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第 4回 「和食」の保護・継承推進検討会 

 

日 時：平成 27年 1１月 13日（金）13：00-15：00 

場 所：（株）博報堂 会議室 

出席者：熊倉座長、大久保委員、村上委員、山脇委員 

 

 

【事務局】 

時間になりましたので、第 4回｢和食｣の保護・継承推進検討会を開催させていただきます。本日も

お忙しい中、ありがとうございます。司会の勝又でございます、どうぞよろしくお願いします。 

本日の資料ですがホチキスで留めております資料 1～4が一つ、参考資料といたしまして 3 つ、参

考資料１として委員名簿、参考資料２として「国民食生活実態調査」の結果サマリー、参考資料３とし

て和食文化の保護・継承策に関するごちぽん提案資料があります。 

では検討会に先立ちまして、本事業を所管されていらっしゃいます、農林水産省食料産業局食文

化・市場開拓課の出倉課長にご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 

 

【農林水産省】 

委員の皆様、わたしもこれだけ密度の濃い会議をセットしたことがないぐらいですが、２週間に 1 回

という大変、貴重な時間をいただき、本当にありがとうございます。 

今日は、「国民食生活実態調査」の詳細分析ということですので、まさしく、先生方のご意見をいた

だきながら、しっかり分析をするということがこの会の趣旨だと思います。またいろいろご意見をいただ

きたいと思いますし、第５回で分析報告はしっかり終わるということだと聞いておりますけれども、その

後の発信を、どうしていくか。せっかく、これだけの調査を行い、ほかにはやっていない内容だと思いま

すので、しっかり分析しつつ、どこで発信するのが一番効果的かつ和食文化の継承に繋がっていくか

ということも、できれば一緒に考えていきたいなと思っておりますので、本日はよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

続きまして委員の出欠の方を確認させていただきます。座長の熊倉委員、大久保委員、村上委

員、山脇委員です。大山委員、小山委員、髙木委員、髙橋委員、堀口委員、山口委員におかれま

しては、ご欠席です。それではここからは、熊倉座長に進行をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

【熊倉座長】 

はい。いよいよ検討会の議論も次の段階に移っていきます。「国民食生活実態調査」の分析報告

を確認しまして、今日は２つの方向性からの試行・検証策の議論、この 2 つの課題があります。それ

では、まず事務局の方から資料の説明をお願いします。 
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【事務局】 

はい。では前回の「和食」の保護・継承推進検討会の委員のご意見と、それに基づく今後の方向

性、課題について整理させていただいた資料について説明させていただきます。 

資料 1 になります。1 つめの事項といたしまして、「国民食生活実態調査」、こちらに関して皆さまか

らたくさんのご意見をいただきました。まず、郷土料理に関してです。郷土料理の実践と意向が思った

より低いというのが多くの皆さまからいただいた意見です。そちらに関しましては、地域別・年齢別の分

析をさらに進めていくことが重要であるといったご意見をいただきました。更に、首都圏 1 都 3 県が

3,000 サンプルということで、全体の約 10 分の 3 を占めておりますので、そちらで結果が薄められて

いるのではないかといったところのご意見もいただきました。鶴岡市の髙橋委員からは、地方創生とい

う観点からも、郷土料理は非常に重要な要素であるため、なぜ意識が低いのか、深堀りして分析をし

てほしいというご意見もいただきました。山脇委員からは、ご自身が長崎ご出身ということで郷土の料

理というのは、郷土を出て初めて気づくことかもしれないので、そういった視点もあるのではないかとい

ったところをいただきました。また、山口委員から、郷土食、ローカル食という概念が関東出身者など

は思いつかないのではないかといったご意見もいただきました。 

さらに、郷土食という設問の聞き方について、「郷土食」イコール「地域に伝わる料理」であるといっ

た意味ではなくて、いわゆる田舎料理という意味で捉えられてしまったのではないかといったご意見も

いただきました。今回、皆さまのご意見を踏まえまして、さらに詳細な分析をしてまいりましたので、そ

の結果を後ほど報告させていただきたいと思っております。 

次に「国民食生活実態調査」について 2 つめの和食の境界についてです。前回、「ハンバーグ定

食」「醤油ラーメン」「サラダ巻き寿司」に関して和食だと思うか否か、といったところの数字の報告をさ

せていただきました。そのときに「ハンバーグ定食」「醤油ラーメン」は和食だと思われた方が、少ない

という結果が出ましたが、それに関しまして、大山委員から、作り手としては栄養バランスがとれている

のだけれども、食べ手としては和食だと思わない。郷土料理というのも、食べ手としては和食だと思う

けれども、作り手としては日々作ることができる和食ではないのかもしれない、そういったギャップを埋

めることが必要なのではないかといったご意見をいただきました。こういった和食文化にまつわる理想

と現実の私たちの生活、その２つを引き寄せる案というのが試行・検証策においては重要なのではな

いかといったことを考えて、今回新たな案を提案させていただきたいと思っております。 

それから３つめ。堀口委員からご意見いただきました、たとえば、「一汁三菜を実践している人は、

栄養バランスに気を使っているのか？」など、そういった項目間の相関分析をしてみた方がよいので

はという件に関しては、今回いくつか分析をしておりますので、そちらも後でご報告させていただきたい

と思っております。 

それから、最初の大久保委員のご意見にもございましたけれども、実践度、意向ともに低いもの、そこ

に非常に和食文化の重要な要素が含まれているので、それをどう意識化するか、ギャップがなくても、

重要視することが必要ではないかというご意見もいただきました。試行・検証策の中には郷土料理、

地域に伝わる料理を意識化させる方策を考えて、提案させていただきたいと思っております。 
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和食文化のスコア化については、現在事務局内で検討を進めておりまして、次回の検討会でご報

告をさせていただきたいと思っております。スコア化については、今の自分の食生活について、マルか

バツかではなくて和食に近づけるように応援するようなものになったら良いといったご意見をいただき

ました。また、「和食とは何か？」と聞かれたときに、しっかり答えられるものにしていきたい、伝統的に

食べてきた和食が体に良いもの、スコア化によって科学的な裏付けを行い伝えていけたらといったご

意見もいただいたところです。こちらはまた次回、ご報告をさせてください。 

最後に、保護・継承策に関してのご意見です。こちらもたくさんの意見をいただきました。理想と現

実のギャップを埋めて、それを類型化していくことが必要なのではないかということ。子どもに関しては、

一方的に考えさせるのではなくて、きちんと作らせ、自分が作れるという意識、作って人に食べさせる

楽しみを持つことが和食への親近感になるのではないかといったご意見をいただきました。また、プロ

の和食職人から一度、教えてもらうことが、果たして家庭生活でどのような効果を持つのか、その効

果が不明瞭ではないかといったご意見もいただきました。山脇委員からは、行動を変えるのは一方向

では難しいので、双方向の取り組みをすべきではないかといったご意見、高木委員からは、前回、提

案させていただいた案が、料理人と生産者が一緒に料理を作る内容だったので、その内容だと料理

人は、わざと生産者と違うものを考えるので、結果本質からずれてしまうのではないか、そういったご

意見もいただきました。それから、対象によって試行策の内容は違ってくるためターゲットをどこに置く

か、こちらに関しても議論を深めることが必要であろうとの意見もありました。年齢の低いうちからという

考えもございますし、効果検証を行うには小学校の高学年程度ではないか、職業を意識する高校生

も有効なのではないか、様々な議論がありました。これらの案に関しまして、今回、新たに整理をさせ

ていただきまして、新たな案を含め後程ご提案させていただきたいと思っております。 

スマホアプリの「ごちぽん」をつかった継承策について、前回、ごちぽん担当者から説明をしていただ

きましたが、村上委員の方から、ごちぽんとリアルな取組みを組み合わせることはできないのか？とい

うご意見もいただきました。更に、ごちぽんについて、どう効果を検証を行うのか？ 来年以降どのよう

な横展開を行うのか、 ビジョンがいまひとつ見えないといったご意見もいただきました。こちらに関しま

しても今回、整理をいたしまして、後ほど、ご提案をさせていただきたいと思っております。以上になり

ます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。引き続き、資料の 2以降の説明をお願いしましょうか。 

 

【事務局】 

では、おめくりいただきまして、4 ページから調査の第 2 回目のご報告をさせていただきます。膨大

な内容になっておりますので、ところどころ割愛しながら全体をお話しさせていただこうと思います。 

まず、5 ページですが、前回、速報ということでご紹介したファインディングスの部分、改めてまとめ

ております。要点のみレビューさせていただきます。 

1 つめ。まず、食実態調査ということでしたので、どういったものを食べているのだろうと、その、何を
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食べているか、という点では和食、和食以外の項目で大きな偏りは全体として見られなかったという

