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3. 店舗取組 

 取組前の食生活実態調査の結果(2 章)から、「「食事バランスガイド」を知らない ⇒ 食

事バランスを整えることに意識が向かない ⇒ 野菜の摂取不足に陥る」という店舗利用

者の実態が推察された。また、店内掲示物については、7割程度の者がこれを見て参考にし

ていることが判明した。 

このことから、店舗取組では①「食事バランスガイドの紹介」により自身に適する食事

バランスを知ってもらう、②「食生活実態調査結果を提示」することにより、自身の食生

活への振り返りを促したり、野菜摂取量が足りていないことを気付かせたりし、店舗利用

者の意識付けを行う、③「野菜料理講座の開催や生産者交流会、店内レシピ配布」等によ

り、店舗利用者が野菜摂取のための具体的行動を起こせるよう促し動機づけを行う、こと

に留意した。 

 具体的には、平成 25 年 8 月~平成 26 年 1 月の 6 カ月間に、①野菜を中心とした「食」

の学習会の開催(12回)、②生産者と消費者の交流会の開催(3回)、③売場における「食の相

談窓口」の開設(6回)、④売場工夫（POP・提示物の作成、食育コーナーの設置）に取組ん

だ。図 3.1にスケジュールと実施店舗を示す。 

 

 

 

図 3.1 スケジュール 

  

イベント 月 日 曜日 開催時間・場所 実施店舗 内容

食の学習会
（店舗での野菜料理の実演・
講習会）

10 24 木
11時～12時　くくむガーデン　イ
ベント会場

くくむガーデ
ン

店舗実演講習会①：行場さん「雑穀マイスターによる今日から始める雑穀野菜」

10 27 日 同上 同上
店舗実演講習会②：＜栄養バランスの整った献立＞栄養バランスの整った野菜たっぷりお惣菜案＆親
子行楽弁当（中神さん）

11 3 日 同上 同上 店舗実演講習会③：旬の野菜を活用したマクロビオテック献立（加藤さん）

11 22 金 同上 同上 店舗実演講習会③：旬の野菜を活用した献立（長田さん）

11 23 土 同上 同上 店舗実演講習会③：地元野菜でつくる野菜スイーツ（鈴木さん）

11 24 日 同上 同上
店舗実演講習会③：＜栄養バランスの整った献立＞栄養バランスの整った野菜たっぷり親子行楽弁当
（中神さん）

12 21 土 同上 同上 店舗実演講習会③：旬の野菜を活用した献立（長田さん）

1 12 日 同上 同上
店舗実演講習会③：＜栄養バランスの整った献立＞栄養バランスの整った野菜たっぷり親子行楽弁当
（中神さん）

11 5 火
10：３０～１２：００(10時受付、店
舗併設レストラン）

旬楽膳　八幡
店舗実演講習会⑨：先着50人（食調査結果返送時に申込用紙配布、事務局で予約人数管理）　野菜
たっぷり食育レシピ（長田さん）

11 7 木 同上
旬楽膳　地ア
ミ

店舗実演講習会⑩：先着50人（食調査結果返送時に申込用紙配布、事務局で予約人数管理）。野菜
たっぷり食育レシピ（長田さん）

食の学習会
（食の講習会）

11 30 土
旬楽膳地アミダイニング、１４時か
ら１６時

旬楽膳（事務
局手配）

講演会:名古屋　（食育と味覚、実践レシピ紹介・試食付）　片山直美（名古屋女子大学）、長田絢（栄養
士）

12 4 水
豊橋サイエンスコア13時から15
時

くくむガーデ
ン（同）

講演会:豊橋　（同上）、同上

生産者と消費者の交流
会

10 26 土 9時～12時　くくむガーデン くくむ 生産者と消費者の交流会①（豊橋地区の生産者、伊藤嘉則さんなど）

1 15 水 同 くくむ 生産者と消費者の交流会②（同上）

1 18 土 同 くくむ 生産者と消費者の交流会③（同上）

食の相談窓口 10 23 水
くくむ店舗内、食育コーナー10時
～18時

くくむ 食育相談窓口設置①　岡田先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

11 20 水
くくむ店舗内、食育コーナー10時
～18時

くくむ 食育相談窓口設置②　岡田先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

12 18 水
くくむ店舗内、食育コーナー10時
～18時

くくむ 食育相談窓口設置③　豊田先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

1 22 水
くくむ店舗内、食育コーナー10時
～18時

くくむ 食育相談窓口設置④　豊田先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

11 12 火
旬楽膳　八幡様店舗内　10～18
時

八幡 食育相談窓口設置⑤　宮井先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

11 14 木 同　地アミ様店舗内、10～18時 地アミ 食育相談窓口設置⑥　平瀬先生（愛知県栄養士協会　管理栄養士）

売場工夫 随時 全 POP、レター、掲示物の作成
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3.1. 「食」の学習会 

家庭における食生活改善や食への関心を高めるため、地域の旬の食材（野菜）を取り入

れたメニュー等の実演講習会 10回（以下、野菜料理の実習会）、食や食育に関する講習会 2

回(以下、食の講演会)を開催した。 

 

