
① 国民食生活実態調査 ー調査の目的・方針

＜調査の目的・方針＞

○和食文化が、家庭の食の中でどのくらい「実践」されているのか（実践度・行動）、そしてどのくらい

「大事だと思う」と考えられているのか（重要度・意識）を全国を対象に把握。

今後の和食文化の保護・継承活動、施策立案に資すること。

その際、以下の３点に留意しながら、調査項目を組み立てる。

◆食生活全体の中での和食文化の実態、意識をとらえる。

調査項目は広く国民の食生活実態等をとらえるものを設定し、和食文化の実態、意識をとらえる
視点での解析を実施する。

◆実践度については、回答者が答えやすいように、また、その結果があいまいにならないように
具体的に問うよう調査文言の精査を行う。
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◆将来的に定点調査が可能となるよう、時系列的に事業効果の検証が行える調査とする。

時系列的に事業効果を検証できるような「和食文化のコア」「現代の和食文化」「現代の
食において存在感が増えているもの」「和食文化のコアの対比」項目を意識して設定する。



① 国民食生活実態調査 ー調査報告（速報）

＜調査設計＞

■調査方法 インターネット調査

■調査地域 全国

■調査対象者 20～69歳男女

■調査回収数 ・15,000サンプルに調査を実施し、有効回答数10,265サンプルを確保
・うち、子どものいる回答者（幼児～高校生） 1,738サンプル
・2014年人口推計に基づき都道府県・性年代に割付を実施

■質問数 40問

■スケジュール 2015年10月15日（木）～19（月）

■調査設計 株式会社 博報堂/株式会社 東京サーベイリサーチ
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① 国民食生活実態調査 －調査の全体設計

1. 調査のベース項目

・ 未既婚

・ 世帯構成（同居家族）

・ 同居の子どもの年齢

2. 食生活実態・食への関心度

・ 食事頻度（朝食/昼食/夕食）

・ 内食-中食‐外食頻度

・ 一緒に食事をする人

・ 料理頻度

・ 食への関心度（食べ手/作り手）

・ 普段使うキッチン用品

＜ふだんの食事＞

・ 行事食の実践頻度

・ 行事食の内食-中食‐外食割合

・ 行事食において大事だと思うこと

＜ハレの日の食事＞

3. 「食べる立場」としての、食の実践度と重視度

各項目について

・ 最近１カ月間に行なったこと（実践度）

・ 増やしていきたいと思うこと（重視度）

（※最近１カ月間に行なったか否かに関わらず）

4. 「料理をする立場」としての、食の実践度と重視度

各項目について

・ 最近１カ月間に行なったこと（実践度）

・ 増やしていきたいと思うこと（重視度）

5. 「子ども」における、食の実践度と重視度
（１８歳以下の子ども同居者のみ・複数人子どもがいる場合は末子について）

各項目について

・ 最近１カ月間に行なったこと（実践度）

・ 子どもにとって増やしていきたいと思うこと（重視度）

6. 和食文化に対する考え方

・ 和食文化に対するイメージ

・ 和食文化だと思うもの

（料理やしつらえのイラストと、その意味・背景の説明文を提示）

・ 和食文化の伝承の有無

・ 和食文化について受け継いだこと（自由回答）

・ 和食文化について伝えていること（自由回答）

7. 基本項目
・ 本人の職業

・ 食料品を買う人/料理を作る人

・ 食品の購入場所

・ １ヶ月あたりの食費 / 外食費

・ 食に関する情報源

・ 和食文化のユネスコ無形文化遺産登録の認知度

・ 外国人に紹介したい和食文化

・ 世帯年収
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割付条件として
・ 性別
・ 年齢
・ 居住都道府県
・ 出身都道府県



□分析視点

・ 性年代別、世帯構成別、エリア別、末子年齢別、食への関心度別に全項目を集計。
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（２）和食を含むさまざまな食行動についての“実践度”と“重視度”を把握