傾向でした。ごはん、魚料理等々、実践、今後の意向ともに高くなっているという結果が出ました。 

2つめ、何を食べているかだけではなくて、どう食べているか、どう食べるか、バランスですとか、マナ

ーといった面、あるいは素材に関する項目、このあたり実践度が低く、とはいえ、今後の意向が非常に

高いという結果が出ておりましたので、国民の関心の入り口として有効な部分かと思いますので、興

味喚起施策として有効なのではないかと考えられます。 

3 つめ、たくさんご指摘をいただきました、「地域・郷土に伝わる料理」というところです。実践度、今

後の意向ともに低かったと。そもそも、意識化に至っていないのではないかということで、より詳細な分

析を今回行っております。 

4 つめ、子どもの食実態ですが、細かく見ますと魚料理とか根菜料理とか、和風の汁物とか、こうい

った、実践、意向ともに高いものや、そば、うどん、魚加工品、寿司といった、意識はされていないけれ

ども、すでに実践が高いものもたくさん見られました。子どもが慣れ親しんでいるメニューや素材をきっ

かけに、今後、和食への関心を高めてもらうということは有効なのではないかと考えられます 

5 つめ、子どもの食の食べ手としての期待ということで、これはご両親に聞いておりますので、親の意

向、期待ということになりますが、やはり先に上がってくるのは、どう食べるかという基本やマナーといっ

たもの。あとは、旬、たくさんの素材、和え物、酢の物といった素材、素材バリエーション、調理法、こ

のあたりは和食に関する項目が多かったと思います。 

最後の箇条書きの部分では、子どもの食の作り手に関してですが、加えて、栄養バランスですとか、

あるいは、主菜、副菜を意識した献立づくり、あるいは、焼く、煮る、和えるといった調理法や調理器

具といった、子どもが今後、毎日の食を自分で組み立てて、それに応じてさまざまな手法や技術を使

い分ける力、こういったものを養っていくことが期待されているという分析になっておりました。 

それを受けまして本日、6 ページ目以降になりますが、より詳細に、主に性・年代分析を加えて、各

項目をいま一度見ていくという流れになります。6 ページのアジェンダをご覧いただきますと、まずは料

理実態、食への関心度といった、食生活の実態。そして、前回ご報告には入っておりませんでした、

ハレの日に関する食。そして、前回、詳しくご説明したギャップ分析に該当する項目について、特に

性・年代で見ております。4 つめは、子どもの食実態と今後の意向ということで、ここも細かく末子年齢

分析をしております。そして 5 番目以降になります。5 番目以降につきましては、これまでご報告して

いない部分ですが、和食のイメージ、また和食の境界、ユネスコの無形文化遺産登録の認知度、和

食文化の外国人に伝えたいもの、また、和食文化の伝承。そして、9 番目のアジェンダのところでは、

郷土食について、都道府県分析なども加えております。全体的には性・年代分析ですが、必要に応

じて都道府県分析もあわせて行っております。 

7 ページ目に大まかなファインディングスをまとめております。まず、食実態と今後の意向ということ

で、食実態、料理実態、どういったものを食べているのか、また、どれくらい料理をしているのかといっ

たスコアが高いのは、全体的に高年齢の方々、50～60 代がやはり高く出ております。ただ、食べるこ

とや作ることへの関心とか意識といった面では、わりと女性 20～30 代も高く、この年齢の傾向が見ら

れたと思います。以後、出てまいりますが、女性 30 代、特にお子さんが小学校低学年あたりのお母
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さん世代ということになりますが、この女性 30 代の意向を見ていきますと、主菜、副菜、栄養バラン

ス、また、旬の素材、たくさんの素材を使った料理、こういったものが現在できておらず、今後、増やし

ていきたいというふうに、目立った部分としてございました。 

そして、子どもの食実態、意向ということでファインディングスを書かせていただいていますが、子ど

もの食については、改めて子どもの年齢別に見てみますと、全年齢で、「ごはんを食べる」を実施をし

ているのが 9割。「パンを食べる」と比べますと、ごはんの方が 10ポイント高いということで、まずはフラ

ットに、「ごはんを食べる」というのが一番高く上がったのは評価して良いのではないかと考えておりま

す。 

また、子どもの年代別に見ますと、低年齢では食べ方やマナーといったことに対して、親の感心も高

く、まだ目の届く範囲ですので実施度も高いということかと思います。こういった項目が中高生になると、

ややスコアが低下してくるという傾向にございました。小学生や中学生におきましては、体にいい素材

ですとか、体をつくる素材、乳製品や大豆加工品といったものが上がっておりましたが、こういった素

材を食べてほしいというような期待がご両親の間では高く出ていたのかなと分析しております。 

そして 3つめ、ハレの日の行事食ということですが、これは以降、細かく行事別にご紹介をしてまいり

ますが。まず、こういった「ハレの日の行事食において、もっとも大事だと思うことは何ですか？」という

設問におきましては、全年代ともに、「旬の食材を食べて季節を感じること」というスコアがトップに上が

っておりました。それをさらに年代別、性・年代別に見てまいりますと、女性 50～60代は、「生活に変

化をつける」とか、「日本に伝わる料理を受け継ぐ」、「健康を祈る」といった項目が高く、一方で、男女

ともにですが、20～30 代の若年層で目立ったのは、「大人数で食卓を囲む」、あるいは、「家族や地

域などで一緒に料理を作ること」、こういったことがハレの日の行事食においては大事であるということ

が上がっておりました。若年層におきましては、行事食をきっかけにみんなで集まる、交流の場をつく

ることに重きを置いているということが傾向として出ているようでございました。 

そして 4 つめのテーマ、和食のイメージについてです。和食のイメージトップ 3 は、「健康に良い」、

「季節を感じられる」、「日本人の体に合っている」と、これが全年代ともに上がっております。一方で、

「いろいろな食材が食べられる」、「和食はメニューのバリエーションが豊富である」といったようなイメ

ージは 50～60 代、上の年齢層には高いのですが、女性 20～30 代において少しスコアが低めだっ

たのかなと、年代差が大きい項目でございました。これは、実は最初にご紹介しました、女性 30 代が

今後増やしていきたいとして上げていた項目と、まさに合致をするところかなと思います。「今後、増や

していきたいものが和食で達成できるぞ」とか、和食の新しいイメージとして女性 30 代以下に周知し

ていく、そういったことが和食の保護・継承策に有効なのではないかと調査結果からは推察できます。 

そして 5 つめのテーマ、和食の境界についてです。これは後ほど、自由回答分析をご覧いただきま

す。実際の言葉を見ると非常にユニークなので、興味深いところだと思いますが、和食の境界、和食

だと思う理由として多かったものは、やはり、「ごはん、みそ汁があるから」、あるいは、そこに「漬物」を

加えられた方もいらっしゃいました。「ごはん、みそ汁、漬物があるから」ということが和食の基本形だと

いうふうに思われている方が多かったのかなと。また、同じような意味で、「定食だから」ですとか、「副

菜が和食だから」といった言葉もありました。また、素材について、「野菜が入っている」ということが和
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食の 1 つの規準であるというお話ですとか、「しょう油やみそが使われている」、素材や調味料で判断

する声も多数ございました。そのほか、「日本の食生活になじんでいる」、「日本の文化の中で工夫さ

れ育ち変化した料理である」といった意見も多く、和食の、特に伝統という話になりますと、「古くから食

べられているか？」とか、「発祥かどうか？」っていうところに目が向きがちですが、調査の中で対象者

の方に聞いてみますと、今の日本においてどれくらい浸透しているかといったことが 1 つの規準として

浮かびあがりました。あと、非常に分かりやすかったのが、「料理名がカタカナか否か？」という、そこに

よって同じものでも、どう命名するかということも境界の 1つとしてあるのかなというふうに見られます。 

そして最後のトピックですが、地域の料理、郷土料理についてです。ここはたくさんご指摘をいただい

た部分ですが、エリア別、日本全国を 8 つに分けて分析してみましたが、あまり差がなかったので、都

道府県別にさらに細かく見ております。「地域の料理を食べる」といった項目につきましては、実施度

の上位は山形県、沖縄県、秋田県、青森県。やや東北と、あとは沖縄という所が上がっておりました。

今後こういったものを食べていきたいという意向では島根県がトップで、ついで山形県、長崎県という

ことで、県単位で見ますとやや東北エリアにもございますが、各所に高い所は出ていたかなと思いま

す。また、出身都道府県別、居住都道府県別、そういったものも組み合わせての分析も進めたので

すが、大きな傾向というのは見出せなかったというのが 1 つの解でもございます。やはり先般も上がっ

ておりました、地域・郷土と聞いて具体的なイメージが湧かなかったことが一因としてあるかと思われ

ます。もう 1 つは、あまりにサンプル数が少なくなってしまいますので、報告書には記載していません

が、ややスコアが高い山形県とか沖縄県とか、そういった所で実施されている方たちを、さらに性・年

代別に見てみますと、若干やはり実施度が高い所は若年層のスコアも高いというような傾向は少し見

られました。あるいは、伝承という項目もございましたけれども、やはり伝承が少しこれまでよりも途絶え

ているっていうことも、一因ではないかと推察されます。以上がメジャーファインディング、大きな考察

結果でございます。以降、細かく、今の結果に沿いましてご説明をさせていただきます。 

まず 8ページ目、料理実態と食への関心度という分析になります。9ページをご覧いただきますと、

まずは料理頻度です。性・年代別に分析をしております。料理頻度につきまして、多いものが左の方

のオレンジ、そこから右に行くにつれて少なくなっていくということですが、全体の 42.7％の方がほぼ毎

日、自宅で料理をされている。女性で言いますと 68.4％、男性では 17.1％ということで、年代が上が

るほど料理の頻度が高くなっています。女性 20 代が女性の各年代に比べガクッと下がってしまうの

ですが、この原因としましては既婚者割合が一番利いているのかなと思います。女性 20 代は、今回

の調査では 35％の方が既婚、残り 65％の方が未婚で、年代が上がるにつれて既婚者が増えてまい

りますので、その差が一番、要因として大きいかと思います。また、この中で、点線で右下に囲んでお

りますが、男性の 20～30 代は 3 割以上が、「まったく料理はしません」という回答だったというのも、

料理をしないというところでは着目に値するのかなと見ております。 

次に、食への関心度はどうだろうというのを分析しております。こちらも性・年代別です。食への関心

度を、「食べること」と「つくること」と 2 つに分けて聴取しております。まず、「食べること」ですけれども、

これにつきましては囲んでおります女性 20～30 代が、今関心があると答えられた方が一番多かった

という結果でございます。全体的に、やや女性が高く、男性が低めと、食べることにおいても女性のス
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コアが大きいという結果です。そして右側は、「つくることへの関心」ということですが、これにつきまして