3.1.1. 野菜料理の実習会 

3.1.1.1. テーマ・着眼野菜・講師 

本取組の実施期間は 10 月～1 月であり、運動会・遠足など、お弁当が必須のイベントが

集中する秋冬シーズンである。そこで、お弁当にも使える野菜料理についての実習会（お

料理講座）をテーマのひとつとした。また、食生活実態調査(事前)で、回答者群の特性とし

て女性が 7割、年代は 50代以上が主、家族構成は「夫婦と子供」が最も多いことが判明し

た。そこで、女性や子供に受けが良いと期待される野菜スイーツもテーマとした。 

着眼した主要野菜は、トマト、大葉、かぼちゃ、さつまいも、じゃがいもなどである。

トマトや大葉は豊橋が有力産地であり、地元野菜を店舗利用者に紹介する意図で取り上げ

た。その他の野菜は、一般の方が年間を通じて入手しやすく、常用野菜に相当するものを

選んだ。図 3.2に実習会での着目野菜と紹介レシピを示す。 

講師には、外部よりプロのシェフ（カフェ、レストラン）を招聘、またはくくむガーデ

ン勤務の野菜ソムリエを充てた。 

 

 

図 3.2 実習会での着目野菜とレシピ 

 

月 日 着目食材 主たる紹介レシピ 実習会タイトル(講師）

10 24 雑穀 雑穀の野菜ドレッシング 雑穀マイスターによる今日から始める雑穀野菜(行場さん）

カボチャ キビと南瓜のお団子

10 27 梅干し 梅干しとワカメのおにぎり 栄養バランスの整った野菜たっぷりお惣菜案＆親子行楽弁当（中神さん）
ニンジン 彩り野菜とひじきのカレーきんぴら
カボチャ かぼちゃとレーズンのシナモン風味煮
トマト 体にうれしいつけあわせ＆フルーツ

11 3 サツマイモ サツマイモごはん 旬の野菜を活用したマクロビオテック献立（加藤さん）
ニンジン くるみとニンジンの汁物
サトイモ サトイモのともあえ

ミズナ・セロリ かき、水菜、セロリのマリネ

11 22 トマト レッドスムージー 旬の野菜を活用した献立（長田さん）

11 23 ジャガイモ じゃがいももち 地元野菜でつくる野菜スイーツ（鈴木さん）
カボチャ カボチャのモンブラン
オオバ 豊橋名産大葉とチョコバナナのクレープ

11 24 10月27日と同じ 10月27日と同じ 栄養バランスの整った野菜たっぷり親子行楽弁当（中神さん）

12 21
カボチャ、ジャ

ガイモ
野菜チップス 旬の野菜を活用した献立（長田さん）

サツマイモ カボチャサンド
タマネギ 野菜ピクルス

トウモロコシ コーンポタージュ
サツマイモ サツマイモとフルーツのクランブル

1 12 トマト 野菜たっぷり！トマトベースの洋風豚汁 栄養バランスの整った野菜たっぷり親子行楽弁当（中神さん）
ハクサイ あっさりしたうま味のロール白菜
ニンジン 大根と人参のきんぴら 
ダイコン 超簡単！大根の中華風おつけもの

11 5 コマツナ グリーンスムージー 野菜たっぷり食育レシピ（長田さん）

11 7 カボチャ カボチャときのこの豆乳チャウダー 野菜たっぷり食育レシピ（長田さん）
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3.1.1.2. 教材 

講座で使用する教材には講座での紹介レシピのほか、食事バランスガイドの紹介や食生

活実態調査（事前）結果を併せて載せ、自身の食生活の振り返りと食事バランスへの注意

を促すようにした。図 3.3に教材の一例を示す。 

 

 

図 3.3 教材の１例 

 

 

 

☆冬野菜レシピ☆ 超簡単！大根の中華風おつけもの 

ポイント： 

 

長時間おきすぎると歯ごたえも味も悪くなるので、タイミングよく作りまし

ょう。食事の直前に作ると〆のご飯の頃にちょうどよく漬かっていますよ。

味見をして、味が薄いと思ったらごま油と塩昆布を足して調節してくださ

い。少し残ってしまった大根の「おかたずけ」にピッタリな一品です。 

材料： 作りやすい分量 

 

大根  １０㎝位 

ごま油 大さじ１ 

塩昆布 ２～３つまみ位 

作り方： 

 

① 大根を薄いいちょう切りにする。 

② ビニール袋に大根とごま油、塩昆布を入れて混ぜ合わせる。 

③ １５～３０分ほどおいたらできあがり♪  

 

あなたの食生活は大丈夫？ 

食事バランスガイド＊を参考に主食・主菜・副菜(野

菜のおかず)のバランスを整えて下さい。野菜のお

かずを毎日１皿、増やすことを目標にしましょう。 

＊「食事バランスガイド」の詳細は農林水産省HP

か店内資料をご覧ください。 
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3.1.1.3. 参加者の反応 

毎回、定員 30名を超える参加者があった。野菜スイーツを紹介した実習会ではお客様の

中の「野菜＝おかず」の概念はくずれたようだった。普段、使い切れずに余ってしまう野

菜をスイーツに使えようになるので利用幅が広がる、との声もあった。また、普段の利用

店舗で講習会が開催されたことから、通いやすくて良かったという声もあった。さらに、

プロの料理人から講義を受けることが出来る点で新鮮味があり、参加者は特に満足して帰

られたようだった。参加者の中には、従来から店舗で実施している料理講座の講習生もお

り、「店舗で料理を習う」ことが比較的習慣になっているケースもあった。継続してこのよ

うなイベントを実施することにより、講座参加者が定着すると期待された。また、講習会

直後には、講習会で使用した食材の購入が顕著に目立った。図 3.4に店舗スペースを活用し

た講習会の様子を示す。著名講師を招いた回では立ち見がでるほどの盛況だった。 

 

