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第 5回 「和食」の保護・継承推進検討会 

 

日 時：平成 27年 12月 10日（木）13：00-15：00 

場 所：（株）博報堂 会議室 

出席者：熊倉座長、大山委員、大久保委員、村上委員、山口委員、山脇委員 

 

 

【事務局】 

時間になりましたので、第 5 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

はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。事務局の勝又ですよろしくお願いいたし

ます。 

まず、資料の確認をさせていただきます。議事次第、ホチキス留めで資料１～5、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｣報告書があります。資料に関しましては大丈

夫でしょうか。 

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一言ごあいさつを頂きたいと思います。お願いいたします。 

 

【農林水産省】 

皆さま、12 月、年末のお忙しいときにありがとうございます。本検討会も 5 回目ということで、全部

で 8 回ということで後半戦ということになりました。国民食生活実態調査も全体の結果概要が出てき

ましたので、課題の抽出についてよろしくお願いします。また、継承策の試行・検証、和食文化のスコ

ア化については、もう少し中長期的なビジョンを持ちながら検討会でのご議論も十分踏まえて、つくっ

ていきたいと思っております。今日は特にスコア化が議題のメインだと聞いており、大変私も興味深い

ものだと思っていますので、今日もご議論、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。次に委員の出欠を確認させていただきます。熊倉座長、以下、五十音順

に大久保委員、大山委員、村上委員、山口委員、山脇委員。本日、小山委員、髙木委員、髙橋委

員、堀口委員におかれましては欠席でございます。それではここからの進行を座長にお願いいたしま

す。 

 

【熊倉座長】 

あらためまして、本日はお忙しい中、お出掛けいただきましてありがとうございます。本日は非常に

多くの資料がございますが、この調査がどういう問題点を引き出し、本来の活動に繋いでいくか、とい

うところが大きな課題になってまいります。このような 1 万人規模の調査というのはそうそうできません

が、継続しないと調査の意味がありませんので、継続するに耐える調査項目を大久保委員はじめ皆
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さんで作っていただきました。できれば毎年続けたいが難しいと思いますので、できれば 3年か 5年に

一度ですね、1 万人規模の全国調査をやり、その間に、和食文化国民会議で、小規模で地域を限

定した毎年同じ内容の調査を続けていけたらいいのではないかというふうに思っております。そういう

意味でも、この実態調査の成果がどれほどのものかということが、この調査を継続し得るかどうかという

ことに関わってくるのではないかという気がいたしました。これについてもいろいろとご議論いただけたら

と思っております。 

それではまず前回の資料説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

資料 1 で、前回の検討会の検討内容について整理させていただいておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

1つ目が国民食生活実態調査についてです。 

内食率、おうちで食事を食べる高さと比較して、作ることへの関心度が高くないといった数字が出

ており、大変気になるといったご意見がありました。平日、夕食の内食率は、全体では 87.8％という数

字がございます。それに関して、作ることへの関心度、これは 21.3％、「やや関心がある」も 32.3％と

いうことで、作ることは作るのだけれども、関心がないといったところが気になるといったところでした。こ

れに関しましては、料理頻度で見ていきましても、女性は 68.4％がほぼ毎日作っているけれども、関

心度では 28.6％ということで、料理が、日常的な行動の一部になっているといった解釈ができるので

はないかという意見が出てまいりました。それからもう一つ、男性と女性の料理頻度を比較すると、女

性が圧倒的に高いという数字が調査結果から出てまいりました。男性の 20 代、30 代では、全くしな

いという方が 3 割を超えている。これは共働き世帯など、世帯によって傾向が違うのではないか、変

化があるのではないかといったところが出てきました。また、料理をしないでも食事を取れる環境、そう

いったものが都会では整っているのではないかといったご意見も頂きました。それに関しまして、調査

結果を見ていきますと、男性 20 代から 40 代では食品購入場所としてコンビニエンスストアを使って

いる方が高めのスコアがでています。 

それから、後ほどご報告させていただきますけれども、女性の有職子ありの方が非常に増えており

ますけど、そういった方々の意識。それから男性の年代とか食関心度別で何か違いが出てくるのか。

そういったところを後ほどご報告させていただきたいというふうに思っております。 

２つ目が継承策の試行・検証に関する内容です。前回、ご提案させていただきましたワークショップ、

こちらに関して幾つかご意見がありました。ワークショップをやることだけじゃなくて、結果の発信を視野

に入れて、有意義なワークショップとしてほしいということ。それから参加者については、家庭での継承

ということを考えて、子どもが小学校高学年から中学生ぐらいの方が望ましいのではないかということ。

先ほどの調査結果を鑑みまして、ぜひ男性の参加者も促していきたいということ。更に有識者に関し

ましては、食文化の専門家、家庭料理の専門家、生産者、可能であれば流通の方々、そういった

方々に積極的に入っていただきたいといったご意見を頂きました。 

現在、ワークショップについては準備等を進めておりますが、今の想定では参加者 5 名、4 グルー
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プを想定しております。1 つのグループにつきまして、できましたら専業主婦の方、兼業主婦の方、そ

れからイクメンと書いてありますけれども、男性で子どもたちのお料理も見ている方にも入っていただき

たいと考えております。有識者に関しましては、検討会委員でいらっしゃいます大久保委員に食文化

の専門家として、山脇委員に家庭料理、食の専門家として、さらに生産者の方にも参加を依頼させて

いただいております。またローソン様におかれましても、流通のプロとして参加の依頼をしています。 

もう一つの継承策、「ごちぽん」についてです。1 つ目は期間についての考え方です。今回、1 月 6

日からスタートですが、例えば初午ですとか、節分なども期間に入れることは可能かどうか、というご意

見を頂きました。また紹介する郷土食のレシピに関しては、出典が明確なものが良いというご意見を

頂きました。更に和食にゲームを通して興味を持つということだけではなくて、作るという行動までも引

き起こせる、そういった仕組みが考えられないか、そういったご意見を頂きました。運営側に検討いた

だいて進めさせていただいておりますが、期間に関しましては、通常 2 週間を 1 つのゲームの期間と

なさっているということで、今回の期間で何かできるかどうかというところを、後程提案いただくことにな

っております。また郷土食のレシピに関しましては、郷土料理 100 選を前提に進めさせていただいて

おります。郷土料理を作ることを促すということに関しましては、料理を作った写真を投稿するとプレゼ

ントが当たる、そういった具体的な行動までが引き起こせるような仕組みについて後ほどご紹介いた

だくことになっております。 

それらを踏まえまして、今回の検討ポイントを示させていただいております。１つ目「国民食生活実

態調査」に関しましては、追加分析として女性の有職者が増えてきてどうなっているか、男性に関して

はどういったところがあるのかといったこと。また最終報告書ができてまいりましたので、その簡単なご

紹介をいたします。２つ目の継承策に関しましては、実施内容の報告をさせていただきます。３つ目の

和食文化のスコア化。今回、スコア化のベース案、スコア化試算例を提示させていただきますので、

議論を頂きたいと思っております。以上でございます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。それでは早速参りましょう。「国民食生活実態調査」についての報告と意見交

換に移りたいと思います。 

 

【事務局】 

今回追加分析として実施した視点は 2 つです。1 つ目は、今後兼業主婦が増加していくにあたり、

その方々と専業主婦の方、女性全般が何か違いがあるのか。そういったところを見ていきたいと思っ

ております。２つ目は、男性。作ることへの関心、作ることの頻度が非常に低い方々、こういった方々

が食実態としては和食に対してどう関与しているのか。そういうところを高関心層、低関心層に分けて

分析しております。 

まず有職の子あり女性について、ファインディングスからご紹介させていただきます。有職の方々は、

専業主婦より料理頻度はやや低いというのが後ほど数字でも出てまいります。しかし、食べること、作

ることへの関心度は高く、特に 20～30 代の若い層の有職女性で関心が高いというところが出ており
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ます。特に 30 代の働くママの関心事であるたくさんの食材を使った献立、だしを取る、料理や季節で