も女性 20代が一番関心があるというスコアは高く、次いで女性 60代、そして女性 30代といったとこ

ろが高くなっていると、3 割ぐらいですね。男性についてはさほど年代差はなく、20 代の方がやや高め

ですけれども、17％ぐらい、男性全体では 14％ぐらいの関心があるという結果になっておりました。 

そして 11 ページ目が、普段使うキッチン用品についての分析になります。トップ 3 は全年代におき

まして、包丁、電子レンジ、まな板が上がっておりました。全体的に、薄いピンクの折れ線グラフが一

番上の方を走っていると思いますが、年代が高いほど多くのキッチン用品を使っているなという結果

になっております。赤い囲みでしました年代差が大きいもの、おたま、ボール、下ろし金、こういったも

のは年代差が大きく出ております。おたまと下ろし金は和食の調理器具だと思いますので、こういった

ところで差が出ています。また、比較的新しいキッチン用品、フードプロセッサーなどについても年代の

上の方が使用率が高いという結果でございます。12ページは同じ項目を男性で分析をしております。

非常に薄いですが、女性のピンクの線がかなり上の方、走っておりますけども、それに比べますと、も

ちろんガクッと下がるという結果になってはおりますが、男性計でのトップは包丁を差し置いて電子レン

ジということになっておりました。52.2％の利用率が出ております。 

続いてハレの日の食実態、また、行事食において大事だと思うことにつきまして、14 ページ目から

ご紹介をさせていただきます。今回、ハレの日の食事ということで伝統的な季節の行事食、6 つ、その

他の行事、ハロウィン、クリスマス、また、家族の誕生日ということを並べて同じような聞き方をしており

ます。実際、どのくらい食べているかというスコアになりますが、一番多かった行事食ということでは、

正月、大みそかございました。全体の 88％の方が実施をされているということで、14ページは女性の

年代別になっておりますが、一番低かった女性 20 代でも 88％という結果でございます。そして、伝

統的な 6 行事の中で年代差が大きいのはお彼岸というものが上がっておりました。また、その他の 3

行事としている中ではハロウィンが比較的、20 代女性で高いですが、スコアとしては伝統的な 6 行事

よりも低いという結果になっております。 

15 ページ目は、ハレの日の食事で大事だと思うものを女性の年代別に見たものでございます。先

ほどトピックスということで紹介したとおり、「旬の食材を食べて季節を感じること」というのがトップとして

上がっておりました。年代が高いほど意識をされている項目が多いですが、女性 20～30 代では「大

人数で食卓を囲む」とか、「家族や地域で一緒になって料理をつくる」という項目が比較的高く、「だれ

かと一緒に」という部分が重視されているということになります。 

16～17 ページは男性編になります。女性と同じような傾向ですが、全体的にスコアが若干、落ち

ています。 

18 ページ目からは、都道府県別にハレの日の食事の実態分析です。全体的にもちろん「正月、大

みそか」が高くなっているのですが、トップ 3 は 1 位が島根、2 位が福島、3 位が京都という順番にな

ります。逆に下位の方から 3 県を見ていきますと、東京、高知、沖縄という順になってまいります。エリ

アの明確な差というよりは県単位で、また、どの行事が立っているかということもまちまちですので、こう

いった傾向かなということだけご認識をいただければと思います。19 ページも同じように、その他の 3

つの行事食ということでスコアを都道府県別に見ておりますが、こちらにつきましては大きな傾向という
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よりは、まず、ハロウィンも、非常に最近、話題にはなりますが、やはり食というよりはイベントというふう

に認識されている印象でございます。食の実施度ということで言いますと、伝統的な行事食ですとか、

あるいは、クリスマスといったところとの差はまだまだ非常に大きいのかなという印象でございます。 

そして 20 ページ目は、大事だと思うものにつきまして、都道府県別に分析をしております、先ほど

18ページでトップ 3、ボトム 3の県ということで、ハレ食の実施率、伝統的な行事食の実施率で県をご

紹介しましたけれども、島根県では、「行事の意味を伝えること」、あるいは、「地域に伝わる伝統を受

け継ぐ」、「地のものを使う」、こういったところが下位の県よりも高く出ているという印象でございます。

ただ、沖縄県などはまた傾向が違ったりもしますので、一概に、「これが結果だ」というふうには言い切

れないのですが、1つの傾向としてご覧いただければと思います。 

続いてのテーマとしましては、食実態と今後の意向、ギャップ分析を性・年代別に分析した箇所で

す。22ページと 23ページ、こちらは女性の性・年代別に、上が実践、下が今後の意向ということで見

ていただければと思います。こちらも性・年代別が折れ線で並んでおりますが、まず、ほぼ全項目で年

代が高い方、60 代の方が一番上という項目が多いです。それは、たとえば乳製品とかお肉の加工品

とか洋菓子とか、こういったことについても 50代や 60代の方がトップで、20代 30代の方が少し低い

というような傾向があった結果でございます。トップはすべて、「ごはんを食べる」というものが上がって

おりました。また「野菜の和え物、酢の物」「和菓子」「旬の食材」「栄養バランスの良い食事」「国産の

素材を活かした」というように、和食の項目に該当するようなものが、年代差が大きくなっているという

結果はございました。また、20 代の方が少し高くなっているのは、「好きな料理だけ食べる」というもの

を実際やっているという結果でございます。これも既婚者率というものも関わるかもしれませんが、少し

他とは違った傾向として出ていたと思います。 

そして 23 ページ目は今後の意向ということになりますが、全体的に上の実践度よりもスコアは少な

くなるのですけれども、女性 30代がトップをとっている項目が多いという傾向でございます。ですので、

実施率が他よりも低いけれども、意向という意味では 30 代の方が上がってくると。そして、上位項目

は、「よく噛んで食べる」「栄養バランスの良い料理を食べる」といったもの、あるいは、「魚料理」「葉菜

類」「根菜類」といった素材に関する意向も多いです。また、「マナーに関する項目」「一緒に家族など

と食べる」ということも若年層では高く上がっておりました。 

そして、男性になりますが、こちらも大きな項目の上下というものは女性とあまり変わりませんが、30

代、そして20代がぐっとスコアを押し下げている傾向でございます。年代差が大きいというところでは、

「お茶碗は持って食べる」「和え物」「旬の食材」、こういったものは 60 代と 20 代の間を取りますとか

なり差が広がっているのかなと。そして 25ページ目の、「意向」という所でも、女性とは違って、男性の

若年層は意向もかなり低くなっているという傾向でございます 

そして、26～27ページ目です。まったく同じ見方で、今度はつくり手としての立場で実践度と意向を

見ていただく項目になります。こちらもすべての調査項目を通じてですけれども、やはり年代が高い方

が上に出ております。そして、年代差が大きい項目ということでは、先ほどの食べ手の項目ともリンクし

ますけれど、「旬の食材を使った料理をつくる」、「主菜や副菜を意識してつくる」、「栄養バランスを考

えた献立をつくる」、「国産の食材」、「漬物をつくる」といったところでは年代差が非常に大きく出ている
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という傾向でございます。 

そして 27 ページ目の、「意向」では、つくり手としての立場で意識が比較的高いのは 30 代というこ

とがこちらでも出ておりました。トップ 3は「栄養バランス」「旬の食材」「主菜・副菜」といったものが出て

おります。 

おめくりいただいて、つくり手としての男性の実践と意向になります。こちらは先ほどの、食べ手として

よりもより顕著に、女性よりもスコアが低いという傾向が出ているかと思います。 

29ページ目に、今後の意向の男性ということで、20代の男性で「ご飯を主食にした献立をつくる」と

いうところは、ほかの年代より高くなっているということは良いニュースかなという結果でございました。 

続きまして 30ページになります。こちらは、子どもの食実態になります。食べ手としての子どもの食、

どれぐらい実践されているのかということで、子どもの年齢別に見ておりますまず、トップは、「ごはんを

食べる」でした。子どもであっても、89.4％が「ごはんを食べる」という結果が出ておりました。その中で、

さらに細かく見ていきますと幼児が高い部分は、「いただきます、ごちそうさまを言う」。ここはご両親の

目のかかる範囲なのかなということで、こういったことが実際に実践されている。そして、小学生がやや

高いというのは「寿司を食べる」「毎日違うメニューを食べる」「箸のマナーを守る」、こういったものが

小学生は上がってきている。中学生になりますと、「野菜をサラダで食べる」「丼料理を食べる」「卓上

調味としてしょう油を使う」「インスタントラーメンを食べる」といった、少し和食外の話も上がってくる傾

向でございます。 

こういった実態を受けて 32 ページ目は、ご両親が子どもに今後、増やしていってほしいものは何か

ということで聞いたものですけれども、まず全体の上位項目としては、「いただきます、ごちそうさまをい

う」、「残さず食べる」、「お茶碗、お椀」、そういったマナーの話と、あとは「栄養バランス」ということが

上位に上がってまいります。こういった全体の上位項目と、あと、幼児についてもやはりこのあたりがトッ

プに上がってまいります。内訳を見ていきますと、小学生のスコアが高いものについては「葉菜類」や

「根菜類」といった、いわゆる素材として体に良いものが上がってきているのかなと。一方で中学生に

なってきますと「大豆加工品」とか「乳製品」といったものが、体をつくるものと記載しておりますが、こう

いったものが上がってきています。 

そして 33、34 ページ目は、作り手として子どもを見た場合。実践としてはなかなかスコアが上がっ

てまいりませんが、やはりトップは「ご飯を主食にした献立をつくる」ということは、実際されているってい

う結果になっております。 

34ページ目は、今後は子どもたちに「栄養バランスを考えた献立をつくれる」ようになってほしい、ま

た、「ご飯を主食にしたものを作れる」ようになってほしい、「主菜、副菜」といった、やはり献立としての

バランスの話が非常に多く上がってまいります。また、「調理器具」と「調理法」、こういったことも子ども

たちへの期待として上がっております。 

そして 35 ページ目になります。こちらは今までご紹介をしてなかった、和食のイメージです。女性の

年代別に見ていくと、トップ 3 は、「健康に良い」「季節を感じられる」「日本人の体に合っている」という

ことと、あとは年代差が大きい項目がございます。その中でも、「色々な食材を食べられる」「メニュー

バリエーションが豊富」は、少し今後の施策に有効な示唆、手がかりがあるのかなという印象がござい
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ます。20～30 代の女性に高いのが、「優しいイメージ」とか、「美容に良い」といったプラスのものから、