 

図 3.4 店内のイベントスペースを活用した実演会 

 

 

3.1.2. 食の講演会 

3.1.2.1. テーマおよび講師 

食や食育に関する基礎的な情報提供と、野菜摂取促進のための実践的な情報提供（野菜

レシピ提案・試食）をテーマとした。講演会は、講演⇒レシピ紹介⇒実演⇒試食、を一連

の流れとし、食への意識づけと食行動変化を促すのに効果的な構成とした。 

講師には、以下の 2 名を招聘した。片山直美氏（名古屋女子大学家政学部食物栄養学科 
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教授）に食育に関する講演を依頼した。講演タイトル「おいしく食べて健康に」味覚・嗅

覚について学ぼう！」、長田絢氏（株式会社 Japan Food Expert 代表取締役、料理研究

家）に、野菜レシピの紹介と食に関する講演を依頼した。講演タイトル「心と体に栄養を

届けよう～食育の大切さを届ける料理～」料理実演・試食付（配布教材：食育冊子） 

 

3.1.2.2. 教材 

 食事バランスガイドと野菜レシピとを一連の流れとして学べるよう、食育に関する教材

(食育冊子、A4カラー16ページ)を独自に作成した。図 3.5に食育冊子の中の 1ページ抜粋

を示す。冊子の内容は、講演会での紹介レシピおよび野菜 70g 例や食事バランスガイドの

紹介とした。これにより、食育の実践と食への意識づけを同時に図れるようにした。なお、

レシピ開発は株式会社 Japan Food Expert（代表取締役、長田絢氏（料理研究家））に

委託した。長田氏は東海地区を中心にメディア等でも活躍する料理研究家で、店舗利用者

から特に人気の高い人物である。長田氏による開発レシピであるが故に、店舗利用者への

浸透も早く、食意識・食行動の変化に対して効果的な働きかけが期待できる。開発レシピ

は、愛知県の特産物（トマト、キャベツ、鴨など）を食材に使用しており、当該食材の解

説記事も食育冊子に併せて掲載した。当該レシピは地域の食文化と食情報を同時に盛り込

んでいる点で、独自性が高い。 
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図 3.5 作成した食育冊子の抜粋 

 

 



31 

 

3.1.2.3. 参加者の反応 

 開催日の 11 月 30 日および 12 月 4 日ともに、30 名程度の参加者があった。食育や味覚

に関する基本的な情報提供と料理実演が好評だった。参加者から、料理実演で作った野菜

スープ、スムージ類の試食について「美味しい」「家でも作ってみたい」などの感想があっ

た。味覚のテストでは「自分の味覚がこんなに鈍感だったとは驚き」「食を知るには味覚も

大事だと知り、「食べること」を考えるきっかけとなった」などの声があった。図 3.6 に講

演会の様子を示す。参加者は教材を活用し、講師よりレシピ解説を聴いた。 

 

 

図 3.6 講演会の様子 

 

 

3.2. 生産者と消費者の交流会 

3.2.1. 目的・実施方法 

農業と食への理解を深めるため、店頭に地域の生産者と消費者の交流の場を設けた。生

産者から食材の見分け方や調理方法、食材の元となる作物の生態・生理を紹介するなど、

生産者と消費者の情報交換を行った。10 月 26 日はくくむガーデン店頭での交流会、1 月

15日および 18日はくくむガーデンに参加者が集合し、貸し切りバスを利用して、生産者圃

場に出向いての交流会とした。なお、1月 15日、18日の交流会は、10月 26日の交流会の

参加者から「今度は、ぜひ圃場に行き栽培の実際を見たい」という声があり、これに応え

るために企画されたものである。 

 

3.2.2. 参加者の反応 

図 3.7および 3.8に参加農家および参加者の感想を示す。図 3.9に交流の様子を示す。 
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図 3.7 10月 26日生産者交流会 結果 

 

 

 

図 3.8 1月 15日 18日生産者交流会 結果 

 

イベント 項目 参加生産者 目的・内容 参加者の反応

10月26日
くくむガー
デン収穫
祭

「サツマイモと雑穀の炊き込み
ご飯」紹介

松井春美、本多幸
子、山本剛司

店舗利用者の食知識の向上を図る。ひえ、黒米、ハトムギといった伝統穀
物に着目し、これらを豊橋産コシヒカリに混ぜ、サツマイモ（豊橋産）ととも
に炊き込みご飯に調理。サツマイモと雑穀という食材の新規組合せの提
案を行うとともに、試食により食感の相性の良さを実感してもらう。生産者
に店頭に立ってもらい、食材の情報や、調理上の留意点などを店舗利用
者に伝えてもらう。

農家のお母さん（＝生産者）の味付け⇒地元の伝統味と
いう点で、店舗利用者の評価が高かった。サツマイモと
雑穀の新しい使い方に驚き、日々のメニューに取り入れ
てみようと、レシピに関心を持たれた方もいた。

同
「お米の脱穀体験とコメ食に合う
野菜のおかずを語る」座談会

（ 株 ） 中 村 ラ イ ス
（中村夫妻）

店舗利用者の食知識の向上を図るとともに、日本型食生活の構築に資す
る。（株）中村ライス（中村夫妻）に指導を仰ぎ、来場者にお米の脱穀体験
をしてもらう。その中で、ご飯食に合う野菜のおかずの紹介や和食とコメに
ついての思いなど、来場者に語って頂く。