食器を使い分けるというのが和食の入り口として有効なのではないかなと考えております。家庭や郷

土に伝わる料理を作るというところも、30 代の働くママのところでは他の年代よりも高いという傾向が

出ております。 

それから男性の食実態についてです。料理を作ることに関心がある男性は約 4 割と、半分以下と

なっております。しかし、実践度となりますと、特に若い層が低くなっておりまして、60 代を中心に上の

年齢層が引っ張っているというところがあります。更に、男性の料理を作ることの高関心、低関心に分

けて、低関心層について見ていきますと、外食比率が高く、内食率が低いという傾向があります。和

食との接点としての外食も充分に考えられるのではと考えられます。全体の傾向とは異なりまして、素

材に興味がいくのではなくて、天ぷら、すし、鍋料理といったメニューのほうに親しみがあるといった結

果も出ております。 

具体的な数字を少しご紹介させていただきたいと思います。働くママに関しては 6 ページになりま

す。普段の食事、自宅での料理頻度については、「ほぼ毎日する」というところを見ていただきますと、

女性の有職者 80％、女性全体 89％と、実際に作っている頻度は少なく、特に 30代、50代が少な

いといった結果が出ております。 

次に食への関心に関する項目です。見ていきますと、料理頻度は少ないけれども、「関心がある」

は高く出ておりまして、毎日料理を作ることは今、困難ではあるのだけれども、関心はあるといった実

態が出ていると推察されます。 

作り手としての実践度が次のページになります。子あり女性全体と比べますと、有職の子あり女性と

いうのは 20代を除いて同等、もしくはやや低いという結果が出ております。ただ、30代の働くママに注

目しますと「たくさんの食材を使った献立を考える」が 68％で、他の年代に比べて高いという数字が

出ております。20 代は参考値と書いてありますが、20 代の有職で子ありの方は非常にサンプル数が

少ないので、参考値として見ていただけたらと思っております。 

今後の意向としてはどうなのかが次のページで示されています。子あり女性全体と有職子あり女性

ではほぼ数値としては同等です。有職子ありが高く出ているところは栄養バランスを考えた献立、たく

さんの食材を使った献立というところ、それから旬とか素材の味を生かすといった素材のところ。そうい

ったところが 20～30 代の有職子ありを中心に意向が高く出ています。料理頻度はやや低いのです

が、意向というところでは特徴的に高い項目もあります、こういったところを中心に、ワークショップでも

話を広げていけたらと考えているところでございます。 

次に男性について見ていきます。料理頻度が少ない男性、彼らが料理を作ることの高関心層、低

関心層でどのような違いがあるのかといったところに注目して分析しております。 

まず男性の食への関心度について見ております。食べることの関心は全年代ともに 6 割から 8 割

が持っていますが、作ることへの関心は、全年代とも 4割にとどまっております。次に高関心層に注目

して、彼らがどんな特徴を持っているのかといったところを見たのが以降になります。高関心層を見て

いきますと、60 代が実践度として高く出ています。女性と異なるのが「料理に合わせて調理道具を使

い分ける」「だしを取る」「好きな料理だけ作る」ところです。意向に関しましては「栄養バランスを考え
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た献立」「飯を主にした献立」への関心が比較的高い。ただし女性全体に比べると男性の高関心層で

も低いという結果です。次は男性の作ることへの低関心層の分析です。これは低関心層と高関心層、

それらの方々の外食、中食、内食率を比較した数値になっております。全体傾向として、低関心層は

内食、家でご飯を食べる比率が低いといったところが分かるかと思います。特に男性の 20 代から 40

代が低く、男性 20 代では平日の朝食をほとんど食べないといった層が 21.9％存在しています。作る

ことに関心がない方々はなかなかご飯を食べることも実践していないといった結果です。次に低関心

層の食実態を見ますと、20～30 代のスコアが非常に低いというのが分かります。全体と傾向が異な

るのが「残さず食べる」「和風の揚げ物」「すし」「丼料理」「鍋料理」のスコアがやや高い。反対に「魚料

理」「野菜のあえ物」「漬物」など和食の重要な要素についてスコアが大きく下回る結果が出ておりま

す。また意向に関してもおしなべて低く、特に 20 代、30 代に関して何か刺激を与えないと上がって

いかないといったことが推察されます。次にハレの日の食事をどれぐらい取っているのかを見ていきま

しても、低関心層に関しましては、例えばお正月が全体として 88％が「食べる」と答えている中で、男

性、作る低関心層の 20 代に関しましては、69.5％が「食べる」と。残りの 30％は「食べない」という結

果でございます。節分、節句、お彼岸、お盆、秋祭りに関してはさらに低い数字が出ております。和食

的な行事以外、右側のクリスマスとか家族の誕生日に関しても男性の低関心層が食べていないとい

ったところも出ています。 

最後に和食のイメージといったものについても見ていきました。こちらも低関心層は、和食のイメー

ジが全体的に希薄でございますけれども、特に 20 代男性は、全体として高く出ていた、「健康に良い」

「季節を感じられる」「日本人の体に合っている」といったものが、2 割程度でございます。家庭内の保

護継承の主となる対象ではないかもしれませんが、気になる数字であると考えております。以上になり

ます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。調査については今日のご紹介が最後ということになりますね。あとはこれを

報告書にまとめてということになります。今後検討してみる必要があるというようなご意見も含めて、何

かありませんでしょうか。男性の内食率がこんなに高いのですか。 

 

【事務局】 

高い結果となっております。都会においてなかなか実感がないですけれども、全国調査の結果で

すので。 

 

【熊倉座長】 

アンケートを取った方々は、どういう方々から選んでいるのですか。 

 

【事務局】 

調査機関に登録している方々が対象になります。全国のインターネット調査になりますと、ほぼそう
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いった形態を取ることが通常でございます。 

 

【熊倉座長】 

その会社がどういうことで調査をするということに関係なく、何でも調査を受けますというモニターが

登録されている。特にこの食に関して特定の考えを持っている人たちではないですね。 

 

【事務局】 

調査対象者のことが分かるデータを紹介します。今回は全国 1 万人を年齢と県で割り付けを行っ

ておりまして、その結果、どんな方々が集まったといったものです。男女で見ますと、男性、女性が

半々ぐらい取れています。それから未既婚になりますと、未婚は３割強、既婚が７割弱。職業に関しま

しては会社員が 36％、主婦が 20％程度。同居家族に関しましては、一人暮らしが 16％、2 人以上

が 84％となっております。 

 

【山口委員】 

さっきの内食率の分母というのは、人数掛ける 3っていうことですか。つまり 3度の食事が対象にな

っているわけですね。そうすると、率、上がるわけですよね。夕食 1回内食食べると。普通、われわれ

が考えると倍ぐらいになるわけでしょう？  

 

【事務局】 

食べないという方は別に聞いています。「内食」「中食」「外食」「ほとんど食べない」、この 4 つで聞い

ています。 

 

【熊倉座長】 

夕食は内食率が朝食よりも特に高いですね、。 

 

【山脇委員】 

作っている女性がこれだけ多いので、それを男性は食べているのを内食ということですよね。多分

同じぐらい。8割の女性が食べているということは、8割の男性も食べている。既婚の方が多いので。 

 

【熊倉座長】 

 そういうときの平日っていうのは、どういうふうに考えたら。例えば 1 週間なら 1 週間のトータルで考

えるのですか。 

 

【事務局】 

ご自分の感覚で答えられるので、大体、僕は平日食べているなと思うと、それが 3 回の方もいれば、

5回の方もいる。そういう感覚ではありますね。 
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【熊倉座長】 

1週間で考えてみたとき、7日間のうち、3回食べてれば、夕食食べていますという感覚になるので

しょう。聞き方としてあれですけど「1 週間、5 日間なら 5 日間のうち、3 回以上食べていますか」とか

なんか、そういう聞き方のほうが正確なのですかね。 

 

