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第１章 はじめに
１.１ 背景と目的
近年我が国では、ライフスタイルの変化や⾷提供形態の多様化などが⾷環境の変化を促し、朝⾷⽋
⾷、過⾷・拒⾷・偏⾷、不健康なダイエット、不規則な⾷事などから栄養の偏向や塩分・脂質の摂取過
多、カロリー過多など、消費者の健康に関わる問題点が挙げられることに加えて、我が国の伝統的食文
化などの喪失も懸念されている。
食事の内容においては、栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実践されていた 1980 年ごろと⽐
べて、高脂質・高カロリーな洋風の食生活に変化している。近年、⾷事はヘルシー志向が意識されるよう
になり、油脂類の摂取に気を配る方が多くなっている。このため、調理に使われる油脂類は減少している
ものの、脂の乗った⿂介類やスイーツ・スナックなどの菓⼦類、マヨネーズなどの調味料類などで増えており、
全体的に⾒ると油脂類の摂取は増加傾向にある。
食の提供形態においては、家庭食と外食に加えて、弁当・惣菜などの中食が増加している。外食や
中⾷の問題点として、「好きなものばかり⾷べる」ことや「味の濃い料理や脂肪を多く含む料理が多い」こ
となどが上げられており、生活習慣病を引き起こす原因の一つとなっている。
こうしたなか「⽇本型⾷⽣活」は⼀汁三菜を基本としており、⽶飯の主⾷に加え、⾁・⿂・卵・⼤⾖な
どのたんぱく質を多く含む主菜に、野菜・海藻・きのこなどの副菜によってビタミンやミネラル・食物繊維を補
うという栄養バランスがとりやすい食生活スタイルである。
こうした健全な⾷事は、近年海外でも「和⾷はヘルシーである」と認知されている。日本人の伝統的な
食文化である和食は 2013 年 12 月にユネスコの世界無形文化遺産に登録され、さらに注目が集まって
いる。日本には気候的特性として四季があり、また北東から南⻄に⻑い⽇本列島の地形的特性から、
和⾷は地域ごと・季節ごとの旬の⾷材を⽤いて季節の味覚を味わい、祭事ごとに⾏事料理でお祝いする
という生活に密着した食文化である。
「日本型食生活」の実践を促す取組みが、消費者を健全な食生活に導き、地域の農業・水産業・
畜産業の振興に繋がっている。
１.２ 地域密着型スーパーマーケットでの食育の現状およびその実績
地域密着型スーパーマーケットでは、地産地消、地元の旬の食材の提供、地域文化を体現した伝統
料理など、地域社会に根ざした経済活動を通じて、お客様に対してさまざまな形で⾷育を実践しており、
その企業はＣＧＣグループ加盟社において 76 社 1,614 店舗に上る。
具体的な食育活動の取組みの例としては以下のようなものがある。
・