15名参加。お米と和食や和よく似合う野菜のおかずに興
味をもってもらう事が出来た。おコメ生産者と交流するこ
とで、和食についてより強い印象をお客様が持たれるよ
うで、家庭で和食を食する動機づけに有効だと感じられ
た。

同 「野菜のクイズ大会」 伊藤嘉則

店舗利用者の食知識の向上を楽しみながら図る。多品目の野菜（キャベ
ツ、白菜、トマトなど）の栽培経験のある農家の伊藤嘉則氏の協力を仰
ぎ、事前に野菜に関する知識を問うクイズを作成。回答者は子供～大人ま
で想定されることから、難しいものから易しいものまで、幅広く問題を用意
した。

30名参加。地元産のキャベツ・ブロッコリー・大根など、
旬を迎える秋冬野菜についてのクイズを実施した。参加
者には、楽しく野菜に興味を持って頂けた。最後は野菜
摂取量のクイズだったが、「野菜摂取350g以上が目安」
という認識は低かった。

同
「地域の生産者の作るキャベツ」
紹介

伊藤嘉則
店舗利用者の食知識の向上を図る。生産者の伊藤氏に売場に足って頂
き、どのようにキャベツを栽培しているのか（肥培管理、農薬散布など）、美
味しい召し上がり方や貯蔵方法などを、直接、消費者に伝えて頂く。

今が旬のキャベツを生産者（伊藤氏）が売場に立って紹
介。生産者が美味しいキャベツの見分け方や品種の説
明を行った。消費者の方は話を聞くと積極的にキャベツ
を手に取る様子がみられた。

同 「芋掘り」体験会 平間広太郎

店舗利用者の食知識の向上を図る。サツマイモという食材に興味・関心を
持って行っただく一助となるよう、農家の平間氏に指導を仰ぎ、店舗利用
者のサツマイモ掘り体験会を行う。サツマイモの生態がよく把握できるよう
に、ツル切りから体験する。さつまいも掘りの手順を示したチラシを作成し
た。

20名参加。店舗主催ということで購買層の主婦およびそ
の子供にも多く参加して頂けた。楽しく芋ほりを行い、一
人20kg以上は持ち帰っていただいた。ツルや地下茎の
形状など、参加者の親子などは驚きつつ、楽しんだ。ま
た、細いものはどうやって調理したら美味しいか、貯蔵
法など、参加者から積極的に生産者に問う姿勢が見ら
れた。

イベント 協力農家 農家の特徴 参加農家の反応 参加者（店舗利用者）の反応 同行した店舗ｽﾀｯﾌの反応

1月15，18
日くくむ
ガーデン
主催農家
圃場見学
ツアー

大竹 二三
子

栽培作物：大玉トマト
トマトが成長しやすい最適な栽培方
式で温度・湿度・肥料をコントロール
して、トマトにストレスがかからない
最適な状態でトマト栽培を行ってい
ます。

トマトの旬は夏というイメージがある
が、豊橋トマトの旬は「今（１月）」で
あり、冬のこの時期が一番おいしい
ということを、直接、消費者に伝えら
れてよかった。これをきっかけに、冬
場トマトをもっと食べて頂きたい。こ
のようなイベントの継続性としては、
農作業の忙しくない時期であれば、
今後も対応可能。

同
若見 水耕
園

栽培作物：サンチュ
水耕栽培により1年間、くくむカフェで
の使用しているサンチュを栽培して
います。若見さんのおかげでくくむカ
フェでは1年を通して食材を変えるこ
となく美味しいサンドイッチを提供出
来ています。

サンチュはあまりメジャーでない野菜
であることが心配だった。このような
取組を通じて、消費者に少しでも知っ
てもらいたい。そのため、生産者とし
ても「このような製品（サンドイッチな
ど）に使われていますよ」とか「焼肉
に添えるだけではなくて、こんな料理
にも使えますよ」などといった働きか
けも、できたら行っていきたい。

同 伊藤嘉則

栽培作物
冬：きゃべつ、はくさい、だいこん、ね
ぎ、レタス、花菜、たまねぎ
夏：スイカ、メロン、なす、
くくむと言えば伊藤さんの野菜と代
表されるほど、ファンが出来る美味し
い野菜作りに取り組んでいます。品
種選びや土づくりにもこだわり栄養
価の高いミネラル野菜『くくむこだわ
り逸品』にも取り組んでいます。

店舗利用者にとっては、直接に圃
場に着て頂くことにより、どのように
栽培されているか、生産者の話を直
接聞ける機会である。生産者にとっ
ては、栽培にかける努力、気候や条
件の話もできる。生産物の生育過程
や出荷過程、個人努力や流通の仕
組みも聞ける。生産者はなかなか売
場に立てない。こだわり商品、注目
製品、珍しい生産物や普段食べるこ
とのできないものまで、圃場で直接
試食できる。消費者の知識や我々の
生産物販売促進もでき、大変すばら
しいイベントだと思う。

参加者は各回ともに定員の１８名
にほぼ達した。４０代～６０代の女性
が中心。参加者の声として「圃場が
見られて良かった」「生産者の声が
聴けて新鮮だった」「野菜の育つとこ
ろがわかったので、安心して野菜が
返る」「他の参加者とも話が出来て
楽しかった」「くくむで売られているサ
ンドイッチに使われるサンチュの生ま
れるところを見ることが出来て新鮮
だった。サンチュが地場野菜だったこ
とを知り、サンドイッチにも親しみが
わいた」などがあった。また、参加者
同士で野菜の調理法などを伝え合う
場面なども見られた。

