④ 店舗での各種講習会
食育実践活動事業の改善方策として、店内のキッチンスタジオにて各種講習会を開催した。
内容は多岐に渡り、ブックレットに準拠する内容をはじめ、野菜の食べ比べや使いきり講座な
どが企画された。開催された講習会は 60 回で、参加者は合計 527 名だった。
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内容
健康生活講習会
お買い物上手になろう！「やさしい食品表示の見かたを学ぶ」
お買い物上手になろう！「やさしい食品表示の見かたを学ぶ」
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お買い物上手になろう！「やさしい食品表示の見かたを学ぶ」
お買い物上手になろう！「やさしい食品表示の見かたを学ぶ」
食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜のススメを学ぶ」
食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜のススメを学ぶ」
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食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜のススメを学ぶ」
食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜料理教室」
食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜料理教室」
食事バランスを見直そう！「かんたん一汁三菜料理教室」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を試食」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を試食」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を試食」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を簡単アレンジ」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を簡単アレンジ」
健康生活あと１品！「コープのおすすめ品を簡単アレンジ」
伝統食をつくろう「麦とろ飯+呉汁」
伝統料理「年越し蕎麦を手作り」
伝統料理「年越し蕎麦を手作り」
おやこでクッキング「いも草もちをつくろう」
おやこでクッキング「かぼちゃまんじゅうをつくろう」
おやこでクッキング「親子押し寿司をつくろう」
おやこＤＥおやつ「親子で楽しくおやつづくり」
野菜活用術講習会
ムダなくエコクッキング！「だいこん１本使い切り」
ムダなくエコクッキング！「きゃべつ１コ使い切り」
ムダなくエコクッキング！「はくさい１コ使い切り」
無駄なくＣＯＯＫ「大根１本活用」
無駄なくＣＯＯＫ「大根１本活用」
野菜のおいしさ再発見！「いろんなカボチャの食べくらべ」
ムダなくエコクッキング！「干し野菜をつくろう～料理教室」
やさいを食べよう「カボチャれしぴ」
やさいを食べよう「白菜れしぴ」
やさいを食べよう「ニンジンれしぴ」
やさいを食べよう「キャベツれしぴ」
やさいを食べよう「長いもれしぴ」
やさいを食べよう「じゃがいもれしぴ」
やさいを食べよう「ダイコンれしぴ」
やさいを食べよう「玉ねぎれしぴ」
やさいを食べよう「ユリ根れしぴ」
やさいを食べよう「干し野菜講座」
お豆を食べよう「大豆れしぴ」
お豆を食べよう「小豆れしぴ」
お豆を食べよう「金時豆・白花豆れしぴ」
バランスメニュー講習会
食事バランスメニュー「雑穀・豆・野菜のスープ」
食事バランスメニュー「カレー・手作りピクルス」
食事バランスメニュー「カレー・手作りピクルス」
食事バランスメニュー「フードプロデューサー亀山氏講演」
食事バランスメニュー「いんげん豆ポタージュ・玄米サラダ」
食事バランスメニュー「いんげん豆ポタージュ・玄米サラダ」
食事バランスメニュー「とり肉ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞｿﾃｰと野菜スープ」
食事バランスメニュー「野菜たっぷりポトフ」
食事バランスメニュー「野菜たっぷりポトフ」
食事バランスメニュー「豆腐と野菜ふわふわ揚げ浸し」
食事バランスメニュー「トマト鍋・アボカドアイスクリーム」
食事バランスメニュー「野菜スープとリンゴの食べくらべ」
食事バランスメニュー「レンジﾞで簡単本格グラタン」
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やさしい食品表示の見かたを学ぶ
講師
·

