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第 7回 「和食」の保護・継承推進検討会 

 

日 時：平成 28年 2月 5日（金）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、小山委員、村上委員、山口委員 

 

【事務局】 

時間になりましたので、第 7 回「和食」の保護・継承推進検討会を開始させていただきます。事務

局を務めさせていただきます勝又です。よろしくお願いいたします。資料の確認をさせてください。一

番上に議事次第が、その下に資料1から6、参考資料として1から4です。不足など無いでしょうか。 

 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

場開拓課和食室の勝野室長にごあいさついただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【農林水産省】 

皆さん、こんにちは。2 月 1 日付け、今週から和食室長ということで拝命いたしました勝野と申しま

す。私、まだ食料産業局企画課というところにも籍がございまして、TPP とか国際問題も担当させてい

ただいております。兼務ということで、両方のお仕事をしっかりやらせていただこうと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 十数年前、食育基本法という法律ができた当時から、食育の担当をさせていただいておりまして、

実はその前から農政局という出先にいたころに、出前授業というのを始めまして、それこそ出汁当てク

イズとかも自分で考案してやっていたり、そういう小学生、保育園の方とか、大学生、大人の方まで、

いろんな方にどうやって食について関心を持っていただけるかということを日々考えて仕事をさせてい

ただいているので、今回和食室ということで大変ありがたいお仕事に就かせていただいたなと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 そんな中、この検討会、あと 2 回で終わりだということで、だいぶスキップしてしまったのですが、何と

か皆さんに追いつくようにしたいと、これまでの協議を見させていただきたいと思います。継承策の試

行、検証ということで、ワークショップをずっとやっていただいていたと伺っております。1 月 30 日に最

後が終了したというふうに聞いておりますが、子育て世代のお母さま方、お父さま方に、いろんな活発

なご意見をいただいたということで、アイデアも案とかも拝見をしまして、非常に皆さん発想が豊かだな

あというふうに拝見させていただきました。講師を務めていただいた大久保委員、きょうご欠席ですが

山脇委員には大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 また、和食文化のスコア化ということで、若干皆さんのご議論で名称が変わったということで、チェッ

クシートということで、今回資料にもチェックシート活用方法ということを提案していきたいということで打

ち出していただいているかと思います。こちらについても、より現場で使いやすいものになるように、皆さ

まとより高めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと 2回ということで、私は最初から議論に参加できなくてとても残念なのですけれども、あとの 2回
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を十分に活用していただいて、より良いものを出していただければと思います。簡単ですが、私のごあ

いさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

勝野室長、ありがとうございました。それでは、委員の方の出欠を確認させていただきたいと思いま

す。座長の熊倉委員、50 音順に大久保委員、大山委員、小山委員、村上委員、山口委員。本日、

高木委員、高橋委員、堀口委員、山脇委員におかれましては、ご欠席です。それではここから座長、

進行のほう、よろしくお願いいたします。 

 

【座長】 

お忙しい中、お出かけいただきましてありがとうございます。いよいよ最終的な状況に入ってまいりま

した。今日は恐らく最終的な方向、まとめをする方向でお話を進めてまいって、次回にその結果でき

上がってきました最終報告案というものをチェックしていただくということですので、かなりまとまった形

で今日は提案されておりますのでご理解いただきたいと思います。この検討会は、一つは 1万人規模

の国民食生活実態調査、それから普及啓発のためのスコア表と、ごちぽんということで、そして具体

的な問題点を明確にするためのワークショップ、という一連の作業をしてまいりましたが、それがほぼ

全部作業として終わったというところであります。その資料の説明からきょうは始めたいと思います。そ

れでは、早速資料の 1からお願いいたします。 

 

【事務局】 

 資料の1の説明をいたします。前回の議論と今回検討いただく内容について、まとめさせていただい

ております。 

まず和食の文化のスコア化についてです。タイトルに関して。タイトルを「和食のスコア化」とすると、

結果としての数字だけが一人歩きしてしまうのではないかといったご意見をいただきました。また、前

文について、前回事務局案として箇条書きのものを提案させていただきましたが、もう少し考え方や

哲学のような要素が入ったほうが、こちらの伝えたいことが分かるのではないかといったことがございま

した。さらに活用方法について、毎食ごとに使うのか、一日一回なのか、どういったことを推奨していく

のか、といった議論がございました。 

 それらに対して、今回タイトルについて、再度検討させていただきまして、提案したいと思っておりま

す。また前文に関しましては、座長のほうでも検討いただきまして、今回新しい案をお持ちしておりま

す。 

活用方法につきまして、チェックシートはどのような場で使っていくのか、チェックシートを使ってもらう

ために、どのような活動を行うのか、そういった議論、ご意見もございました。それに対しましては、ま

ずは和食文化に関する広報、普及イベントなどで活用して、組織的に活用を促すためには、教育の

場というところも連携すべきではないか、といったところがございました。また、積極的な発信として、テ

レビやウエブなどの活用もあり得るのではないか、そのようなご意見もいただいた所でございます。 
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 続きまして、和食文化のスコア化、チェック項目などについてです。 

1 つ目は、肉についてです。項目にお肉を入れてはどうか。お肉は和食に入っているので、排除し

ないほうがいい。かしわ、鳥というのは伝統的に食べてきている地域がある。クジラなども伝統的に日

本で食されている、いったご意見をいただきました。今回、食材、調味などの分類に肉をどのように入

れていくのか、排除しないかということで検討させていただきました。 

 2 つ目、和食文化の精神として、ものを粗末にしない、自然に感謝するというのがございますので、

そういったところもぜひ入れてほしいといったご意見。今回、作法の中に追加するということで、進めさ

せていただいております。 

 3つ目は、だしについての記述。更には、項目数は区切りが良いほうが使いやすいのではないかなど

です。 

次は、継承策の試行・検証のごちぽんに関してです。実施の結果として、和食文化の継承策としてど

のような効果があったのか、数字的以外の側面からの報告を、とのご意見がございました。今回その

ような視点での報告をさせていただきたいと思っております。 

 報告書の案に関しまして、今年度作成したツール、手法等を具体的にどのように展開するのか、方

向性を示す必要がある。更には 26年度事業で継続案件であった和食文化の概念をより明確にする

ためにスコア化を行ったことについても記載すべきである、というところがございました。こちらは報告書

案に盛り込みさせていただきまして、後ほどご議論いただきたいというふうに思っております。 

 次は、和食文化の継承の対象についてです。子育て家庭や子どもへの継承はもちろんのこと、今後

の日本の人口構成などを考えると、シニアも重要な対象であるというご意見をいただきました。今回、

来年度以降の方向性として、国民全体を対象にした情報発信についても検討していくといった内容を

盛り込んでいます。前回の議論に関しましては以上になります。 

 

【座長】 

ありがとうございました。今日は継承策の試行・検証、スコア化の新しい提案、報告書をどういうふう

にまとめるか、こういう点が議論していただくことになるかと思います。次に、継承策の試行検証につい

てお願いします。 

 

【事務局】 

資料 2を用いて継承策の施行・検証について報告させていただきます。まず、ワークショップについ

てです。12 月からスタートして無事に 3 回終えました。ワークショップの実施前と後の和食や和食文

化についての継承についてです。事前の実態値は、参加者 18人の中で 12人が伝えていますと、答

えています。3回終了後は、意向になりますので、単純には比較できませんが、16人中16人全員が

伝えたいというふうに答えています。和食について周りに伝えていることは、事前は、家庭料理やだし

の取り方、みそのつくり方、和食が健康にいいなど、具体的なメニューや調理のことが中心でしたが、

事後は、和食のエッセンスやマナー、それから素材の生かし方、旬、だしの取り方、日本食の良さなど、

精神性などにも深まったのではと思っております。次に事後のアンケート結果です。ワークショップ 3回
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に参加して、「正しい知識を得ることができた」「和食文化について知りたいと思った」「和食文化を楽し