旬の食材を用い、栄養バランスの整った料理メニューの提案・レシピ配布

・

店舗内に併設されたキッチンスタジオにおける料理教室

・

地元野菜や加工食品などの専用売り場の設置

・

⾷品メーカーと提携した料理講習会

・

店舗内デモキッチンにおける提案メニューの調理実演や試⾷提供

・

地元農家などへの体験型⾒学会

・

地元の工場など加工現場の体験イベント
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・

「弁当の日」実施校への売り場サポート

また、これらの食育活動を実践するために、管理栄養⼠や食育コミュニケーターの雇用や資格取得の
推進も⾏っている。
こういった取組みを通じて、食材だけでなく、お客様に健全な食生活を送っていただくための知識や子
供たちの食への興味を提供している。
１.３本事業における地域密着型スーパーマーケットの役割
地域密着型のスーパーマーケットは、地域の生産者や加工業者との関係が密にあり、地元の旬の食
材や伝統的な食べ方などを知り尽くしている。地元の生鮮食品や地場産品を売り場に配したり、その地
域の旬の⾷材による栄養バランスの取れたメニューを提案するなど、地域の⽣活に根ざした活動を⾏って
いる。
本事業の趣旨である「⾷の健全化に向けた⾏動変容」を、地域密着型スーパーマーケットの利⽤者で
ある地域のお客様に促進していく為には、バランスの良い⾷事の提案、⾷⽣活の重要性の認知、またそ
れを実践しやすい環境が必要となる。これらを提供していくことが地域密着型スーパーマーケットの役割で
あると認識している。
１.４事業の概要
本事業は、実施主体企業として、スーパーマーケットのコーペラティブチェーンである（株）シジシージャ
パンが実施統括にあたった。また、実践的取組実施企業として、（株）静鉄ストア（静岡県静岡市）
と（株）ウシオ（島根県出雲市）がその店舗において活動に取り組んだ。活動を実施した店舗は下記
の 9 店舗である。
① (株)静鉄ストア：田町店・富士吉原店（全 33 店舗中フードスタジオ併設の左記 2 店舗）
② (株)ウシオ：上成店・平⽥店・⼤⽥店・医⼤通り店・⽊次店・北部店・斐川店（全 7 店舗）
実施地域である静岡県と島根県は以下のような地域特性を有する。
① 静岡市は静岡県の県庁所在地であり、東海地方の中核都市として、工業・農業・商業が入り
混じった構成になっている。また、静岡県は新商品のテスト販売地域になることが多く、全国の
縮図ともいえる土地柄である。
② 島根県は農村・漁村部であり、⽇本の多くの地⽅都市の代表的な例といえる。
本事業として次の 4 つの実践的取組を実施した。
① 「弁当の日」セミナーの実施
② 親⼦料理教室／料理実演の開催
③ バランスの良い⼀汁三菜メニューの提案と売り場作り
④ 料理募集・栄養バランス診断を⾏う⾷育サイトの構築・運⽤
これら取組みの効果を測定する為に、取組前と後でアンケート調査・POS 分析を実施し、その効果を
定量的に測定した。アンケート調査においては、⾷⽣活に関する意識・知識⾯と⾷⾏動⾯の 2 種類を
⾏った。⾃社作成のアンケートにて消費者の意識・知識を、BDHQ 栄養調査で⾷⾏動を調査した。さら
に、POS 分析により購買⾏動への影響の調査を⾏った。
また、これらの取組みを円滑に実施する為に、⽉次の事業推進部会を開催し、実施主体企業と実
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施企業（店舗）の連携を密にして、事業実施の円滑化を図った。
実施した結果は、効果測定・分析を⾏い、本事業成果報告書にまとめた。これらの成果は、⾷育活
動事業をＣＧＣグループ加盟企業に展開するモデルケースとし、企業ごとにカスタマイズ／ローカライズす
ることにより、全国規模での地域密着型スーパーマーケットへの⽔平展開を⾒込んでいる。
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第２章 実践的取組の実施内容
２.１生産者会議の開催
２.１.１趣旨・目的
⽣産者との意⾒交換会にて、各店舗で取組実施期間に旬を迎える地産地消の⾷材や伝統料理の
情報共有を⾏い、以後の取組みの効果拡⼤のために協⼒依頼を⾏った。
農作物や水産物は生産過程において、商品にはならない規格外品が生じ、多くは加工品などとして
利⽤されるほか、生産者の方々の食卓に毎日これらの食材が並ぶことになる。必然的に同じ食べ方では
なく、いろいろな料理を⼯夫しているため、⾷材の調理法に関して⼀番⻑けている。この生産者の知恵を
借りて、消費者に新たなメニューとして提案することにより、料理をする機会の拡⼤に繋げていく。
２.１.２実施概要
・静岡地区
開催日時 2013 年 9 月 18 日 14:00〜15:30
出席者

(株)シジシージャパン：水谷主事、ｹｰｽﾜｲｽﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)：吉川
(株)静鉄ストア・北川課⻑、淡路バイヤー、富⽥管理栄養⼠
静農会：佐藤会⻑、都⽥副会⻑、渡辺様、鈴⽊様、丸⼦様、⽯上様

討議内容
・旬の⾷材、⽇頃の料理
①

旬の食材

②

調理法、伝統料理

・今後の取組み（料理教室やメニュー提案など）
議事内容の詳細は、議事録を別添資料集に収録した。
・島根地区
開催日時 2013 年 9 月 20 日 13:00〜14:30
出席者