松田 厚子

ブックレットに基づき、食品表示のどこを見
て買い物をすればよいかを学習

·

成分表示については飲料の糖分の量をペット
ボトルに換算したシュガースティックの数で
表現

·

試食やクイズを交えて実施

·

成分表示の意味するところについて勉強に
なったとの感想が多かった

かんたん一汁三菜のススメを学ぶ
講師
·

松田 厚子

ブックレットに基づき、試食やクイズを交え
ながら一汁三菜について学習。一汁三菜のお
膳の並べ方など

·

献立をつくる工夫として、冷凍した材料の活
用法など、かんたんに実践する工夫を盛り込
んだ

·

一汁三菜の意味するところや実践方法などが
勉強になったとの声が多かった

健康生活あと 1 品
講師
·

松田 厚子

ブックレットに基づき、コープさっぽろで扱
うおすすめ商品について試食を交えて紹介

·

11 食品群の食事バランスと関連付けて、かた
よりのない献立のための商品活用術を講習

·

「このような商品があることをはじめて知っ
た」
「便利な商品がいろいろあることがわかっ
た」など、商品の学習機会が大切であること
を再認識した

年越しそばを手作り
講師

野呂 克巳

·

蕎麦打ちの体験講習を実施した

·

蕎麦の基礎知識について、栄養や種類と産地
などをレクチャー

·

蕎麦打ちの実演見学の後、参加者も実際に蕎
麦を打ち、出来上がった蕎麦や蕎麦を使った
メニューを試食

·

蕎麦のおいしさを学ぶことができたとの声が
多かった

おやこでおやつ
講師

佐藤 由香

·

親子でお菓子作りの料理教室を実施した

·

メニューはもちもちパンとパンケーキ、ス
ムージー

·

野菜嫌い克服のためにスムージーは野菜を
使ったレシピに挑戦

·

子供に料理を教える機会なく、参加できてよ
かったとの声もあった

親子で押し寿司づくり
講師
·

家常 和

親子で料理をしてみようという趣旨で押し寿
司教室を企画した

·

先生の指導を受けながら、いろいろな押し寿
司を作りに親子でにぎやかにチャレンジ

·

「親子で楽しく料理することができました」
「家に帰ってからも一緒につくってみます」
との声が多かった

大根 1 本使い切り
講師
·

八木橋

こずえ

経済的・合理的にだいこんを 1 本まるごと
買って、無駄なく活用しようとのコンセプト
で企画

·

いろいろなレシピの紹介や、皮や葉など無駄
なく活用する方法、下ごしらえの工夫を紹介

·

大根だけでなく、各教室で白菜やキャベツを
つかった講習会も実施し好評を博した

·

家でも使えそうとの声が多数

玉ねぎレシピ
講師
·

三浦 智代江

野菜をもっといろいろ活用してもらおうと、
さまざまな野菜で企画した

·

シュウマイやキッシュなど、玉ねぎのいろい
ろな調理法やレシピを多彩に紹介し、試食

·

いつもと違うメニューが、どれも簡単にでき
ると大変好評だった

いろいろなかぼちゃを食べ比べ
講師
·

山口 生世

かぼちゃの食べ比べでかぼちゃをもっと好き
になってもらおうとの意図で企画

·

北海道産の 12 品種のかぼちゃを用意し、蒸し
たもの・煮たもの・ポタージュで食べ比べ。
参加者にどれが一番おいしかったか投票して
もらった

·

食べ比べによって品種の特徴がよくわかると
大変好評だった

干し野菜講座
講師

家常 和

·

野菜を活用の幅を広げることを意図して企画

·

さまざまな野菜を使い、干し野菜の作り方か
ら、調理の方法、レシピを学び、実際に体験。
試食も行った。

·

干し野菜についての関心は非常に高かった

·

実際に手本をみて調理実践し、やり方がよく
わかったとの声が多かった

お豆を食べよう
講師
·

栂安 信子

北海道の特産物である豆類（小豆・大豆・金
時豆・白花豆）の使い方を紹介

·

炊飯器の利用など、簡単に豆を調理する方法
も披露

·

参加者の多くは、豆料理は甘い煮豆などワン
パターンになりがちで、講習で活用の幅がひ
ろがったとの反応が多かった

はくさいレシピ
講師
·

箕浦 奈穂子

野菜の活用拡大のために、様々な野菜の紹介
を企画のひとつとして、手頃な野菜の代表の
はくさいを取り上げた

·

はくさいの栄養価や保存方法、料理バリエー
ションを紹介

·

「はくさいをまるごと 1 玉買っても使い切れ
そうです」と声が多かった

食事バランスメニュー
講師
·

亀山 尚之

OLD NEW CAFÉ のフードプロデューサー亀
山氏を迎え、バランスの良い食事についての
講演をいただいた

·

オリーブオイルの使い方など、プロならでは
の料理のコツなども披露いただいた

·

感想もプロならではのテクニックに勉強に
なったとの声が多かった

食事バランスメニュー
講師
·

湯澤 香名美

SEAT AS A ROSE を主催する湯澤さんの特
別講習として野菜をたっぷりおいしくいただ
くメニューのご紹介。

·

ハーブの効用や活用の仕方やパスタ料理のテ
クニックが参加者に好評だった

·

雑穀の活用方法がとても勉強になったとの声
もあった

食事バランスメニュー
講師
·

星野 朋恵

ビストロ HAKU の星野シェフによるバラン
スメニューの講習会。野菜の素材の良さを活
かしたポトフを中心に料理教室形式で学んだ

·

参加者は「豚の塩漬けの作り方」や「スパイ
スの処理の仕方」、「素材を活かす味付けの工
夫」などプロならではのおいしく料理をつく
る工夫が勉強になったとのこと

食事バランスメニュー
講師
·

布目 聡子

スープの料理講習を中心に、食材の選び方や
リンゴの食べ比べなど多彩な内容の講習会

·

野菜の選び方と保存方法、活用方法の紹介が
とてもわかりやすかったとのこと

·

リンゴの食べ比べは、品種の食べ比べや暖め
た時の食感をみてみるなど、とてもユニーク
な内容で評判が良かった

IV. 効果測定
１． 調査のまとめと分析
①

事業目標の達成度
事業目標① 50歳以下、特に子どもや若年層を対象に野菜の摂取頻度が増加した者の割合の変

化を 10％向上させる。若年層の野菜摂取量が少ないことが厚労省の調査でも報告されており、本
事業では野菜の摂取頻度を意識させ、この効果を確認するとともに、今後の参考とする。
野菜の摂取量については、1回目調査時の7日間中7
回摂取者（上限）を除いて（男性111名、
女性1132名）
、2回目調査時（男性69名、女性39
2名）に7回摂取した人は男性31名（44.9％）、
女性202名（51.5％）で、2回目調査時に野菜の摂取回数が改善され、目標は達成された。
詳細は11食品群摂取回数で報告するが、男性全体の摂取回数は7日間中7回が61.6％→67.6％
に増加し、改善された。その要因としては10歳代までの7回の摂取が50.0％→83.0％増加した
ことや、40・50歳代がそれぞれ55.3％→66.0％に、78.6％→85.7％に増加したことなどがあげ
られる。また、1回目調査時7日間中7回（上限）摂取した人111名を除いて、2回目調査時（69
名）に7回摂取したのは31名（44.9％）であり、2回目で約半数の摂取回数が改善された。逆に
7日間中、野菜を全く摂取していなかった人は、30歳代・40歳代がそれぞれ20.8％→12.5％に、
12.8％→8.5％に減少し、30歳代と40歳男性の改善が顕著であった。食品群の意識づけが野菜
摂取回数の改善につながることが裏付けられた。また、7日間中野菜を一度も摂取しない人は
約10％前後いるなど、野菜嫌いについては他の改善方策が必要である。
女性全体の7回摂取回数は1・2回目調査時とも74％前後で、男性より10％ほど高く、年齢が
高くなるほど良好な状況がみられた。改善幅は、特に10歳までの7回摂取回数が46.7％→86.7％
に倍増し、20歳代は59.5％→64.9％に、30歳代で74.3％→74.5％と若年層ほど改善方向が大き
くみられた。1回目調査時7日間中7回（上限）摂取の女性1131名を除いて、2回目調査時（394
名）に7回摂取した人は202名（51.3％）で、2回目調査時に半数の野菜摂取回数が改善された。
しかしながら、女性においても年齢を問わず全く野菜を摂取しない人が2～3％おり、男性と同
様の別の改善手立てが必要である。
事業目標② 60歳以上の高齢者を対象に肉類の摂取頻度が増加した者の割合を 10
％向上させ
る。高齢者は肉類の摂取量が少ない新型栄養失調症が指摘されており、本事業では肉類の摂取
頻度を意識させ摂取方法を伝え、その効果を確認する。
60歳以上の高齢者の肉類摂取については、毎日食べる人は60歳代・70歳代でそれぞれ、3
6.4％
→40.0％、1
1.1％→1
6.7％増加した。女性の60
歳以上でも2回目調査時に摂取回数は改善され
ているものの改善幅は小さい。平均摂取回数では男性・女性とも70歳代に改善が顕著であった。
同時に調査した魚介類摂取回数は肉類摂取回数より改善されているため、
「高齢者は肉類を摂
取しないほうが良い」とする誤った言説を解消するような食育が必要である。
男性全体の7日間中7回の摂取回数は1回目調査時から2回目調査時では34.4％→37.8％に改
善傾向がみられた。特に7回摂取回数では60歳代が36.4%→40.0％に、70歳代は11.1％→16.7