【大久保委員】 

こういう条件で聞いたらこうでしたっていう意識がこちらにないと、結果、日本人はこうですよみたい

に話を持ってくのはすごく危険だと思うのです。もしそれをやるのだったら、先生がおっしゃるように、も

う何月何日の何日から 3 回食べたとか、2 回食べたとか、細かいデータを取らないと言えないかなと

いう気がします。2,000 人とか、そのくらいだと危ないのですけど、1 万人やっているデータって結構少

ないので、ある程度、まとめちゃってもいいのかなという気がします。 

 

【山脇委員】 

地方は家で晩御飯を結構食べている気がします。 

 

【大久保委員】 

県別だとか、細かく分析したときに、県ですごく母数が少なかったりすると、ちょっと問題があるかも

しれないです。都会は何か、環境が違う。また、親と一緒にいたりすると、親が作ってくれたりするから、

自分は作らないけど、内食率高くなるとかね。 

 

【熊倉座長】 

食事を人はどういうふうに取っているかということと、その食事内容が今度、和食なのかどうかという

2 つの問題があると思うのですけど、食事の取り方は、この結果だけを見ると、結構日本人はちゃんと

食事しているなっていう話になりかねないので、そこら辺はさっき大久保委員が言われたように、どう

いう条件でこの数字が出たという、その見方についてちょっと注意しておいてほしい。 

それから、和食風の料理、食事を並べてみたときでも、結構、和食がちゃんと食べられているので

すね、これだけ見るとね。これも、この分析をどういうふうにしたらいいのかっていう条件を少し考えた

方がいいのかもしれませんね。さっき言われたように、1 万人規模だから、ある程度、傾向としてはこ

れでいいのだと思うのですけど。ご飯を食べる人が 90％を超えるということですからね。 

 

【事務局】 

それはあえて「1 カ月以内に食べたことがありますか」という聞き方をさせていただいております。 

 

【熊倉座長】 

そう。逆に 1 カ月に一度も食べていない人が 10％近くいるのが、問題かもしれません。 



 8 

 

【大久保委員】 

そういうふうに考えないと、ちょっと間違うかもしれない。 

 

【山口委員】 

民間も含めると、これと比較できるぐらいの規模と精度を持った調査は、多分幾つかあると思う。私

どもの MC 調査などは、相当長期間で、サンプル数も大きく、似たような項目を調査しているので、そ

ういうものを幾つか比較してみたときに、この差は何を意味しているかというのを捉えてみるのもいいか

もしれません。 

 

【熊倉座長】 

それでは調査につきましてはそういうことで、さらに検討を加えて報告書にまとめるということにした

いと思います。じゃあ、次に参ります。継承策の試行・検証について、お願いします。 

 

【事務局】 

それでは継承策の試行・検証ということで、最初に「和食を家庭でもっと楽しもう」のワークショップに

関しまして、今回の司会をさせていただきますボイスビジョンの田中からご紹介させていただきます。 

 

【ボイスビジョン】 

ボイスビジョンという会社でこうしたワークショップを、いろんな企業様と共にさせていただいておりま

す。その中で、今回、実証実験として「和食を家庭でもっと楽しもう」というワークショップ、実際にこの

タイトルで今投げ掛けて、人員を募集しているところでございます。その内容についてご説明いたしま

す。狙いとしましては、和食の良さを分かっていても、なかなか実践できない若い親たちがいるという

仮定の下、今、ご報告にあった調査の中からの仮説として、知っているのだけれども、できていないけ

ど、そこをどう超えていくのか。意識的であれ、無意識的であれ、抱える和食への壁を見ていきましょ

うと。乗り越えるポイントをワークショップの中でまた、ワークショップ当日および自宅でやっていただく日

誌記録を通して明らかにし、和食文化の効果的な継承策を探るということを試みたいと考えています。 

参加対象者は若い子育て世帯を狙っていきたいと思っております。20代後半から 40代の母親お

よび父親層。長子が小学校高学年、中学生ぐらい。一緒にお手伝いをしたいと思うような年齢層と捉

えています。食事の用意などについての課題、料理、準備ですとか、いろんなことで難しさをある程度

感じてらっしゃる方を拾ってまいります。専業主婦ママと有職ママ。専業主婦ママと言いましても、この

年齢層のお母さま方もパート、アルバイトに出ている方が多いので、パート、アルバイトも含めて専業主

婦層に捉えたいと考えております。父親層もできたら 4～5名とは思っているのですが、反応が悪い状

況です。なので、イクメンを捉えてらっしゃる NPO の方に直接公募をお願いしているところです。全 3

回のワークショップに出席いただき、課題を提出することを条件とし、あと条件の中に、参加の様子、

記録写真、あと提出課題など、今後の PR等、分析含めて活用の同意をお願いしております。 
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ワークショップの全体フローです。day1から 3までのワークショップ、3段階を考えております。途中

で自宅課題を挟んでまいります。全 3 回を通じて、家庭における和食の課題を day1 で発見してまい

ります。どんなことに課題を持っているのか。何が難いとと思っているのか。家庭での和食の継承の知

識を習得し、それも day1 の中でこういうことなのかということを分かっていただき、有識者の方々から

の提案等による解決策を身に付けていただいて、day2 と day3において実践する、やってみましょう。

やってみて、どういうふうに乗り越えたのかっていうのを、生活者の生の声で出していくっていうことを

実験してまいります。 

スクリーニング用のアンケートなのですが、上から①子どもの年齢②普段の食事の準備、献立づくり、

材料選び、料理等に課題を持っているかどうかを 5 段階で聞いております。できれば上 3 段階ぐらい

までで拾いたいと思っております。③料理は得意ではないという聞き方なのですが、得意でないほうか

ら上 3 ボックスを取っていきたいと思っております。4 番目、平日週 3 回以上は夕食を家で子どもと

食べている。働くママの場合だとだいぶ出てくるのですけど、パパの場合はちょっと難しいかなと思いっ

ております。あと、週 1回以上、お総菜ものや中食を活用していると。完全に自分で全部、料理してい

ない方の課題を拾ってみたいと。 

ワークショップですが、このようにいろんな方々にミックスして、テーブルに座っていただくこと考えて

おります。主催スタッフにもテーブルに入っていただいて、同じ生の声を聞いていただきながら、専業、

有職ママも、あとイクメンさんも、同時にみんなで課題っていうのを考えていきましょうと。メインファシリ

テーターは私と、サブファシリテーターは弊社の若いママさんに依頼しています。 

day1 のご説明をいたします。まず day1 の目的。知る、気付く。有識者、先生方の立ち会いの下、

参加者が和食文化の実践度やその阻害要因、今後の意向について検討していける場にする。吐き

出す場ですね。自分はなぜできてないのかってことを検討していただくということを狙っております。自

己紹介も踏まえて、まず事業目的を共有する。これをみんな共有していただき、フラットに話せる場づ

くりをした上で、わが家の食卓写真を紹介しながら、話を始めます。次に、ディスカッションに移ります。

メインのトピックスですが、理想と現実を拾ってまいります。その中のギャップを通して、何で理想がで

きていないのか、自分の中で理想にどんな壁を持っているのかを明らかにしてまいります。それを聞い

た上で、有識者の講義としてお二方、大久保先生に「家庭で見つける和食」、こういうふうに捉えたら

いいのだよって、知識をまず学んでいただくと。その後、女性農業者である竹川さんに｢全部頂く旬野

菜の力」というタイトルでお話をいただきます。今の時期の野菜を農家の方がどのようにして実際に頂

いているのか。例えば大根 1 本、こんなふうに使って、こんなにおいしいのよっていう捉え方の発見を、

気付きを得る場として講義を頂きます。その後、課題を提示いたします。課題、壁の発見、それと日

常、自分の中で和食について、もしかしたらもっとあるかもしれないっていう気付きを得た上で、自宅

課題、記録する、振り返りを 1週間やっていただき事務局に送っていただき、まとめます。 

続きまして、ワークショップ day2、1 月の半ばを予定しております。自宅課題の持ち寄ったものを基

に、どこが和食だったのかなと。前回の振り返りと写真日誌の共有をしながら、具体的に改善したいこ

とっていうのをお互いの状況を見合うことで、自分の家庭以外のところをシェアして広げていただけた

らなと。有識者のご講演として、「今日からできる家庭の和食」として、山脇先生にご講義を頂きます。
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これは実際にこんなことができるのですという手法を学ぶ講習のような形でお願いをしようというふうに