(株)シジシージャパン：水谷主事、ｹｰｽﾜｲｽﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)：吉川
(株)ウシオ：牛尾専務、牛尾ﾁｪｯｶｰﾄﾚｰﾅｰ
⼤社漁協：川端敦⼦様、⽥中⽥鶴⼦様、⽥中真紀⼦様、阿部美登⾥様、⽥中京⼦
様、錦織寿恵子様
斐川町：尾原宏子様、飯塚礼子様
湖陵町：三原定⼦様、桑本晶⼦様、多久和篤⼦様、三嶋静江様、⾜⽴照⼦様

討議内容
・旬の⾷材、⽇頃の料理
①

旬の⾷材や調理法

②

地域の風習や食文化

・消費者への啓発活動、取組み
・食育メニューへの反映
議事内容の詳細は、議事録を別添資料集に収録した。
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２.１.３成果
静岡地区では、管理栄養⼠の望月先生と農家（静農会：店舗の地産地消コーナーの野菜生産
者グループ）の方で打合せし、親⼦料理教室に向けた⼀汁三菜のメニューを作成いただくこととした。10
月から月 2 回開催できるようにフードスタジオの日程の調整や参加者募集の手配・準備を要請した。教
室では先⽣が料理を教え、農家が野菜について伝え、⾷材への理解を深めるよう静農会の協⼒が了解
された。
島根地区では、農家（えんむすび市：店舗内の地産地消コーナー）や漁業（大社漁協）の婦人
部の方などに参加いただき、今までの取組みや⾃宅での調理法をご紹介いただいた。その中で、鰤の幼
魚であるワカナのちゃんちゃん焼きは、これから旬を向かえ価格も安いことから、お客様も受け入れやすい
食材として、11 月のメニューの主菜として取り入れることとした。
２.２料理教室
２.２.１趣旨・目的
(株)静鉄ストアのキッチンスタジオ併設の 2 店舗において、⽇常的に開設している料理教室の中で、食
⽣活の健全化を目的とした親⼦向けの料理教室を次項の要領で開催した。家庭における⼦供の調理
体験を通じて、⾷材への興味拡⼤や家庭の料理機会の向上を図っている。また、子供向けの食育教材
を製作し、保護者が一緒に読むことにより、健全な食生活への関心を喚起した。
２.２.２実施概要
・実施店舗・時期
① 田町店： 11 月 9 日(土)、11 月 24 日(日)、12 月 21 日(土)、1 月 11 日(土)
② 富士吉原店 10 月 27 日(日)、11 月 17 日(日)、12 月 15 日(日)、1 月 25 日(土)
・内容・メニュー
静岡地区の⽣産者会議の結果を受けて、講師である望⽉鈴江先⽣と⽣産者である静農会の⽅で
打合せを⾏い、使⽤する旬の⾷材を決定し、それをもとに望⽉先⽣が以下のメニューを作成した。作成
に当たっては、栄養バランスに優れた和⾷の⼀汁三菜メニューに留意いただき、和食の基本である出汁
のとり方から学べるように依頼した。
① さば団子のトマト煮／ひらたけの土瓶蒸し／かぶと柿のなます／小松菜としいたけのお浸し
② ⽩菜ハンバーグ／⾥芋の煮っころがし／ブロッコリーの和え物／⼤根の味噌汁
上記２メニューのうち 10 ⽉〜11 月は ① のメニューを、12 ⽉〜1 月は ② のメニューを実施。原木椎
茸の生産農家の方には、椎茸の原木を持ち込み、子供たちに椎茸の生える様子を説明いただいた。
２.２.３成果
親⼦料理教室の参加者の声を以下に紹介する。
●「地元の⾷材を使ってお料理する機会はとても貴重。こんぶやカツオぶし、煮干しとだしの取り方か
ら教えてくれるのもありがたかった。家庭で出汁の取り方まで教えることが難しいのでよかった」（小学
校４年⽣の娘さんのお⺟さん）
●「静鉄さんに商品を納めている農家の⽅やバイヤーさんが、お料理を始める前に地元商品の紹介
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をしてくれたのがよかった。普段買物している野菜をどんな方が作られているのかわかった」（小学校
２年⽣の男の⼦のお⺟さん）
●「この料理教室だけでなく、静鉄さんが開催している⼦供向けの料理教室に参加させてもらってい
る娘が、パティシエになりたいと言い出した。お料理に興味を持って、⾃分の将来のことも考えてくれる
きっかけを作ってくださった静鉄さんに感謝したい」（⼩学校５年⽣の娘さんのお⺟さん）
また、同時期に⾏った同様の取組みである「キッズキッチン」の参加者にも以下の声をいただいている。
●「⼦供の⾷や料理に対する態度が明らかに変わった。お料理する時のお⼿伝いは積極的にしてく
れるようになった」（⼩学校３年⽣と⼩学校１年⽣の娘さんのお⺟さん）
●「以前にも増して、お料理を⾃分で作るようになった」（⼩学校２年⽣の娘さんのお⺟さん）
「ここで習ったお料理をおばあちゃんの家で作ってあげたら、おばあちゃんが泣いて喜んだという話を、娘
がうれしそうに報告してくれたのが親としてうれしかった」（⼩学校３年⽣の娘さんのお⺟さん）
(株)静鉄ストアの食育担当者の感想を、しずてつストア facebook より引用する。
●お⺟様⽅はお⼦様の興味ややる気を尊重して、なるべく⼿出しをしないで温かく⾒守って下さって
いる様⼦がとても印象的でした。そして、とても楽しそうに会話をしながら調理している様⼦が微笑ま
しく感じました。今⽇使った材料は地元の旬の⾷材を利⽤している。これを機に、地元野菜や食や
調理に興味をもっていただけるといいなぁ〜〜と感じました。