％が毎日食べるようになったものの、7日間の平均摂取回数では、60歳代が4.8回→4.8回、70
歳代が2.1回→3.4回と70歳代は改善度合いが大きい。また、肉類を全く食べない人は60歳代で
は5％、70歳代では10％みられた。同時に調査した魚介類の摂取回数には改善傾向がみられる
ことから、高齢者においては肉類に対する誤った言説による忌避が感じられる。
女性についてみると、7日間中7回肉類を摂取した人の割合は、年齢が高い70歳代では29.3％
→31.7％に増加した。60歳代では7回摂取は43.0％→40.2％に減少したが、6回摂取は12.5％→
19.6％に増加し、総合的には改善傾向がみられた。平均摂取回数は60・70・80歳代でそれぞれ
5.3回→5.3回、4.4回→4.9回、4.8回→4.4回であり、70歳代は改善したが、80歳代はむしろ摂
取回数が減少した。全く食べない人は2％であった。男性同様魚介類の摂取回数は増加してい
ることから、新型栄養失調症を見据えた肉類に関する食育の機会提供が必要性であろう。
事業目標③ 食に関する知識が向上したと実感できた者の割合を 30％増加させる。取組後の食
に関する意識調査から、本事業により食に関する知識が向上したと実感できた者を集計し、事
業の効果を確認するとともに、今後の取組みの参考とする。
今回の調査参加者は、各調査項目で改善傾向がみられ、とくに野菜を食べるときに「特に気
にしていない」
（Ｑ16）とする人は、男性で約3％減少、女性で14.
7％激減し、男性・女性とも
野菜を食べるときにさまざまなことを考慮するようになるなど取り組みの効果が現れている。
また、食品群摂取回数調査では食品群を意識することが摂取回数の改善に繋がることが明らか
になり、食に対する意識の向上がみられ、目標はほぼ達成された。
「健康生活ガイドブック」を参考にした人（Ｑ19）は、男性の43.8％、女性の57.8％で、毎
食の料理を担っている女性（Ｑ12、94％）では男性より参考率が14％高く、その内容項目も多
岐に亘っている（Ｑ20）。第1回目調査時から第2回調査時では、野菜を食べるときに「特に気
にしていない」
（Ｑ16）は男性で17.2％→14.4％に減少、女性で19.4％→4.7％に激減し、男性・
女性とも野菜を食べるときにさまざまなことを考慮するようになるなど、本事業の取り組みの
効果が現れている。また、自分の食生活への満足度調査（Ｑ16、3点尺度評価で分析）では第2
回調査時に、男性で19ポイント、女性で4ポイント満足度が上昇した。11食品群摂取調査では、
1回目調査時から2回目調査時では男性では殆どの食品において0.2回ほど多くなり、女性では
大豆類0.4回、果物0.6回、芋類が0.7回増加し、苦手としていた食品群摂取が改善され、食育の
効果が明らかになった。食品群摂取に意識を持たせることで改善に導くことができた。
事業目標④ 栄養バランスに配慮した食を心掛けようとするようになった者の割合を 30％増
加させる。取組後の食に関する意識調査から、本事業により栄養バランスに配慮した食を心掛
けるようになった者がどの程度増加したかを集計し、事業の効果を確認するとともに、今後の
取組みの参考とする。
栄養バランスを意識するようになった人は、2回目調査時で男性では6％改善され、男性より
栄養バランスへの意識が10％ほど高い女性の改善幅は小さかった。しかしながら、
「あまり意
識していない」は男性全体で半減し、特に50
歳代の「あまり意識していない」が25.0％か→7.
1％に激減し、目標はほぼ達成された。
栄養バランスの意識については、男性全体の1回目調査時と2回目調査時を比較すると、「概

ね意識している」「時々意識している」が77.1％→83.3％に6.2％改善された。とくに50歳代男
性の「概ね意識している」は35.7％→53.6％に大幅に増加し改善されている。逆に、
「あまり意
識していない」は16.8％→8.3％に半減し、ここでも50歳代において「あまり意識していない
」が25.0％→7.1％に激減する改善傾向が顕著であった。
女性全体では「概ね意識している」
「概ね意識している」は20歳代・30歳代で約50％、40歳
代・50歳代で60％前後、60歳代・70歳代70％と年齢が高くなるほど、栄養バランスへの意識
が高い。女性の「概ね意識している」は男性より10％ほど高い。
「あまり意識しない」は6%強、
「ほとんど意識していない」は1％強であった。
男性では50歳代から、女性では50・60歳代から健康への関心や自覚が高くなる傾向がみられ
た。

②

食生活実態調査結果および 11食品群チェックシート結果

(1)調査対象者
男性は180名、女性は1,525名の総数1,705名の回収であった。男性180名の平均年齢は52.9
（標準偏差14.7）歳であり、女性1,525名の平均年齢は47.3（標準偏差11.8）歳である。女性は
男性より5.6歳若い。本調査は男性・女性とも約90％以上が、食事制限や食事療法の「なし」
と回答しており、いわゆる健康で通常生活している人が対象になっている。さらに、食べるこ
とや作ること、食の情報に対して、男性の70％、女性の80％が興味関心を示している。本調査
の参加者は男性女性を問わず、食への興味関心が高いといえる。
(2)食生活チェックシート結果
Ｑ３

食事制限や食事療法の有無について

食事制限や食事療法が「ない」は、男性全体では1回目調査時87.8％（2回目調査時89.4％）、
女性は1回目調査時・2回目調査時とも「なし」が91.5％であった。本調査参加者のほとんどに
食事制限はみられなかった。食事制限が「あり」の50歳代1名、60歳代4名が2回目調査時に改
善がみられた。
Ｑ４

食（食べること・作ること・食情報）への興味関心について

男性全体では「やや興味がある」が1回目調査時40.4％→2回目調査時39.4％、「非常に興味
がある」は1回目調査時30.9％→2回目調査時32.2％で興味関心を示す割合は約70％である。1
回目調査時と2回目調査時を比較すると、70歳代に「非常に興味がある」22.2％→27.8％、
「や
や興味がある」50.0％→55.6％が増加していた。
女性では「やや興味がある」1回目調査時46.2％→2回目調査時46.0％、
「非常に興味がある」
は1回目調査時35.7％→2回目調査時36.2％で、約80％が興味関心を示し、この割合は男性より
10％ほど高い。女性も年齢が高くなるにつれて、
「興味がある」割合が増える傾向がみられた。
逆に、
「全く興味がない」
「あまり興味がない」は男性で10％、女性は5％存在した。
「全く興
味がない」は男性の60歳代・70歳代、女性の70歳代・80歳代では0であった。年齢が高くなる
ほど、食生活が生活の課題になっていることが窺える。

Ｑ５

ふだん朝食を食べますか

男性全体では「ほとんど毎日食べる」87.2％で朝食摂食率は高いが、2回目調査時は83.9％
と若干低くなっている。
「ほとんど食べない」は1回目調査時3.9％であったが、2回目調査時は
各年齢で1名ほど増え、全体では6.1％と増加した。
女性全体では「ほとんど毎日食べる」1回目調査時・3回目調査時とも90.6％で朝食摂食率は
高い。
「ほとんど食べない」も全体では1･2回目調査時とも変わらず4.3％であったが、50歳代・
30歳代に「ほとんど食べない」が若干名増えていた。
前述のように「食への興味関心」も高く、国民健康・栄養調査（平成24年度速報値によると
朝食の欠食率は男性14.4％、女性11.1％）等に比べ、本調査対象者の朝食欠食率は低いが、
「食
べない」（欠食）が男性・女性とも増える傾向があるため、朝食の役割や意義などについて、
常に食育の機会を持つ必要があろう。
Ｑ６

食事や献立はどのようなことを考えて決めていますか（複数回答）

男性の1回目調査時は「健康・栄養」が56.7％で第1位、次いで「好きな食べ物」が53.3％、
「旬･季節・歳時」38.3％、「食の安全性」33.9%、「費用」30.0％の順であった。2回目調査時
でも「健康・栄養」「好きな食べ物」「費用」「旬･季節・歳時」「食の安全性」で、上位項目は
変わらないが「費用」が第3位になっている。
「健康・栄養」については年齢が40・50・60･70
歳代と高くなるほど、それぞれ40.4％、57.1％、74.5％、77.8％と増加傾向がみられた。
「旬・
季節・歳時」
「食の安全性」項目でも同様に、50･60･70歳代と年齢とともに30％台→40％台→
60％台と高くなっている。一方、10歳代以下、20歳代までには「自分で決めていない」として
いる。
女性の20歳代・30歳代・40歳代では「好きな食べ物」が70％台で第1位、50・60・70歳代で
は「健康・栄養」70～80％で第1位と、年齢が高くなるにしたがって、健康・栄養が食の決定
要素になっている。その境目は男性・女性ともに50歳代となっている。
また、女性では年齢を問わず「費用」「旬・季節・歳時」も50％以上で、食決定の重要な要
素としてあげられ、年齢が高くなるに従って「産地・銘柄」「食の安全」もあげている。
逆に「話題性・流行」は男性・女性ともに下位であった。男性は「自分で決めていない」が
20％であり、女性の2％に比べ高率である。
高齢者（年齢が高くなるほど）が食事や献立を決定する要素は「健康・栄養」
「食の安全」
「旬・
季節・歳時」が上位を占めた。このように高齢者は健康と食事を強く結びつけて意識している
ことから、誤った知識を正し、正しい知識を定着させる「食育」がきわめて重要である。
Ｑ７

