株式会社 ヨークベニマルの取組
実施店舗名

事
前
調
査

ヨークベニマル エブリア店

所在地

実施の工夫

・食育イベント・食事相談ブース併設
・チラシにて事前告知

食育イベント
の概要

・「みんな集まれ！食育イベント大集合」と題し開催
-親子で店内のクイズポイントをめぐる、野菜・果物クイズラリー実施
-福島放送アナウンサー絵本よみきかせ
-福島放送アナウンサー・地元生産者・店長のトークショー
-野菜350g測ってみよう！コーナー（カゴメ）
-バナナのボビーくん食育ショー（ドール）

食事相談対応数
調査回収数

調査謝礼協力

践

9月29日(日)

管理栄養士2名×1日（137人）
410件（2日間合計）

9月29日(日)
・30日(月)

カゴメ
指導ポイント

教材レシピ(協力企業)

実

福島県いわき市

「野菜たっぷりトマトシチュー」「しょうが風味のあったか冬
野菜シチュー」「とろーりかぶのクリームシチュー」(カゴメ)
「ゴロゴロ野菜のクリームシチュー」(ハウス食品)

実施日・回数

野菜は加熱するとかさが減りたっぷりと
11月30日(土)
れる
～12月15日(日)

「かぼちゃとさつまいものサラダ」「ぶなしめじと豚しゃぶサラ
ダ」「彩り野菜のバーニャカウダ」(キユーピー)
肉も野菜と一緒に食べるとよい

のべ12回

「豚肉と水菜のしゃぶしゃぶ鍋」(ミツカン)
＜食育イベント告知ポスター＞

＜食育イベント開催風景＞

＜福島放送アナ・地元生産者
代表・店長のトークショー＞

＜食事相談ブース＞

参加者の声

●（食育イベント）クイズお姉さんを探し店内をめぐるラリー、興味深
かった。野菜クイズの内容も、はじめて知る内容が多く、2人の子ど
もたちも、かなり真剣に取り組み、楽しそうだった。
●（食事相談）血管年齢測定は以前、保健施設で受けたことが
あった。あのときは緊張したが、今日は場所柄、気軽に受けられた。
食事相談とセットになっていて、ためになった。
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セ
ミ
ナ
ー

事
後
調
査

セミナー趣旨

・「みんな集まれ!食育セミナー かしこく食べよう 実りの秋!!」と題し開催
-管理栄養士による食育教室
-食育体験ブース 野菜果物クイズ ビタミンC多い順番当て
／なぞなぞボックス／におい当てクイズ／野菜ぬりえ など
-きのこ教室(講義） エリンギもぎ取り体験 着ぐるみ（ホクト）
-試食コーナー(キユーピー)
など

指導内容

・食べ物のはたらき（三色食品群）・食事バランスガイド
・主な野菜の栄養と、機能性成分解説
・正しい野菜摂取量と食べ方の紹介

対象者

子育て世代の家族/地域の子ども/来店者全般

開催場所

店内特設会場（店舗入口付近）

参加人数

63人

協力

・ホクト（ステージ、着ぐるみ） ・キユーピー（試食など）

実施方法

食事相談会併設

食事相談対応数

214人 (管理栄養士2名×1日、1名×1日）

調査回収数

500件（2日間合計）

調査謝礼協力

スミフル/ハウス商品/ミツカン

＜セミナー告知ポスター＞

＜セミナー風景＞

10月27日(日)

2月7日(金)
～8日(土)

＜エリンギもぎ取り体験＞

＜食育体験ブース
なぞなぞボックス、野菜のにおい当てクイズ＞

＜野菜350g展示＞

参加者の声 （セミナー）
●うちの子どもは野菜嫌いだが、今日習ったように楽しく工夫を
して少しずつでも食べさせていこうと思った。
●わかりやすかった。野菜不足解消のコツをやってみようと思った。
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ヨークベニマル エブリア店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=410

実施日＝平成25年9月29日(日)・30日(月)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で85.2％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は35.1％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。

＜健康意識＞

健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、71.7％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は3.4％で、一般消費者の10.2％※ に比べると少ない。

●約７割の人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。
→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
「平成24年度1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③意識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
人が7割弱を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
ギャップと誤認 ●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月7日(金)・8日(土)
年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価

＜掲示物を見た印象＞

掲示物を見た人のうち、
41.0%が「買い物の参考になった」、
25.3％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

（n=166）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
44.0%が「買い物の参考になった」、
34.1％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=91）