お客様が生産者に関心を持つことに
より、大手スーパーのような愛知県
産という表示意識から直売所では価
格による選択から生産者の名前で
選択するようになる。また今回のサ
ンチュで有ればサンチュの包装用紙
に若見水耕園と記載があるので大
手スーパーでもそれを選んで購入す
る可能性は高く、地産地消にとって
はとてもよい活動だと思います。また
生産者より例えばちりめんきゃべつ
やビタミン大根や紅芯大根など変
わった野菜の実際においしい食べ方
などの話が有った事で、サラダに大
根を取り入れたり、手巻き寿司にサ
ンチュをと・・・今までと違った料理レ
パートリーが増え、野菜の摂取量が
増える可能性は高いと思います。ま
たトマトは通常冬場は生食での摂取
が落ちるのですが、今回生産者の方
が自家製ジュースを出して頂いた事
で実際にジュースで飲んでいる方も
多い事と、ジュースでの摂取には関
心が高い事を感じました。美味しい作
り方も教えて頂けたのでこれで摂取
量が増える事も期待したいです。
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図 3.9 交流会（左：協力農家が講師となった芋掘り体験、右：協力農家の圃場見学) 

 

参加者および生産者の感想から、生産者‐消費者交流会は、店舗を起点とした地域の生

産者と消費者の交流の場として充分に機能できたと考えられた。店舗利用者は、生産者か

ら直接、食材調理方法、食材の元となる作物の生態・生理などを紹介されることにより、

食に関する情報を得るとともに、農業と食への理解を深めることができたと推察された。

また、参加者同士で野菜の料理法をアドバイスしあうなどの交流もみられ、情報交換の場

が形成されていた。また、店舗スタッフにとっては、生産者の思い（調理法のお薦めや品

種情報）を得ることができたという声が多かった。得られた情報は、売場工夫等における

pop作成などに反映された。 

 

 

3.3. 食の相談窓口 

3.3.1. 目的・実施方法 

消費者の食生活の改善にむけた動機付け及び行動変容を促すため、愛知県栄養士協会か

ら管理栄養士 1名を店舗に派遣してもらい、「食の相談窓口」を店舗内に継続的に 6回、開

設した。管理栄養士に「食生活をどう改善したらよいかわからない」といった店舗利用者

の相談に直接乗っていただいた。相談は事前の予約制とし、１名２０分とした。 

 

3.3.2. 結果 

１日あたり７名～２名の相談となった。返却された BDHQ分析結果票を持参して食の相
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談窓口に来た者が散見された。個人分析結果の提示により、食への問題意識が喚起され、

併せて食の相談に来るという行動変容も促されたことが確認できた。 

１名あたり２０分の設定は丁度良いとの感想を担当の栄養士から得た。相談者によって

は、１５分を超えて話し込むケースや涙ながらに自身の窮状を相談するケースもあり、参

加人数は他の店舗イベントに比して少ないものの、非常にインパクトの高い取組であった

と考えられた。 

貧血、糖尿病、高血圧などの疾病に係わる食相談が多くあり、医学栄養学的なバックグ

ラントのある管理栄養士に講師になっていただいたことは信頼性の点で妥当だったと考え

られた。1日あたり 7名程度と利用者は少なかったが、相談者によっては涙ながらの相談も

あり、潜在的なニーズは高いと考えられた。特に高齢者のいる家庭では嚥下の問題など、

独特の課題があることから、高齢者層の多い店舗では高齢者むけの食生活をサポートでき

る管理栄養士の継続的な支援が今後も必要と考えられた。図 3.10に相談事例を示す。 

 

相談 回答 

食事量が多い、果物の多食について 

～６０代女性～ 

 

 

通院・服薬中（高血圧・脂質異常症）で服薬忘れがあ

り改善するようアドバイス。また、夕食量が多いため

均等な食事量の配分の提案。果物は多食傾向で果糖と

コレステロールの関係を説明し適量を示した。 

骨粗しょう症改善、腎機能低下の食

事療法、皮膚に優しい食事 

～７０代２人連れ～ 

カルシウムとビタミンＤについて説明し摂取量の提

案をした。適度な運動や戸外に出ることも効果ありと

アドバイスした。腎機能低下した場合の蛋白質・塩分

の取り方、コラーゲンの生成と乾燥を防ぐ保湿につい

てアドバイス。 

同居の祖母に認知症発症 

～２０代女性～ 

認知症に効く食品は特に示されていないが、予防には

生活習慣病、特に糖尿病と認知症の関連は分かってき

ている。水分のムセ込みなどもあり、かかりつけ医、

ケアマネ（介護認定２）と連携を取っていくようアド

バイス。 

図 3.10 食の相談窓口 事例 

 

 

3.4. 売場工夫 

3.4.1. 目的・実施方法 

食生活実態調査（事前）にて、①食事バランスガイドの認知が 4 割弱にとどまっている

こと、②健康のために食事バランスを心掛けていない者の割合が約 1 割であること、③標

準的な成人 1 日あたりの副菜摂取目標５～７皿を下回る者の割合が 8 割であることが判明
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した。このことから「食事バランスガイドを知らない→自分に適した食事バランスが解ら