食事の栄養バランスを意識していますか

栄養バランスの意識については、男性全体の1回目調査時と2回目調査時を比較すると、「概
ね意識している」46.4％→49.4％に、「時々意識している」も30.7％→33.9％に増加し、「意識
している」を合わせると77.1％→83.3％に改善されたといえる。特に50歳代男性の「概ね意識
している」は35.7％→53.6％に大幅に増加し改善されている。逆に、「あまり意識していない」
は16.8％→8.3％に半減し、ここでも50歳代において「あまり意識していない」が25.0％→7.1％
に激減する改善傾向が顕著であった。
女性全体の1回目調査時と2回目調査時の比較では「概ね意識している」が59.6％→60.3％と

若干増加した。女性において「概ね意識している」は20歳代・30歳代で約50％、40歳代・50
歳代で60％前後、60歳代・70歳代70％と年齢が高くなるほど、栄養バランスへの意識の高い。
女性の「概ね意識している」は男性より10％ほど高い。「あまり意識しない」は6%強、「ほと
んど意識していない」1％強であった。女性は1回目調査時と2回目調査時の変化は少ない。
男性では栄養バランスに配慮した食を心掛けるようになったものが6％ほど増加したが、も
ともと高い配慮を示した女性の変化は小さかった。
Ｑ８

食事の偏りについて「気にしている」「気にしていない」

男性全体の1回目調査時の「気にしていない」が59.4％（2回目調査時61.7％）で、「気にし
ている」40.6％（2回目調査時38.％）を上回った。なかでも50歳代の「気にしていない」率は
１回目調査時67.9％から、2回目調査時は75.0％と増え､Ｑ６の「栄養バランス」の改善傾向と
逆の結果であった。日常的な食生活の不安定さが読み取れる。
10歳代はＱ６で「食事は自分で決めていない」とし、Ｑ７の栄養バランスも「ほとんど意識
してない」、Ｑ８で偏りも「気にしていない」と回答しており、与えられる食事をそのまま食
していることがわかる。
女性全体では男性と逆に「気にしている」が64.8％（2回目調査時62.9％）で、
「気にしてい
ない」35.2％（2回目調査時37.1％）を大きく上回った。しかしながら、20・30・40歳代が1
回目調査時より2回目調査時に「気にしていない」割合が高くなっていた。
１回目調査時で食事の偏りを「気にしている」とした人の回答内容は、「野菜をたくさん食
べる」「野菜を意識的にとるようにしている」「野菜不足を青汁や野菜ジュースで補う」「鍋物
などで野菜をたくさんとる」などで、野菜不足を「気にしている」という内容がもっとも多い。
次いで、「不足の食材を補える献立を考える」「外食が続くときは家で野菜や大豆を摂る」「毎
日ではなく、2.3日で不足のないようにする」「魚と肉を交互に食べる」など、食事バランスを
考慮し、食生活を営んでいる様子が窺える。
２回目調査時の「気にしている」内容は、やはり「野菜不足」が多いが、食事バランスや多
様な食材を摂取する「メニューを工夫する」
「翌日の献立で調整する」
「具だくさんのスープや
南瓜の煮物など、不足を補う献立」、
「小鉢を増やす」
「心がけて不足の食材を摂るようにする」
等、食材に関しての意識が強くなっていることが窺われた。
後述するが、11食品群はすべての項目で2回目調査時に改善傾向がみられている。
Ｑ９

食情報の入手（１回目調査のみ・複数回答）

男性全体の食情報入手では「テレビ・ラジオ」が第1位で56.7％、次いで「インターネット」
47.2％、「本」29.4％、「販売店」20.6％、「家族」「友人・知人」の18.3%の順である。
女性全体では「テレビ・ラジオ」が第1位で71.3％、次いで「インターネット」52.8％、
「本」
50.5％、「友人・知人」31.4%、「販売店」28.4％の順である。
「インターネット」からの情報入手は若い年齢層ほど高くなる傾向にあり、なかでも20歳代
女性では81.1％が利用している。男性の20％、女性の30～40％が販売店から食情報を入手する
としており、店頭での正確な・適正な情報発信（提供）が重要な役割を担っていることがわか
る。

Ｑ１０

食品表示の確認

男性・女性とも1回目調査時と2回目調査時の変化は少ない。男性全体では食品表示を「見て
決めている」62.2％（2回目調査時61.7％）、年齢が高くほど、食品表示を「見て決めている」
傾向がみられた。逆に「あまり見ていない」は8.3％（2回目調査時8.3％）である。
女性全体では「見て決めている」69.1％（2回目調査時69.9％）、「あまり見ていない」7.5％
（2回目調査時7.1％）であり、男性同様であった。
Ｑ１１

食品表示の中で重視している項目

男性が重視している項目は「産地・原産地」76.7％（2回目調査時81.1％）で最も多く、次
いで「品質期限」63.3％（2回目調査時66.7％）、
「原材料名」42.8％（2回目調査時41.1％）、
「添
加物」32.2％（2回目調査時30.0％）、「遺伝子組み換え表示」30.0％（2回目調査時23.3％）の
順であった。年齢が高くなるほど「産地・原産地」を重視していることがわかる。
「食品表示
を気にしていない」は10.0％（2回目調査時8.3％）であった。
女性も同様の傾向がみられ、
「産地・原産地」87.7％（2回目調査時86.9％）で、次いで「品
質期限」が73.8％（2回目調査時69.9％）、
「原材料名」50.8％（2回目調査時49.6％）、
「添加物」
45.3％（2回目調査時44.9％）、「遺伝子組み換え表示」39.7％（2回目調査時35.5％）の順であ
り、男性より10％ほど高い割合で表示を重視していることがわかった。「食品表示を気にして
いない」は3.1％（2回目調査時も3.1％）であり、男性より低い。
Ｑ１２

自分で料理を作りますか

男性全体の1回目調査時・2回目調査時の変化は少なく、
「毎食作る」が31.1％、
「作ることが
多い」は20％で約半数が料理作りに携わっている。逆に、
「全く作らない」は20.0％であった。
なかでは「毎食作る」が50歳代で46.4％→53.6％に、70歳代で44.4％→50.0％に2回目調査時
で増加し、半数が毎日の炊事を担っている。
女性全体では、20歳代以上で「毎食作る」が80.1％（2回目調査時79.8％）、「作ることが多
い」13.6％（2回目調査時14.1％）であり、90％以上が料理づくりに携わっていることがわか
る。逆に、「まったく作らない」1.1％（2回目調査時1.2％）、「たまに作る」3.6％（2回目調査
時3.2％）「どちらともいえない」1.6％（2回目調査時1.7％）を合わせても5％に満たないこと
から、毎食の食事づくりの多くは、女性の手に委ねられていることがわかる。
Ｑ１３