取組の成果（結果と考察）、活用のポイント（今後の課題）
評価・成果

• お客様の参加型食育イベントが提供できた。
• 当事業を通じて、食育への取組という企業姿勢を伝えられるよい機会となった。

課題・考察

• 店頭でのイベント運営には、社内外関係者との連絡調整に相応の時間を要した。今後はさらに十分
な時間やスタッフの確保が必要だと感じた。
• スーパーマーケットでは、年間を通じて多数の販促イベントや催事が行われている。場所・スタッフ・コス
トを確保をするためには、当事業のような短期間ではなく長期的な計画が必要。
• 店頭掲示物について、無償の提供はありがたい。一方で、もう少し社内の既存媒体との統一性や、
展開期間等の検討はできたと思う。連絡調整の時間が課題であった。

今後への期待

• 多くのお客様が調査協力に応じた。これを一例として、我々の取組者の実施・協力した結果を、農
林水産省がどのように活かしてくれるのか、今後に期待したい。
28

株式会社 ライフコーポレーションの取組
実施店舗名

事
前
調
査

ライフ 大倉山店

実施の工夫

食事相談対応数
調査回収数
調査謝礼協力

所在地

・食事相談ブース併設
・チラシやLINEにて事前告知
9月28日(土)
～29日(日)

115人（管理栄養士2名×2日）
504件（２日間合計）
自社負担
協力企業

実
践

神奈川県横浜市

指導ポイント

「洋風ブリ大根」「鶏肉ときのこのトマト煮」(カゴメ)
「冬野菜が美味しいポトフ」「根菜たっぷりあったかミネス
トローネ」(ダイショー)

実施日

旬の大根など野菜を手軽に上手に。
2月7日
魚や肉も野菜と一緒に
～3月15日
野菜は加熱するとかさが減る。鍋や の6日間
スープで野菜不足解消を

＜告知ポスター＞

＜店頭調査実施風景＞

＜食事相談ブース＞

参加者の声
●（食育イベント）ラインで見て来た。この店のイベントはい
つもおもしろいことが多いので。今回は「血管年齢測定」が
興味深かった。
●（食事相談）血管年齢測定は、指一本で早く結果が
でて手軽さがよい。食事診断の結果、先生に「野菜不足」と
言われて、今日は早速野菜を買っていこうと思う。
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●（調査）食事や買い物はふだん妻に任せきりなのでアン
ケートには答えにくい部分もあったが、血管年齢測定で実年
齢より5歳も年上と出てしまい、健康管理のためにも食事に
ついて自身でも考えなければいけないと思った。

セミナー趣旨

セ
ミ
ナ
ー

事
後
調
査

指導内容
対象者

・「竹内冨貴子先生の体がよろこぶ食育ミニ講座」と題し開催
-大人向け食育講座
-旬の緑黄色野菜を使った「にんじん」「ブロッコリー」」「かぼちゃ」
メニューの調理実演と試食
・バランスのよい食事、野菜の機能性の解説
・野菜の上手な食べ方術紹介
・手軽にバランス良く野菜がしっかりとれるメニューの紹介
大人向け/地域の町内会/来店者全般

開催場所

店頭特設テント（店舗入口前 外）

参加人数

33名

協力・協賛

太尾宮前町会（横浜市港北区）

実施方法
食事相談対応数
調査回収数
調査謝礼協力
＜告知ポスター＞

11月9日(土)

食事相談会併設
86人（管理栄養士2名×2日）
500件（2日間合計）

2月14日(金)、
3月15日(土)

自社負担
＜セミナー教材・レシピ集＞

＜セミナー風景＞

＜食事相談ブース＞

＜講義用 野菜メニュー＞

参加者の声
●竹内富貴子先生のお話は、とてもわかりやすく、バランスに気をつけて
もっと野菜を食べるようにしようと思った。
●野菜の栄養機能を効率よくとる話が興味深かった。
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ライフ大倉山店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=504

実施日＝平成25年9月28日(土)・29日(日)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で91.9％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は44.0％で、実生活に即した具体的な摂
取目標量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。
健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜健康意識＞

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、58.3％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は1.6％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。
●８割近くの人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。

→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
「平成24年度1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③意識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない人
ギャップと誤認 が約8割を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→ 「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月14日(金) 、3月15日(土)

年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価
掲示物を見た人のうち、
35.8%が「買い物の参考になった」、
28.4％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

＜掲示物を見た印象＞

（n=134）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
45.9%が「買い物の参考になった」、
36.5％が「今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=85）