ない or 食事バランスを適正に整えることができない→目標量に対する野菜摂取不足」とい

う一連の流れが推察された。これを踏まえ、店舗利用者の食意識の向上と野菜摂取促進を

図るための POPや提示物を作成し、売場に食育資料コーナーを設置した。 

 

3.4.2. 結果・店舗利用者の反応 

 POP・レシピ 

野菜摂取促進のため、旬の地元野菜を目につきやすく手に取りやすい形で提供すべく、

野菜の栄養情報を示す POPを掲示したり、野菜料理のレシピを店内配布したりした(図 3.8，

3.9)。大根、ネギ、さつまいも等、その時期に流通している旬の野菜について品種・栄養情

報・栽培状況等を示した。また、店舗スタッフの野菜ソムリエ（宮地、行場）監修のレシ

ピを売場内に設置した。併せて、食育コーナーを店内に設け、こちらにもレシピや当該事

業で作成した食育冊子を設置した。これらのレシピは店舗利用者に自由に持ち帰ってもら

うこととした。A5程度のミニサイズでカラフルに印刷するなどした工夫により、店舗利用

者には「かさばらずに持ち帰りやすい」「売場の中で目立って見つけやすい」などの感想を

得た。図 3.11および 12に作成した POP、配布用レシピを示す。 

 

 

図 3.11 POP の例 
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図 3.12 レシピ配布の例 

 

 

 掲示物 

自身の食生活への振り返りを促したり、自身の野菜摂取量が足りていないことに気付い

たりしてもらうため、「食生活実態調査結果」を掲示した(図 3.13)。食事実態としては、野

菜摂取量目標に対し、それ以下の方が全体の 8 割であることを示し、自身の食生活を振り

返ることを促した。また、自身に適する食事バランスを知ってもらうため、「食事バランス

ガイド」も掲示した。さらに、野菜料理を作る・食べる・必要食材を購入するといった食

行動を起こしやすくするよう、「野菜レシピ」も併せて掲示した。利用者からは「自分の食

生活の現状を知り、これはマズイと思った」「なんとなく自分の食事と健康を大事にしよう

という気になった」などの感想を得た。 
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図 3.13 掲示物の例（食生活実態＋食事バランスガイド＋野菜レシピ等の組合せ） 

 

 食育コーナー 

店舗利用者が買物途中でも随時、容易に食に関する情報を入手できるよう、「食」「農」「野

菜」「食育」に関する資料をおいた常設の「食育コーナー」を売場の一角に設けた(図 3.14)。

食事バランスガイドや野菜摂取目標量に関する情報や食育に関する図書、食事バランスゴ

マモデル・野菜 70g モデル等を纏めて設置し、バランスの良い食事をとるための意識づけ

を促した。利用者から「買い物に飽きた小さい子供をあやしたり休憩もできたりするので

よい」「ちょっとした夕飯のヒントを得られる」などの感想があった。 
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図 3.14 店内常設の食育コーナー 

 

 

3.5. 店舗利用者の評価 

食の学習会、生産者と消費者の交流会、食の相談窓口、売場工夫の取組について、店舗

利用者の反応を定量的に把握するため、食生活実態調査（事後）にてアンケート調査した

（設問文等の詳細は 6 章参照）。その結果、実施した店舗取組の中では、「野菜ソムリエに

よる食育実践講座」や「食育に関する講演会」といった「学習会」形式のイベントは、店

舗利用者の認知度で 3 割を超えた上位の反応を得たことから、店舗利用者に最もインパク

トがあったと考えられた。また、「提示物やレター、食育コーナーでの情報提供」は「参考

になった」と答えた者が全体の 3 割となった。とくに旬楽膳八幡では「参考になった」と

答えた者が 4割を超えたことから、これらも良好な効果を得たと考えられた。 

また、これら一連の店舗取組は、回答者の 4割について食意識の向上のきっかけとなり、

また同じく 3 割について食行動の変化も促したことが判明した。このことから、今回の店

舗イベントや掲示物などにより、比較的容易に食意識の向上は促せたが、食行動の変化ま

で至らしめるのは難しかったと考えられた。食行動の変化までを促すためには、取組期間

の長さや店舗イベントの連続性が課題である。 
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1. 実施した取組への認知 

 

 

 

 

  

全体では「野菜ソムリエによる食育実践講座」が 55％で最も高く、「食生活実態調査結

果、食事バランスガイド、野菜レシピなど、食育に関する提示(図書を含む)」が 39％、

「食育に関する講演会」32％で続いている。「野菜ソムリエによる食育実践講座」はく

くむガーデンで 64％、「食育に関する講演会」は旬楽膳地アミで 44％、「食の相談窓口」

は旬楽膳地アミで 32％と高かった。 
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2. 参考となった実施取組 

 

 

 

 

  

全体では「食生活実態調査結果、食事バランスガイド、野菜レシピなど、食育に関する

提示(図書を含む)」が 29％で最も高く、「野菜ソムリエによる食育実践講座」が 23％で

続いている。「食生活実態調査結果、食事バランスガイド、野菜レシピなど、食育に関す

る提示(図書を含む)」は旬楽膳八幡で 41％と高く、「野菜ソムリエによる食育実践講座」

はくくむガーデンで 30％と高かった。 
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3. 店舗取組での食生活を考えるきっかけ 

 

 

 

 

 

 

4. 店舗取組による行動変化 

 

 

 