「調理が難しい」といった意見もやはり上がっておりました。 

そして男性の和食のイメージは、女性とあまり変わらないのですが、全体的に年代差が広い、つまり、

若い年代においてイメージが希薄な傾向があるという結果でございます。 

38 ページ目以降は、和食の境界になります。ここは自由回答分析ですので、いろいろと想像を超

えるものが出てきているのかなと思いますが、まずイラストとメニュー名を提示しながら、和食だと思う

か否かということを聞いた質問になります。「ハンバーグ定食」につきましては全体で 15％の方が和食

だと思う、85％の方は和食だと思わないということで、年代差もさほどございませんでした。「醤油ラー

メン」については、和食だと思うというのが全体で 24％出てまいります。男性の方がどちらかというと和

食だと思うという認識が高いのかなという傾向でございます。そして、「サラダ巻き寿司」については一

転、和食だと思うという方が 65.9％ということで、3分の 2近くとっております。また、こちらも年代が高

くなるにつれて和食だと思うという方が多い、そういった傾向になっておりました。 

それぞれにつきまして、和食だと思うと答えた方には、なぜそう思うのか、思わないと答えた方には、

なぜ思わないのかを自由回答でお聞きをして、それを 1 万回答、集まっておりますので分類をしてみ

ました。代表的なコメントやユニークなものをピックアップした配置図になります。昨年度の検討におけ

る分類として、「食べ方」、「食材」、「調理」、「日本の伝統」という和食の 4類型があったと思いますの

で、そちらに分類をさせていただいています。黒い部分が、和食だと思う理由で赤字で×を書いてい

るものが、思わない理由でございます 

40 ページ目は「ハンバーグ定食」になりますので、こちらは 85％の方が、「思わない」と答えていま

すので、まず赤い×印のコメントからご紹介をさせていただきたいと思いますまず、左上「食べ方」です

が、やはり、「主菜がハンバーグだから」という回答が一番多かったです。主菜によって和食か否かが

規定されると。あるいは、「季節感がない」という回答もございました。また、右上の「食材」では、「肉は

基本的に和食だと思わない」という回答が非常に多くございました。また、「素材の原型がないから和

食というイメージではない」とか。また、右下、「調理」の部分では、「油を使って鉄板で焼くというのは

和食ではない」ですとか、「やはりソースの味がメインのものは違う」、また、「ハンバーグは横文字であ

る」という判断基準の方もございます。 

また、「伝統」では、「ドイツにルーツがあるから」といった回答がありました。少数ではございますが、

和食だと思う理由ということでは、左上、「食べ方」は、「定食」、「ごはん、みそ汁、漬物」、「和食セット」

ということで、やはり献立としてのかたちとして、「一汁三菜が守られているから」という意見は多くござい

ました。また、「主菜がハンバーグだからっていうことで和食ではない」という判断をされた方と対照的

に、「副菜で和食かどうか」を判断されたという方もいらっしゃいます。そういう意味で副菜に関する回

答はいろいろユニークなものがございました。また、「ごはんがあるから」とか、「みそ汁があるから」とか

だけではなくて、「ごはんに合うから」というような、少し似て非なる回答もありました。和食の定義の解

釈も非常に差があるのかなと。また、「箸」や「和食器」、「体にいい栄養バランス」という回答も出てお

ります。 

そして、「食材」の部分では、「野菜が入っている」ということが回答として非常に多くございました。
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｢ハンバーグの中でも玉ねぎを入れる、入れないで和食の差がある｣と細かく書いていただいた方もい

ますが、｢野菜が入っているか否か｣、また｢素材がいきているか｣とか、｢国産｣というワードもございまし

たし、アレンジされたものが、「お豆腐を使っているものもあるから」というものもございます。 

｢調理｣の部分では、やはり｢しょう油味｣、｢和風の味付け｣、｢あっさりしている｣、あるいは、「肉団子の

変形」とか、「日本人向けの調理工程」という意見もございますが、ほかのメニューでもそうですが、実

はこの、「日本の伝統」の解釈が今回、非常に広いのかなという印象を受けております。伝統と言いま

しても起源が長いというだけではなくて、「日本で日本人向けにアレンジされたのではないか」というご

意見や、｢日本文化の中で育ったもの｣、あるいは、｢工夫して変化をしてきたもの｣、そして、「日本の

家庭料理の定番である」とか、「今よく食べているから」とか、「どの家でも食べるから」といった回答も

多くございました、「日本になじんでいる」という方もございました。また、「ハンバーグは国民食」というこ

とで、ラーメンのところにも出てまいりますが、和食や日本料理ということではなく、「国民食」という定

義の仕方、そういったものも非常に自然と言葉として出てくるという結果でございます。 

同じような見方で｢醤油ラーメン｣もご覧いただきますと、こちらも和食だとは思わないと答えられた方

が多いのですが、まず「日本の伝統」ということで、やはり｢あくまで中華料理｣という回答が一番多く出

ておりました。あるいは、「食材」の部分ですが、｢スープの取り方｣、｢だしが動物性だから｣、「昆布やカ

ツオやシイタケではないから」という回答も多く見られました。また、｢調理｣の部分、｢味付けの濃さ｣、

｢油っぽさ｣みたいなもの、｢食べ方｣の部分では、やはり｢一皿料理｣とか、｢一汁三菜ではない｣とか、そ

ういったものも上がっておりました。ただ、｢醤油ラーメン｣におきましても、やはり｢野菜が多く入ってい

る｣とか、｢世界でも認められた日本で変化をしてきた日本食｣、また、｢つくる姿勢そのものが、こだわり

具合が日本人なのでは｣というご意見もございました。 

そして、和食だと思うと答えられた方の多かった｢サラダ巻き寿司｣です。こちらについては、和食だ

と思う方からご説明をいたしますが、「食べ方」という所では、先ほどの、「ごはんに合う」と近いかもし

れませんが、｢みそ汁、副菜とも合います｣、｢合わせれば十分和食である｣、｢健康に良さそう｣という回

答がありました。また、どこで食べられるメニューかということもかなり上がっておりまして、「カウンター

のお寿司屋さんでも食べられる」とか、「和食店で出てくる」ということも上がっておりました。ただ一方

で、和食だと思わない方では、｢彩り｣というところも上がっておりました。｢華やかすぎる｣、｢彩りが和食

っぽくない｣、｢オシャレで和食に思えない｣とかいうような、そんな意見も、少数ですけれどもございまし

た。 

そして｢食材｣になりますが、どちらかというとボリュームとしてはこちらの方が多かったかなと思います

が、｢酢飯、ごはん、海苔、これがあれば十分和食であろう｣ということ、あるいは、「国内でとれる素材

を使っている」と、｢油をほとんど使ってない｣ということ。また、中身をどう解釈されたかということでも差

が出てきますが、｢アボガドやレタスが入ってくると、ちょっと違う｣といったご意見もございます。 

また、｢調理｣の部分ですが、今のお話に通じます、｢寿司とついてれば、それは和食｣という意見が

多数ございます。中身は何であっても、それは寿司の延長であって、大体の寿司のバリエーションとし

て入れていいだろうと。また｢味付け｣のあっさり具合、｢さっぱり｣、｢あっさり｣といったものが、やはり和食

として連想されるという結果でございます。また、｢巻き寿司という形態｣、｢つくる工程そのものが和食
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である｣いう回答もありました。和食だと思わない方は、｢マヨネーズを使う｣、「名前にサラダとついてい