運営者による取組への評価・課題・考察・今後の期待
評価・成果

•
•
•

地域への社会貢献ができた。
子どもを対象とした食育活動を中心に行ってきたが、当事業の参画により、より幅広い層への食育提供の
事例ができた。
管理栄養士による食事相談コーナーは、調査実施との相乗効果があったと思う。

課題・考察

•
•
•

実施すべき要件が多く（補助事業の必須要綱）、総花的であった。
スーパーマーケット(GMS等の複合型店舗でない)型の店頭では、セミナー等の開催場所の確保が難しい。
店内での食育提供は、限られた時間で食材を購入する来店客への配慮は必須である。短時間での効率
的なものが適していると思う。

今後への期待

•

店舗スタッフ、協賛協力等、多くの協力者と取り組んだ。本事業に取組んだ各団体の事例を基に、国とし
ての取組やツール提供へ発展してほしい。
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株式会社 丸久の取組
実施店舗名

アルク 葵店

実施の工夫

事
前
調
査

食育イベントの概要
食事相談対応数
調査回収数
調査謝礼協力

所在地

・食育イベント・食事相談ブース併設
・チラシにて事前告知
・お野菜ティーチャーと、丸久食育キャラクター「いくまるくん」による
食育イベント開催 （野菜・果物○×クイズ、撮影会など）

549件（2日間合計）
スミフル/やまぐち県酪乳業
指導ポイント

「きのことカブのスープ煮」「寒ブリと冬野菜のトマト煮」
「白菜とベーコンのスープ煮」(カゴメ)

践

11月1日(金)
～2日(土)

173人（管理栄養士2名×2日）

教材レシピ(協力企業)

実

山口県山口市

実施日・回数

野菜は加熱するとかさが減りたっぷりと
れる、肉や魚を野菜と一緒に食べる

「野菜のアヒージョ」「レンコンハンバーグ」「きのこのから揚
はなっこりーは、山口県で誕生した新
げ」「野菜たっぷりキーマカレー」「はなっこりーのクリーム
野菜。ビタミンCはほうれん草並み
チーズ和え」(錦町農産加工)

2月4日(火)
～15日(土)

のべ11回

「冬野菜が美味しいポトフ」「同チャウダー」「根菜あったか 野菜は加熱するとかさが減る、鍋や
ミネストローネ」(ダイショー)
スープにするとたっぷりとれる
＜告知ポスター＞

＜食事相談ブース＞

＜セミナー風景＞

＜実践～地元産野菜を使った
試食食育＞

参加者の声
●（事前イベント）いくまるくんの野菜クイズでは、子どもが初
めて知る情報も多く、楽しそうに学んでいた。
●（食事相談）血管年齢測定は初体験。ドキドキしたが結
果を聞くだけでなくていねいに食事の診断とアドバイスがもらえて、
とてもありがたかった。
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セミナー趣旨

セ
ミ
ナ
ー

指導内容
対象者

事
後
調
査

・「おいしいはなし食育SPECIAL たのしくバランスの良い食生活」
-エフエム山口の人気番組と丸久との協働、講演トークショー
M C 番組パーソナリティ・新井道子氏
講師1 グルメリポーター・菊田あや子氏
講師2 やまぐち食育くらぶ・西本葉子氏（うっきー）
-地元食品企業12社の試食ブース
(大塚食品、花王、カゴメ、キリンビバレッジ、錦町農産加工、やまぐ
ち県酪乳業 他)
・食の大切さ・バランス良い食事 ・野菜をたっぷり食べるコツ など
地域住民/子育て世代の家族/来店者全般

開催場所

ニューメディアプラザ山口（店舗から徒歩5分）

参加人数

179人

実施方法
食事相談対応数

2月1日(土)

食事相談会併設
145人（管理栄養士2名×2日）

調査回収数

500件（2日間合計）

ご協力企業

カゴメ

＜セミナー告知ポスター＞

2月14日(金)
・15日(土)

＜満員のセミナー会場 ↓＞

＜食育の大事さを語る菊田さん→＞
＜うっきーの食育ショー ↓＞

＜セミナー会場のアトリウム
に設けた試食ブース＞

参加者の声 （セミナー）
●菊田さんのご自身の体験、グルメレポートの仕事や高齢なご
両親の食生活、を交えた食育談義は説得力があってよかった。
●うっきーさんの手作り人形や紙芝居を使った食育講義に、子ど
もが大喜びし、集中して聞いていた。
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アルク 葵店における取組の効果
〔事前調査 属性〕