全体では「なった」が約 4割で 1位、続いて「どちらでもない」が 2位となった。旬楽

膳八幡では「どちらでもない」が 5割を超え高かった。 

全体では「あった」が約 3割を超え 1位、続いて「どちらでもない」が 2位となった。

旬楽膳八幡では「どちらでもない」の割合が 6割と高かった。 
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4. 事業推進検討会 
 事業の効率的かつ効果的な運営等を図るため、地域の関係者を含み構成される検討会を

開催した。具体的には、農学、栄養学などの各分野の有識者および地域の生産者、小売・

流通業者等を当該検討会委員に招聘し、専門的な見地から本事業における食生活実態調査、

具体的な取組内容、事後評価等を検討した。図 4.1 に開催スケジュールを、図 4.2 に参加者

をそれぞれ示す。 
 

 
図 4.1 開催スケジュール 

 
図 4.2 参加者 

 
4.1. 第１回検討会 
本検討会では、主として事業の概要説明を行い、各取組の日程調整をした。質疑応答の

概要は以下の通り。①カット野菜の市場認知度および需要について。近年、若年層および

年配層の少人数家族で、カット野菜の需要が伸びている。売りあげも良好である。特に、

カボチャ、スイカ、刻みネギ、白菜、豚汁セットなどの商品展開も豊富になりつつあり、

市場認知度も高まっている。野菜の摂取量促進の取組として、カット野菜展開は期待でき

開催日 場所 会議名 主たる検討事項

8月22日

〒441-8142 愛知県豊橋市向草間

町字北新切95くくむガーデン2F会

議室

第１回事業推進検討会 事業の概要紹介

11月21日

〒491-0903 愛知県一宮市八幡4丁
目1番1号 旬楽膳 八幡 ダイニ

ング

第２回事業推進検討会
食生活実態調査（事前）および店

舗取組

2月13日 〒441-8142　愛知県豊橋市向草間町字 第３回事業推進検討会
食生活実態調査（事後）および事

業総括

第１回 第２回 第３回
検討会の参加者・資料配布先 8月22日 11月21日 2月13日

NO 所属 氏名
第1回
出欠

第2回
出欠

第３回
出欠

資料配布数
(第1回検討

会資料）

資料配布数
(第2回検討

会資料）

資料配布数
(第3回検討

会資料）
1 東京農工大学　 農学部　教授 澁澤栄 × ○ ○ 1 1 1
2 名古屋女子大学 家政学部　教授 片山直美 × × × 1 1 1
3 （株）カネスエ商事 代表取締役　会長 牛田彰 × ○ × 1 1 1
4 （株）カネスエ商事 常務取締役 鷺坂尚洋 ○ ○ ○ 1 1 1
5 （株）カネスエ商事 岩谷妃都美 × ○ ○ 1 1 1
6 株式会社Japan Food Expert 代表取締役 長田絢(代理の場合　神谷ふみ） ○ ○ ○ 1 1 1
7 東三河地域研究センター 常務理事 加藤勝敏 ○ × ○ 1 1 1
8 大日本印刷株式会社 事業開発センター 坂元寿 ○ × ○ 1 1 1
9 大日本印刷株式会社 松村繁弘 × × ○ 0 1 1
10 生産者 伊藤嘉則 ○ × ○ 1 1 1
11 生産者 伊与田陽一 ○ × ○ 1 1 1
12 豊橋地区　流通業者 池田物産 × × ○ 0 0 1
13 同 福井かをり × × ○ 0 0 1
14 愛知県栄養士協会 管理栄養士 岡田育子 × × ○ 0 0 1
15 株式会社イシグローイング 事務局　代表取締役 石黒功 ○ ○ ○ 1 1 1
16 株式会社イシグローイング 事務局　食農部部長 宮地めぐみ ○ ○ ○ 1 1 1
17 株式会社イシグローイング 事務局　ジュニア野菜ソムリエ 田中智子 ○ ○ ○ 0 1 1
18 株式会社イシグローイング 事務局　野菜ソムリエマイスター 行場美緒 ○ ○ ○ 0 1 1
19 イシグロ農材株式会社 事務局　博士（農学） 松本恵子 ○ ○ ○ 1 1 1

上記合計 13 16 19
イシグロ保

管用 2 6 2

くくむ店舗

食育コー

ナー
0 3 4

合計 15 25 25
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ると考えられる（鷺坂氏）。②食育実践におけるターゲットや過去の食育に関する取組事例

について。食育実践には店舗利用者の大人のみならず、将来にわたって健全な食生活を構

築してもらうため、「子供」への働きかけも重要ではないか（伊藤氏）。子供らを実際の圃

場に連れ出すと、子供の感受性に訴える力は凄く大きい（鷺坂氏）。過去の食育に関する取

組事例として、弁当 DAY を設けた企業もあると聞く。食に関する興味を引き立てたり、食

育の実践を図ったりするには、このような取組も有効であろう(鷺坂氏)。本事業は食材提供

の場である「スーパー・直売所」として何ができるか、検討を進めたい（宮地氏）。③BDHQ
の科学的妥当性について。食事歴調査方法として BDHQ の科学的妥当性および選択した根