てちょっと」という方がわりといらっしゃいました 

また、｢日本の伝統｣の部分では、｢宮崎の郷土料理が発祥だから｣というふうに答えられた方もいら

っしゃいました。「家で昔からよく食べていたから」というような解釈をされた方もいましたし、「中身は時

代や社会に合わせて進化、変化したもの」、「ハイカラに過ぎるから違う」という意見もありました。 

続きまして、和食文化のユネスコ無形文化遺産の登録の認知度です。知っている方は全体で

53.1％、「聞いたことある」まで含めますと 74.9％です。やはり若年層が低めで、年代が上がるにつれ

て上がってくるという結果です。「外国人に紹介したい和食文化の有無」という所では、こちらも同じよ

うに若年層の方がやや低くなりますが、全体で 24％というようなスコアになっております。45 ページ

46 ページ目は都道府県別になりますが、ユネスコ無形文化遺産の登録の認知については岩手県と

京都府が高い。「外国人に紹介したい和食文化」につきましては島根県のスコアが高く、愛媛県、佐

賀県のスコアも高くなっており、西の方がスコアが少し高くなっているという結果でございました。 

続いて、和食文化の伝承がどれくらい行われているのか、自分自身は教わったり受け継いだことが

あったのか、そして、自分自身が次の世代や違う方に教えたり伝えたりしているのかというようなスコア

になりますが、「教わったり、受け継いだこと」は 29.8％の方があると回答。一方で、自分自身が「教え

たり、伝えていること」がある人は、16.8％があると回答。受け継いだ方が大きくて、後世に伝えている

スコアの方が全年代ともに少し少なくなっており、今後、保護・伝承・継承を考えた際に、何かしらの

施策が必要なのかなという結果の 1 つでございます。49 ページ目は、そちらを都道府県別に見てお

ります。やはり少し西のスコアが高くなっているというような結果になっておりました。 

50 ページ目以降は最後のテーマになります。前回の検討を受けまして、居住都道府県別、出身

都道府県別と、さまざまに分析をしましたが、なかなか要因分析できるところまでは至っていないとい

うのが実情でございます。居住県別に「地域に伝わる料理を食べる」実践を見てまいりますと、青森

県、秋田県、山形県が高くなっております。沖縄県は 3 割を超えています。また、今後の意向では島

根県のスコアが高くなっておりました。現在の居住都道府県ではなく、出身県によって差があるのでは

ないかというご意見もいただいたので見ておりますが、スコアの上下はありますが傾向としては、やはり

同じ県が高い傾向です。 

また、「郷土に伝わる料理をつくる」については、東北の方が少し上がっております、東北と沖縄県。

また、石川県や長野県も少し上がっている傾向です。54 ページ目も、こちらも出身県別に詳細分析

をしておりますが、傾向としては同じで。55 ページは参考資料ということで、地方から東京へ出てこら

れた方と、ずっと東京の方の比較の分析をしておりまして、詳細な分析手法については割愛をします

が、数値で見るとあまり差が出てきていません。ただ、もう少し定性的に調査を行えば、意見として出

てくることも考えられますので、今後の課題として挙げられるかなと思います。 

また、56 ページ目も参考でございますが、食実態分析の全項目クロス集計をとっております。つま

り、「地域に伝わる料理を食べる」ことを実践されている方が、たとえば、ほかにどんなことを実践され

ているのかとか、そういうことを縦横で見ていくというものになりますが、一つ面白かったのが、上のコメ

ントに書いておりますが、「地域に伝わる料理を食べる」と回答した方は｢素材を生かした料理を食べ
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る｣、｢たくさんの素材を使った料理を食べる｣ことをされているほか、｢テレビなどで話題の料理を食べ

る｣のも、スコアが全体よりぐっと高くなっているという傾向がございました。 

現在分析がまだ終了していない、伝承に関する自由回答分析、外国人に紹介したい和食文化の

自由回答分析については、次回報告させていただきます。 

 

 

【熊倉座長】 

はい、ありがとうございました。結構面白いことが出てきておりますけども、結果についてもさることな

がら、これからちょっとこの点を分析してほしいということもありましたから、お願いしたいと思いますけど

も。ただ、これはやっぱりアンケートに答えている人たちの意識というか、「どういう人たちか？」っていう

ことも、「こう答えたらいいだろう」というような、ちょっと期待されるところを答えているというところがあり

ますね。 

 

 【山脇委員】 

内食率が結構、高いですね。わたしの周りとのギャップが激しい。 

 

【事務局】 

そうですね。参考資料２につきましては、全設問につきまして細かく見ておりますので、ご関心があ

る部分についてご参照ください。 

やはり全国調査、全年代調査になりますと、いろんな調査を見ておりましても内食率はかなり高く出

るという傾向はございまして、実際もそうなのだろうなと考えております。 

 

【山脇委員】 

ごはんを作っている方がこんなにいるのに、作ることへの関心は 3 割っていうのも、何か。寂しい感

じですね。関心はないけど作っているということですよね。 

 

【事務局】 

日常的な行動としてですね。 

 

【山脇委員】 

そうです、義務になっているということですね。嫌々つくるとおいしくないので。 

 

【大久保委員】 

男性と女性で、当然なのですけど、女性が圧倒的に作る側になっている。男性を作れるようにした

いのか、させるのか、それとも女性の方に力を入れていくのか。男性はこの結果を見ると、将来も作り

たくないという感じですね。 
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【事務局】 

20代 30代の男性は少し自分ごとになっていない感じはあるかもしれないですね。やはり今は女性

が家庭を持ったら食事を作るものだって思っているという傾向が、すごく強い気がします。 

 

【山脇委員】 

男性は、教室に来る方もそうですけど、野菜炒めはつくれないのに燻製をやりたいとか、興味がある

料理は何かがちょっと違う。「料理します」とか言う人によくよく聞いてみると、日常的な料理は作って

いるという感じじゃない。男性にとって料理は趣味なのですかね。女性はもう、生きることっていうか。 

 

【大久保委員】 

男性は、若いときに自炊をしていても、結婚してしまうと女性に作ってもらうか、自分の得意な料理

だけは作るような傾向がある。やっぱり主な作り手は女性になるかたちが日本は多いですよね。 

 

【山脇委員】 

これもちょっと都会の男性なのかも。地方の男性は料理はやっぱり女性がやるっていうふうにすごく

思っている。わたしは九州出身だからかもしれないですけど、都会の人は意外と男性もやったりするの

かもしれない。でも、この調査は対象が都会寄りなのですよね。 

 

【事務局】 

そうです。３割が東京圏となります。 

 

【大久保委員】 

そういう生活圏っていうか、職業圏、職業タイプ。共働きなど、色々要因があるが、男性が一人で

働いている世帯だと、こういった傾向になる。あと、男女共同で作業している、生活しているような人は、

お互いが手の空いたときに料理をやるようなかたちになることもあり得るかな、みたいな話ですよね 

 

【事務局】 

また、年代別で見ても上の年代の方が、女性が作っている割合が高いっていうのは。そういう意味

で言うと今後、男性も少しずつ増えていくのかなとも思います。ただ、細かな項目の関心や実態につ

いては男性 20代は非常に低いです。 

 

【熊倉座長】 

そこも 1つ課題というか、急に男性に焦点が当たってしまいました。 

 

【村上委員】 
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3割の男性がまったく料理をせず、また、しないで済む環境にいるってことですね。コンビニなどで買

って食べて。東京はそれでも何とかなると思いますけど、地域はどうでしょう。でも、今はずい分、コンビ

ニが普及したから昔と違うのでしょうかね。 

 

【事務局】 

実家住まいの方ももちろんいらっしゃると思いますし、結婚前の方も。 

 

【熊倉座長】 

共働き世帯ではどのぐらい男性が料理をするのか？ 

 

【事務局】 

配偶者の職業は聞いていないので分からないのですけど、ご自身が働いているかどうかは分かりま

す。 

 

【大久保委員】 

少しずつかもしれませんけど、20 代 30 代の方が 40 代 50 代よりも、作ることに関心があるってい

うことは、やっぱり少しずつそういうふうにはなっているってことですね。そしてリタイアした 60 代の人も

やることがなくなるから、そういったことが結果に出ているってことですよね。 

 

【事務局】 

今回の調査では、食品の購入場所をお聞きしていまして、男性がどこで買っているのかっていうこと

なのですけど、一番高いのはスーパーです。全年代でほぼ 100％近い。ただ、男性 20代で高いのは

コンビニですね。5割近い。ほかの年代より食品を買う場所としてかなり高いです。 

 

【村上委員】 

高年齢になると買うとこはやはり変わっているのですか？  

 

【事務局】 

コンビニでは買わないですね。3 割未満になってまいります。食品というよりは食材なのですかね、

生産者から直接買ってみるとか、意外とオンラインショッピングをしているのは 60 代の方が多いという。

あとは農産物直売所専門の小売店といったところが男性 60 代にも上がってきている。ここは、自分

自身が主に食品を購入しますって答えられた方のみに聞いていますので、そもそものサンプル数が男

性 60代では 293人に聞いた結果になりますが、自分が買っている場所を聞かれているっていうつも

りで答えるかたちにはなりますね。 

 

【山脇委員】 
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自分で買うような人は食に対する意識が高い人ですね。 

 

【熊倉座長】 

分かりました。この分析は非常に面白いのでまた個別に、少し皆さんそれぞれご検討いただくことに

して、次の継承の方にまいりたいと思います。では事務局の方から試行・検証の資料についてお願い

します。 

 