みたいと思った」「和食をつくりたいと思った」「和食を食べたいと思った」、いずれも「そう思う」との回答

が非常に多く出ております。またワークショップの内容についても高い評価が出ております。 

次に、ワークショップの内容について報告をさせていただきます。今回のプログラムは 3 回で構成さ

れており、第 1 回で知る、気付くということをしていただき、自宅学習をして記録する、振り返る。第 2

回に試すということで山脇委員の実演があり、それを家庭に持って帰っていただいて、実践カードを使

って、自宅で試してみる、最後に第3回で、どういったことをしたらさらに和食文化を家庭内で楽しめる

かといったことを共有しました。今回用意した挑戦カードは9種類あります。内容としては、旬や素材に

向き合うこと、だし、下ごしらえ、一汁三菜などの型、作法の意味、お惣菜もので全てそろえる、器、彩

りなどです。1 回目、2 回目で皆さんから出てきた課題を、挑戦に変えてカードをつくり、皆さんに挑戦

していただきました。挑戦へのポジティブな感想というのを書かせていただいております。旬の素材を

買った方については、いつも価格やボリュームで選んでいて旬はほとんど意識していなかったけれども、

旬と向き合うことによって、おいしいとか、実は安かったみたいなことも分かった、ということがございま

した。更には、自分がこういう経験することによって、自身の母親の食材に対する姿勢をあらためて考

えた。また、近くの JA に初めて買い物に行ったということで、新しい発見の場があったということなどが

ありました。 

 型、下ごしらえを挑戦した方々に関して 3 つ目の枠でございます。型があると、明日、明後日のこと

も予想をつけて準備ができた。もっとおいしくする、忘れていたコツを思い出した。ちょっとした工夫、大

変だと思っていたのだけど、ちょっとした工夫で実は何とかなるということを思い出したということ。作法

や型として決まりきっているものと思うことが難しい、面倒なイメージにしていたということで、発想を逆

にすると実はその先のことが楽になるみたいなことがありました。 

 家族の反応については、いつもの料理なのだけれども彩りなどに少し気を使ったことで、子どもたちと

の会話が出てきて、実は和食文化というのを取り入れるだけで会話がはずむ、そういった言葉もござ

いました。少しがんばると結果としてお箸使いも丁寧になるといった意見も出てきました。また、「おいし

いね」と子どもの表情が変わった、産直野菜を今回初めて購入したことで、子どもが自らお野菜を運

んでくれる、下ごしらえということを教えたことによって、それをゲーム感覚で今の子たちは楽しんでや

るのだということが分かったということ。「色がいっぱいできれいだね」みたいなことを言ってくれること。

またこれまで普段の食事の準備はなかなか肯定されることが少ないけれど、とても喜んでくれた、応

援してくれたということを答えられる方もいらっしゃいました。 

 逆に、ネガティブな反応としましては、苦手なものはやはり、味を想像して食べてくれないということ。

千切りとか下ごしらえという話をしたとき、全く意味も知らない、そういうことに自分が気付きました、とい

ったことをおっしゃった方もいらっしゃいました。また毎日お手伝いをやらせてないので、今回「やって」

と言っても、もう真っ向から拒否されてなかなか進まなかったというお話もありました。また自分自身は

味の良さ、旬の良さというのをとても感じておいしいと思ったけれども、子どもはそこまでの感想には至

らなかったというところもありました。 

 今回 1カ月半で 3回実施しましたので、まだまだ兆しというところなのですが、次のページでまとめさ
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せていただいております。1 つ目が、和食のとらえ方の変化の兆しとして、面倒とか地味ということが思

い込みであると。和食は面倒とか地味というふうに皆さん思っていらっしゃる方がほとんどでしたが、実

はちょっとした工夫で意外と簡単になるとか、1 点を華やかにすると地味さはなくなる、ちょっとしたこと

でそれが変わっていくのではないか、そういった兆しが見えました。また手間と思うかどうか、和食はと

にかく手間がかかるということを皆さんやはり最初はおっしゃっていたのですけども、実は本当においし

いと思えることのためなら、少しのことは手間ではないということ。子どもが食に対して無関心、苦手と

言っていたところを、今までスーパーからすぐに冷蔵庫に自分が食材を入れていたことを、産直野菜

の野菜を玄関に置いておくと、子どもたちが実はその食材に興味を持って運んでくれるとか、「これは

何のお野菜？」と聞くなど、食材との接点を増やすことで変わっていくというようなことが分かった、とい

う方もいらっしゃいました。また会話が非常に増えたということもおっしゃっていました。 

 今回ワークショップには 20 名弱の方が参加していただきましたが、やはりワークショップ手法の限界

もございます。1つ目としては、意識の低い層には届かない。今回 Facebookやローソンさんの会員へ

のメールなどでの募集告知をしましたが、参加希望される方はかなり意識が高いです。また 3回体験

していただいて、意識は変わったのですけども、例えば良い食材はお金がかかる、日曜日はできない、

子どもも忙しいので強制できないなど、社会環境が変わる中で、どうしても残る壁はありました。また郷

土の料理などを伝えるためには、ワークショプだけでなく、現場に行くなどが必要でもあります。 

 今回のワークショプからの発見ということで、家庭で和食文化度を高めるためのポイントを５つ整理し

ています。1つ目のキーワードが「知る」です。和食の型、作法は面倒なのではなく先人の知をきちんと

知ると実は後が楽、合理的であることが分かります。次が「触れる」。今回、旬の野菜や地域独特の

産物、JA などに行って丸のままの食材に触れたということがかなりの触発になっております。それから

「覚える」です。今非常に便利な調味料とかございますけれども、もともとの味、昆布からひいただしで

あったりとか、天然の魚であったりとか、原点に近い味覚、そういったものをきちんと体験させることが、

子どもにとっても大人にとっても重要だということです。4 つ目は「探す」です。食材、器、味、季節の探

求、幅広い和食文化の中から、人からでなく、自分がやりたいこと、自分ができることをまず探そうとい

うことです。最後に「話す」というキーワードです。今回ワークショップを通じて、皆さんおっしゃっていた

のが、家庭の中、お店の方、地域の方や学校、様々な場面で会話が増えたといったことがございまし

た。食の話で会話をするのは女性が多いですが、和食に関して会話がはずむということが、その後の

やる気にもつながるということで、話すということも続けていくためには非常に重要であると考えておりま

す。 

 次に一般に今回のようなワークショップを展開していく際のポイントを整理しました。 1 つ目は参加

者の食体験が分かること。事前のアンケートや課題提出などから、参加者の課題や意識を事前に把

握しておくことです。２つ目は、共感性を意識した臨場感、双方向対話があること。今回講師の先生

方と参加者の方々が、目線を同じにして議論をしたり、教えていただくということができました。それか

ら、自分ごととしてとらえ直すきっかけがあること。和食というと、概念的には絶対良いものだと思って

いるのですが、それを自分として置き換えるとどうなるかということは、なかなか考える機会がなかった

ということが発見としてもありました。そういったきっかけをワークショップの中でつくることが重要だと思
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っております。 

最後のページに、ワークショップの最後の回で、参加者の方々から出てきました、和食文化をもっと

楽しむためのアイデア集というのを紹介しています。自分が和食文化をもっと広げるため、日本人がも

っと和食文化を楽しむためにはどんなことをすればいいだろうかを考えていただきまして、全員の前で

発表していただきました。その中のアイデアとして例えば、学校給食和食ランキングを発表して学校に

習いに行くや旬の素材見学ツアー、和食の食器つくりなどがありました。以上がワークショップの速報

になります。 

 引き続き、ごちぽんの途中経過報告のご報告です。今回、郷土食をテーマにスマホアプリを活用す

ることによりゲーム参加者がどのような意識や実態変化が起きるのか、それを検証するために行いま

した。1 月 6 日から 1 月 21 日まで、すごろくで、地域の食材とレシピを集める旅をするゲームを行い

ました。そして今、実際に郷土料理を作って、写真投稿を促す企画を実施しています。ゲーム参加

者数は、16 日間ですごろく 344 万回、福引き 64 万回、関連ページビュー284 万件でした。別の企

画と比較しても高い数値であるということです、和食文化や郷土食の認知への寄与はある程度見ら

れたであろうと思われます。アンケート結果は、身近なイメージや和食への関心は増加したものの、実

際に食べるとかつくる、SNS の特徴である人に発信するといった具体的な行動は、今回喚起させるに

はやや弱かったと考えております。興味、関心を行動に移させるために、食材が購入できる店舗の紹

介がリンクされているとか、実際に郷土食が食べられる注文できるサイトがあるとか、そういった工夫を

してみると、また変わっていくのではないかと考えております。写真投稿企画は現在 348 件集まって

いるということです。今後の推移や内容に関しては、次回検討会で報告させていただきたいと思って

おります。 

 

