であった、2013 年には 54.7％の 305.8Kg とほぼ半減している。アンケー

トでは実施前日に「魚介類摂取の有無」を訊ねている（Ｊ－２項）。  

これは、記憶が鮮明な前日と限定したので

あるが、未回答が事前では 32 件、事後では

30 件と回答総数の 6.8%、7.6％の多さとなり、

とくに、こどもたちの未回答が多かった。事前

には「有」が 218 件、「無」が 221 件と折半して

いた（図 1－10）。事後には「有」が 207 件、

「無」が 158 件となり「摂取した」が多くなった

が、これはこどもたちの「有」が「無」を上回っ

たことによるものであり、事前から事後にかけ

て魚介類の摂取件数が増えたことが貢献して

いる。 

三崎港で零下 60 度の冷凍室で生鮮魚介類の保存を凍えながら見学したこどもたち、南房

総の東安房漁協で水揚げ直後のセリを思い出したこどもたちの印象記が裏付けている。 
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図 1－9 野菜摂取 5 皿の比率 

図 1－10 魚介類の摂取比率 
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（９）家庭食の状況；日本における食事の基底には、家族ぐるみで食卓を囲む家庭食の慣習が

根強かった。しかし、近年では職住分離・遠隔化や生活スタイルの多様化などにより、この風

習が薄くなりつつある。アンケートでは親子共同料理・食事頻度から、その風習の残存状況を

フォローしようとした（H 項）。 

                               食事の準備等に「親子が共同で料理をする

頻度」の問いには、全体として事前では「ほと

んど料理しない」が最多の 34.8％となり、3 分

野を通じて大差がみられない。しかし、「毎日」

と「週に 2，3 回」という共同料理を実施してい

るのは、全体では 21.7％であるが、消費者グ

ループでは 28.3％と比較的高い数値を表して

いる（図 1－11）。 

消費者グループに多く現われている「共同

料理」の実態をアンケート対象者の属性を窺

うと、60，70 歳代の高齢者を含む世帯に集中 

しており、30，40 歳代の女性が娘や嫁としてこどもの役割を果たしている。 

事後アンケートでは、全体としては「ほとんど料理しない」が事前と同一レベルの 34.2％であ

る。回答した消費者グループの年代が低下しており、「毎日」と「週に 2，3 回」は 14.4％～

19.4％内であり、大差は見受けられない。 

なお、この「親子共同料理」に関して、事前・事後のこどもたちの「毎日」が 51 件、「週に 2，3

回」は 33 件を数えるが、その保護者の回答ではそれぞれ 12 件・18 件と大きく異なっている。こ

どもにしてみれば、料理に参加していると思えても、親からすれば参加とカウントできないとい

う世代間のズレを垣間見ることができる。 

農林水産省『食料需給表』によれば、「二人以上勤労者世帯」の食料費に占める「外食費」

は 21.0％を占めており(2013 年)、その頻度が増えていると推測される。 

家族同伴外食を含めた「家族と一緒のごはん」の頻度を問うと、未回答は事前では 471 件

中 311 件、事後では 395 件中 280 件と半数以上が未回答であった。寄せられた回答は「毎日

一緒」が圧倒的であるが、総数の 20～25％である。この「ほほえましく思える家族」とは言え、

こどもたちの回答は保護者の 2 倍以上に達し、こどもたちの願望を込めた回答かもしれない。 

 

 

 

 

 

こどもたち       保護者        消費者グループ 

図 1－11 家族共同調理の比率 
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＊「前日の夕食」の食事内容を和洋中に分類する際の議論。 

 