思っております。また、事業者事例紹介としては流通業者とか、ローソン様にこのようにして中食を活

用すると、またさらに幅が広くなるというようなことも気付きとしてご紹介いただけたらというふうに思っ

ております。最後に自宅課題を自分で作ってみようということにトライしてみようと思っています。言わ

れたことをやるのではなくて、これだったら自分ができるかもしれないってことを。これも先生方と途中

でご相談の上、作っていきたいのですが、おだし、こんなふうにとるのですよとか、例えばお豆が難しい

のだったら、こういうふうにできるのですよとか、そういう具体的な指示カードを並べて、その中から幾

つか、自分の自宅で「これだったらやります」という宣言の下、持ち帰っていただきます。それを実際に

実践した様子を、またあらためて写真と感想を聞いていきます。 

最後、day3はまとめの回、共有の回になります。これは、このワークショップ全体、全 2回と自宅学

習を通して、どう自分が変わったか。どんな気付きがあって変わっていったか。今までの場面の和食

はこうだったけれども、これからはこんなふうに楽しめるというふうに思いますと。もしくは例えばこんな

ふうだったら子どもと一緒に、こんなふうだったら旦那さんと一緒に、家族全体、一緒にできていくと思

いますっていうようなことを気付きとして頂く。ここが、実はここの検討委員会としては重要になってくる

のかなって思ってはいるのですけれども、例えばですが、パパさんがなかなか家庭、お料理を手伝っ

てくれないってママさんが言うのですが、パパさん側からすると、台所でやるとうるさいって言われると

いうのがあったりするのですが、パパはカレーを作るだけじゃなくって、例えばおみそ汁をいつも用意し

てくれるパパになってもらいたいとか、何かそういう生々しい声が拾えたらいいかなというふうに思って

います。 

アンケートもここで定量的に 20 名ではあるのですけれども、事前、事後でどう変わったかってことも

取ってきます。まとめレポートの項目案ですが、幾つか目標として立ててみました。ワークショップの発

言、生声から、若い世代の和食の理想像と現実のギャップを出していきます。また発言によって、日

常生活の和食をもっとどう浸透させるか。継承させようとするときのバリアーの整理。こんなことが実は

バリアーになっているのですねってことを整理してまいります。3 番目は、有識者とか先生方のご提案

により、若い世代の実践可能なアクション。こういうことして、例えば提示してあげるともっと動くかもし

れないねっていう仮説を出してまいります。自宅作業と行動変革の比較によって、若い世帯が和食を

実際に実践していく、生活に取り組んでいくために必要な行動を割り出してまいります。実践後のアン

ケートにより、参加前、参加後の定量的な変化を見てまいろうと思います。 

定量的指標の案ですが、和食の調理度。例えば 1 週間何回だったのが、何回ぐらいにやるように

なりましたってことですとか、子どもの喫食度、実際にどのぐらい食べるのかっていうこと。また、継承の

有無、和食のイメージがどう変わったかってことも含めて聞いてまいりたいと思います。 

簡単にスケジュールですが、Day1 開催が来週の土曜日と差し迫っております。そこで自宅課題を

提出してもらって、年を明けて、1 月 16 日に day2 開催を予定しております。1 月の末に day3 を開

催して、速報は 1 週間後、2 月の上旬にお出しできればというふうに思っております。最終レポートの

ご提出は 2月中旬を目指したいと思っております。 
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【熊倉座長】 

これができると面白い内容です。今、人はどのぐらい集まっているのですか。 

 

【ボイスビジョン】 

30 人弱ですね。会社員って答えてらっしゃる方と、無職およびパートがいて、ちょうど半々ぐらいで

す。先ほど申し上げたように、パパさんがまだ一人もいないので、NPO 法人に直接、メーリングリストに

流していただいたりしています。 

 

【山口委員】 

女性、主婦は本当にこういうのきちっとまじめに書いてくれたりいろいろするのですよね。男性もきち

んと書いてくれる人を使わないとデータにならないですよ。 

 

【熊倉座長】 

内容が、言ってみれば、和食を家の中で作るのが難しいので、どうしたら作れるようになるかってい

う話に集約していて、食べ方とか、食器とか、その辺のことについて、あんまり関心がないように見える

ので、できればそこも入れてほしいと思いますね。口中調味のことも含めて。 

 

【事務局】 

そちらに関しては、最初の大久保先生の講義のところで、調理やメニューだけではなくて、精神性と

か、そこのところも十分広げていただく予定でおります。 

 

【熊倉座長】 

山脇委員と大久保委員には大変申し訳ありませんが、どうぞ一つ、お付き合いくださいますようにお

願いいたします。これについて何かこうしたらいいというような注文はございませんか。大山委員のほう

から流通の方で一度、お話していただくと思いますけど。 

 

【大山委員】 

和食を作ると食べるほう、両方あるのですが、やっぱり食べる頻度をどれだけ増やすかなんですけ

ど、忘れてならないのは、和食は、本当に腹の底からおいしいというところに連れていかないと。おいし

くないものは皆さん食べないですから。そこを支えているものはやっぱり出汁みたいなところですね。再

発見してもらうための出汁の在り方っていうのは、和食の中でどういう位置付けになっていますか。そう

いう裏にある背景をしっかり説明して、じゃあ、家で作ってみようかというぐらいの有機的な関係が自発

的にできるようになればいいなって思いますね。家庭の中で父さんだけはみそ汁専門家だっていうぐ

らいになれるように。この中で気付いたのは、世帯の構成がそれぞれみんな違いますよね。4 人家族、

単身者、専業主婦、有職の女性。これは若いママさんもいらっしゃるでしょうし、単身者も。先ほどの

データ、1カ月に 1回っていうのは、それぞれ世帯の構成がどうなっているかっていうところも調べられ
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ると、多分和食の摂食頻度は違うのではないか。一人では作らないかもしれない。全部が全部、家庭

で作っていると思えないので、和食の継承とその保護という観点では、どれだけ摂取する機会を増や

せるかがキーポイントになってくると思う。 

 

【熊倉座長】 

今、生鮮食品を扱っているローソンのコンビニはどのくらいあるのですか。 

 

【大山委員】 

基本的に全部。生鮮三品と言われている野菜と、お魚と、お肉。 

話は変わりますが、軽減税率導入のときに和食は大チャンスかなと思っています。それは、生鮮三

品を購入する機会が増えるものと考えます。そうなれば大いに和食を家庭で作る機会が増えていくき

っかけ作りへと誘導出来ればと考えます。 

【熊倉座長】 

それでは、他にございませんか。それでは次の「ごちぽん」にいきましょう。 

 

【事務局】 

「ごちぽん」に関しましては、ごちぽんから説明していただきます。お手元の資料と投影資料のほうを

使ってご説明ということで。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をさせていただき

ます。本日の内容としましては、まず第 4 回の検討会の議論を経ての変更点のご説明と、第 2 に製

作経過の報告、第 3に効果指標をご説明させてください。 

前回の検討会を受けて、2点について検討いたしました。まず、開催時期は 2016年 1月 6日か

ら 1月 21日というところを、第 1部を 1月 6日から 1月 21日とさせていただき、第 2部を 1月 22

日から 2月 6日。第 1部ではゲーム企画を開催し、第 2部では投稿企画を実施します。これまでの

実績で、1 つの企画は 2 週間程度が適切であると考えておりますので、ゲームと投稿企画というこの

2部構成で、日程を分けさせていただいております。 

投稿企画に関しましては「ごちぽん」で紹介した郷土料理を実際に作って投稿してくださいという形

に変更させていただきます。投稿企画の賞品にもプレゼントを追加しますので、ユーザーの投稿意欲

を高めるような追加的な施策を検討していく形になっております。 

企画の具体的な流れになります。まずイベントで始める前に、和食文化についてのアンケートをさせ

ていただこうと思っています。それでゲームイベントを実際にユーザーに遊んでもらい、疑似的な食材

を集めて和食を作るという形で和食文化を知ってもらい、実際にゲームで遊んだ後、事後にアンケー

トという形でユーザーさんがどのような意識変化があったのかを調査し、その結果と事前アンケートを

比べて分析ができればと考えています。その次に投稿企画ということで、ユーザーさんに郷土料理を
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テーマに記事や写真を投稿してもらう形で考えています。 