拠は何か（加藤氏）？事務局より、以下を回答。BDHQ は栄養指導の必要なケース（腎臓

病など）で、使用実績のある簡易型自記式食事歴法である。専門の解析機関も存在してお

り、本事業のような多サンプルのケースでも効率的な調査・解析が可能であることから本

事業で採用した。 
 
 
4.2. 第２回検討会 
本検討会では、１）事業の進捗状況、２）食生活実態調査（事前）２）本事業で作成し

た食育冊子（食事バランスと野菜レシピが載った教材）、３）店舗取組（10 月実施分まで）、

について報告した。１）事業進捗について、事業計画に記載の店舗取組のなかで料理講座・

食の相談窓口の日程と担当講師が確定したことを報告した。２）食生活実態調査（事前）

について集計・分析結果を報告し、n＝456 名（回収率２５％）であり、①食事バランスガ

イドの認知が 6 割弱にとどまっていること、②健康のために食事バランスを心掛けていな

い者の割合が約 1 割であること、③標準的な成人 1 日あたりの副菜摂取目標５～７皿を下

回る者の割合 8 割であること、を報告した。この分析結果から「食事バランスガイドを知

らない→自分に適した食事バランスが解らない or 食事バランスを適正に整えることができ

ない→目標量に対する野菜摂取不足」という一連の流れが推察されることを報告した。こ

れを踏まえ、具体的取組として、①「食事バランスガイドの紹介」により自身に適する食

事バランスを知ってもらう、②「食生活実態調査結果を提示」することにより、自身の食

生活への振り返りを促したり、自身の野菜摂取量が足りていないことを気付かせたりする、

③「野菜料理講座開催・店内レシピ配布」により、野菜摂取のための具体的行動を起こせ

るようする、といった取組に注力する旨を報告した。また、本事業で作成した食育冊子（食

事バランスと野菜レシピが載った教材）について、レシピ開発の意図と開発者の長田絢氏

を紹介した。 
意見交換会では、生産者と流通・小売業との連携を軸にどのようにして食育実践のため

の取組が今後に展開可能か、など議論された。なずな農園の取組を参考に、店舗が中核と

なって企画する親子対象の圃場見学会・農業体験会・店舗併設レストラン等での試食会、

売場工夫の仕方などが提案された。特に、家庭での食育実践を見据えると、親の食行動（購
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買）変化の大きなモチベーションとなる子供への働きかけも重要ではないか、との意見が

出された。また、農産物の鮮度・安全性の担保や野菜機能性へのフォーカスは、消費者ニ

ーズに応えるとともに売場での食育促進には欠かせないが、これに関する農業 ICT 技術や

GAP、機能性野菜に関する医農連携について、最新の技術的知見を澁澤教授より解説頂い

た。 
 
 
4.3. 第３回検討会 
 本検討会では、第２回検討会以降に実施した店舗取組の報告および食生活実態調査（事

後）結果を報告し、併せて事業全体の報告①～③をした。検討委員より事業の総合評価コ

メントを頂いた。 
 
① 事前調査結果分析による調査協力者の食生活の傾向(n=133 名(事前事後の両回答者) ) 
・ 食事バランスガイドを知る者の割合 38％ 
・ 健康を維持するための自分に適した１食の量とバランスがわかる者の割合 42％ 
・ 健康のため食事バランスに気を付けていない者の割合 12％ 
・ 1 日あたり野菜料理の摂取量 0～4 皿の者の割合 85％ 
 
② 事前調査結果を踏まえた改善方策の取組内容 
・ 店舗での野菜料理実演会 10 回（各 30 名超）、講演会 2 回(各 50 名)、生産者―消費者

交流会 3 回（各 20 名）、食の相談窓口 6 日（1 日あたり 8 名前後） 
・ 調査協力者や来店者の関心が高かった店舗内の主な取組は、実演会および交流会。著

名人が登壇したケースでは立ち見が出た。食の相談の参加人数は少なかったが、とく

に熱心な方が話し込んでいた（時には涙ながらに）。 
 
③ 上記②の取組の効果 
・ 食事バランスガイドを知る者の割合が有意（5％水準）に増加。38％⇒61％ 
・ 自分に適した１食の量とバランスがわかる者の割合が有意(同)に増加 42％⇒55％ 
・ 売場工夫（掲示物）の効果が顕著だった。店内掲示や講習会・実演会の教材に都度、

食事バランスガイドを掲載するよう工夫したことが奏功したと考えられる。 
 
検討委員コメント 
・ 店舗取組（イベント、掲示物、学習会などの実践的取組）は事業目的に沿ったもので

あり、妥当である（澁澤氏ほか）。店舗における食の相談窓口は店舗利生者のニーズに

応えるものであり、評価に値する（松村氏ほか）。取組により、店舗利用者のバランス

のよい食事・食習慣に関する意識を向上させたり、食事バランスガイドや食育の認知
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度を高めたりできた（加藤氏ほか）。 
・ 生産農家と連携した農業体験会（生産体験）、調理短縮等を図れる新規商品開発、など

があればさらに良い（伊藤氏ほか）。提示物は他店舗でも利用でき波及効果が見込める

が、若年層向けには紙ベースより ICT ガジェットベースでの情報提示のほうが有効で

はないか。家族をターゲットにする取組も考慮すべき（鷺坂氏）。 
・ 目標とする食生活はどのようなものか、食育とは何か、イメージがわきにくかった（伊

與田氏ほか）。モデル事業としての限界があることに注意すべき（澁澤氏ほか）。店舗

利用者に対し、食に関する行動変容・意識改革についてイベント等を行うことにより、

一過性の効果はあるが、継続性を鑑みると店舗における持続的なイベントや取組が必

要（神谷氏ほか）。人材や資金確保がそのためには重要（鷺坂氏ほか）。取組期間が約

半年というのは食習慣を変えるうえでは短い（坂元氏ほか） 
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