【座長】 

ありがとうございました。ワークショプですけれども、それだけ丁寧にやったということもありまして、大

変好評であったようでありますし、また少し深い意見の交換もあったということで成果がありました。ご

参加いただいた大久保委員、何かありますか。 

 

【大久保委員】 

初めてのケースで、私も初めてこういうかたちのものに参加しましたが、若いお母さんたちがどんな

感じかというのを観察できて、個人的ですけど、面白かったです。意外と躊躇しないで、運営側が、プ

ロ級の人が間に入ってやっていますので、何かすごくうまく引き出して、意外といろいろな本音だとか、

そういうものを書いて出したり、あまりこういうこと言わないほうがいいのではといった雰囲気が全然なく

て、たくさん出てきました。なかなか活気があって良かったなあと思います。それぞれの人たちの生活

力というのはそれぞれ別ですので、その姿も見られて、意外と生の声というのは有効かなと思います。

私たちが知ったかぶりで、こんな感じじゃないとかいうのもひっくり返すようなこともありますので、やるほ

うも勉強になるし、受け手のほうも受けるものが多いのではないかという気がします。子どもを巻き込ん

で楽しくやっているのもかなり見えました。受けた人は効果があったと思います。 
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【座長】 

こういう丁寧なことがしょっちゅうできるわけでもないので、そこら辺はこれからの課題だと思います。

何かご意見はありますか。 

 

【山口委員】 

兆しの整理のところだけでも、非常にこれ意外と簡単とか、目で楽しむとか会話が増えるとか、非常

に明るいですね、先行き。これだけの中でこんなことがすっと出てくるというのは、非常にいい兆しだと

思いました。 

 

【座長】 

限界の方はどうですか。周囲の人に、安く売っているのに何で食事をつくるのかと言われた人もいる

とか。 

 

【小山委員】 

ワークショップ自体は面白いと思いますし、意義あると思うのですけど、ワークショップの目的は何で

しょうか？このワークショップのスタイルを確立させることが目的なのか、広めるためにこれをやったの

かといったものはありますか？ 

 

【事務局】 

2 つありまして、一つ目は、和食の継承に関する課題を発見するときに、定性的な深追いが必要だ

ろうということで、そのために実施したということがあります。その発見が 5つのポイントみたいなことにな

ります。もう一つはやはりワークショップの手法を検証するためです。食育活動などでシンポジウムや

講演会、料理教室など多くの手法がありますが、それだけで本当に伝わるのか、ワークショップ手法も

有効なのではということがありました。 

 

【小山委員】 

これをいかにして、ここが主役にならず、他の学校などでうちもこれをやりたいとか、マルシェを最初

に農林水産省が最初の背中だけ押したように、この事務局にうちでもやりたいけどどうやったらいいで

しょうか、ということが理想ということですか。農林水産省にあるいは問い合わせが来るとかが理想だと

思います。 

 

【事務局】 

仕掛けをつくり自立型にしていく必要があると考えています。本日欠席の山脇委員からも、例えば

100人単位の講習会などで伝わるのが 5人だとしたら、20人でも 10人ぐらいに効果があれば、こち

らのほうが効率面からもいいのではないかとの意見がありました。 
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【小山委員】 

以前、小学校の話をしましたが、ああいう先生などは、常に授業課題を探しているらしいので、そう

いった方にやると非常に効果的ではと思いました。 

 

【大久保委員】 

小学校には、今、食育関係で力が入っていると思うのですが、お母さんたちも若いので、料理教室

は意欲的に行えばうまくいくと思うのですが、そのお母さんになる人を前提にする大学生とかその辺り

も課題だと思っています。調理を教えているのですが、話の中でマナーだとか何とかを入れていくので

すけれども、精神性まではなかなか教えきらないので、今回こういう学生から自分の生活とか過去の

生活を振り返って評論させるとか。先生たちがこうしなさい、こうするといいですよっていう言い方の授

業をやっていますので、最近だいぶ学生の意見を言わせるような授業が出てきているみたいですけど、

調理もそういうことを入れてったらいいのではないかなと。まずは女子大生。そして男性も必要なので

すよね、すごく。 

 

【座長】 

小山委員が言ったように、じゃあこのプランを具体的に提案のかたちで皆さんに配れて、そういう提

案をしてあげる人をどうやって受け入れて組織できるかという、そういう部分がないのです。これをもし

恒常化させるならば、何かそういう受け皿を考えなければいけない。和食会議ができればいいのでし

ょうけど、農水省にはちょっと難しいですかね、そういう受け皿は。 

 

【農林水産省】 

 私も皆さんの出されたアイデアはすばらしいと思いました。先ほど自己紹介のときに食育に携わって

いたという話をさせていただいたのですけど、本当に地域には活動されている方がたくさんいらっしゃっ

て、団体もたくさんあって、和食会議のメンバーに入っている団体の方もたくさんあるので、今まで彼ら

がやってきた活動に、これを取り入れてもらえると十分ワークしていくと思いますので、ぜひそういう発

信をうまくやって、途切れないように工夫をしていくなどがいいのではないかと思いました。私もよく料

理教室とかいろんなことを仕掛けたほうなので、もちろん似たようなことをやったこともありますが、本

当に若い方の感想で、やってほしいニーズが非常に表れているので、今若い人はこういうことを提供し

てあげたら参加しますよとか求めていますよということを、従来からある団体さんなりにお伝えしていくと

いうことは、まずは必要であると。 

 

【座長】 

今度の報告書の中には、そこまで盛り込めないので、別途何か、これがどんな契機でつくられて、こ

んなかたちで実行されて、こんな結果だったっていうことの簡単な入門編をつくるといいかもしれませ

ん。 
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【村上委員】 

 私も同意見でして、このアイデアは感心いたしましたが、これ 12 件ありますよね。もっと本当はある

のですか？参加しての感想やプログラムの感想あたりは厳しい結果もなくはないのだけど、このアイデ

アの素晴らしさからすると、潜在能力はものすごく高いなというふうに、意外に思った次第で。これ、な

かなか面白いですよね。 

 

【小山委員】 

これはやはり、こっそりリードしていくというか、役所が公式にこれやりなさいというと、反対しますよ

ね。 

 

【大久保委員】 私が感心したのは、引き出すかたちでやると意外と出す。大体今までは、もうこちらで

考えてセットしてやることが多いですけど、運営側の技術力がかなり高い、考え方がしっかりしていまし

た。お膳立てがものすごくうまくいっていて、自然と何か発言しなければというような雰囲気で、話がち

ょっとできないなと思う人にもすぐ声かけて引き出すような、その人が肝心だと思うのです、成功させ

るためには。 

 

【座長】 

ワークショップの専門家みたいな方に、その人にかかっていますね。そしてそれがかなり有効な手

段だと思います。 

 

【大久保委員】 

そういう人を育てていくことが必要ですね、各地域でもやっていくべきだと思います。 

 

【小山委員】 

ここに出たアイデアをいかに世の中に提示していくかという事が大事だと思います。例えばこの和を

楽しむ離乳食講座とかってすごく面白いなあと思ったのですが、うちで京都で料亭をやっているもので

すから、これは新規獲得のヒントだということで、これをやるとしますよね。成功したら、きっと他のお店

も、ああうちもこれ使えるとか。その仕掛けというか、その流れを裏でつくっていくということが大切かな

と思います。報告書としてつくるのはすごく難しいと思うのですけど。そういうことができたら本当はいい

なあと思います。 

 

【座長】 

はい。それでは次へ移らせていただきましょう。次は資料 3のチェックシートについてお願いします。 

 

【事務局】 
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今までずっと検討を進めてまいりましたが、食文化スコア化に関しましてです。 まず使い方につい

ての説明です。食育活動などを行っている団体や企業の方々に配布しまして、試行的にチェックシー

トを活用した取り組みを実施してもらい皆さんの使い方などの事例を収集し改訂を進めていきたいと

思っております。最終的にはチェックシートと活用事例をセットで発信して、和食文化の継承活動での

活用を行うことを考えております。では、内容に関しまして、前文のご説明を座長から。 

 