ユーザー投稿については遊んで触れてもらった郷土料理を実際に作ってもらおうという形になって

おります。 

前回までの企画から変更した点につきましては、テーマを完全に郷土料理という形で、具体的なも

のに絞ってと変更させていただいております。またもう一つが、賞品をプレゼントするというところを、現

在、検討している状況でございます。 

製作経過の報告については、実際のゲーム説明画面と、料理を作る画面と、ランキングの画面と

いうところができております。 

効果指標については、イベントページのページビュー数、期間中のすごろくの回数、投稿数、アンケ

ート回答内容で、ユーザーの関心度、意識の変化が実際に分かると思っております。結果報告に関

しましては、第 1 部を第 7 回の検討会、全体報告を第 8 回検討会に報告資料を提出させていただ

きます。また第 6 回検討会（1 月 15 日）でも途中経過の資料を作成させていただければと考えてお

ります。以上、簡単ではございますが、第 4回の検討会を受けて変更点、ご提案という形になっており

ます。 

 

【熊倉座長】 

ありがとうございました。これについて何かご意見ございませんか。大体この 40 例ぐらいでいいので

すか。 

 

【ごちぽん】 

そうですね。各都道府県 1つずつということで、47個となります。 

 

 

 

【大久保委員】 

材料のうちこれだけそろわないとかあった場合、材料が違っている場合にそれでも良しとするかどう

か。 

 

【ごちぽん】 

皆さんにまず知ってもらって、作っていただくことが最初の段階かなと思っています。食材が若干違

うとかは許していただきたいかなと思っております。 

 

【大久保委員】 

郷土料理がハレの郷土料理と日常の郷土料理とが入ってきてるので、ひっつみだとか、しもつかれ

は特別な時期だけしか作らないとかあるので、難しいかな。何かに集約されて作られてしまうみたいな。

色々調べるからっていう教育効果って確かにあって、それが目的であればいいけれど。 
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【山脇委員】 

プレゼントは、どうやって決めるのですか。投稿していただいた方、全員にじゃないですか。 

 

【ごちぽん】 

ユーザー投票が入ります。ユーザーからの投票と私たちがその中で妥当性が本当にあるのかなと

いうところをまたご相談もさせていただきたいなと思うのです。 

 

【山脇委員】 

投票っていうことは、割とオープンな中で、自分の写真の人気があるとかいうのが分かる？ 

 

【ごちぽん】 

そういう形でございます。割と珍しい郷土料理を作っていただいたところを奇麗に写真撮っていただ

くと、票は集まりやすいのかなと思っています。 

 

【大久保委員】 

1人で何点もやって構わないってことですか。 

 

【ごちぽん】 

 はい。料理なので、何投稿もされる方がいらっしゃるかなと思っています。 

 

【山口委員】 

その後の解析の仕方のイメージが一つ浮かんだのですけど。例えば 47種類のメニューに差が出た

ときに、それが名前が分からなかったり、材料が揃わなかったり、そういうことの理由が読み切れれば、

これからの検証するためのヒントとして出てくる。ただ、当選するために、本当は分からないけれども無

理やり頑張ったりする部分は外して見る必要があるわけで、その分けた解析が要るような気がします。 

 

【山脇委員】 

ゲーム上はどれでも作れるわけですよね。イラストの材料を集めてくればいいわけですよね。イノシ

シの絵とかが出てくるのですか。それがめったに出てこない感じなのですか。ニンジンとかはいっぱい

あって、探しやすいってことですか。 

 

【ごちぽん】 

食材によって集めやすい、集めづらいものがあり、ユーザー同士で交換してもらいながら楽しんでも



 15 

らうという形です。 

 

【山口委員】 

地域名は出さないのですね。 

 

【山脇委員】 

県全体で食べないものもたくさんあるけど、それでも何県って出るのですか。 

 

【熊倉座長】 

あんまり地域を限定してしまうと、かえって難しいと思う。白みそ雑煮は方々で食べられる。地鶏の

炭火焼きに至っては全国で食べる。 

それから、皆さんに差し上げる賞品がまだ決して十分ではない。特に和食関係の景品がまだ集ま

ってないところがありますので、できたら何らかの形で提供を呼び掛けたいというお話がありまして、こ

の検討会の座長名等で商品提供のお願いというのをしようかと思っています。それでは、次に参りた

いと思います。和食文化のスコア化のほう、お願いします。 

 

【事務局】 

和食文化のスコア化について説明させていただきたいと思います。 

スコア化に関しましては、和食の基本的な性格を説明するツールとして位置付けたいというふうに

思っております。ユネスコ無形文化遺産に登録された特徴、有識者による整理、国民食生活実態調

査等を掛け合わせてスコアを作成していきたいと思っております。検討会のご議論ですとか意見交換

会、ワークショップでのいろいろな実証などを踏まえて、完成に向けての改定を重ねていきたいと考え

ております。 

次のページ、スコア化の位置付けと活用、ニーズについて、和食文化の特徴に基づいて、食材と

か調理方法、そういったものを数値化し、和食の核に近いものからその周辺にあるものを分かりやすく

明確に説明するための手法として考えております。和食の基本的な性格を説明するためのツール、

生活の中の和食度を示して、食とか和食文化に関して考えるきっかけを与えるためのツール、そうい

ったものを考えております。活用イメージに関しましては、和食文化の継承活動の現場において、和

食とは何かを示すツールとして活用するとともに、各人が食生活の和食度を測ってみて、自身の和

食への興味と理解を深める。そういった活動イメージを考えております。さらにはそういった継承活動

の現場でなくても、食生活に何らかの課題意識を持つ人が自らの和食度を測って食生活改善のヒン

トを得る。そういったところも活用イメージとしては考えております。 

スコア化の手法に関しましては、和食文化の構成要素を抽出して、スコア検証を可能なワーディン

グを実施、一般社団法人和食文化国民会議の有識者の議論を踏まえてスコア項目の妥当性を精

査、実際に食生活、さまざまな食シーンにおいてスコア化を試行という流れで考えております。将来

的には子どもが楽しみながら和食文化について学べるような子ども版のスコア化ツール、IT を活用し
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たもの、そういったものも課題として検討していくことを考えております。 