【事務局】 

今、ご説明させていただきました調査結果からの示唆ということをまとめさせていただいております。

和食文化の段階を、認知から興味、関心、行動で一度、分けさせていただいております。一番、ベー

スになるところ、認知ですね。和食文化に関してユネスコ登録というところを規準にはしておりますけ

れども、約 8 割の方に認知されている。それから、和食イメージ、「非常に難しい」とか、そういったとこ

ろばかりが出てくるのかと思ったところですが、「健康」とか「季節感」が高くて、「先進的イメージ」、「簡

単」みたいなイメージはやや低かったといったところが認知、興味に関わるところと思っております。 

それから、興味、関心のところ、さらには行動というところを見ていきますと、年代別で 20 代 30 代

の女性ですけれども、実践度は低いものの意向は高い、彼女たちに意向の高い入り口を設定すると、

さらに実践度を高めることが可能ではないかと考えております。たとえば、「栄養バランス」ですとか、

「よく噛む」みたいな、どういうふうに食べるか、それから、「たくさんの素材」、「国産素材」、「素材をい

かした料理」などの素材に注力したところ、そういったところを入り口にすることで、彼女たちの実践をも

う少し上げられるのかなと思っております。ただ、和食文化の要素の中で実践度、意向ともに低い郷

土、地域に伝わる料理については、意識や実践に移すような、そういった施策が必要ではないかとい

ったところが調査結果からの示唆である思っております。ただ、今出ました男性に関しては、食そのも

のへの関心ですとか行動が圧倒的に低いので、そこも重要な視点かなと考えております。 

それを試行・検証策にどうやって生かしていくか、効果検証をどのように行うかというところを整理し

たのが次のページになります。今年度の試行・検証策、こちらがそれそのもので非常に大きな波及効

果をねらうっていうことよりは、まずは今後行われる継承策の方向性を決定するための実証実験とい

うふうに位置付けております。和食文化の家庭での保護・継承策を推進するにあたりまして、継承策

の実施によって実現したい具体的な姿、どういったことが家庭の中で実現されると「和食」の保護・継

承につながるのか、そういったところをきちんと考えることが重要であると思っております。今年度は実

証実験ですので、施策の前後でその実施度が高まったか、そこをできれば具体的な数値で測定し、

その効果を検証していきたいと思っております。たとえば、和食文化への認知、興味といったところは、

家庭内で和食に関する会話が増える、そういったところを聞くと、もしかしたらそういったところが検証

できるのかなと思っております。さらには、日常生活の中で和食を作ったのかっていうところですと、

「具体的に 1 週間の中で和食を食べることが増えましたか？」ですとか、「和食を作ることが増えまし

たか？」とか、そういった指標を持って今年度の施策が有効であったのか、全国に広げる、いろいろな

ところで波及させていくことが有効な施策であるか、そういったところを検証できるのではないかなと思



 

 17 

っております。 

次に、今回、和食文化への興味、関心を高める施策と、行動を高める施策について行っていきた

いと思いまして、事務局案を用意させていただいております。 

1 つめの方向性としましては、行動を高めるっていうところで、食行動の上にターゲットの興味領域

を重ねたもの、それから、もともとの興味、関心を高めるといった視点でターゲット興味領域に和食文

化を重ねたもの、その2つの方向性で施策を今回2つご提案させていただきます。主に試行策の1、

行動を高めるとこに関しましては、最終的には検証のポイントとして日常生活の中で和食を作ったかと

か、食べたかとか準備したとか、そういったところが増えるというのが今回の検証のポイントになるのか

なあというふうに思っております。試行策の 2、興味、関心を高めるといったところに関しましては、「和

食への興味が高まった」ですとか、ある一定のポイント、今回は郷土食、地域の食というふうに置いて

おりますけれども、そういったものへの関心が高まったとか、知識が高まった、そういったところを評価

のポイントとして今回の施策を進めていきたいというふうに考えております。 

前回、継承策についてたくさんの意見をいただきました。その意見をわれわれ事務局、熊倉座長に

も入っていただきまして検討を重ねてまいりました。その上で今回、新たな案ということを出させていた

だいております。前回お出しさせていただきました試行・検証策と、1 つめが和食料理人による和食事

業、それから、生産者が紹介する郷土料理と郷土の食材、こういったところから、たとえば、教わるだ

けの一方通行の取り組みでは自分ごとにならず、行動を変えるのは難しいのではないかということ、教

わる側も巻き込んで和食文化について考える場を設けるほうが良いのではないかというところが一つ

ございます。それから、プロの料理人から一度教えてもらうことが果たして家庭での実態につながって

いくのか、そういったご意見もいただきました。あと、1 回きりのイベントで終わってしまうのは、楽しかっ

たねって印象にはなるのだけれども、それが実生活にどう結びつくのか、そういったところのご意見もい

ただきました。家庭において日常的、継続的に実施できる継承策を提案すべきではないか、そういっ

た視点でご意見をいただきました。それから、先ほどご報告させていただきました、｢国民食生活実態

調査」から、今実態としては低いものの、「旬の素材」ですとか「たくさんの素材を使った料理」などにつ

いては、今後の意向が高いという層がある、子どもの食に関しては「栄養バランスの良い献立」とか

「食事マナーに関して課題を感じている」、そういった現在の家庭、和食文化に関わらず、大きく家庭

にはかなり食生活に課題とか問題点がございます。そういったところを深堀して、和食文化でそれを

解決策としてできること、そういったことが効果的ではないかというふうに考えております。 

それから、年代の話が先ほどございました。食への関心度が高く、ただ実践度が低いところ、そうい

った母親世代を巻き込んだ継承策が有効ではないか、そういったところから今回、改定案といたしま

して、家庭における和食文化の担い手である母親層が参加するワークショップを開催し、一緒に考え

ていくことができないかと思っております。現在の家庭における和食の提供ですとか、和食文化の継

承に関する課題、そもそもの食生活に関する課題、そういったものを深堀して、その解決策を提案し

ていく。さらには、その提案した解決策において、それが実際、家の中でできるものなのかどうか、それ

を実生活に持ち帰っていただいて、「できた」、「できない」、「ここは無理であった」、「ここを改善してほ

しい」、そういったところをまたフィードバックして最終的な案としてご提示できないかなというふうに考
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えております。 

めくっていただきまして、「具体案の 1」という所、ご説明させていただきます。タイトルとして、「家庭

で和食を楽しむためには、私たちの食生活を和食でもっと楽しもう」ということで、和食をどういうふうに

家庭でもっと楽しめるのか、和食文化をどういうふうにすれば家庭で実践できるのか、そういったところ

をテーマとしたワークショップができないかというふうに思っております。まず、宿題を出しまして、1 週

間の食日記等をつけていただくっていうことを考えております。それを持ちまして、皆さんで集まってい

ただいて、有識者の方も参加していただいて、その内容についていろいろと話すといった、1 回目のワ

ークショップを持ちたいと思っております。2回目のワークショップに関しましては、1回目のワークショッ

プで出てきた課題に対して、「こんなことをしたらいいのではないか」といったところを有識者ですとか食

関連事業者の方から提案していく、そういった会を設けられないかというふうに思います。その提案さ

れた内容について持ち帰って、本当に実生活の中でできるのか、「いや、それはできたけど、これはで

きない」、そういったところを、また食生活記録みたいなところで確認できないかなというふうに思って

おります。最後に 3 回目ということで、また同じ方々に集まっていただき、最終的にどういうふうに行動

が変化できたか、「ここは無理であった」、そういったところの意見交換も深く実施したいなというふうに

思っております。実施規模等については、先ほど男性の話もございましたけれども、有職、無職の主

婦 20 名程度参加していただいて、こういった 3 回のワークショップを開催できないかと思っておりま

す。有識者に関しましては、和食文化とか家庭料理に関する有識者、食関連事業者、そういった

方々を一緒に立ち会っていただいて、深く意見を交わしていく、定性的なところを深く掘っていく、そう

いったものができないかなというふうに思っております。次に具体案の 2です。ほぼ内容は一緒なので

すけれども、タイトルの所を見ていただきますと違いが分かるかと思います。たとえば、投げかけるとき

に、「和食について考えよう」っていうことではなく、毎日の食生活を考えよう、そこに和食っていうのが

手段としてあり得るっていう、目的と手段を逆にしたものというところを提案させていただいております。

やることはたぶん、ほとんど似たようなことになると思うのですけども、投げかけ方として和食を主語に

するかどうかっていうところの違いを考えております。これ、1 と 2 もそうなのですけども、先日、山脇委

員にも意見をいただいた、双方向になるようにということで、話すだけじゃなくて実際に料理を体験して

みるとか、料理の実演をしてみるというところで引き込んでいく形のワークショップをしていきたいなとい

うふうに思っております。司会、進行等に関しましては、「働くママのプロジェクト」を主宰しているような

方を中心に立てていきたいなと思っております。改定案は、今日初めてお出ししましたので、こんなに

変わったのか、という印象をお持ちだと思いますけれども、こちらに関して議論をいただきたいと思って

おります。入り口を和食にするのか、食生活っていうところにするのかということ。それから参加者の検

討、有識者の構成、効果検証の指標についてご議論いただきたいと思っております。 

施行策の 2 の方向性、興味、関心を高めていただくということで、先日ご紹介申し上げました、ごち

ぽんの方に具体的な案をお持ちいただいております。よろしくお願いします。 

 

【ごちぽん】 

前回に引き続き、スマートフォンゲーム、「ごちぽん」を活用した効果検証のご提案になります。本
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日は前回ご提案した内容の具体的な説明です。概要と具体的な施策に分けてご説明します。 