ｎ=549

実施日＝平成25年11月1日(金)・2日(土)
年 齢

性 別

〔事前調査結果分析による来店者（調査協力者）の食生活の傾向〕
① 来店者の ●健康のため食事や栄養に気をつけている人は「気をつけている」「ある程度」の合計で90.2％。
食への意識 ●野菜摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人は42.6％で、実生活に即した具体的な摂取目標
量までは知らない人でも野菜摂取の大切さはおおむね認知されている。

→ 来店者はどの年代も、食への関心があり、野菜をとることの重要さも知っている。
健康のため食事や栄養について
どの程度気をつけているか

＜健康意識＞

＜350g認知＞ 「健康のために１日に食べることが望ましい野菜
の目標量（350ｇ以上）」を知っているか

② 来店者の ●来店者の1日に野菜を食べる量は、「１～２皿」が最も多く、58.5％を占める。
食生活の特徴 ●野菜を「食べていない」人は1.1％で、一般消費者の10.2％※ に比べると非常に少ない。
●７割以上の人が主食・主菜・副菜のそろった食事を、1日1回以上とっていると答えている。

→ 来店者はどの年代も、主食・主菜・副菜のそろった食事はとっているが、野菜は不足しがち。

＜実際に食べて
いる野菜量＞

1日にどのくらいの野菜料理を食べているか

＜バランス良い食事頻度＞

※一般消費者の数値はファイブ・ア・デイ協会
「平成24年度1万人野菜摂取web調査」結果より

※

1日のうち、主食（ごはん、パン、めん類など）・主菜（卵、肉、
魚、大豆・大豆製品等が主体のおかず）、副菜（野菜、海草、
いも類等が主体のおかず）のそろった食事をどのくらいとっているか

③意識 VS 行動 ●1日2回以上バランスのとれた食事をしている人でも、食べている野菜の量は「３皿以下」にすぎない
ギャップと誤認 人が約8割を占める。＝意識と行動の＜ギャップ＞
●野菜の摂取目標量（350ｇ以上）を知っている人でも、必要量が「５皿以上」という具体的なボ
リュームのイメージと結びついている人は少ない。＝実際は不足していても足りていると＜誤認＞

→ 多くの人に、「野菜が足りていると思っていても、実際は不足している」と伝える必要がある。
→「５皿」というボリュームのイメージを伝え、野菜不足を再認識してもらうことがポイントになる。

＜ギャップ＞ クロス集計
＜バランス良い食事頻度＞
＜野菜摂取量＞

バランス良い食事
1日2回以上と回答した人
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＜バランス良い食事頻度＞×＜野菜摂取量＞

＜誤認＞ クロス集計＜350g認知＞×＜皿数(目安量)認知＞

〔事後調査 属性〕

ｎ=500

実施日＝平成26年2月14日(金)・15日(土)

年 齢

性 別

〔事後調査結果 取組の効果〕
掲示物の評価

＜掲示物を見た印象＞

掲示物を見た人のうち、
39.5%が「買い物の参考になった」、
29.0％が「献立を考える参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。

（n=124）

実践の評価

＜食育コーナーに立ち寄った印象＞

食育試食コーナーに立ち寄った人のうち、
37.0%が「買い物の参考になった」、
38.9％が今後の料理の参考になった」と、
実践につながると思われる回答をした。
（n=108）

取組の成果（結果と考察）、活用のポイント（今後の課題）
評価・成果

•
•

健康意識を糸口とした取組に、お客様からのよい評価があることが実証でき、今後の参考となった。
調査実施によって、お客様の食生活の現状がある程度見えた。

課題・考察

•

食事相談、食育イベントやセミナーの開催など、どれもお客様からの評価はよいものであったが、管理栄養
士への謝金、イベント運営費用等、費用の課題は大きい。健康啓発活動と、野菜生鮮食品等の売上の
上昇は具体的な計測はできない(複合的な要因が大きいので)。社会貢献・地域貢献という側面だけでの
継続は難しい。小売業としては、実利とも融合するような企画があればよいと思う。
スーパーマーケットは、来店客と場所をもっているが、運営にかかわることのできる人員が少ない。もう少し手
軽にできる軽易なことを、継続的に実施するのがよいと思う。

•

今後への期待

•

既存の成功事例や優良モデルの実施継続や、広域展開のための国の支援があればよいと思う。新規モデ
ル開発ばかりでなく、実直なプログラムも、確実な健康推進活動の裾野拡大に繋がると思う。
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