今回、具体的な項目案ということでお持ちさせていただいております。この和食文化のスコア化に

関しましては、和食文化の核になる食材、調理、作法等について 10 個の項目にまとめさせていただ

きました。古くからの伝統を色濃く残し、また現在にも通じる明治期から 1950 年代以前の和食文化

を中心に算出しております。これを使って、皆さんが日ごろ作ったり、食べている食事がどのぐらい伝

統的な和食にのっとったものでできているか。それを確かめる一助にしていただければということでこの

スコア化の項目を作っております。 

大きな項目としましては食材、調理、献立、食シーンの 4つから構成されております。 

食材に関しましては、1 つ目が日本の土壌、水が育んだ食材が使われているかどうか。具体的に

は米、伝統的な野菜、根菜類、きのこ、山菜、ナス、ネギなど。3つ目が豆類、イモ類。4つ目が魚介

類を置かせていただいております。それから季節の変化が生み出した食材が使われているか。具体

的には旬の食材が使われているかどうかというところを項目として設けさせていただいております。 

2 つ目の大きな項目、調理に関しては。1 つ目が日本独自の調理方法で作られているかどうか。

具体的なものといたしましては、刺身、あえ物、しょうゆやみそなどを使った煮物、その3点を挙げさせ

ていただいております。2 つ目、日本独自の調理道具で作られているかどうか。具体的なものとして包

丁、まな板、菜箸、お玉、おろし金、すり鉢。3 つ目は、下ごしらえをして作られているかどうか。1 つ目、

面取りや隠し包丁。2 つ目、水に浸す、さらす、洗う。3 つ目、酢や昆布で締める。調理の 4 つ目、日

本独自の加工品が、加工食品が使われているかどうか。漬物、乾物、魚の加工品、大豆加工品、う

どん、そば、そうめん、もち。それらを挙げさせていただいております。調理の 5つ目、日本独自の調味

料が使われているかどうか。1 つ目がおだし。野菜だしや魚介だし。2 つ目が発酵調味料。3 つ目が

伝統的な日本の香辛料。その 3つを置かせていただいております。 

大きな項目の 3 つ目、献立というところになっております。ここは具体的にはお米に合う献立になっ

ているかどうかというところを項目として置かせていただいております。主食が米である。米、汁、おか

ず、漬物がそろっている。食事に合わせて日本茶を、時には日本酒、和菓子などを取る。その 3 つを

挙げさせていただいております。 

最後は食シーンになっております。食シーンの 1つ目、日本の伝統的な作法にのっとっている。「い

ただきます」「ごちそうさま」とあいさつをする。お茶わんやお椀を持って食べる。正しく箸を使って食べ

る。ご飯とおかずを一緒に食べる。家族や友達と一緒に食べる。食シーンの 2 つ目は、日本の伝統

的な食事道具を使って食べているといった項目を置かせていただいております。具体的には、お箸、

お茶わん、おわん。この 3つを挙げさせていただいております。 

大きな分類としては 4 つ、その下に 10 個の項目を置かせていただいて、さらにはそこの下に 1 つ

から 5 つぐらいの具体的な項目といったものを提示させていただいて、項目案ということで作らせてい

ただいているものになります。具体的にそれらが果たしてどれだけ実際のところと合っているかどうかと

か、われわれの感覚とどうなのかというところを、試算例というところで下に説明を入れさせていただい

ております。 

引き続き、大山委員からローソンさんのお弁当などの取り組みについてご紹介いただきます。 
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【大山委員】 

和食の存在というものをぜひ観光に結び付けられないかなあと。それぞれ地域に根差した食べ物

はなぜその土地に存在するか、また食材と調理法を観光を通じて、訴求出来るものと思います。私ど

もは食品に健康要素１０項目を設定しておりますが、なかなか顧客に伝わっていないのが実情です。

例えば厚労省が推奨している塩分摂取量、成人男性だと 8 グラム未満にしています。このお弁当は

塩分相当量が大体 3グラムです。料理の先生に言わせると本当かなって思われるかもしれませんけ

ど、そこまで追求していこうと考えています。 

和食は比較的塩分が多いと言われていますが、日本は海に囲まれて、水産物の摂取量が多く、

それによって塩分が体外に排出されるという説があります。でも、やはり塩分は厚労省が言っている 1

日 8 グラム未満の指導をしています。この数値は世界的な基準に近づけていると思いますが、塩分

摂取の制限に加え、野菜、良質なタンパク質の摂取バランスが必要だと考えています。一方、脂質

の摂取については最近、シニアの方々の非常に関心度が高く、例えばオメガ 3など、そういったものを

和食の中にうまく組み込めればと考えています。 

発酵調味料については、和食の味の良さを醸し出す役割があります。和食そのものが美味しさと栄

養学的な価値をいかに伝えていくか、それが和食の保護や継承に繋げていけるように、組み込んで

いきたいと考えています。先ほど 47 都道府県の食材がありましたが、将来に渡ってこの食材がしっか

り伝承されていけるかどうかが非常に気になります。大切なことはカジュアルに和食を食べて健康に

繋がるというストーリーは無形文化遺産に登録された背景があったのかと推察します。 

我々が取り組んでいるふるさとのうまいシリーズ、これは丸 3 年になりますが、今まで 100 近く作り

上げてきました。地域地域のふるさとの素材をふんだんに使い、お弁当やおにぎりで表現しています。

例えば、秋田にはこんなものがあったのかと、東京の人たちに感じてもらうことも食材と食文化の発展

に繋がればと考えています。 

【事務局】 

スコア化のほうに戻らせていただきます。スコア化項目の検討点を記させていただいております。ス

コア項目について、適当であるかどうかということ。それから全てのスコアを共通ポイント、1 ポイントに

しているのですが、果たしてそれが良いのかどうか。国民食生活実態調査の結果も考慮しましょうとい

う話が当初にございましたけれども、そういったところをどのように考えていくかということ。 

それから今回、和食文化国民会議の先生にもご相談させていただいたのですが、やはり作り手の

みが判断できるものであったりとか、お弁当という外に持っていくものにやはりお汁を付けるのはちょっ

と無理ではないか、作り手のときに考えるスコアとか、何かそういった大きなくくりを作るご提案も頂いて

いるところがございます。食べ手のみのスコアとか、作り手のみのスコアとか、家で食べる、外で食べる、

何かそういったものが必要かどうか。 

 

【熊倉座長】 

別に満点がいいっていうわけではないし、矛盾しているところがありますから、満点なるはずないので
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す。ですから、別に二十何点取れば「やった」というものでもないので、むしろいろんな要素が入ってい

る方が良いのではないかっていう気がします。さっきのスコアの数え方見ると議論があって、和食定食

ですが、季節感を先取りした和食定食と言いながら、旬の食材が×になっているが、これは意識とし

ては本当は○になるのでしょうね。だから、もうちょっと丁寧に見ていくと、こんにゃくのからし酢みそあ

えじゃないですか。調理スコアの 7 のあえ物は○になるわけでしょ。そういうふうに考えていったときに、

一応の目安としてこれでいけるのかなという。大体見ていると、16～17 ポイント取れば、かなりいい線

いっているという感じですよねだから、10ポイント以下がちょっといかがなものかという、14～15ポイン

ト以上になるとかなりいい和食食べているなと。 

 

【山口委員】 

食材は、今のローソンさん、おっしゃられたように、食材の名前じゃなくて、日本産の食材じゃなきゃや

っぱり駄目なのですか。 

 

【熊倉座長】 

そこが一番大変なのですけど。 

 

【大山委員】 

サバでも、青森産のサバを使って。普通だと舶来品使った方が安くて、都合がいいのですけど。こ

だわったりすると、どこまで伝えるかですね。 

 

【大久保委員】 

こだわるのはお店として十分 PR 価値もあるし国産化思考も、皆さんの意識もあると思うのですね。

だけど、普通の人がスコアを使ったときに、、日本の土壌に合ったような食材だと、この大豆もみんな

国産でないと駄目だ、みたいな意識になってくると、スコア付けが厳しくなってくる。 

問題はこのスコアをどこでどう生かすのかっていうことで、調査する側の人たちが判断するのはいい

のですけど、普通の人たちが、食事の和食度をスコアで判断するのはちょっと無理では。 

 

【熊倉座長】 

別に無理でいいと思うのです。やっぱりこれをきっかけに国産かどうかって意識してもらう。やっぱり

和食っていうのは国産化が大事。 

 

【大久保委員】 

では、どういうふうに伝えるのですか。多分、放り出してしまうと、われわれが思ってる以上に神経を

使って、思考が極端に固まっちゃう人がいる。スコアが学校教育とかそういうところに入っていくと、食

育っていう形で、お宅の給食は何ポイントですみたいな感じになってしまうのはちょっとまずい気がする

んですよね。 
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【熊倉座長】 

要するに去年の検討会の課題は、和食の定義で、どうやったら和食の枠組みを、そのときの料理

の中身だけじゃなくて、そのシーンも含めて考えるときの判断基準を作りたいというのがこれなのです

ね。だからわれわれが、これは和食ですかって言われたときに、ポイントを示して、これですから、こう

いう、和食度としてはこの程度のもんですと示す。例えばこれでたこ焼きやったら、かなり和食ポイント

は下がるなど。 

 

【大久保委員】 

食事全体としてのポイントと、単品のラーメンとか、そういうポイントと。すしは絶対に小さくなる。カウ

ントしなくても分かるわけじゃないですか。 

 