【座長】 

はい。前回、箇条書きだったものを文章化したものがこれです。要は、和食文化というのはメニュー

の議論になりがちなのですが、そうではなくて、和食の献立だけではなく、むしろその背景にある考え

方とか食べ方とか調理とか、いろんな内容を含んでいるのですよということが、このチェックするポイン

トから見えてくる。そこが和食文化としての理解を深めるために大事ではないかというのがこのシートの

内容です。これは山口委員からしばしば言われたのですが、スコア化というと点取り虫になってしまわ

ないような工夫が必要だと、こういうことで、最初見える化というお話もあって、その見える化ということ

をするためのチェックシートだと、こういうふうに最初に位置付けています。そして、何が見えるかという

と、和食というのは文化なのだというところが見えてくるということではないかと思います。伝統的な食

文化として、われわれの前の世代が日常的に食べていたものを基本とする、それから、変わってはい

けないというのではなくて、それが一つの基準として和食というものをこれから広めていこうと、こういう

ことになったと思います。しかし、意外とチェックしてみると、われわれの食が伝統的なかたちを残して

いるということも伺えるわけなのだというふうに思います。そんなことを最初の前文で書いてあります。

一つタイトルとして「毎日の」とありますように、「毎食の」というとちょっと苦しいものですから、1 日をトー

タルしてみて、和食を食べていますかというぐらいの広げ方でいいのではないかというのが、その「毎日

の」という意味です。 

 

【事務局】 

 具体的な項目に関しまして説明をさせていただきます。タイトルを、毎日の食事の和食文化度を測

ってみよう。和食文化度チェックシートと書かせていただいております。分類としましては、食材、調理、

献立・配膳、作法、この 4 つから成っております。食材に関しましては、真ん中にあります和食文化の

精神性というものを含みまして、日本の土壌に根付いた、育んだ食材を活用するなど、各地域の風

土に育まれた加工食品を活用するなど、中間的な項目も入れ、中に 9 つ入れさせていただいており

ます。1つ目が米、2つ目が伝統的な野菜、豆類、芋類、3つ目が魚介類、4つ目が漬物、5つ目が

乾物、6 つ目が魚の加工品、大豆の加工品、7 つ目がうどん、そば、そうめん、もち、8 つ目が旬の食

材、それから地域の食材ということで、野菜、魚、肉などといったところを入れさせていただいておりま

す。次に、調理です。1 つ目が具体的な調理方法というところで、刺し身、和え物、焼き物、煮物。前

回焼き物のところには魚や野菜と書いてあったのですが、そういったものはなくして、お肉もここに入る

ことになります。14 番目として、包丁、まな板、菜箸、しゃもじ、おたま、おろし金、すり鉢など、伝統的

な和食で使っているもの。それから味わいを引き立てる調理というところで、だし汁、伝統的な調味料
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ということでみりん。前回発酵調味料ということでみりんを削除していたのですけれど、みりんを入れて

おります。それから伝統的な香辛料。次に、献立・配膳ということで、お米中心の献立をつくるというこ

とで、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

を取るということ。それから日本の伝統に則った食事用具ということで、お箸、お茶碗、お椀、季節を

感じさせるしつらえ、正しい配膳。最後に作法といたしまして、自然などへの感謝を表す言葉として、

いただきます、ごちそうさま、とあいさつをする。食べものを大切にする、お茶碗やお椀を持って食べる、

正しくお箸を使って食べる、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。地域独特の

食や年中行事を楽しむ、といった全部で 30 項目を載せさせていただいております。それから、前回

前文のところで書いていた留意事項、1 つの献立で全ての項目を満たすものではないですとか、食べ

る人とつくる人ではチェックできる項目が違います、などといったことは、下の留意事項というところに

記させていただいております。以上になります。 

 

【座長】 

ご覧いただいて、何かお気付きのところ、あるいはご意見。山口委員、どうですか。スコア表という言

葉はやめてこのくらいだったら大丈夫でしょうか？ 

 

【山口委員】 

一つだけ、説明の中に入ったほうがいいものがあります。考え方の中に入ったほうがいいのではない

かというのは、30項を 4分類に分かれています。やっぱりこの大きい 4分野のところ、それぞれにやっ

ぱり 1つでも 2つでもあったほうがいいわけです。食材はできているけど調理はできてないとか、あるい

はいろいろできているけど作法は全く駄目とかいうことではやっぱり和食文化とは言いにくくなるので、4

分野の空白のところがないというのが一つ考え方で入ったほうがいいのではないかと思います。 

 

【座長】 

 それから、前文のところで、細かなことですけども、3つ目の段落のところで「しかし」というところがあり

ます。しかし私たちがこれから保護、継承していかなければならないのは、和食のメニューではありま

せん、と。和食のメニューだけではありません、というふうに「だけ」と入れて、和食の献立も大事だとい

うことを言っていきたいと思います。 

 

【小山委員】 

これはどうやって広めるのですか？ 

 

【座長】 

 例えば、私が和食の話をするときに、皆さん全員に配ってみて、これで一度入れてみてほしいという

ようなかたちで考えて。そうしますと、どうしても皆さん、和食とは何ですかという話がすぐ出てきます。

和食とは何ですかといったときに、メニューの話に、料理の話になっちゃうので。そうじゃなくて、和食
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文化というのは、この献立だとか配膳だとか作法だとか、こういったものが含まれているのですというこ

とに気付いていただくためのチェックシートだと思うのです。ですから、そういうときに使いたいと思いま

す。 

 

【小山委員】 

 熊倉先生のような講演をされる方が利用するということですか？ 

 

【座長】 

あるいは、学校でも使えるのではないかと考えております。 

 

【小山委員】 

学校で使えるようにするためには、先生たちに告知をするわけですよね。それはどのようにしてやる

のですか？ 

 

【事務局】 

 現在考えているのは、和食会議や和食給食応援団などとの連携です。全国 3,000 校規模程度で

す。 

 

【小山委員】 

比較的リテラシーが高い人たちに配布し、調査を行ってもらうということですか？ 

 

【事務局】 

はい。まだまだこれが完成形だとは言い切れないところがあります。まずはそのリテラシーの高い

方々に使っていただいて、情報をフィードバックしていただいて、もっと高めて一般の方々が広く使える

ようなものをつくっていくということを考えております。 

 

【小山委員】 

完成度に関してはこれで良いと思うのですけど、どうやって使わせるかというのが一番重要かと思い

ます。 

 

【座長】 

何かそういう意味でアイデアは、ありませんか。 

 

【小山委員】 

これは結局は和食への意識を高めるためのツールの一つですよね。そのときに、チェックしろと言

われると、あんまりチェックしたくないなあというのがあるので、楽しく食日記を、自分の食日記を書くよ
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うな、書きたくなるような食日記があれば書くのではないかなと思うのです。それで、例えばうちでは、

毎週週ごとに、今週はどうだったかとざっくり振り返るのです。今週は花丸な 1 週間だなと思ったら花

丸とか書く。それを毎週日曜日の夜にやるのです。今週は嫌なことがいっぱいあったなあと言って三

角。それぐらいのきっかけで例えば自分の食日記を書いていって、今週和食どれぐらい食べているか

なと、すごくこれは和食、これは違うっていうとまた面倒くさくなるので、和食食べたなっていったときは

このシールを貼るとか、例えば子どもたちが。何かそういうやり方もあるのではないかなあと思って。こ

れはすごくリテラシーが高い方用に持っておいて、何か2段階にそういうのをやったら。どれぐらい食べ

ているかなというのを気付かせるだけでも、もう十分かなという気がします。 

 

【農林水産省】 

 私もプロ向けだなと思って。まずはプロ、使える方はそのまま、先生のような方はそのまま使えるのだ

けれども、いきなりこれをご家庭に配って、お母さまが毎日チェックするというシーンはちょっと浮かば

ないので。食育活動などを実践されている団体さんが、これをいかに活用して自分たちのプログラム

に取り込んでいくかとか、そういうツールにして、さっきもおっしゃっていただきましたが、活用事例をま

ずは集めて、こういう使い方ができますよと。さっきの日記とかもいいのですけども、こういう日記シート

をつくってシールを貼ってみてください、という使い方でもいいと思うので、使い方を次は、色々なアイ

デアを並べて普及をするという 2段階が多分あるんじゃないかなあと思って拝見をしていました。せっ

かくいいものをつくっていただいたので、楽しく使えるものにしていただければ。 

 