料理について知りたいこと（複数回答）

男性全体では知りたいことのトップは「早くて簡単な作り方」50.6％（2回目調査時47.2％）、
次いで「おいしく作る工夫」46.7％（2回目調査時46.1％）、「バランスの良い献立」40.0％（2
回目調査時45.6％）、
「調理方法」36.7％（2回目調査時43.9％）の順であり、そのほかの項目は
10％以下である。男性で1回目調査時「料理はしない」15.0％、2回目調査時10.6％に減少した。
女性では、
「早くて簡単な作り方」69.4％（2回目調査時71.4％）がもっとも多く、次いで「バ
ランスの良い献立」62.0％（2回目調査時59.8％）、「おいしく作る工夫」が58.2％（2回目調査
時56.9％）、「調理方法」46.0％（2回目調査時47.0％）、「見栄えを良くする方法」23.5％（2回
目調査時25.2％）で、
「好き嫌いをなくす」
「伝統料理」が10％前後であった。女性ではすべて
の項目で男性より10％ほど高くなっているが、なかでも前述のように毎食料理づくりに携わる

ため「見栄えを良くする方法」
「好き嫌いをなくす」などの項目が高くなっている。女性で「料
理はしない」は1％であり、前問Ｑ１２と一致している。
料理について知りたいことは、年齢層による要望が若干異なることもあり、料理教室などで
は、男女別、対象年齢別に要望に応える内容が求められる。
Ｑ１４

調理済み食品の使用割合

男性全体では「ほとんど使わない」40.6％（2回目調査時36.1％）、「全く使わない」は2.2％
（2回目調査時3.3％）で40％強、
「時々使う」39.4％（2回目調査時42.8％）、
「よく使う」8.3％
（2回目調査時10.6％）も半数であった。また「すべて調理済み食品を使っている」は0％でい
なかった。年齢的な差はなかった。
女性全体では「ほとんど使わない」46.1％（2回目調査時43.7％）、「全く使わない」は4.5％
（2回目調査時4.3％）で約50％、
「時々使う」43.4％（2回目調査時46.0％）、
「よく使う」4.7％
（2回目調査時4.7％）であった。「よく使う」は男性の半数であった。また「すべて調理済み
食品を使っている」は30歳代に1名0.1％であった。
調理済み食品の使用は男性・女性とも「ほとんど使わない」が40％であり、使用割合も半数
にとどまり、使用度は高いといえない。
Ｑ１５

野菜摂取量

男性全体の野菜摂取量は、
「140ｇ程度」が30.6％（2回目調査時28.3％↓）がもっとも多く、
次いで「70ｇ程度」21.7％（2回目調査時24.4％↑）、
「210ｇ程度」18.9％（2回目調査時18.9％）、
「280ｇ程度」11.7％（2回目調査時11.7％）、
「350ｇ程度」は5.0％（2回目調査時2.2％↓）と
低い。「わからない」は12.2％（2回目調査時14.4％）であった。男性においては摂取量の少な
い70ｇが2回目調査時に増え、140gや350ｇの摂取割合が減少し、1回目調査時から2回目調査
時にかけて量的改善はみられなかった。
女性全体では、「140ｇ程度」が31.8％（2回目調査時30.4％↓）が最も多く、次いで、
「210
ｇ程度」22.9％（2回目調査時24.3％↑）、「70ｇ程度」16.6％（2回目調査時17.9％↓）、「280
ｇ程度」13.8％（2回目調査時14.0％↑）、
「350ｇ程度」は5.7％（2回目調査時4.7％↑）
「わか
らない」は9.1％（2回目調査時8.79％）である。1回目調査時と2回目調査時の比較では、男性
に比べて、女性では摂取量の多い280ｇと210ｇが増加し、女性に良好な傾向がみられた。
平成24年度「国民健康・栄養調査」によると、北海道の野菜摂取量は男性では260ｇ（全国
で46位）、女性では271ｇ（同31位）で、1日に必要な摂取量350gを大きく下回っている。本調
査でも同様の傾向がみられた。
しかしながら、Ｑ８でみるように、食事の偏りを「気にしている」なかでは、「できるだけ
野菜を摂るようにしている」
「野菜中心のメニューを作る」
「肉を多く摂るので、肉と同量の野
菜を食べるようにしている」などが野菜の摂取を気にかけている人が多く、また摂取できてい
ると思われる意見もあり、現実の野菜摂取量との間には開きがあると思われる。
Ｑ１６

野菜を食べるとき気にしていること（複数回答）

男性においては１回目調査時では「味の良い野菜を食べる」68.9％でもっとも高く、次いで
「いろいろな色の野菜を食べる」50.0％、「栄養価の高い野菜を食べる」37.2％、「新鮮なうち

に食べる」34.4％、「たくさんの量を食べる」33.3％の順であった。2回目調査では「いろいろ
な色の野菜を食べる」51.1％、
「地場の野菜を食べる」41.7％、
「安全な野菜を食べる」36.7％、
「新鮮なうちに食べる」33.3％、「そのとき安い野菜を食べる」27.8％の順に選択されている。
2回目調査時に増加した項目は、
「地場の野菜を食べる」11.1％→41.7％、
「その時であった安い
野菜を食べる」3.7％→10.9％、「安全な野菜を食べる」8.3％→14.4％、「いろいろな野菜を食
べる」15.9％→20.1%、などである。
女性においては１回目調査時では「味の良い野菜を食べる」74.2％でもっとも高く、次いで
「いろいろな色の野菜を食べる」61.0％、「新鮮なうちに食べる」51.5％、「栄養価の高い野菜
を食べる」45.0％、「たくさんの量を食べる」43.0％の順であった。2回目調査では「いろいろ
な色の野菜を食べる」51.1％、
「地場の野菜を食べる」41.7％、
「安全な野菜を食べる」36.7％、
「新鮮なうちに食べる」33.3％、「そのとき安い野菜を食べる」27.8％の順に選択されている。
「地場の野菜を食べる」「安全な野菜を食べる」
「その時安い野菜を食べる」「いろいろな野菜
を食べる」であった。
男性・女性とも2回目調査時には「いろいろな色の野菜を食べる」
「地場の野菜を食べる」
「安
全な野菜を食べる」を多く選択している。
「特に気にしていない」は男性で17.2％→14.4％に減
少、女性は19.4％→4.7％に激減し、野菜摂取に関して何らかの意識を持たせることができた。
これは本事業の「店舗での生産者交流」への参加者は177名（調査対象者中10.4％）、「店舗で
の各種講習会」では72講習会に523名（調査対象者中30.7％）の参加であり、店舗からの働き
かけの結果に加え、さらには調査時期が9月から11月の野菜の出盛り期であったことも、地場
の野菜や安全な野菜などへの関心を強めたと考えられる。
Ｑ１７

食の悩みのある・なし

男性全体の1回目調査時と2回目調査時比較では、食の悩みが「ある」は20.6％→15.9％に減
少した。なかでは50歳代・60歳代の悩みがある割合が高い。
女性全体では、1回目・2回目の比較では34.1％→30.9％に減少した。女性は男性より10％ほ
ど高いが、これは女性が毎食の料理を担っている割合が高いことに起因すると考えられる。
Ｑ１８