写真 1 料理教室実施風景
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２.３調理試食、売り場作り
２.３.１趣旨・目的
(株)ウシオ 7 店舗において、家庭での⾷⽣活健全化への意識向上を図るため、10 ⽉〜1 月の各月
計 4 回にわたって、旬の食材や栄養バランスを考慮した一汁三菜膳を実物展示し、その試食を⾏った。
また、そのメニューに使用した食材や栄養バランスを記載した掲示物（ＰＯＰ）を店舗に掲示し、食知
識や⾷⽣活改善への啓発活動を⾏った。関連した食材を手に取りやすいように売り場を工夫するととも
に、そのメニューのレシピ集を設置し、普及を図った。
２.３.２実施概要
・時期：平成 25 年 10 月 19 ⽇〜平成 26 年 1 月 19 日（毎月 19 日、計 4 回）
・対象：(株)ウシオ各店舗の来店者
・内容・提案メニュー：
提案メニューの作成に当たっては、各店舗で活動する食育コミュニケーターが本部で一同に介しての食
育会議を開催し、試作・試⾷を⾏いながら、お客様へのアピールポイントや提案⽅法などを決めている。

写真 2 食育会議の様子

本事業で実施した提案メニューと売り場の様子を以下に紹介する。
【10 月―鮭とじゃがいものみそ照り煮／しそ昆布入り和風サラダ／きのこの味噌汁】
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【11 月―わかなのちゃんちゃん焼き／インカのめざめの玉ツナ煮】

【12 月―トマトと牛肉のさっぱりすき焼き／カラフルピクルス／レンコンのシャキシャキスープ】

【1 月―氷⾒ぶりの雪鍋〜しゃぶしゃぶ仕⽴て〜しょうゆダレとともに／⻑芋のわさびしょうゆかけ／南京の茶⼱絞り】
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２.３.３成果
(株)ウシオでは地産地消・旬産旬消をコンセプトに掲げており、提案メニューは旬の地元食材を使用し、
栄養バランスに優れた一汁三菜メニューとなっている。
お客様からは、「旬の⾷材を利⽤しているので、季節感のある美味しい料理が提案されている。」と好
評で、家庭での栄養バランスの取れたメニュー選択に一役買っている。売り場作りの一環として「食事バラ
ンスガイド」のパネルを制作して、来店者にレシピとともに提⽰しているが、「⾒やすく分かりやすくなった。」と
の声があり、店頭での食育活動が実を結んでいる。
実際にお客様からいただいた感想を以下に紹介する。
●「グッディー［(株)ウシオの店舗名］さんは、こういう食事の提案を本当によくやっている。ここで紹
介しているレシピは持ち帰って必ず作ってみるけど、実際においしい。これからも続けてほしい」（５０
代の⼥性）ほか多くのお客さんが同様の声があった。
●「ここで試⾷して、料理のことを聞くと、いろいろと親切に教えてくれる。ありがたい」（７０代の⼥
性）
●「私もここ紹介しているレシピを持ち帰って、家で作ると、家族に大好評。私の株もあがっている。こ
うして地道な取組みを続けることがお店のファンを増やすことになると思う」（同店の食育コミュニケー
ターで、レジで働くパートナー社員の⼥性）