【座長】 

 それでは、中身については大体こういうかたちで進めたいと思います。では次お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは資料 4 に移ります。報告書案の構成と文章案です。和食文化を守る、つなぐ、広めるとい

うタイトルにしております。表紙案は、昨年度まではイラストで表示していたのですけども、今年度、来

年度というのは実行というか、具体的に広めていく、皆さんに行動していただくといったところになって

おりますので、具体的なイメージが浮かぶような写真を用いて表現させていただいております。お手伝

いをする場ですとか、生産者との触れ合いですとか、いただきますというところですとか、おにぎりをもら

うところとか、そういったところを散りばめながらご紹介しております。 

 具体的な内容に関しましては、一つずつめくりながら少し説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 まず、和食文化を守る、つなぐ、広める、そのために私たちのできること、ということで、導入部分です。

昨年度からの検討会の流れを受けまして、今年の検討会で行ったことを簡単にご説明させていただ

いております。具体的な指標といたしましては、食生活実態調査で出ましたユネスコ無形文化遺産へ

の登録について、知っている人が半数以上いるといった中で、なかなかまだ実現されていないところ

があるので、そこをフックに話を始めたいと思っております。 
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 次のページで、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化とその現状について、いま一度ユネ

スコ無形文化遺産に登録された和食文化の特徴を説明させていただきながら、その和食文化を受

け継いだかとか、伝えているかといった食実態調査の結果も記載しております。 

 次に調査結果の部分です。まず食生活全体、食べるとき、つくるときについてです。若い女性に関し

ては、食べることに関する関心が非常に高かったということや、1日3食の食事を大多数の方がきっち

り食べているのですけど、男性は少し低い、自宅で家族で手づくり派が優勢なのだけれども、若い世

代においては中食であったりとか外食であったりとか、あと 1 人で食べる、そういったところが出てきて

いますなど、そういったところをご紹介しています。次のページはつくるときのことということで、つくること

の関心度、男女間に差があること、料理頻度が男性少ないですみたいなこと、食品の購入場所や情

報源が変わってきているといったことなどを説明しています。まとめとしては、食に関する高い関心をど

う行動に結び付けていくのかが今後の課題ですということで整理したいと思っております。 

 次のページからは和食文化の継承の実態、実際にどうやって和食文化を日々の生活の中でしてい

るのか、意識を持っているのかについて、食材、調理、食べ方、日本の伝統という昨年の検討会で分

類した 4つで確認をしております。 

 食材についてまず、お米が 93％ぐらいの方々は食べているのですけども、7％の方は 1 カ月間食べ

ていないなどとか、実態としても意向としても魚というのが肉よりも日本人は高いなどや旬の食材の意

向は高いけれど実態は低いなど。調理に関しては、素材の持ち味を大切にしたいという 60 代の方が

いらっしゃる一方、若い方々は低いなどといったことや、だしに関しても直接おだしをひくという方は少

ないのだけど、やりたい方は多いといったことや、醤油など発酵調味料がバターなどのソースと比較し

て意向が高いなどについて説明していきたいと考えております。次は食べ方についてです。一汁三菜

について実態は高いとは言えないのですけれども、やりたいという方は多いということや、献立は栄養

バランスよくしたいと考える方が多いこと、和食文化の作法は意味とともに子どもに身に付けさせたい

という親が多いなどです。日本の伝統については、行事食がどのくらい食べているかを紹介したいと思

っておりまして、おせちやお雑煮を食べている人は約 9 割いて、それ以外のものは節分で 52.9％程

度とあまり数字が高くないなどといったこと。更には、お正月の行事食を買ってきたものだけで整えると

いう人も、1 割程度いらっしゃるといったこと。また行事食において大事だと思っていることが、上の世

代では旬とか行事の意味を伝えることなのですけれども、若い方においては大人数で集まりたいとい

った回答が多かったなど、そういったことを紹介していきたいと思っております。 

コラムでは、大久保委員からご紹介いただきました寒河江市のお椀を給食で使っている小学校の

活動を紹介していく予定です。 

 次のページは、調査結果のまとめです。一人一人に合わせた取り組みで和食文化の継承を、という

見出しで、今回見えてきた和食文化に関して実践度が高い層、60代を中心とする女性層と、関心は

あるものの実践度が低いという若い主婦の層、それから関心も実践も低いという男性を中心とした層、

それぞれの層に対してやっていくことが違うので、それを考えながら伝えていきましょうといったこと書

いております。 

 続きまして、具体的に和食文化の継承の手法に移る前にいま一度伝えていきたいのは、和食文化
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に気付く精神である、それが伝わることが重要であることを紹介したいと思っております。 

 次は、継承策の試行・検証内容やスコア化の具体的な説明です。 

12、13 ページでは、和食文化を守る試みとして、毎日の和食文化度を測ったら何が変わるだろう

ということで、和食文化度チェックシートを使ってみてくださいということを、具体的なチェックシートを見

せながら説明していきます。 

 次のページでは、和食文化をつなげる試みということで、家庭向けのワークショップでやったこと、そ

こから導き出された家庭で続けていくための 5 つのポイント、さらにワークショップ手法を行っていくうえ

でのポイント、そして参加者から発表された具体的なアイデアを紹介していきます。 

 次のページでは、和食文化を広める試みということで、スマホアプリを使った継承策について紹介す

るとともに、スマホアプリでできたこと、できなかったこと、課題として残っていること、これを活用して来

年度以降どういったことが皆さん提案できるかについて整理して紹介していきます。 

 最後のページでは、２０２０年に向けて私たちができることといったこととして、今年度行いました継承

策の施行・検証から見えてきた具体的な道筋を紹介していきます。 

続きまして、ここの提言に関わる資料5について説明します。調査のまとめで紹介させていただきま

した 3 つの対象者のグループごとに戦略的な情報発信をすることが重要であることをまとめさせてい

ただいております。 

 1 つ目の対象としましては、和食文化の実践度が高い層、具体的には今実際に食育活動を行って

いる方ですとか、小中学校の教育関係の方ですとか、和食会議の企業会員などをイメージしておりま

す。こういった方々に和食文化度チェックシートなどを積極的に使っていただいて、その事例を集めさ

せていただき、一般の方にも使えるようなツールの開発を進めていきます。 

 次に、和食文化に関心はあるものの実践度が低い層としまして、ワークショップに参加したような子

育て家庭のお母さま、お父さまというのを想定しております。こういった方々に関しましては、先ほどの

5 つのポイントみたいなことを発信するとともに、ワークショップなどが開催される際には参加を何かで

促していったらと思っております。 

 和食文化への関心、実践度がともに低い者ということで、男性を中心とした層ですとか、若い女性

層というところを想定しております。スマホアプリやエンターテイメントコンテンツを活用した接点の開発

や外食やコンビニなど彼らの食の接点で何か新しい提案ができないかと思っております。 

 和食文化の実践度が高い層を調査結果の項目から見ていきますと、そこで見られたのは 60 代を

中心とする女性が多かったことや、家族で家で食べる習慣が高い、調理頻度が高いといったところが

あります。それから和食イメージに関しましても、季節感とか旬の素材ですとか健康などのイメージ総

量が多いこともあります。和食文化の継承に関しましても、半数以上が継承されたと答えていて、伝え

たというのも 30 パーセント以上いるといったことが出ております。食の情報源としまして、親はもちろん

のことテレビ、レシピサイト、料理本と、多様な情報源を持っているということもこの方々の特徴です。食

品の購入場所に関しては、スーパー、直売所、小売店など、比較的売る方や生産者と触れ合いなが

ら食品を購入しているなどが出てきました。 

 和食文化に関心はあるものの実践度が低い層については 30 代女性を中心として、その前後の若
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い女性の方々が多いということ。食べ手としてもつくり手としても実践度はそんなに高くないのですけれ