食生活への満足度

男性全体では、「やや満足」が54.4％（2回目調査時50.3％）でもっとも高く、「非常に満足」
14.4％（2回目調査時18.4％）を合わせると約70％が満足しているといえる。反対に「やや不
満」は4.4％（2回目調査時6.1％）、「非常に不満」は2.2％（2回目調査時0.6％）で、食生活を
不満としたものは約6％であった。3点尺度評価（非常に満足3点、やや満足1点、どちらともい
えない0点、やや不満－1点、非常に不満－3点）の比較では86ポイント→97ポイントで、19ポ
イント改善された。
女性全体では「やや満足」が49.6％（2回目調査時51.8％）で高く、「非常に満足」8.7％（2
回目調査時8.2％）で、約60％の満足にとどまった。前述したように、女性の90％以上が毎食
の料理に関わっていることとの関連が考えられる。
「やや不満」は9.9％（2回目調査時7.9％）
、
「非常に不満」は1.4％（2回目調査時1.1％）で、食生活を不満としたものは約10％であり、
男性より高くなっている。3点尺度評価比較では61ポイント→64ポイントで、3ポイント改善さ
れ、男性より改善幅は小さかった。

Ｑ１９

健康生活ガイドブック（２回目調査のみ）

男性全体の「ざっと目を通した」39.4％、「よく読んだ」4.4％であり、約44％の人に読まれ
ていた。女性全体では「ざっと目を通した」44.6％、「よく読んだ」は13.2％で、約58％の人
に読まれていた。
また、
「店舗での生産者交流」
「店舗での各種講習会」への参加者は、延べ716（参加率42.0％）
と高く、カイドブックや講習会への参加より、本調査参加者は食生活全般へ関心が窺われる。
Ｑ２０

健康生活ガイドブックで役立った頁（２回目調査時のみ・複数回答）

男性全体で上位を占めたのは「北海道の食材マップ」が28.3％、
「北海道の旬のカレンダー」
23.9％、「食事バランスガイド」23.9％、「日本型食生活（一汁三菜）」20.6％であった。30歳
代では「日本型食生活」
「食事バランスガイド」
「野菜1日350gを目指しましょう」
「おやこでお
やつ」が上位であり、40歳代では「北海道の旬のカレンダー」
「北海道の食材マップ」
「食事バ
ランスガイド」、50歳代は「食事バランスガイド」
「北海道の旬のカレンダー」
「11食品群チェッ
クリスト」
、60歳代「「北海道の食材マップ」
「日本型食生活（一汁三菜）
」
「しっかり動いてしっ
かり食べる」などがあげられている。
女性全体では「食事バランスガイド」30.2％、「11食品群チェックリスト」23.8％、「野菜を
１日350ｇ目指しましょう」23.3％、
「北海道の食材マップ」22.5％であった。30歳代では「食
事バランスガイド」
「おやこでおやつ」
「11食品群チェックリスト」が上位にあげられ、40歳代
では「食事バランスガイド」
「11食品群チェックリスト」、50歳代は「食事バランスガイド」
「野
菜1日350gを目指しましょう」「北海道の食材マップ」「11食品群チェックリスト」、60歳代は
「食事バランスガイド」「野菜1日350gを目指しましょう」「11食品群チェックリスト」
、70歳
代は「北海道の食材マップ」
「食事バランスガイド」
「日本型食生活（一汁三菜）」
「食品保存の
おさえどころ」があげられた。女性では30歳以上では「11食品群チェックリスト」、40歳代以
上では「野菜1日350gを目指しましょう」をあげている。
男性・女性とも30歳代で「おやこでおやつ」をあげ、子育て世代の参考になった様子が窺え
る。
(3)11食品群チェックシート（1回目調査・2回目調査結果）
11食品群摂取回数（連続した 7日間中）
11食品の平均摂取回数は、男性の場合1回目調査時から2回目調査時では主食の穀類は6.1回
→6.3回に、主菜の肉類は4.7回→4.9回、魚介類は3.9回→4.2回に何れも増加している。肉類・
魚介類の合計は8.6回→9.1回になり、7日間中主菜は肉類か魚介類のどちらか、あるいは両方を
摂取している。卵類は3.8回→4.3回、大豆類は3.9回→4.2回であり、おおよそ2日に1回の割合
で摂取している。野菜・芋類・海藻類の副菜はそれぞれ、5.5回、2.4回、2.7回である。野菜の
摂取が少ないのは30歳代男性の4.8回→4.9回であり、平均7日間中2日野菜を食べていない状況
が読み取れる。またQ15でも指摘したが、野菜の摂取量も1日70ｇ～140gの摂取量が半数を占
め、摂取量も少ない。国民健康・栄養調査と同様に結果である。油脂類は4.4回→4.6回、果物
は3.8回→4.3回、乳・乳製品は4.8回→4.9回で、おおよそ2日～3日に1回の摂取回数であり、な
かでは30歳代男性が最も少ない摂取回数である。
男性の1回目調査と2回目調査の比較では、殆どの食品において0.2回ほど多くなり、摂取回

数に改善がみられる。改善幅が大きい食品は卵類と果物の0.55回である。なかでも30歳代男性
の乳製品は3.3→4.6と、摂取回数が1.3回増加している。食品群摂取に意識を持たせることで改
善に導くことができた。
1回目調査時から2回目調査時では主食の穀類は6.5回→6.6回、主菜の肉類は5.4回→5.5回、
魚介類は4.0回→4.0回で、肉類と魚介類の合計は9.4回→9.6回になり、7日間中主菜は肉類か魚
介類、あるいは両方を摂取している。卵類は4.3回→4.5回、大豆類は4.3回→4.5回であり、お
およそ2日に1回強摂取している。野菜・芋類・海藻類の副菜はそれぞれ、6.1回→6.1回、2.7
回→3.4回、3.3回→3.4回で野菜類はほとんど毎日、芋・海藻類は2日に一度の程度摂っている。
女性の1回目調査と2回目調査の比較では、大豆類0.4回、果物0.6回、芋類が0.7回と摂取回数
に増加がみられ、毎日摂りにくい食品群摂取が改善され、
「健食」プログラムの効果が伺える。
一方、野菜、油脂、乳製品は変化がなく、変えがたい食習慣も伺えた。
女性の平均摂取回数は11食品すべてで男性より高く、魚介類は0.1、油脂類では1.3、そのほ
かの食品で0.4～0.7女性が高い。油脂類の差は調理担い手の差が伺える。
11食品群摂取回数の性・年齢別比較
①

穀類

男性全体では7日間中7回の摂取が全体で81.0％であったが、30歳代と70歳代の1回目調査時
は60％台と低い傾向がみられた。１回目調査時と2回目調査時の比較では7日間中1回の摂取が
全体で9.4％→6.7％減少し、なかでも少なかった30歳代は16.7％→4.2％に、70歳代では27.8％
→11.1％と減少幅が大きく、改善されている。逆に全体では5回の摂取が2.2％→3.3％に、6回
が2.2回→5.6回に増加し、ここでも改善されている。
女性全体では7日間中日間摂取したものが1回目・2回目とも88％以上であるが、穀類を摂取
していないものがバラバラにみられた。7日間中1回しか穀類を摂取していないが4.6％→3.5％
に減少し、逆に5回の0.8％→1.1％に、6回が3.3回→3.7回に増加し、改善されているが、男性
より改善幅は少なく、主食を抜いていることが考えられる。
②