事業推進会議、並びにアンケートについての臨時会議において、「前日の夕食」に関する質

問において（J-1）、いったい和食とは何か、ということが議論となった。和食を広くとらえる委員

からは、このアンケートに答えた人が「カツ丼」や「鶏のから揚げ」を「和食」だと思って食べてい

れば和食ではないか、「カレー」はインド由来であるが日本に入って１００年の間にカレーライス

として独自の進化を果たしたので和食ではないか、「トンカツ」は仔牛のカツレツに想を得て明

治時代に洋食として登場したが、ご飯・みそ汁とセットになって三世代食べつがれてきたので

一般の認識としては和食ではないか、との意見がある一方、和食をヘルシーととらえる委員か

らは、「トンカツ」、「から揚げ」など近年食べられるようになった高カロリー食は和食には入れら

れないとの声が高く、和食を伝統的なものととらえる委員からは、「豚肉の生姜焼き」や「お好

み焼き」が和食でいいのか、との意見があった。味覚に重きを置く委員からは「ハンバーグに

大根おろしをのせた醤油風味のもの」は和食ではないか、「焼きそば」は中華風やソースやき

そばなどバリエーションがたくさんあるので和食とも中華ともいえないとの意見が出され、議論

は尽きない。 

そこで、当会のみたてとして和食を以下の３段階にとらえることとした。和食の基本は「白飯

と汁とおかず＝一汁三菜」とし、おかずに何がくるか、丼物など一品料理（スタイル）や外国由

来の味付け・料理法をどう評価するかにより「狭義の和食」「広義の和食」「日本食」の３段階に

分けた。そして上記の講評では、２番目の「広義の和食」を基本に記述した。 

アンケート参加者が書いてくれた「前日の夕食」の内容をみるにつけ、委員一同、つくづく日

本の食文化は多彩であると感じ入った。江戸時代に入ってきた「てんぷら」や「七味唐辛子」の

ように外国産の食材・調味料、調理法であっても、我々の祖先はどんどん食卓にのせて味わ

い、いつしか日本の料理にしたててしまった。そして、舶来のものを日本化する、という伝統は

現代にも間違いなく受け継がれているといえる。昨今のブームはイタリアンのようだが、ごく普

通の主婦が自分の家の台所で洋食でも中華でもアジアンテイストの料理でもつくってしまうの

だから驚くべき対応力といえる。 

「和食」を考えることは、ひとりひとりが自分の食事を見直すことであるとともに、日本の食文

化の奥深さを考えることにもなると実感した次第である。 

 

   次ページに今回の分類方法を記す。 
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＜データをつくる際の和食・洋食・中華・その他分類方法 ＞ 

１．狭義の和食 

     多くの人が「伝統的な和食」だと思って食べている和食。一汁三菜が基本。 

主菜は主として魚。油を使う調理法は「てんぷら」のみとした。 

「寿司」は一品料理のケースもあるが和食としてカウントした。 

和 食：  ①ご飯＋みそ汁＋和食の主菜・副菜のパターン 

（魚名だけで調理法が書かれていない魚は焼き魚と考え和食とした）  

②寿司（江戸前、ちらし、ばらすしなど、寿司全般） 

洋 食：  ①洋食の主菜・副菜（コロッケ・メンチカツ等のフライ類は洋食とする）  

②パン・パスタ類  

中 華：  ①中華の主菜・副菜 

②チャーハン、ラーメン  

その他：  ①ご飯＋みそ汁があっても主菜・副菜が和食以外のもの  

②主菜・副菜に和食・洋食・中華が混在しているもの  

③うどん、そば、丼物、お好み焼き、やきそば 

④カレーライス、トンカツ、カツ丼、から揚げ、野菜炒め  

⑤原料のみを書いてあるもの  

 

２．広義の和食 

多くの人が「ふつうの日本のごはん」だと思って食べている和食。 

うどん、そば、丼物、お好み焼き、やきそばも和食に入れた。 

ただし「トンカツ」「から揚げ」等、油分の強い料理はその他とした。 

和 食：  ①ご飯＋みそ汁＋主菜・副菜のパターン 

②寿司 

③うどん、そば、丼物、お好み焼き、やきそば 

洋 食：  ①洋食の主菜・副菜 

②パン、パスタ類  

中 華：  ①中華の主菜・副菜  

②チャーハン、ラーメン  

その他：  ①ご飯＋みそ汁があっても主菜・副菜が和食以外のもの  

②主菜・副菜に和食・洋食・中華が混在しているもの  

③カレーライス、トンカツ、カツ丼、から揚げ、 野菜炒め  

④原料のみを書いてあるもの  
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３．日本食（日本型食生活） 

多くの人が「ふつうの日本のごはん」と思って食べている和食であり、かつ 

 「トンカツ」「カツ丼」「から揚げ」等、油分の強い料理も加えたグループ 

和 食：   ①ご飯＋みそ汁＋主菜・副菜のパターン 

②寿司 

③うどん、そば、丼物、お好み焼き、やきそば 

④トンカツ、カツ丼、から揚げ、野菜炒め 

洋 食：   ①洋食の主菜・副菜 

②パン・パスタ類  

中 華：   ①中華の主菜・副菜  

②チャーハン、ラーメン  

その他：  ①ご飯＋みそ汁があっても主菜・副菜が和食以外のもの  

②主菜・副菜に和食・洋食・中華が混在しているもの  

③カレーライス  

④原料のみを書いてあるもの  
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