写真 3 調理試⾷・売り場の様子
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２.４食育セミナー
２.４.１趣旨・目的
“弁当の日”の提唱者であり実践者である竹下和男氏の著作の中に、“弁当の日”の実施により、家
庭での⼦供の調理体験とともに⾷材の購⼊に際して関⼼を持って、スーパーマーケットに親と同⾏するよ
うになったとの報告がある。家庭で料理を作るためには⾷材を⼿に⼊れる必要がある。そのことが食材に
興味を持ち、食材の事を知り、生産者に想像を至らせるような効果も生んでいる。外食や出来合いの惣
菜・弁当などの中食では、出来上がったものを食べるだけなので、ここまでの効果は期待できない。
多彩な旬の食材を提供し、地元⾷材の調理法に通じている地域密着のスーパーマーケットにこそでき
る食育活動によって、食材への興味や調理機会を増やすことが期待できる。これにより、食材提供の場
であるスーパーマーケットへの来店を促進し、購買⾏動への波及を⾒込み、家庭における⾷意識の向上
を図る。
そのために、⼦供の調理体験による⾷育に知⾒と実績がある竹下和男氏を講師として食育に関する
講演を実施し、食に関する意識づけを⾏った。
２.４.２実施概要
・静岡地区
日時・場所：12 月 2 日(月)17:00〜 グランシップ静岡
来場者・対象：一般客・招待客、750 人
後援：静岡県・静岡県教育委員会・静岡市・静岡市教育委員会・静岡商工会議所・静岡鉄道
株式会社・静岡新聞・静岡放送・静岡ガス株式会社・株式会社静岡銀⾏・はごろもフーズ
株式会社
募集：10/5〜11/15 まで。申込書を郵送・店頭・FAX もしくは Web の専用ページより申込み
告知：告知ポスター →店舗掲⽰、静岡鉄道電⾞内中吊り
チラシ兼申込書 →店舗に配置、関係者に配布
しずてつストア HP にて告知
セミナー当日にラジオ局（静岡放送）に出演
※告知物は、別添資料集を参照のこと。
・島根地区
日時・場所：12 月 20 日(⾦)17:30〜 出雲市⺠会館
来場者・対象：一般客・招待客、350 人
後援：出雲市・出雲市教育委員会・雲南市・雲南市教育委員会・大田市・大田市教育委員
会・出雲市 PTA 連合会・山陰中央新報社・読売新聞松江支局
募集：11/1〜11/30 まで。申込書を郵送・店頭・FAX もしくは Web の専用ページより申込み
告知：告知ポスター →店舗掲示
チラシ兼申込書 →店舗に配置、教育機関、関係者に配布
グッディーHP にて告知
記者会⾒（11/14）にて開催概要を新聞・放送関係者に告知
→新聞に紹介記事掲載（山陰中央新報：2 回）
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→CATV にて紹介（出雲ケーブルビジョン、平田 CATV）
※告知物・掲載記事は、別添資料集を参照のこと。
２.４.３成果
・静岡地区
会場周辺の学校では弁当の日の実施校が少ないこともあり、参加者からは講演後こういう食育の取
組みをもっとやってもらいたい、継続的にやって欲しいなどの声が聞かれた。以下に、出口インタビューでい
ただいた声を紹介する。
●「２０年前に、⽵下先⽣の話を聞きたかった。⾃分の⼦供に、今⽇、先⽣から聞いたことを伝え、
孫の⼦育ての際に⽣かしてもらいたい」（５０代の⼥性）
●「とにかく感動した。大人は、子供たちに場を与えさえすれば、子供たちは人間として本来持ってい
るものを発揮して、すくすく育つというくだりだけ聞けただけでも、来た価値があった。⾷べること、料理
することは、⽣きることそのものだと強く感じた」（３０代の⼥性）
●「子供（小学生）といっしょに聞いていたので、自分がやっていないことだらけで恥ずかしい思いに
かられた。明日からやれることを自分なりにやってみようと思った」（３人の子育てをしている３０代の
⼥性）
また、(株)静鉄ストア関係者には、「食育の取組みによる店舗や会社に対する貢献が数字になって⾒
えないことを気にかけていたが、スーパーマーケットが担う⾷育の重要性を再認識した。」と涙ながらに話す
社員もおり、地域のお客様に対する⾷⽣活のサポートに意識を持って取り組むという従業員のモチベーシ
ョン向上に繋がり、(株)静鉄ストアの社内報に紹介記事が掲載された。（下記参照）