肉類

男性全体の1回目と2回目調査時の摂取回数比較では、7日間中7回が最も多く34.4％→37.8％
に改善されていた。なかでは60歳代が36.4%→40.0％に、70歳代は11.1％→16.7％が毎日食べ
るよう改善されていた。50歳代は7回摂取が46.4％→39.3％に減少したが、6回摂取が10.7％→
17.9％に改善されるなど、総合的には改善傾向がみられた。肉類は7日間中3回～6回摂取が10％
前後であり、0回という全く食べないは40歳代・50歳代･60歳代の5％、70歳代の10％にみられ
た。高齢者の肉類に関する忌避が感じされ、この点に関する食育が求められ。新型栄養失調症
に関する食育の必要性があろう。
女性全体の1回目調査時と2回目調査時の摂取回数比較では7日間中7回が46.5％→46.1％で
若干減少した。この要因は若年層である10歳代の60.0％→53.3％や20歳代の59.5％→45.9％の
減少にあり、むしろ年齢が高い50･70歳代はそれぞれ40.8%→45.0％に、29.3％→31.7％に増加
した。60歳代の7回摂取は43.0％→40.2％に減少したが、6回摂取は12.5％→19.6％に増加し、
総合的には良好な状況にあるといえる。4・5・6回摂取が10％前後であり、年齢による差はみ
られない。全く食べないは2％であった。

③

魚介類

男性の魚介類摂取回数は1回目調査時・2回目調査時の摂取回数比較では7日間中7回が18.9％
（1回目）、24.4％（2回目）であり、次いで3回・4回が16％～18％で、そのほかの回数は10％
前後で、肉類に比べバラツキがみられる。年齢では、対象者が少ないが10歳以下・10歳代・2
0歳代が少ない傾向がみられた。
女性は7回15.0％（1回目）、17.8％（2回目）であったが、3回・4回が17％～19％で多く、
次いで12％前後の5回・2回である。0回の全く食べないは3～4％であり、男性同様、年齢によ
る摂取回数に差はなく、バラツキがみられた。
④

卵・卵製品

男性の摂取回数はどの年齢層でも10%～20％でバラツキがみられる。1回目調査時と2回目調
査時比較では7回が17.2％→26.7％に増加し、0回が12.2％→5.6％に減少し、改善されているこ
とが窺える。
女性の摂取回数は7回が25％前後であり、3～6回が15％前後であった。0回も3～4％であっ
た。
⑤

大豆製品

男性の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数比較は、7回が27.2％→32.8％に増加し、0回が
12.2％→7.8％に減少し、改善されていることが窺える。30歳代では、1回目調査時に0回摂取
が29.2％、2回摂取が25％で、半数強が2回以下と摂取回数は低かったが、2回目調査時はそれ
ぞれ、8.3％、12.5％と改善された。
女性においても7回の摂取が26.5％→32.5％に、6回が9.6％→13.1％に、5回が11.5％→12.8％
に増え、0回が5.1％→4.3％に、1回が8.4％→6.8％に、2回も10.9％→7.3％に減少し、全体と
して改善傾向がみられる。
⑥

野菜

男性の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数全体比較では7日間中7回が61.6％→67.6％に増
加し、改善されている。その要因としては10歳代までの7回の摂取が50.0％→83.0％増加した
ことや40・50歳代がそれぞれ55.3％→66.0％に、78.6％→85.7％に増加したことがあげられる。
20歳代の対象者は2名であったが1回目調査時4回、5回の摂取回数であったが、2回目は2名と
も7回の摂取に変化し良好な状況がみられた。また、1回目調査時7日間中7回（上限）摂取した
人111名を除いて、2回目調査時（69名）に7回摂取したのは31名（44.9％）であり、2回目で
約半数の摂取回数が改善された。野菜を食べない0回が30歳代・40歳代それぞれ20.8％→12.5％
と、12.8％→8.5％に減少し、30歳代と40歳男性に改善が顕著であった。その結果、男性全体
でも0回が7.2％→3.3％に半減し、食品群の意識づけが野菜摂取回数の改善に繋がることが裏付
けられた。
しかしながら、7日間中野菜を一度も摂取しないが約10％前後いるため、この点の改善方策
が必要である。
女性全体の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数は7回がともに74％前後で、男性より10％
ほど高く、年齢が高くなるほど良好な状況がみられた。なかでは7回の摂取回数が10歳代まで

で46.7％→86.7％に倍増し、20歳代は59.5％→64.9％に、30歳代で74.3％→74.5％と若年層が
大きく改善された。1回目調査時7日間中7回（上限）摂取の女性1131名を除いて、2回目調査時
（394名）に7回摂取した人は202名（51.3％）で、2回目調査時に半数の野菜摂取回数が改善
された。しかしながら、女性においても0回が2～3％でおり、摂取回数にはバラツキはみられ
るため、常に食材や食育に関する意識づけが必要になる。
野菜は摂取量が課題であるが、その量が少ないことはQ15前述のとおりである。
⑦

芋類

男性では7日間中摂取回数2回が20％台でもっとも多く、次いで0回が18％前後、3回の17％
前後になっている。逆に1回目調査時・2回目調査時の摂取回数全体比較では4回は9.4％→11.
7％に、5回は4.4％→8.3％に、6回は3.9％→5.0％に増え、摂取回数が増える傾向がみられ、改
善されている。
女性の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数全体比較では7回が4.7％→9.8％に、6回は4.4％
→6.9％、5回は7.3％→11.6％、4回は14.8％→18.6％に改善され、０回は12.5％→8.6％に減少
している。女性においては改善傾向が顕著にみられる。
⑧

海藻類

男性では1回目調査時・2回目調査時比較では、7日間中1回も摂取しない0回が約20%でもっ
とも多く、次いで2回摂取の約17％、1回の約16％である。7回と毎日摂取している人は10％で
あった。7日間中0回が22.2％→19.4％に減少し、5･
6･7回摂取するがそれぞれ5.0％→8.9％に、
5.0％→6.1％に、11.7％→12.8％に増加している。
女性では7日間中0回～7回まで10％前後と平均して摂取している。1回目調査時・2回目調査
時の摂取回数全体比較では、男性と同様に7日間中0回が12.5％→10.6％に減少し、6･7回がそ
れぞれ6.5％→7.5％に、11.9％→13.3％に増加し、改善傾向がみられた。
⑨

油脂類

男性の7日間中7回摂取しているは約45～50％であり、半数が毎日摂っている。次いで0回の、
18%、そのほかは5%～8%の摂取回数であった。
女性の7日間中7回摂取しているは約64％であり、過半数は毎日油脂類を摂っている。次いで
6回の8％、そのほかは5%の摂取回数であった。
⑩

果物

男性の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数比較は、7回が28.9％→38.9％に、6回が5.0％
→7.8％増加し、0回が20.6％→16.7.8％に減少し、改善されている。
女性では摂取回数比較は7回が27.2％→32.8％に、6回が8.1％→9.3％に増加し、0回が9.4％
→7.5％に、1回は9.9％→7.2％に減少し、改善されていることが窺える。
⑪

牛乳・乳製品

男性の1回目調査時・2回目調査時の摂取回数比較は7回が48.3％→50.6％に増加し、半数が
毎日乳製品を摂っている。逆に0回が11.1％→10.0％に、1回が6.7回→7.2％に減少し、改善さ