→単純集計／クロス集計、食生活実態プロフィールシート、ハレ食ファネル集計

・ 実践度（最近１ヶ月以内に実施）、重視度（今度増やしていきたい）の値を項目ごとに比較。

性年代別及び末子年齢別にギャップ分析を行い、今後の保護・継承策等の検討材料とする。

→実践度・実施度ギャップ分析速報／詳細版、食ピラミッド

・ 和食のイメージ及び「これは和食、これは和食ではない」といった、国民が考える和食の“境界”を知るこ

とで、国民の和食観の輪郭を捉えるとともに、効果的な保護・継承策の検討材料とする。

→和食イメージマップ、和食文化の“境界”に関する自由回答分析

・ 国民の食実態／料理実態の全体像を把握。

（いつ・どこで・誰と・何を食べているのか、どのくらい料理をし・どのような調理環境なのか）

・ 「特別な日の食事（伝統行事食を含む）」の実践度とその実態を把握。

（１）食生活実態の全体像を把握

（３）国民の“和食観”の明確化

資料2



（２）和食を含む食行動についての“実践度”と“重視度”を把握─分析仮説

＜調査から導き出される仮説と、その解釈＞

今後増やしていきたいと思う 今後増やしていきたいと思わない

日常的に
やっている
（最近１カ月以内）

日常的には
やっていない
（最近１カ月以内）

実践度
（行動）

重視度
（意識）

①行動・意識ともに
すでに浸透している項目。
「和食文化的なもの」が
該当する場合は、

和食文化として追認するかを議論。

③大事だと意識されているが
行動に至っていない項目。

今後どのように習慣形成するか、
行動のきっかけとなる施策を検討。

④行動・意識ともに低い項目。
その要因を検討しつつ

今後保護・継承の対象から
外すことも視野。

②意識はしていないが
行動が根づいている項目。
それが実は「和食文化」で
あることを伝えることで意識化

する施策を検討。
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（２）和食を含む食行動についての“実践度”と“重視度”を把握─ギャップ分析速報

速報については、第３回検討会で報告予定
（速報に考察コメントを加えた詳細版については、第４回検討会で報告予定）
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食べ手項目 作り手項目
項目 実践度 重視度 重視‐実践 項目 実践度 重視度 重視‐実践
ごはん（米）を食べる お米を主食にした献立を作る
そばやうどんを食べる 乾物を使った料理を作る
パンを食べる 近くの地域で生産された食材を使った料理を作る
漬物（梅干し、ぬか漬けなど）を食べる 旬の食材を使った料理を作る
練り物（ちくわ、かまぼこなど）を食べる 素材本来の味を活かした料理、素材にあまり手を加えない料理をする
ハム、ソーセージを食べる
大豆加工品（豆腐、納豆など）を食べる バターやミルクなどを材料にしたソースを用いた料理を作る
根菜類（ネギ、大根、ごぼう、レンコンなど）を使った料理を食べる 醤油や味噌、みりん、酒などを使って調理する
葉菜類（キャベツ、ほうれん草など）を使った料理を食べる 昆布やかつお節、煮干しなどの出汁をとる
肉料理（ステーキ、しょうが焼き、から揚げなど）を食べる 顆粒だしや液体だしを使って調理する
みそ汁やすまし汁を食べる 合わせ調味料（めんつゆや○○の素など）を使って調理する

てづくりの調味料やたれを使って調理する

魚料理（刺身や煮魚、焼き魚、干物など）を食べる
チーズやヨーグルトを食べる 漬物をつくる
野菜を和え物、酢の物などで食べる まな板、菜箸、包丁を使って料理を作る
野菜をサラダで食べる 料理に合わせて調理道具を使い分ける
すし（握りすし、巻きずしなど）を食べる 茹でる、あえる、焼くなどの調理をする
すき焼き、てんぷらなどを食べる 油で炒める、揚げるなどの調理をする
洋食（オムライス、コロッケ、カレーライスなど）を食べる 料理に合わせた食器を使い分ける
和菓子を食べる
洋菓子を食べる 季節に合わせた食器を使い分ける
餃子やしゅうまいなどを食べる 郷土に伝わる料理を作る
シチューやコーンスープなどを食べる 家庭に伝わる料理を作る
丼料理（親子丼、牛丼、かつ丼など）を食べる
インスタントラーメン、カップラーメンを食べる

地域に伝わる料理を食べる
テレビなどで話題の料理を食べる
旬の食材を食べる
素材を活かした料理の味を楽しむ
バターやミルクなどを材料にしたソースを用いた料理の味を楽しむ
卓上の調味料として醤油などを使う
卓上の調味料としてソースやケチャップ、マヨネーズなどを使う
一汁三菜（飯・汁・菜３種・漬物）の献立の料理を食べる
良く噛んで食べる
家族や友人などと一緒に食べる
「いただきます」「ごちそうさま」などを言う
‘ばっかり食べ’をせず、ごはんとおかずを一緒に食べる

迷い箸、さし箸をしないなど箸のマナーを守る
残さず食べる
お茶碗やお椀を持って食べる
食事の時などに日本酒や焼酎を飲む
食事の時などに緑茶やほうじ茶、麦茶を飲む
食事の時などにビールやワインを飲む
食事の時などにコーヒー、紅茶や牛乳、ジュースなどを飲む

③
実践50%以下
重視50%以上

④
実践50%以下
重視50%以下

②
実践50%以上
重視50%以下

③
実践50%以下
重視50%以上

④
実践50%以下
重視50%以下

①
実践50%以上
重視50%以上

①
実践50%以上
重視50%以上

②
実践50%以上
重視50%以下

■聴取項目の色
・黒字 「和食」
・青字 現代の「和食」
・赤字 和食との対比でスコア差をとることに意義があるもの

重視が低い順
に並べる

実践が低い順
に並べる

重視-実践の差
が高い（ギャップ
大）に並べる

重視-実践の差
が高い（ギャップ
大）に並べる

重視-実践の差
が高い（ギャップ
大）に並べる

重視が低い順
に並べる

実践が低い順
に並べる

重視-実践の差が高い
（ギャップ大）に並べる

仮