【(株)静鉄ストア社内報より】
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写真 4 静岡セミナーおよびラジオ出演の様子

・島根地区
講演後、参加者にインタビューした。「子育ては終わったが、嫁いだ娘に今日聞いた話を教えたい。」
「非常に良かった。主⼈を連れてきて聞かせたかった。」などの声が聞かれた。また、教育関係者の方の参
加も多く⾒られ、幼稚園の先⽣の話として、「食育は大事であるが、なかなか注目されない。今後もこうい
うセミナーを継続して欲しい。」との要望もあった。
●「３０年前に、先⽣の話を聞きたかった。⾃分の⼦育てを振り返りながら話を聞いていた」（５０
代の⼥性）
●「感動した。子供（小学生）と一緒にお話を聞けたのがよかった。今日から実践できることはして
ゆきたい」（⼩学校４年⽣の娘さんと来場したお⺟さん）
●「子供たちがお料理をしたがったり、買物についてきたがるが、働いているとそれをさせない⾃分がい
る。先⽣の話を聞いて、それではだめだと、痛感させられた」（３０代のお⺟さん）
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写真 5 島根セミナーの様子

２.５食育サイト
２.５.１趣旨・目的
⾷に対する意識の啓発を目的として、食育サイトを構築し食生活健全化に関する情報を広く発信し
た。本事業の食生活健全化方策で提案したメニュー内容や食育セミナーの内容をはじめ、ＣＧＣグル
ープの加盟企業で実施している⾷育活動の内容紹介などを掲載し、⾷に関する知識の向上と⾷⽣活
健全化に対する意識を喚起した。
また、消費者の家庭における実践活動を⽀援するために、⾃作料理投稿サイトを開発・構築し、店頭
などで提案した料理や⾃作のお弁当などを募集した。投稿された料理レシピに対して、管理栄養⼠が栄
養バランスを回答して⾷知識や⾷⽣活改善への啓発をおこなった。
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２.５.２サイトの概要
サイトの概要を図 1 に示す。
一般消費者

管理管理栄養⼠

加盟社
検索閲覧

診断

投稿

事例登録

DBMS
食育サイト

図 1 食育サイト機能構成

本サイトの主たる機能は、以下の通りである。
i. 投稿者は、Web 画⾯より利⽤⾷材、調味料やその分量、写真を投稿
ii. 管理栄養⼠は、投稿レシピの料理の⾷材を栄養素ごとに分類、栄養バランス診断を⾏い、
改善提案（食材の置換えや推奨副菜など）を付記し、バランスチャートを作成し、診断結
果を回答
iii. 料理レシピ及び回答結果は Web 上に公開され、サイト来訪者が自由に閲覧可能
受付期間：2013 年 9 月 26 ⽇〜2014 年 1 月 31 日
２.５.３運用手順
本サイトでの運⽤の流れは、以下の通りである。
投稿者

① ⾃作料理の利⽤⾷材・調味料やその分量、調理法、料理写真を投稿用ページ
に記入する。
② 投稿完了時点では、後述する投稿基準に合致しているか不明のため、投稿内
容は公開しない。

管理栄養
士

③ 投稿内容が投稿基準に合致しているかを確認する。投稿内容に不備があれば、
その旨を管理者にメールで連絡し、作業を終了する。
④ 合致していれば、栄養バランス診断を⾏う。診断結果は、診断結果シートに書き
込む。
⑤ 投稿レシピのステータスを“診断済”に変更する。これにより、投稿レシピは一般に
公開される。診断結果は無い状態での公開となる。
⑥ 診断結果シートを管理者にメールで送付する。
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管理者