ども、とにかく意向が高いということが特徴として出ております。食のイメージとしては、健康、季節感、

日本人の体に合っている、比較的精神性というよりは健康イメージが高いというところに特徴がござい

ました。和食文化の継承は、高い層に比べるとあまりされていない、3 割弱といったところです。さらに

食の情報源に関しては、レシピサイトが深くささっているなということ。食品の購入場所に関しましては、

60 代女性と比べますと、コンビニですとかドラッグストアなどが彼女たちの食の接点になっているとい

ったところが分かりました。 

 和食文化への関心、実践度がともに低い層については、20～30 代の男性が中心で、首都圏だけ

ではなくて、地域にもたくさん分布しております。個食率が高く調理頻度が低いという特徴があります。

イメージとしては、健康というところが第一に上がってきまして、総量としても非常に少ないというのが

結果としてあります。和食文化の継承に関しては 20パーセント以下、伝えたに関しては 10パーセント

という低い数字になっているというところ。食の情報源が親とテレビ、この 2 つが圧倒的に高く、食品の

購入場所に関しては、スーパー、コンビニ、ドラッグストアという新しい流通が彼らの食の接点になって

いるといったところが分かってきました。 

 この 3層に関しまして、今年開発したツールなどを使って、来年度以降引き続き継承のための推進

活動を行っていく必要があることをまとめたのが次のページ以降になります。 

1 つ目が、和食文化度チェックシートによる継承活動の質の向上と書かせていただいております。

今年つくらせていただきましたチェックシートを、今食育活動を行っているような団体や企業に配布し

まして、今実施している活動の中に取り込んでいただいて、その活用事例をこちらのほうにお寄せいた

だく。事例収集を行って、利用しやすい内容ですとか、さらに一般の方にも使いやすいような仕組みを

整えていきたいなと思っております。そしてチェックシートと活用事例をセットにして、和食文化の継承

活動での活用をはじめ、広く学校の教育現場や企業活動、多くの方々に利用を促していく必要がある

と考えております。 

2 つ目、子育て家庭における継承推進する取り組みです。今回の調査でも、食や和食文化の情報

源は、親が大部分を占めておりました。家庭における和食文化の継承が非常に重要な活動となりま

すので、そちらに関して重点的に行っていく必要があると考えております。 現在食育活動を行ってい

る団体というのは、地方公共団体、NPO、企業、たくさんありますので、今回のパンフレットを配布して、

広く活動を促していきたいと考えております。さらには、子育て世代の食育の場に、先ほどの家庭で和

食文化度を上げる 5つのポイントなどを活用して、和食文化の食だけでない文化としてのエッセンスを

取り入れていただくということを促していきたいと思っております。また、子育て家庭向けの情報発信と

いうことで、今年の活動を取りまとめた新聞広告を 3月に掲出することを予定しています。 

 3 つ目は、和食文化への関心、実践ともに低い者向けの推進方法です。こちらに関しては、今まで

の食育活動ではなかなかアプローチができていなかった層と考えております。各地で行われている継

承活動において、入り口として若者層に身近な漫画やゲーム、エンタメツールを取り入れることなどを

行うことなどを推進していきたいと考えます。 

さらには地域における和食文化の保護、継承活動を推進する仕組みとしまして、地域での和食文
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化の保護・継承活動の優良事例を収集し、周知していくとともに、新たなパートナーとの連携など新た

な取り組みを推進していく必要があると考えております。 

 最後に、和食文化の伝え手の掘り起こしということで、活動を行いたいのだけれども、どうやってやれ

ばいいか分からない方々がたくさんいらっしゃるかと思います。そういった継承活動への意欲のある

方々を掘り起こして、支援を希望する現場とマッチングする仕組みをつくっていくことが必要であると

考えております。 

 以上、報告書の内容と報告書の最後のページに盛り込む提言、提案の方向性に関して説明をさせ

ていただきました。 

 

【座長】 

 ありがとうございました。本日はこの提案について、ご意見をいただきたいと思います。まずこの資料

4 を見ていただきますと、最初に「はじめに」というところがございまして、文言でいささか気になるところ

があるというところも仰っていただきましたら、合わせて後ほど事務局と一緒に整理したいと思います。

まず、和食文化を守る、つなぐ、広める、そのために私たちのできることというところから始める、という

のが始まります。その辺り、特にございませんでしょうか。その次が、これは国民調査の分析ですので、

別段ここではないかと思いますが。食に関する高い関心をどう行動につなげるかというようなまとめが

必要ですね。そうすると最後に、つくらなくても食べられる時代の食生活をどう考えるか、あらためて問

われているのかもしれません、というふうな一つの言い方をさせておられる、こういう辺りも皆さんのご

意見で一つずつ改正していきたいと思います。お気付きの点があったら教えてください。男性 20 代で

18.4パーセントの人、2割ですよね、5人に 1人は 1 カ月米を食べていない。 

 

【大久保委員】 

 話題になって聞いたのですけど、まず朝食べていない。お昼がラーメンとか麺類、そういったちょっと

したもの。夜はそれなりの食事をしているけどご飯食べないというのは、居酒屋とかそういうところで飲

むことによってご飯までいかないという生活かしら、みたいな感じでした。意識してお米を食べないよう

にしているわけではないわけです。自然に食べない、考えてみたら食べてないなあという感じで答えて

いると思うのです。 

 

【山口委員】 

私はお酒をいっぱい飲んでいるころは、必ず夕飯にはご飯を食べなかったです。 

 

【座長】 

 料理屋でもこのごろご飯食べない人多いですか？最後。 

 

【小山委員】 

そんなことないです。和食屋においてはないと思うのです。これは、ページはもうこれ以上増やせな
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いのですよね？ 

 

【事務局】 

 はい、増やすとすると 24ページになるので難しいです。 

 

【小山委員】 

 そうですよね。例えばこれを映画のパンフレットって考えますよね。そうしたら、ここに書いてあるのは、

映画をつくった人たちが、この映画こんなに面白いのですよ、だから皆さん見ましょうねっていう感じじ

ゃないですか。映画ってやっぱり違う人が褒めるからすごく見たくなるというのがあるとすれば、外国人

の料理人とかの推薦、何て日本人は幸せな国民なのだ、和食がある、僕もできればフランスじゃなく

て日本に生まれたかったみたいな、分からないですけど、そういう外国のシェフたちの言葉がどこかに

載っていると、読んでいて何か、和食っていいなと思うのではないかと。何か書籍の帯風にできないの

ですかね？印刷でもいいと思いますけど。私は 2 カ月に 1回和食を食べなければ禁断症状が起こる

など。 

 

【山口委員】 

 今のこととも関係あるのですけど、さっきの全体の説明の中で、結局最終的にやっぱり関心の強い

人もそうでない人にも、要するに和食文化の継承に参加し、自分の生活スタイルをそういうふうになっ

てほしいわけなのですけど、そのためには動機が必要なわけです。やっぱり和食文化はとてもいいし、

世界遺産で認められたのだから。それでもやはり動機につながらないです。動機としては、健康という

要素が非常に大きいと思うのです。これ全体の中で、ところどころに栄養とか栄養バランスの一汁三

菜の中で入ってくる。それと連動したかたちで、健康の要素を後段でもってそのドライバーにつながる

ような、動機につながるような流れになるように、前段でもう少し引き出しておくということがあってもい

いのではないかという気がするのです。何で和食、それはもう断然健康よと、日本人の長寿につなが

っているでしょう、という部分です。 

 

【座長】 

 そうですね。このパンフレットそのものの性格がちょっと分裂しているところがありますね。ですから、こ

れ 3冊目になるのですけども、最初の『和食ガイドブック』は和食がいかに素晴らしいかということを、も

っと特記すべきところだったと思うのです。2冊目の『「和食」を未来へ』では、これを継承するにはこれ

から何が問題かという問題点の指摘で、ここの中で和食というものをしっかり把握してもらうためには、

こんな試みもありますね、というようなところで終わった。今度 3冊目は、どちらかというと、具体的に和

食を進めるにはこういう方法があります、という方法論の提示みたいなところが、役割だと思うのです。

ですから、最初のところに総括として、和食の必然性などが書かれて。それから、小山委員が言われ

た面白さ、素晴らしさを外の目から当ててみようというところは、今度の 3冊目の主にはならないけど、

きっかけというか動機付けとして大事という気がします。帯というのはいいかもしれないですね。 
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【小山委員】 

 これはどこで配るのですか？ 

 

【農林水産省】 

基本的には地方農政局を通じて地域の食育の関係者に配ったり、学校関係者や和食文化に関

するセミナーなどに提供させて配らせていただく。あとはホームページに掲出する、そういうかたちを考

えています。 

 

【小山委員】 

何万部ぐらいですか。 

 

【事務局】 

 1万部です。PDF版も作成します。 

 

【農林水産省】 

 人気があれば、増やすことは可能です。 

 