【熊倉座長】 

それは食事として考えたときの話で、1品ずつの料理そのものについて使うわけではないのです。例

えば今日はお好み焼きで済ませようというときには、それはちょっとやっぱり和食文化とは言い難いだ

ろうというふうに。 

 

【大久保委員】 

手づくりだといろんな素材を入れてやるので、上がる可能性も高い。 

 

【熊倉座長】 

それは分かりませんけども、要するにこれは和食ですかって聞かれることが多いわけですよ。です

から、和食文化というものを勧めるためには、和食の概念をどうやったら提示できるか。そのときに一

汁三菜ですとか何とかいうことではなくて、こういうふうなスコア化することで、あなたの食べているそれ

はこのポイントですという一つの目安を示すことです。 

 

【大久保委員】 

それはすごく分かるのですけど。そうすると、今回、この会議で、これが発表されてしまうと、やっぱり

もうちょっと中を書いていかないと、誤解が起きかねない。 

 

【熊倉座長】 

ですから、そのために今日は皆さんのご意見を頂戴したいと考えています。 

 

 

【大久保委員】 

和食の、例えば旬がよく分かるのですけど、現在の生活が旬を超えちゃってるじゃないですか。そこ
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がすごく難しいっていう感じがしますよね。例えば下ごしらえで面取り、隠し包丁っていうのは果たして

必須条件なのですかね。 

 

【熊倉座長】 

そういうご提案をいただいた上で、試行錯誤してやって、一番極端な場合、結局これは使えないよ

ということなど、いろいろな形があると思うのです。でも、試行するといろいろ面白い結果が出てくるので、

案外、発見には繋がるのじゃないかと。 

 

【大久保委員】 

私たちが理解するうえで、この項目を考えることにすごく意味がある。 

 

【山脇委員】 

加工食品と調味料は、調理のとこに入っているのが本当にいいのかどうか。調理のところと食材の

ところが混乱している感じで、調味料は調味料だけで。出汁は調味料なのか。 

 

【熊倉座長】 

発酵食品は調理の中に入ってるんですね。 

【山脇委員】 

食材は生鮮品ってことですよね。調味料とかは何か単独にしてもいいような気もしますけど。 

 

【熊倉座長】 

そういう考え方もあるのですね。ですけど、調理の調味料と調理は違いますから、恐らくここは分け

てもいいんだと。 

 

【山口委員】 

昨年は最終的に農林水産省の結論としてパンフレットができましたよね、あの中に、同心円で表現

するというのがありましたけど。あの同心円の考え方が非常に大事だと思うのですね。スコアっていう

言葉ももしかしたら使わない方がいいような気がするのだけど、つまりスコアと言った途端に番号になり、

番号になった途端にさっきお話になったような、ぎりぎりと何点以下だとか、何点以上だとか、そういう

話になっちゃうんですよね。ですから、そうではないと。最初のスコア化の位置付けと活用イメージとい

うタイトルの一番最初のところに、和食の核に近いものから周辺の和風までって書いてあるわけですけ

ど、これを表現するとしたら、やっぱり同心円なんですよね。それで、分かりませんけど、仮に例えば和

というのが茶色だとしたならば、その茶色は中心の部分ですごく濃くなってて、それで周辺では薄くな

ってると。これを単独のメニューについてやれば、今、ご提示いただいたような要因の多いメニューほ

ど濃い茶色のほうに表記されると。それから、ラーメンだのは周辺部分に来ると。だけど、その単体メ

ニューでも、それにチキンスープじゃなくて、しょうゆラーメンだったり、みそラーメンになってくると、少し
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濃い茶色のほうに 1つ 2つ寄ってくるわけですよね。 

 

【熊倉座長】 

それが表示するのが大変難しいのですよ。 

 

【山口委員】 

今のは単一メニューの話ですけど、われわれは和食文化を考えてるわけで、その単一メニューで

周辺だとしても、それにおしんこが加わったりするとどんどん真ん中の濃いとこへ行くわけですよね。そ

ういうふうにこれを考えると、何かすごく幅があり、濃いところと薄いところがあって境界線がないのです

よね。その考え方を伝えないと駄目で、スコア化で数字をカウントするっていうと途端に境界線ができ

始めてしまう。 

 

【熊倉座長】 

逆に境界線がないっていうところをスコア化で表現しよう。つまり同心円は、食材だとか、他の各要

素で同心円を描くと、ある程度奇麗に濃い薄いが出てくるんですが、問題はこの組み合わせなんです

ね。だから、同じ食材でも、この要素と組み合わせたときは和食度が高くなる、っていうことをスコア化

しようということなんですが、同じひき肉を使っても、それが和風の調味料と組み合わさったときにポイ

ントが付いてくるというような形で、この組み合わせを表現するのにこのスコア化が便利ではないかとい

う発想なんですね。そのときに、今のポイントで言うと、30ポイント辺りが一番高いわけですが、30ポイ

ントに近ければ和食度が高い。ゼロに近ければ低いという、その程度の話だと思います。ですから、こ

こから和食です、ここから和食じゃないという話ではないと。 

そういうふうに、われわれの日常の食を考えたときに、大体、固まりとしてどの辺に固まってくるのか

なっていうのをもう少しこうしてみて、われわれの食生活そのものの和食度っていうものの大体の固ま

りが見えてきたら、この辺が一つの目標だろうということで。和食度の非常に濃いところを目標にしても

しょうがないと思うのですね。その中間的なこの辺が今の現在の和食度としてはあり得るのではないか、

というふうな一つの目安にこれがなればいいんじゃないか。そういう感じです。 

 

【山脇委員】 

スコア化がいいかどうかっていうことを置いておいて、具体的に、前向きにやっていくとしたら、和食

文化のスコア化ではなく、例えば和食献立のスコア化とかではどうか。 

 

【熊倉座長】 

献立だと駄目なのです。 

 

【山脇委員】 

この調理道具の辺りなどは、本当に必要なのか、とか。 
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【熊倉座長】 

 箸を使うってことは和食文化の非常に大事なポイント。 

 

【山脇委員】 

ですよね。でも、季節の器であったりとかっていう部分はスコアに入ってこない。 

 

【熊倉座長】 

それは今度の調査で分かったことですが、季節の器を使うのはほとんど皆無なのです。それをポイ

ントに入れても意味ないのです。 

 

【大久保委員】 

仕掛け方ですね。おかしいけど、スコアでそういうのを出せば、食器屋さんが工夫するようになる。

例えば福井では給食にまで漆の食器を使っています。 

 

【熊倉座長】 

漆を使うのは季節と関係ない。 

 

【大久保委員】 

子どもたちに絵を描かせています。 

 

【熊倉座長】 

それは季節で変えているのですか。 

 

【大久保委員】 

給食では変えられないのだけど、見せてるわけですよ。そうすると将来的に家庭でもそれをつかうよ

うになるのでは。スコア化で業界が仕掛けるようになればと思うのです。 

 

【熊倉座長】 

それは、先程の大久保委員の話とまさに矛盾するのですね。今、家庭ではどういう和食を求めてい

るのかっていうことを我々が考えることと、家庭の和食をもう一つ上のところへ持っていくのかっていう

こととはちょっと違うわけです。 

 

【大久保委員】 

その２つを少し重ねた方が良くないですか。 
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【山脇委員】 

30 代の女性が私の教室とかも多くて、私の本、買ってくれている人も多いのですけど、例えば箸置

きとかだと、少なくとも私の教室にいる 900人の中には、家にない人は絶対いないと思います。 

 

【熊倉座長】 

箸置きを入れたらいいっていうのはあると思います。 

 