内容に入る前に、前回の検討会を受けてごちぽんの方で方針を固めました。前回の検討会の調査

結果や議論から、郷土料理のような実践度と重視度が共に低い項目の中にも、和食文化の重要な

要素が含まれていることが分かりました。そこでごちぽんでの取り組みでは、郷土料理というテーマを

中心にしてユーザーの興味、関心を喚起し、身近な和食文化を再認識してもらうように展開したいと

思っています。 

概要のポイントとしまして、今回の大きな目的である郷土料理という親和性の高いテーマでゲームイ

ベントを実施し、ユーザーに楽しんでもらいながら和食文化に触れてもらうという点になります。効果検

証の点ではアンケートやユーザートークを実施して、認識や実態を調査しながら行動を喚起すること

を図っていければなと思っています。 

提案の概要になります。ごちぽんは大きく分けて、周知と行動にアプローチします。周知の面では、

ゲームの中に和食要素を散りばめ、楽しんでもらいながら和食文化を認識してもらえればと思ってい

ます。行動の目ではユーザーの投稿というアクションを呼びかけ、何気ない普段の食事や生活を通じ

て和食を考えてもらうきっかけを生み出していこうと考えています。具体的な施策は以下から説明し

ます。 

まず、実施のスケジュールについてです。ご覧いただいたとおり、1 月 6日から 21日にかけて実施

いたします。郷土料理や和食文化を想起しやすいこの時期にイベントを開催して、施策の効果の向

上を担っていければなと考えて、この時期にいたしました。 

実際の企画の具体的な流れは、まず、事前にアンケートを実施し、ユーザーの意識や実態というと

ころを調査できればなと考えています。その後、ゲームイベントを開催します。このゲームイベントでは、

特設した全国のステージを回ってもらって、食材を集めて料理をつくるというイベントを開催します。福

引大会など、ユーザーの参加意欲を高める施策も随所に行いながら、和食文化を訴求していこうと

考えております。そして次にユーザー投稿をしたいと思っています。ユーザー投稿では、和食文化を

テーマにユーザーのアクションを呼びかけ、あまり知られていない郷土料理の発信場所にもなれれば

と考えています。その最後に、事後のアンケートを取りたいなと考えています。イベントで訴求を受けた

ユーザーの変化を調査して、事前のアンケートとの比較も行っていければなと思います。 

今話をさせていただいたことの詳細をご説明します。まずはアンケートについて。先ほどもお話しさせ

ていただいたとおり、アンケートは前後で実施したいと考えています。内容に関しましては、一般的な

内容と郷土料理を意識した内容を中心に構成し、主にユーザーのイベントを通じたことでの意識変化

というところを調査できればなと考えています。具体的なところで少しお話しさせていただくと、たとえば、

一般的な内容では和食への好意度を 5 段階で聞くなど、ユーザーの和食のイメージを調査します。

郷土料理の内容では、「知っているか」などの重視度というところと、「つくれるか」などの実践度という

ところを調査したいと思っています。アンケートの問に関してなんですが、通常とられているものと若干、

違うかたちになるかもしれないのですが、ゲーム内でユーザーに受け入れやすいかたちで調査できれ

ばと考えております 

アンケートでは、ユーザーにはなるべく手間をかけさせないように実施できればと考えています。 
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ゲームイベントは、特設した全国のステージを回って食材を集めてもらい、料理をつくる内容になり、

ステージを遊んでいるうちに郷土料理や和食文化を知ることを目的としています。そして、集めた食

材をレシピや調理技術に基づいて料理をつくる疑似体験をしてもらうことで、和食の基本的な情報に

触れてもらえればと考えています。また、ゲームに参加する皆さんの参加意欲を高めるために、ゲー

ムのアイテムや実際の商品がもらえる福引大会や、ランキングイベントというものを開催させていただ

きます。どちらのイベントも何度も遊ぶことで商品をもらいやすくなりますので、ユーザーさんには数多く

の、情報に触れる機会をつくって、そのことで内容の周知と理解につなげていければなとも考えていま

す。 

ゲームイベント以外にも、SNS 機能を用いた企画も実施いたします。SNS の持つ発信力や波及効果

を活用し、和食文化をごちぽんから外部へ発信していきたいと考えています。主には Twitter や

Facebookを活用しようと考えています。 

 最後にユーザー投稿についてです。郷土料理など身近な和食文化について投稿してもらいます。

この企画の目的としては、ユーザーさんに普段の生活や食事などの中にある和食文化の要素を再認

識してもらうことを目的としています。ユーザーさんからの投稿を見て、他のユーザーさんにも見てもら

う場所を設置することで、ほかのユーザーがどんな和食文化に触れているのかというところも認識して

もらえればなと考えて設置させていただこうと思っています。 

 最後に、本企画の製作のスケジュールですが。現在も事務局の方々にご協力いただきながら製作

を開始しています。12 月 10 日の検討会の方では実際の製作物の一部をお見せできればというふう

に考えています。 

 

【事務局】 

 今、試行策の 1 と 2 ということで方向性の全く違う提案をさせていただきました。試行策 1 におきま

しては、有識者、食関連事業者と主婦層がともに家庭内で行うことが可能な和食文化の保護、継承

策を検討し、それが実際に実生活の中でどのぐらいできるのかといったところを検証することがリアル

な場でやることのポイントというふうになっております。 

 試行策の２に関しましては、スマホのアプリゲーム、こういったところで和食文化を扱うものはまだま

だないというところがございますので、ゲームとして面白いということだけではなく、和食文化に対する

興味とか関心、知識欲、さらには行動まで、喚起することができるのかどうかを検証していきたいなと

いうふうに考えております。 

 【熊倉座長】 

まず 1 の方ですね。「和食」継承策の試行・検証の具体案の項ですが。今までの案はどちらかとい

うと従来のイベント型の計画だったのですが、どうもそれはあまり面白くないと。むしろ少し深堀りするよ

うな、同じメンバーで 3 回ぐらいきちんと議論したらどうだろうということです。具体的にどういうふうに運

営するかということになると思うのですけれども。具体案の 1 と 2の違いがよく分からないのですが、入

口が違うということのようです。和食というのが今回のテーマですから、結果として和食が使えるかとい

うような話になるよりも、やっぱり和食に正面からぶつかった方がいいのではないかっていう意味では
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わたしはその具体案の 1-1の方がいいかな、という気はするのですが、皆さんどうでしょうか。 

 

【山脇委員】 

目的は分かりやすいですよね。 

 

【熊倉委員】 

この方がはっきり明快ですね。それから、参加者の中に生産者がやっぱり入った方がいい気がしま

す。これは最初の案にもあったことですね。 

 適当な方がいるかどうかということはあるが。和食はどこから材料を手に入れるかというと、どうしても

流通関係の方だけを考えてしまうので、生産者がどういうようなかたちで旬の物を最終的に消費者に

お渡しできるかという、そういう議論があってもいいかもしれません。 

 それと前に、最初の案では同じ素材を料理人と生産者が両方提供するというような話がありました

けども、髙木委員から「それは生産者が出した方がはるかに説得力がある」というような話がありました。

そういう意味で、生産者ならこういう料理をする、というところまで踏み込んで発言できる生産者がい

たらいいかな、という気がします。 

 では、この案 1でよろしいですか。 

具体的な中身や実施規模の問題ですが、主婦でいいか、男性をどうするかについてはどうですか

ね？ 1回だけとか 2回だけでは意味がないので、やっぱり 3回全部参加していただくことが前提だと

思うのです。そうすると、平日は働いているということを考えますと、週末であれば、男性も、意欲があ

れば出て来られます。性別については別に制限せずに、男性参加ありということで、結果として女性ば

かりになる可能性はあると。こういうことですね。 

 それから有識者、管理栄養士、食関連事業者のあたりで、参加者は２０名、なるべく、密着した議

論ができるようなかたちを考えてもらえるといいと思います。 

有識者については毎回来ていただく。栄養面でちゃんと押さえられる方と、それから家庭で食を実

践するためのサディッションのできる方と、それからやっぱりプロ。色々な意味での、流通なり生産なり、

なんかそういうプロが 3～4人か多くても 5人いてほしいです。 

 

【山脇委員】 

どうやって参加者を募集することになるのですか。 

 

【事務局】 

リクルート専門会社に依頼して、３回全て来られる人を選ぶ、また検討会委員のネットワークから来

ていただく、様々な方法を考えています 

 

【山脇委員】 

じゃあ一般では募集しないと？ 



 

 22 

 

【事務局】 

一般で募集すると、3回必ず来てもらうというところの保証がかなり難しくなる。ただ、幅広く、間口を

広げたいと思っています。 

 

【大久保委員】 

結構新しい企画ですよね。プロが来て教え、和食を見せて食べさせて、っていうのは結構ありまし

たけどね。 

 

【熊倉座長】 

ちょっとないと。 

 

【山脇委員】 

一見地味だけど、本当にとても良くなった気がします。 

 

【熊倉座長】 

できれば、ぜひとも有識者として誰かに来ていただきたいです。山脇委員、大久保委員のお二人に

はぜひ参加していただけるとありがたいという思いです。 

 

【山脇委員】 

わたしは参加したいです。実施した後に検証も行って次に生かせば、すごくいいと思う。 

 

【大久保委員】 

続けることを視野に入れて行いたい。あとは、結果がすごく良ければ、実施した記録をどこかで発表

することで、同じ形態でやっているようなところや、これからやりたいと思っている人たちの参考になる。 

 

【山脇委員】 

結果の発信ができたらすごく面白い。 

 

 【大久保委員】 

いろんな取組の土台にしないといけない。今回の結果がどうなるかはちょっと分からないですけど。 

  

【事務局】 

参加者のお子さんの年齢はどうしましょうか。 

 

【熊倉座長】 
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お子さんたちは。大体、小学校高学年が良いでしょうか。 

 

【大久保委員】 

小学生は食指導がよく届きますが、中・高校生になると難しい。その難しくなり始める小学校高学

年から中学生とかが良いのでは。 

 

【事務局】 

調査の中でも、中・高校生のお子さんがいると、40代の女性が中心のご家庭で、小学校だと30代

なのですけど、30～40 代ぐらい広くしておいた方が。これから中学生になる、プレ中学生のお子さん

も対象に入れることができる。 

 

【熊倉座長】 

それでは小学校高学年から中学校ということにしたい。 

 