【大久保委員】 

 講演などで 10 冊しか持ってこないで好きな人でどうぞと言うと、もっと欲しい、欲しいとか言われて。

ホームページで見られますよということも紹介するのですが 

 

【村上委員】 

 4冊目、5冊目の計画もあるのですか？３冊目で終わりなのですか？ 

 

【農林水産省】 

そのように考えています。皆さんのご意見の中で、課題だとか、もう少ししっかり詰めたほうがいいよ

うなことがあるというご議論があれば、検討をしていく可能性はあります。 

 

【座長】 

 具体的に話がもうありまして。例えばワークショップというのは大変面白いと。そうしたらこのワークショ

ップを実際これからやっていくための手続きを解説するようなパンフレットをつくってもいいのではない

かと思います。 

 

【農林水産省】 

それが本当に効果的であれば、やっぱりそれを普及させるテキストみたいなものや全体像のことと
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か。もうちょっと身近に和食をということが、ワークショップの趣旨だと思いますのでそういう問題意識の

中で考えるということはできないこともないとは思います。 

 

【小山委員】 

 いつも和食を守ろう、守ろうというところが看板になるじゃないですか。そうすると、やっぱり興味がな

い方には伝わらないので、結果として和食に気付くようなイベントというか、選手権がいいかなと思った

のですが。去年、僕の大学で高校生デザイン選手権といいまして、高校生が社会をもっと良くするた

めのデザイン、取り組み、企画をプレゼンテーションするというもので、特別賞を取ったものがあります。

それは何かといいますと、魚の骨選手権という選手権なのです。これは、小学生が 1匹の魚をいかに

うまく食べるかということを、甲子園のように大会にしたらどうでしょうという提案なのです。それで、これ

のすごいなと思ったアイデアは、子どもがこれに出るために、お母さんに「お母さん、今週選手権ある

から魚やってよ」と言ったら、お母さんが勉強しなきゃいけないから、子どもの目を通して親をやる気に

させたり、まず授業で 1回何かやったりして。これをやっていくと、日本ほどきれいに魚を食べる国民は

いないとか言われますけども、あれは何か甲子園形式で、地区予選やって、最後農林水産省の食

堂か何かで、全国の魚の強者を決めるのはどうでしょうか？ 

 

【大山委員】 

 テレビ局にお願いして、料理の鉄人までいかないまでも、昔アメリカで、日本でも放映されたグラハ

ム・カーという料理番組のようなことはできないでしょうか。日本人はどちらかというと競い合うのが好き

ですから、そういう甲子園の選手権みたいな形で。和食選手権となると何か堅苦しいので。今面白お

かしくそれが自然体に和食につながっていくような仕掛けができればいいなあと思います。日本は戦

後ずっとものがない時代があり、とにかく量を取ろうと。たんぱく質が足りないという時代でコマーシャル

があったぐらいです。当時はだからどれだけ多く食べるかという時代だった。今は飽食の時代で、飽食

の時代だからこそ、適時栄養をどうやって食べるかというところで和食の優位性、重要性がある。それ

を教育の現場や親子家庭の中でどうやって伝えていくか。どうしても社会人にそれできないわけで、い

まだに家で和食めいたお弁当を持って会社に来る人はほとんどいないです。でもそれ悪いことでなく、

外で食べる、摂取するものが和食だって構わないわけで、大切なことは洋の悪さもあるし良さもある。

決して肉食が悪いと思えないです。肉を食べることによって体が良くなってきたのは事実だと思います。

ただ、偏食だと思う。だからそこに変えて、今だからこそ和食をとろう、どうやってそれを社会に伝えて

いくかというところを、上手に面白く伝えられないかなあと。ちゃんとした裏付けが、そこに科学的根拠

があると。日本の食料の自給率を上げていこうということにつながっていくわけで、まさにそこを、さっき

の骨の話もそうですけど、日本で採れたものをどうやって和食というスタイルにしてそれを摂取していく。

その辺のストーリーを上手に伝えていく方法ができればいいです。多分冊子としては、凝縮されて、素

晴らしい冊子だと思うのです。だけど、冊子だとどこかで忘れ去られて、それが恒常的につながらない

のではないかなと思います。いろんなツールがあると思うのですけど、あのときにああいう番組があった

ら、良かったなと。何かできないですかね。もっと下に降ろして、日常生活の中に密着したような、伝
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えられる。 

 

【座長】 

 子どもの郷土料理のプレゼン大会というのを 3 回はやっていて。子どもに自分の地域の郷土料理を

調べてもらって、それを他のシンポジウムのときに発表してもらって、それで賞をあげるという。若干集

客とかいろいろな問題もあるので、ああいうのをもっとやるというのもありますね。最初百何十校だった

のが、今では 2,000校近くになっていますので。 

 

【農林水産省】 

 確かに、子どもは褒められると喜ぶから、そういうところに呼んで、たくさんいるところで何か披露させ

てあげるというのは良いですよね。来年もそういう雰囲気のことはできますね。それをもう少し企画をも

う考えてみるとか、今の小山委員のようなプロの目線で少しアイデアをいただいてやっていくとか、そう

いうのは私たちの中でもできるのかなと思っています。 

 

【大久保委員】 

色々な意識などが違う人たちに、それぞれやらなきゃいけないので、これはある程度読んで分かっ

て、今回のワークショップに参加したぐらいの感じから上レベルの人が対象だと思うのです。その人たち

がまた意識高くなっていくと、だんだん伝わっていくと。あとは、ご飯を 1 カ月食べないみたいな層をど

うするかっていう話は、やはりつくらないで外で食べることが多いわけですから、これはローソンさんみ

たいな外食に参画する企業が、できるだけメニューをそちらの方向へ意識して和食系を食べさせるみ

たいなことができないかなと思います。 

 

【大山委員】 

われわれも国産の原料しか使わないという強い意志を持っております。 

 

【小山委員】 

それを次の段階では、自分でつくれば安くとか、手づくりしたほうがおいしいよ、みたいな情報発信

などをやるなどはどうでしょうか。 

 

【大久保委員】 

実はローソンレシピというネットで食材を販売するキットがあります。例えば、野菜炒めをつくるときに、

豚肉を買って、キャベツを買って、タマネギ買って。キャベツひと丸、あるいは半割買っても残ります

よね。これは、1 人前か 2 人前のユニットにして、キットにして、実は 10 分以内につくれるレディートゥ

クックの情報を毎日送っています。フライパン 1個だけで作れるといったものです。極めて日常生活の

中で時間がない。原材料、食材を買いに行くのが面倒くさい。余ったらどうする。廃棄しなきゃいけな

い。廃棄問題ありますよね。そういうことをキットにしてつくったのですけれど、残念ながらなかなかうま
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く浸透しないです。結果的に和食につながっていくような啓発ができればいいかなと思うのですけど。 

 

【大久保委員】 

多面的に策略しないと。映像化することも必要だし。今回のワークショップが良かったのは、食材を

買うときに、料理の献立があって買い物に行くのではなくて、食材があるから何をつくろうというふうに

考えると無駄がないみたいな気付きがあったので。 

 

【農林水産省】 

毎日送るのですか？ 

 

【大山委員】 

お好みですけど、私は毎週木曜日に送っている。キットになっていますから、そのメニューの献立が

ちゃんとできています。 

 

【座長】 

色々なご意見が出ていますが、どちらかいうと、今報告書の話よりももう一つ先で。ということで結構

です。報告書は一応ご了解いただけたとして、これをつくった後どうするのだという議論だと思うのです。

そこのところをどうしてもわれわれ報告書をつくって終わりということになりがちなので、和食に対する関

心を掘り起こす必要があるという、その大前提から始めていかなければいけない。その和食の素晴ら

しさというのは、先ほどご意見がありましたように、内だけの目ではなくて、外からの目も活用してなるべ

く、人の心に訴えるかたちですね。誰もが、ああと思うような、そういう今のかたちをどうやって皆さんに

も入れていくかということで。これはページ数を増やすわけにはいかないですね。予算上ね。 

 

【農林水産省】 

今後どういうことをしなきゃいけないのかというのは、これはパンフレットで世の中に配るものですけど、

この事業の報告書としては、当然そういうのは書いてないと、この事業の意味としてもないので、これ

をどう活用するかを含めて、そこはしっかり整理をしていくっていうことだと思います。座長がおっしゃっ

たように、来年以降とか、これからずっと何をしていくかというのは極めて重要なので。そういう示唆は

またいただいての報告書なので、しっかり書いていただくというのが僕らとしてもありがたい。 

 