⑦ 受領した診断結果シートをもとに、栄養バランスチャートを作成し、画像ファイル化
する。
⑧ 栄養バランスチャートを投稿レシピに付加する。
⑨ 投稿基準に合致していない料理レシピに関しては、修正可能なものに関しては修
正を⾏い、再度管理栄養⼠に診断を依頼する。

本サイトの運用に際しては、以下の投稿基準を設けた。
■投稿基準〜以下のものは公開しないものとする。
・ 特定企業・団体や個⼈の宣伝・販促活動や⾏動の呼び掛けもしくは政治・宗教的活動と⾒ら
れるもの
・ 特定の対象への誹謗・中傷・脅迫・強要や妨害活動・⽰威⾏動または意⾒批判など
・ 個人情報が含まれているもの
・ 知的財産など他人の財産権を侵害する虞のあるもの
・ 公序良俗に反するもの
・ その他サイト趣旨と無関係なもの
２.５.４結果
●利⽤者数の推移
本サイトは 9/25 に運用を開始し、投稿を受け付けた。告知の遅れから、当初は投稿が少なかったが、
告知が進むにつれ投稿数も多くなった。活動実施期間において、累計で 468 件の投稿があった。投稿
者の延べ人数は 139 人で、平均 3.37 件になった。
サイト訪問数推移
284
254

食育サイト投稿数推移
300

500

468
250

400
243

200
100

200

225

43

43

8,000

200

訪問回数

300

0

6,000

134

150
100

4,000
51

投稿数

12月

1月

0

0
10月 11月
訪問回数

投稿累計

図 2 食育サイト投稿者

P
V

2,000

50
～11月

10,000

12月

1月
ページ

図 3 食育サイト訪問者

また、サイトの訪問者は累計 723 件であった。PV（ページビュー）は、直近１ヶ月は 8,500PV にな
り、投稿レシピの閲覧者も増えている。
〜11 月

12 月

1月

累計

投稿数

43

200

225

468

訪問数

185

254

284

723

3021

6999

8585

18,605

PV

表 1 食育サイトのアクセス推移
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●レシピの表示
レシピは以下のように表示される。

図 4 ⾷育サイト〜レシピ投稿例
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診断を⾏った結果は、下記のようなバランスチャートで診断結果を表示する。

図 5 栄養バランスチャート例

管理栄養⼠が、使⽤⾷材から主要な 6 つの栄養素（脂肪・炭水化物・たんぱく質・カルシウム・ビタミ
ン C・食物繊維）の摂取量を算出し、これらについて必要量が⾜りているかを判定する。必要量とは、1
⾷分に必要とされる量（1 ⽇の必要量の 1/3）を基準に 5 点評価で判定する。各栄養素の必要量
（1 食あたり）は、以下の通りである。
①脂肪

18g/１食

②炭水化物

109g/１食

③たんぱく質

18.3g/１食

④カルシウム

217mg/１食

⑤ビタミン C

33mg/１食

⑥食物繊維

6.3g/１食
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必要量に⾜りない場合は、その割合に応じて評価される。例えば、必要量の 50%であれば、2.5 点と
なる。
この他、管理栄養⼠は塩分とカロリー（エネルギー）摂取量も算出する。
更に、管理栄養⼠からのアドバイスとして、良い点・改善すべき点をコメントとして記載し、⾷事バランス
の健全化への意識を喚起するようにしている。
２.５.５投稿の内容および変化にみる効果
投稿された料理レシピの傾向として、始めの頃は一品料理が多かったが、終盤では１食のメニューとし
て投稿されることが多くなった。また、料理のコメントについて、当初は味・調理の⼿間・家族の好みなどに
関するものが多く⾒られたが、終盤では栄養に関するコメントが増え、食事バランスや食の健全化を意識
するようになっている傾向がみられた。
診断を担当した管理栄養⼠からは投稿内容の総括として、以下の考察を得た。
和食の食材でもある、高野豆腐や乾物を使った投稿はとても少なく、洋食、和食などの
⾷意識や傾向にはバラつきがあり、⾷⽣活にも個⼈差がみられた。
投稿者の年齢や性別、家族構成などについては情報が無かった為、ライフスタイルに対応
した、⾷の購⼊⽅法や調理⽅法についての断定はできない。
ただ、全体的な傾向として、投稿が１件のみの人は、副菜など野菜がしっかりと取れたバ
ランスの良い⾷⽣活である場合が目⽴った。
食生活への改善を求めている人ほど、投稿していることも想定できる。投稿数が多い方
は、管理栄養⼠に⾒られることも少なからず意識していると思うので、投稿してさらに⼀般の
⽅に⾒られる機会を作ることは、良いことだと思う。投稿件数が多い＝料理に興味はあり、
時間に余裕のある⽅々だと思うので、投稿期間は過ぎたが、管理栄養⼠からのコメントを意
識して、栄養バランスを考えながらこれからも料理される、ということを想像しつつ、そうである
ことを期待している。
（食育サイト診断作業報告書[(株)おいしいハート]より抜粋）
定量的な評価・分析は、第５章に示す。
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第３章 アンケート調査、POS 調査
３.１ アンケートの実施方法
(1) 事前アンケート
対象：店舗利⽤者および⾷育セミナー参加者
時期： 店頭
セミナー