【山脇委員】 

最近、和食を作ってインスタグラムとかで発表したいという方が多いみたいですが。今ちょうど、たま

たまいろいろお仕事が来ている中で聞くと、インスタグラムとかに魚を左向きにして炎上したり、お箸の

場所が間違っているとか、お魚の位置が間違っているとかでご指摘を受けたりするのが恥ずかしいの

で、自分がその写真を載せるために勉強したいっていう 30 代の方がすごく多いみたいです。本当は

みんなに和食ができると料理ができると思われるから、作ったり発表したりしたいみたいですけど、知

識がないことが心配でできないという方もいます。 

 以前わたしもこう、和食をあんまり入口でフューチャーするとどうか、と思ったのですけど、意外に「和

食で解決できますよ」とか、「和食でぐっと食生活が。今悩んでいること全部和食で解決します」みた

いなこと言っちゃった方がいいのかな、意外とみんな「和食」を好きなのかなと思ってきました。 

 

【熊倉座長】 

あと、料理人はどうですか。それとも流通の方が入った方がいいですか。生産者が入った方が良い

でしょうか。 

 

【山脇委員】 

生産者の方が入った方がいいように思います。 

 

【熊倉座長】 

大久保先生が栄養面は押さえられます。あとは、生産者か流通関係で。生産の方だったら流通ま

で分かる人。流通だったら生産まで分かる方で、少し探していただけますか。両方いてもいいです。一

応 4人。あとは山脇委員と大久保委員と具体的に中身の相談をしてください。 
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それではごちぽんの方に議題を移したいと思います。 

 さっきのお話の中で、1 月の二十幾日に終わらせるって何か意味が？ スケジュール的にもう無理

ということですが。郷土料理っていうものを考えると、初午が入ると面白い。来年は 2 月 6 日。そして

来年の節分が、2 月 3 日ですね。翌が立春ですね。ですから、その 6 日まで入れられたら面白いと

思う。 

 

【ごちぽん】 

分かりました。できるように対応します。 

イベントをつくる構成の問題で、ユーザーの興味を引くのが大体 1 回は 2 週間単位がわりと動きが

良かったので区切ったのですが、今回は2部構成にイベント自体をさせていただいて。そのように1回

ここで切って、それ以降また 6日までやらせていただきます。 

 

【大久保委員】 

繭玉づくりを地域のイベントとして作らせているっていう所も結構ありますね 

 

【熊倉座長】 

ごちぽんは期間限定なんですか。 

 

【ごちぽん】 

現状、アプリ化してから 1 年弱ですけど。この 1 年間いろんな検証をしてきている中で、たまたまタ

ームを切っているだけなので、今後は本当にユーザーに受けるものや、スポンサーさんとかも含めて、

必要とされるものが何かというところで区切っています。長期に渡って特集をしていくようなことも考え

ているので。たとえば和食っていうところにフォーカスをして、1 年間やってみるっていうのもユーザー

にとっても面白いのではないかとは思っています。 

 

【大久保委員】 

お正月を外した何か意味は？ 

 

【ごちぽん】 

お正月を最初入れようと思ったところもあるのですけど。年末年始で、引きの強そうなイベントも多

い中、あとお正月自体はみんなも触れてくれるだろうと思っていて。その和食を、ちょうどお正月でみ

んなが味わったあとに、実家に帰っている人たちも東京に戻ってきて普通の普段の生活が始まってい

る。でも暦（こよみ）でいうと、わりとイベントがあったので、ここでもう 1 回みんな和食について、正月で

味わったものとまた別で考えてほしいという意図です。 

  

【大久保委員】 
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おせち、お雑煮とかは郷土料理ではないのですか？ 

 

【熊倉座長】 

今回はべつにお正月外しても良いのでは。年中行事っていうくくりではなくて、郷土でくくったときに、

これは行事食というふうになっているけど、むしろ郷土で日常に食べる物がこの中に入ってきてもいい

わけですね？。だから、のっぺい汁や三平汁みたいな汁物など、地域で冬になるとこれを食べる、っ

ていうような物が上がってくると面白い。 

 

【大久保委員】 

このやり方がよく分からなくて。のっぺい汁だったらサトイモとか何とか、ニンジンだとか何かって集め

るわけですか？そのレシピはどうなのですか。 

 

【ごちぽん】 

レシピは事前に配られておりまして、作ろうとしたときにこういう食材が必要だよ、というところが出て

きまして、その食材をじゃあ手に入れるとき、どうしよう？ と思ったときに、わりと紐づきがある地域に

しか、その食材がゲーム上手に入れられないようになっているので、その地域を狙いに行って手に入

れて、食材を持ってきたときにレシピの方から、「今だと料理ができる状態だ」ってことを教えてもらい、

料理のページに飛びます。 

  

【大久保委員】 

何種類ぐらいあるのですか。のっぺい汁が 1 つだとしますよね。のっぺい汁って全国にいっぱいある

ので、どこが決定しているのですか？ 

 

【事務局】 

それについては、和食会議の方ともご相談したいと思っていまして、47 都道府県のそれぞれの郷

土料理、たぶん「日常的」っていうふうにつけた方がいいと思います。日常的な郷土料理っていうのを

挙げていただいて、それの具体的な写真とレシピっていうのを一緒に使うことを考えています。 

 

【ごちぽん】 

自分たちだと決めようもなく分からないので、そこはちょっと教えてもらうよう頼んでいるところでござ

います。 

 

【大久保委員】 

農林水産省の郷土料理 100 選の料理です、みたいに何か。出所がはっきりして、そこに載ってい

るレシピですよ、っていうのがないと、「間違いじゃないですか」っていう意見も出てくるので、そこに気を

つけてほしい。一地域で 2、3 つの郷土料理があったりするので、どれを選ぶかということもありますが。 
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【熊倉座長】 

やっぱり純和食の、伝統的な物をなるべく選びたい。 

 

【山脇委員】 

実際にゲーム上で集めてきてつくったら、自分で実際にもつくってほしいなと思うのですけれども。そ

れを投稿してもらうとかっていうのは、写真に縛りはないわけですよね？ 

 

【ごちぽん】 

たとえば色々なのっぺい汁が投稿されてきたら面白いな、というふうにも思っていたので、逆にコー

ナーにして、実際ある物の写真で、つくった物を投稿してもらってグランプリを選ぶ、っていうような企

画や、それを送ってください、とか。そういうコーナーも設定することはできるので、ちょっと持ち帰らせ

ていただいて検討させていただくことはできます。 

 

【山脇委員】 

ここに載っている 47 レシピを実際につくったら、何かいいことある、みたいな。 

 

【ごちぽん】  

投稿のところは、実際の商品とかが絡ませていただこうと思っています。たとえば投稿で、グランプリ

等を発表する。順位づけをするっていうところは、課題は大きいともお聞きしていたので。グランプリを

作るとすると先着順になるかな、と思っております。 

 

【山脇委員】 

ゲーム上つくるだけじゃなくて、実際につくるようになってほしい。 

 

【大久保委員】 

実際につくるのは、食材を集めるのがすごい大変。特別なものを載せちゃうとまた大変だから、一般

の、大方手に入りそうでできる郷土料理を選ぶほうがいい。少し優しくしてあげないと無理ですね。あと

はその 47 都道府県のうちの 30 都道府県で良いとか、作らせることに繋げるということではいい企画

だと思います。 

 

【ごちぽん】 

参加意欲のところも含めてイベントの中に組み込めるように考えます。 

 

【事務局】 

郷土料理 100選をベースに考えつつ、この中で和食文化の視点と、手に極端に入りづらい食材み
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たいなところは外していく、といった視点で選ばせていただきます。 

 

 

【ごちぽん】 

必須になる食材の方も一緒に教えていただけるとありがたいです。食材数が、たとえば「これぐらい

集めなきゃいけない」っていうのは、ちょっとゲームとして難しいところがあります。 

 

【山脇委員】 

そうですね。レシピももっと簡単なほうが良いということですね。 

 

【ごちぽん】 

レシピ自体は公開していただいて全然問題ないのですけど、集めてくる食材で必須になるものが、

ゲームとしてちょっと楽しませたいなと思っているので、たとえばつくるには 20 個ぐらい集めないと難し

いというよりは、3～4 個で完成する物もあれば、5 個ぐらい集めなきゃいけないものもあるとか、6 個ぐ

らい集めなきゃいけないものもあるっていう中で、ゲームとしてちょっと構成していただきたいと考えて

います。 

 

【熊倉座長】 

 それではもう時間になってしまいましたので、これで今日の検討会を終わりにしたいと思いますが、

幸いにして今日は、具体的に試行検証策の具体案がかなりまとまりました。ありがとうございました。こ

れでひとつ、実質的には 12月、1月で固めていきたいと思います。結果としては 2月 5日のところで

報告を。中間的であれ、一応の報告を、できるところまでしたいということで進めたいと思います。どう

もありがとうございました。 事務局の方、どうぞ。 

 

 【事務局】 

 今日はお忙しいところ、ありがとうございました。本日 4回目ということで、次回 5回目、12月 10日

（木）１３：００に予定しておりますのでよろしくお願いいたします。次回が年内最後の検討会となりまし

て、来年 1月 15日が第 6回ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。最後に農林

水産省の方からお願いします。 

 

 【農林水産省】 

 本日は試行・継承策に対するかなり具体的な御意見をいただけました、ありがとうございました。本

日いただいた御意見を踏まえて検討を進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

【事務局】 
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それでは本日の検討会は終了といたします。ありがとうございます。 

 

 