【座長】 

報告書の書き方として、今これからの取り組みを抽象的に問題提起ではなくて、今回の実例を展

開させるには、どんなお手伝いができるか、あるいはどういう方法を取ったらいいかという、そういうとこ

ろまで行ければいきたい。そうすると、具体的な実践、実行型、実行の手順というのですか、そういう

ものを解説できるような部分がある。それはもしかすると今回の報告書に盛り込めないところを、来年

何か事業化して、そういうワークショップだけのパンフレットやごちぽんなどももう少し恒常化するとか、
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そういうことは今後できるんですか。 

 

【事務局】 

何らかのことを相談することはできます。 

 

【山口委員】 

これは保護継承のために、どういう手立てが有効だろうか、その実験をしたわけですよね。そこから

見えてきたことで、それではこういう手とこういう手を、こういう目的のために打とうという整理がなけれ

ば、あまり意味ないですよね。 

 

【座長】 

それはごちぽんから発展形を、可能性があるかどうか、またあるとしたらどういう発展形なのかと

いう提案をしていただきたいですね。 

 

【農林水産省】 

ローソンさんの先程の商品をリンクさせていただくなどもありますよね。ごちぽんの実践につながって

ないというデータになっていたのを拝見して、それはなぜかというと、食べたいなと思っても、結局つく

らない方々が、料理しない人がやっているので、食べたいと思っても、じゃあどこで食べるという。だか

ら、最後に、じゃあ食べたいと思ったらクリックすればこの商品購入みたいな、そういう連続性がないと

難しいのではないかと思って。 

 

【大山委員】 

報告書として食の概念や警笛ですよね。生活の中で忘れて継承されてない、本当は人間の生活

にとって非常にふさわしいものでありながら、どこかで途絶えてしまって、その危機感というものをどこか

で止めなきゃいけない。科学的な根拠もちゃんとあります。概念とあとは警笛と、次につながるアクショ

ンというのを来年度以降につなげていくことを提言していくか、それが必要だと。全部は今回できな

い。 

 

【座長】 

ごちぽんには、これを踏まえた提案をしていただけるならぜひお願いしたいということをお願いしまし

ょう。今回の報告書の一つの特徴は、対象を 3 つの層に分けて、比較的意識の高い人、意識は高い

が実践が低い人、意識も実際もない人、こういう 3 つのカテゴリーに分けて、それぞれにどういうボー

ルを投げたらいいかという、提案したことが今度の特徴だと思うのですけども。問題はやはり、関心もな

ければやりもしないというのは、いくらたたいてもしょうがないということもあるでしょうし、そここそ問題だ

という考え方もあるでしょう。さっきの、なるべくテレビやいろいろ使って、そこを掘り起こそうというのは、

一番関心ないところへどう手を尽くすかという考え方ですよね。一方で、そこはともかくとして、日本人
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が今飽食の時代だから、もっと質の高い食を今求めている。より高い質のものは、和食として提供でき

るのだというところへ、もう少し焦点を当てていくというやり方もあるでしょう。そこら辺は次の課題として、

今回こういうふうな提案ができましたということでとどめていくか、もう一つそこへ一方踏み込んで提案

型にしていくかというところなのだと思います。それは、最終的なかたちを次回お見せする中で、ご議

論いただけたらということで、置いておきたいと思います。最後に何かご意見ございませんか。 

 

【村上委員】 

この後どうするかなあというのが興味あって。最初の会議でも申し上げたのだけど、高校生のそば打

ちコンテスト甲子園大会みたいなのがあったのです。優勝チームが涙流して高校生たちが喜んでいる

のですよ。それから、何かで読んだのですけど、みそガールズコンテストっていうのがあるらしいですね。

農林水産省さんから、もう既にこういう全国大会やっていますというのは、例をお聞きしたと思います

けども、何かそういう、守るのではなくて、つなげる、広げるという継承イベントみたいなのを構想と連動

しながら広めていくという関心の集め方というのは一つあるかなあというふうに、前々から思って参加し

ているのですけど。そうすると、このバイブルが、台本書くときの本当に骨になるのですよね。 

 

【大久保委員】 

このワークショップは、成果が出たのは良いのですけど、結局短期間で 3回やっただけですので、そ

の後半年後とかに同じ対象者がどんなに変わったかと、後追いはできるのでしょうか？ 

 

【座長】 

できないですね、今のシステムでは。さっき申しましたがこのワークショップだけの別の、報告書とい

うよりも、このような事をやったらこんな事ができました、ぜひこれをもっと広めていきたいということでお

やりになりませんか、というようなものをつくっておくということは、そのときにやっぱり参加された大久保

さんと山脇さんがコメントをちゃんと書いてくださることが大事だと思うのです。ぜひそれはまた実現して

いただきたいと思います。 

 

【山口委員】 

先ほど、最後に言いましたけども、やっぱりここから読み取れることでもって、和食文化を日本全体

に継承していくためには、どういう戦略、手を打てばいいかという整理をやっぱり、これは農林水産省の

ご担当課が大きな考え方の整理をして、それでそれのどの部分は再びこういうところに委嘱するのか

もしれないし、別の部分については民間が自分でもって意識的に相当いろんなところがやるだろうと。

あるいはこの部分はどこもやらないから、やっぱり官が旗振りしながらやらなきゃいけないだろうと、そう

いう整理をする必要があると思います。 

 

【座長】 

それこそ農林水産省のお仕事ですね。 
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【農林水産省】 

重々承知しております。登録から 3 年になるわけで、それぞれの活動も、やっているところはやって

いますし、何もしていないところもたくさんあるので、1 回ちゃんと検証もしてみないといけないでしょう。

ユネスコの仕組みからいけば、国民なり民間がしっかりやるのを国がサポートするという仕組みなので、

あまり国が前へ出るというのは、あまり評価されない。僕らは皆さんのやりたいことをどうやってサポート

できるかという視点の中で、少し長期的に見て、段階的にこういうのをやっていかなきゃいけないのだ

というのは、少し整理をしていかなきゃいけないなあと個人的には思っています。またいろいろ整理を

した上で、有識者の方には少しご相談をしながらやっていきたいと思っております。 

 

【小山委員】 

和食室という存在があることすら、多分世の中の人知らないのではないですか？和食室をもっとア

ピールしたほうがいいような気がします。それで、よく映画のロケのロケーションで、じゃあ今度福岡でロ

ケするっていうときに、福岡ロケーション何とかかんとかみたいなNPOみたいなところにサポートしてくだ

さいというように、メディアの人間とかが、今度じゃあ和食をテーマにするというときに、今までってやっ

ぱり服部さんのところか辻さんのところに連絡をして、アドバイザーで入ってもらってお金払うという、そ

ういうパターンしかなかったときに、和食室に相談すると、無償でいろんなことをアドバイスいただけると

か、ご紹介いただけるみたいな。そうしたら、日本で行われている和食のイベントの情報が全部集まっ

て、それでそれを横でつないであげるとか、そういうことがあるといいなという気がします。 

 

【農林水産省】 

私も食育を担当していたときに、ただで情報が集まってくるのです。いっぱい発信をしていると、例え

ば何とか銀行さんが今度映画の協賛をするので、試写会で話をしてくれとかっていう、そういう話まで

いただいて。全然宣伝費を使わないのですけど、勝手に回るような、それぐらいやっぱりわれわれの

存在が知られないといけないなと思います。これから頑張ります。まだ出来たばかりですので。 

 

【山口委員】 

それを民間のほうでもって、そういうニーズが出たときは、それこそ熊倉先生の和食会議に行ってと

いう形が理想ですね。 

 

【農林水産省】 

和食室と和食会議は二人三脚でいきましょう。 

 

【座長】 

どうもありがとうございました。それでは本日の検討会は終わりにします。事務局お願いいたします。 
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【事務局】 

最後に、次回検討会のご案内です。次回が最終回になります。2月 23日（火）15:00～17:00、農

林水産省第 1 特別会議室で行います。また、本日の取りまとめと次回の資料に関しまして、なるべく

早く皆さまに送れるようにしたいと思っております。以上で第 7 回の検討会を終了させていただきたい

と思います。ありがとうございました。 