平成 25 年 9 月 26 ⽇〜29 日（静岡：2 店舗、島根：7 店舗）
平成 25 年 12 月 2 日（静岡）、20 日（島根）

回答数： 1568 枚
内容：2 種類のアンケート票を配布し、調査を⾏った。自社作成のアンケートにて消費者の意識・知
識を、BDHQ 栄養調査で⾷⾏動を調査した。⾃社制作のアンケート票と BDHQ 質問票は
別添資料集に収録した。

写真 6 アンケート実施風景

(2) 事後アンケート
対象：事前アンケートの回答者のうち、BDHQ 診断結果が返送できた者（1,561 名）
時期： 平成 26 年 2 月 5 日発送、平成 26 年 2 月 8 日〜16 日回収
回答数： 355 枚（自社アンケート票：351 枚、BDHQ 調査票：350 枚）
内容：2 種類のアンケート票を郵送し、店舗持参にて回収した。自社作成のアンケートにて消費者の
意識・知識を調査するのは事前アンケートと同じであるが、質問の内容は事後アンケート用に
新たに作成している。BDHQ 栄養調査は事前アンケートと同じもので⾷⾏動を調査した。⾃
社制作のアンケート票は別添資料集に収録した。
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３.２ アンケート調査結果
３.２.１アンケート調査の集計結果
自社アンケートおよび BDHQ 栄養調査の全集計結果は、別途「アンケート集計結果報告書」にまと
め、別添資料集に収録した。
３.２.２事前調査結果の公表
事前調査の結果は、主要部分の結果と考察を纏めてセミナーで掲示・配布し、また、店頭での掲示を
⾏い、啓発活動を⾏った。
配布したパンフレットは、別添資料集に収録した。
３.３ POS データの採取方法
本事業の取組みの効果を、POS データによる購買⾏動の変化で検証した。
対象：取組みを実施した店舗（(株)静鉄ストア：2 店舗、(株)ウシオ：7 店舗）
時期：平成 25 年 9 月 2 ⽇（⽉）〜平成 26 年 1 月 26 日（日）
集計内容：購⼊者数、購⼊点数、購⼊⾦額を集計。集計単位は商品カテゴリー別
①野菜、②鮮魚、③精肉、④米、⑤基礎調味料（味噌、醤油、塩、砂糖、味醂）、⑥
弁当関連雑貨（弁当箱、ミニカップ、楊枝、バラン、タレビン）
３.４ POS 調査の結果
POS データの詳細な集計結果は、別途「POS データ集計結果報告書」にまとめ、別添資料集に収
録した。
３.５ アンケート調査結果と POS 調査の相関関係
(株)静鉄ストアの POS データは、ID-POS を利⽤しており、アンケート調査でも同じ ID 番号を記入い
ただいている。このため、アンケートによる意識・知識・⾷⽣活⾏動と購買⾏動の相関関係の検証が可
能となっている。
分析には、多くのデータを整理・集計する必要があるため、今回の事業では分析に要する時間の確保
ができず、分析できていない。
今後の調査分析では、これらビッグデータの活⽤により、意識・知識／⾷⽣活⾏動／購買⾏動の三
位一体となった分析が可能であり、スーパーマーケットの食育活動や売り場作り、商品開発や顧客目線
での品揃えなど、お客様の利便性向上に活用されることが期待できる。
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