【山脇委員】 

季節ごとに器をちょっと変えているとかっていうのは、そんなに誰もやってないのかもしれませんが、

それでポイントが上がるのであれば、入れてあげてもいいのかなっていうことになれば良い。 

今、写真を撮って自分の料理を上げるっていうのがすごくはやってますけど、ああいうのを見てると、

和食の和で 1 プレートっていうハッシュタグがあるんですけど、1 プレートで和食なんですけど、かなり

みんな努力して、春はチョウチョの抜き型で抜いてみたりとか、本人たちにとって和食に近づいている

っていう、何か近づき方が昔からの近づき方と多分違うのだと思うんですけど、スコア化にそういう要

素も入れてあげると良い。スコア化をやってみたら 10ポイントにしかなんなくて残念となるより、みんな

がちょっと取り入れやすい要素も含めていければ。 

 

【村上委員】 

和食文化をどういうものか掴むということと、「和食」が無形文化遺産になったが、そもそも日本人

全体の「和食」の保護・継承が危うくなってきていることへのばね付けをどうしたらいいかっていうことと、

2 つ、議論する中で、考えが混在するのですよね、どうしても。そもそも、去年がボリューム 1 だとする

と、今年はボリューム 2 で、今年度の到達点がどこまでなのか。和食文化とはどういうものかということ

を掴む、ということをボリューム 2で成就するっていうことだと思うが、その辺ちょっと分かりにくい。 

 

【大山委員】 

せっかく国民食生活の実態調査をしたので、もう一度日本の食べ物、すなわち和食文化ってもの

がどういうものなのかということ、再発見させていくべきだと思います。それは各地域に根ざして、いろ

んな食べ物が伝統的に受け継がれて、食に対する美的感覚、文化があって、かつそこには日本人の

精神が入っているというものを包括して総称したものが和食だということを海外や日本人に認識せしめ

る為に、和食の良さの啓発をしていくという根源的な意味合いがあるのかなと思います。 

もう一つは、日本人の寿命が長いのは何故か、そこには食べ物に由来する色々な健康要素がある

ものと考えます。日本の食文化は、実は翻って、日本人の健康寿命を支えているものだと捉えていき

たい。毎日毎日 1 時間もかけて満員電車にストレスためながら、でも、なぜ日本人はそんなに寿命が

長いということを分析すると、何か意味があるのではないかと考えます。大切なことは、若い人たちが

どうやって日本の食文化、すなわち和食の良さを再認識してもらい、それを継承していくかが大切でこ

の検討会の趣旨にもなっているものと思います。 
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日本の食糧自給率の議論がありますが、もっと本当に良い食材をこの日本国内で作っていけるよ

うな、土壌が必要だと思います。和食の存在と、日本の食糧の自給率との関わり合いを深く結びつけ

ていけば、そこに大きな価値があるものと思います。 

【山口委員】 

先ほどの表現ですけど、つまり同心円が望ましいのだって言いましたけど、それでこの表現のように、

家庭料理だけカバーすればいいんではやっぱりなくて、京都の老舗料亭の純和食も含まれてる必要

があると思うんですね。その全部がカバーされていて、それでより和風度の高いものをわれわれは目

指してくと。あるいは非常に足りない人は少しでも増やしてくという考え方が要るわけです。 

さっき野菜なんか出ましたけど、国産のものとそうでないもの。和風料理に使う野菜が中国から入

ってきても、それは安全性の問題であったり何かする話ですから、国産でももちろんいいです。だから、

同心円でいったらば、国産のほうは少し同心円に近づくと。中心に近づくと。そうでない野菜は 1 つ周

辺にあるというような考え方の積み重ねが必要で、そうすると例えばどこのうちにも四季の食器なんか

あるわけないよって、その通りだと思いますけども、しかし、料亭にはあるわけですよね。ですから、や

っぱりあのほうが和風の雰囲気はできるわけですよね。ランチョンマットだ、何、全てを、掛け軸まで含

めて、全部がいけば、これはものすごく濃いものになるわけです。ということは、全部、包含する必要が

やっぱりあって、それで薄いところから濃いところへいくと。できるだけ周辺のやつは一歩ずつ濃いとこ

ろを取り込んで、われわれは和食文化を、どんどん希薄になっているから濃くしようよという運動だとい

う 

これから海外にも出てくわけですけど、海外に行ったときに典型的な家庭料理が、これが和風だっ

ていうのも一つ大事ですけど、われわれはすごくよくそれをやっているっていうのも大事ですけど、だけ

ど、これを磨きに磨き抜いたらば、フレンチの王宮料理に匹敵するような、あるいはそれ以上のものが

ここにあると。それはやっぱりこれからグローバルな人たちに完全に理解されるわけです。 

文化をそういうふうにやっぱり考えるべきで、そうするとやっぱり同心円で。それとスコア化について

は、何で同心円のここに位置付けられるのだという話になったときに、後段で話があったような、こうい

う要素を入れ込んでいくとこれ、20 点から 15 点ぐらいのとこだと、この中間辺りに来ますよねと。だか

ら、ここなのですよと。京都の老舗のやつだと、それ、積み重ねていくと、もうちょっと高くなっていく。国

産使えば、少し真ん中にいくのですよと。そういう組み立てじゃないかという気がするのですよね。 

 

【熊倉座長】 

そういうことだと思います。ですから、さっき国産って限定しちゃうのはまずいということであれば、国

産使ったときは 2 点にするというふうな、そういう形でもいけると思います。ポイントが上がるというね。

そういう形でいろいろできると思うのですが、非常にこれは機械的な話なんです。こんな機械的なこと

をする必要があるかっていう前提でおっしゃっていられるのだと思うのですが、今、若い人は、和食っ

ていうことの概念がないのです。和食も洋食もないのです。ですから、和食って何かって、そもそも考

える材料がないので、こうやってみると和食っていうのが見えてくるのじゃないかっていう、そういう単に

一つのツールだという程度だったんです。 
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この件については、引き続き次回に、課題を残すことにいたします。 

 

【事務局】 

資料の先を説明いたします。先ほど村上委員のお話にも通じるところだと思います。和食の保護継

承として、伝統的な和食を守り、継承していくことは十分重要だと事務局のほうでも考えております。ス

コア化に関しては、その気付きを促す非常に重要なツールとして、今後も精査していきたいというふう

に思っております。 

一方で、伝統的な和食を継承していくことだけ続けていくということは、さまざまな社会情勢の変化

等により、現実等との乖離が増して、理想と現実のギャップができていくのではないかと思っております。

私たちの生活に根付くことができる形で、伝統的な和食の要素をいかに分かっていただいて組み込ん

でいくか。そういった視点を持って、伝統的な和食の要素および和食の精神を継承していくことが非

常に重要ではないかなと思っております。先ほどの大山委員のお話にもありましたけれども、健康志

向の高まりとか、過疎、地域社会の希薄化などの社会課題の解決にも、実は和食文化の要素という

ことは非常に活用できるところでございますので、そういったところを「和食」の保護・継承でも促すこと

はできないかといった視線も必要ではないかなというふうに思っています 

食のグローバル化でいろいろな料理、食材が入ってくる。そういったところでも、和食の重要な要素

を生かすことによって新しい料理が生まれたり、新しい組み合わせが生まれたり、そういったところもあ

るかと思います。家庭環境の変化によって、コンビニエンスストアのお総菜を使って一汁三菜が作れ

る。そういったところも和食の要素を知った上だと実現できることだと思います。 

健康志向の高まりというところで、もともと動物出汁だったラーメンに和風を入れることによって健康

志向が高まる。和食というのは非常に価値がある。そういったところを若い方々にも伝えていくことはで

きないかなというふうに思っております。 

以降、簡単な参考となるようなデータとか、参考事例ということで和食給食応援団の事例ですとか、

鶴岡市が出している鶴岡おうち御膳のご紹介、ローソンさんの「郷土のうまい！」シリーズの開発、発

売のご紹介といったものを付けさせていただいております。 

 

【熊倉座長】 

ひとまず今日の議論はこれで終了ということにいたします。でも、何かようやく皆さん、エンジンが掛

かって非常に内容に関わるご議論をいただきましてありがとうございました。次回、1 月 15 日というこ

とで、またご予定いたしますようによろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

 

【事務局】 

ありがとうございました。 

スコア化やワークショップのことなどご相談させていただきながら、次回 1 月 15 日の第６回検討会で

議論を深めたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 
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