れている。摂取回数が低い年齢層は30歳代の0回20.8%（2回目12.5％に改善）と3回の20.8％
（2回目12.5％に改善）、70歳代の0回22.2％（2回目16.7％に改善）、50歳代の2回17.9％（2回
目3.6％に改善）であったが、何れも改善されていた。
女性の摂取回数比較は7回が58.9％→60.68％に増加し、過半数が毎日摂取している。そのほ
かの摂取回数は5％前後であった。摂取回数が低いのは70歳代の1回12.2％（2回目4.9％に改善）
と、20歳代の10.8％（2回目8.1％に改善）であった。
男性・女性とも11食品群すべてで摂取回数の7回が増加し、0回が減少する「改善」がみられ
た。
11食品群摂取総合評価
総合評価は合計点77～71点をＡ「たいへんバランスよく食べています」、70～56点をＢ「あ
と一歩の努力です」、55点以下をＣ「もう少したくさんの種類を食べるようにしましょう」と
評価をした。さらに総合評価の比較は、Ｓ｛良好を維持している｝、Ａ「改善傾向にある」、Ｂ
「維持している」、Ｃ「悪化傾向にある」とした。
男性では1回目調査でＡ判定が6.1％、Ｂ判定が26.1％、Ｃ判定が67.8％であったが、２回目
調査ではそれぞれ11.1％、28.9％、60.0％となり、Ａ・Ｂ判定が増加し、Ｃ判定が減少し、食
育の効果が若干みられた。しかしながら、男性においては1回目・2回目ともＣ判定が60％を占
め、変化なし判定も54％で、食品摂取状況は悪い。1回目・2回目の判定がＢ→Ａの改善は4.4％、
Ｃ→Ｂ・Ａはそれぞれ11.1％、2.2％で改善の合計は17.8％であった。逆にＡ→Ｂに、Ｂ→Ｃに
悪化（下がったもの）はそれぞれ1.7％、5.6％の合計7.2％であり、改善された摂取状況は悪化
傾向の倍であったことから、食育効果はみられたと判断できる。
男性の総合評価では「維持している（Ｂ）」が70.5％、「改善傾向にある（Ａ）」17.7％、「悪
化傾向にある（Ｃ）」7.2％、
「良好を維持している（Ｓ）」が4.4％であり、維持しているがもっ
とも多い。
女性では1回目調査でＡ判定が6.3％、Ｂ判定が42.4％、Ｃ判定が51.3％であったが、２回目
調査ではそれぞれ10.3％、45.8％、43.9％となり、Ａ・Ｂ判定が増加し、Ｃ判定が減少し、食
育の効果がみられた。しかしながら、男性と同様に女性においても1回目のＣ判定は50％を占
め、その後の変化なし判定は35.3％で、1/3は悪い状態のまま改善できていない。1回目・2回
目の判定がＢ→Ａの改善は6.3％、Ｃ→Ｂ・Ａはそれぞれ15.0％、0.9％で改善の合計は22.2％
であったのに対し、Ａ→Ｂ・Ｃに、Ｂ→Ｃに悪化（下がったもの）はそれぞれ2.4％、0.7％、7.
8％の合計10.9％であり、摂取状況の悪化傾向を改善が上回っており、食育効果はみられたと
判断できる。
女性の総合評価では「維持している（Ｂ）」が63.6％、「改善傾向にある（Ａ）」22.2％、「悪
化傾向にある（Ｃ）」8.5％、「良好を維持している（Ｓ）」が3.1％である。

２． 改善方策に対する反応
③

11食品群チェックシート
回答者からは「自分の食生活で何が足りないのか見直すことができた」「食事を考える時間
が増えた」
「評価されるので点数を上げなければというモチベーションがわきました」
「自分の
食事が、かたよっていることに気づき、大変参考になりました」等の良好な反応が得られた。
比較的容易な調査シートでありながら、食事改善の意識を高める効果的な手段だと言える。

④

ブックレット「健康生活ガイドブック」
食生活実態調査によると、男性は「北海道の食材マップ」や「北海道の旬のカレンダー」、
女性は「11食品群チェックリスト」や「野菜を1日350g目指しましょう」、男女共通して「食事
バランスガイド」がそれぞれ役に立ったとの回答が多かった。またインタビューでは「パッと
見て内容が理解できて、わかりやすかった」「食事バランスガイドは前から知っていたが、北
海道版は知らなかった、とても役に立ち嬉しい」「たくさん勉強になりました。ありがとうご
ざいます」「食について改めて考え直すのに役立つガイドブックです」などの反応を得た。

⑤

店舗での食育「健康生活あと 1品」
インタビューでは「どういうものがお勧めなのかわかりやすい」
「早速買って試してみよう
と思います」
「コープの食材でも初めて知るものがたくさんありました」
「どれも手軽に使えて
便利でおいしかったです」「いろいろ試食できて良かったです」など、食事バランスの観点で
活用拡大につながる反応が得られた。

⑥

店舗での生産者交流会
生産者交流会では野菜の摂取拡大や地場の農産物利用促進につながる反応が得られた。
○

余湖農園の交流会では調理トマトの紹介がなされ、なじみの薄い調理トマトの利点を講
義と試食で伝えることができ、参加者からは「トマト鍋はすっぱいイメージがあり避け
ていたが、とても食べやすいのにびっくりした」
「冬も積極的にトマトを食べようと思い
ます」などの反応が得られた。

○

函館の農園視察では畑で野菜を生のまま食べる体験を通し、
「子供が嫌いなピーマンをお
いしそうに食べているのに驚いた」
「春菊がこんなにおいしいとは思わなかった」
「ブロッ
コリーが甘いのに驚いた」など野菜の美味しさを再発見してもらう機会となった。

○

生産物のこだわりを聞き、その場で味を試食することによって「これからは木村さんの
お名前を探して買い物をします」
「こめいろゆめたまごを初めて食べたが、これからはこ
れを買います」「滝花さんのお野菜を買うのが楽しみです」「生産者の顔を知って買える
のがうれしいです」などその後の購買につながる声が非常に多かった。

○

生産者がご自分のことばで農業や生産物にかける熱意や工夫を語ってもらうことにより、
参加者からは「農業に対する西脇さんの姿勢に感銘をうけました」
「築城さんご夫婦の安

全な食べものに対する情熱がよくわかりました」「和田さんの農業にかける情熱や努力、
自然の大切さがよくわかった」など農業への理解や信頼が高まったとの反応があった。
○

生産者やスタッフにも食育の意識を高める効果があった。生産者からは「野菜を作るの
はプロだが料理は素人。先生に料理をつくってもらうとこんなに綺麗でおいしくなるの
にビックリしました」などの反応がえられ、一方、スタッフ側も「木村さんのトマト作
りについて伺うとミニトマトの皮もムダにできないと思います」など相互に気づきの声
があった。

⑦

店舗での各種講習会
各種講習会でも食育の効果がわかる様々な反応が得られた。
○

野菜の活用についての講習会では「白菜はお鍋の時にしか買わなかったけれど、いろい
ろ楽しめると思いました」「キャベツ 1 個買っても冷蔵庫で眠っていることが多いので、
すごく参考になりました」「ダイコンの皮も活用できることにびっくり」
「白菜 1 個まる
ごと買うことはなかったのですが、お得なので 1 個買うようにします」など、期待通り
の声が多かった。

○

いろいろなかぼちゃの食べ比べでは「12 種類ものかぼちゃを食べ比べできて楽しい」
「調
理方法によって好きなかぼちゃが違った」
「品種を見てかぼちゃを買う楽しみができまし
た」
「かぼちゃ好きになりました」など、講習会でしか体験できない多品種味比べが、野
菜の関心を高めることに効果的であることがわかる。

○

お豆を食べようでは「煮豆しか作っていませんでしたが用途がふえました」
「十勝で手に
入るいろいろなお豆の調理を試してみたい」
「他の人にも豆のレシピを広げたいです」
「大
豆のマリネが家族に好評だった」など、豆類の利用促進につながる反応が得られた。

○

「冷凍野菜の調理方法が良くわかり、これから活用していきたいです」「さっそく家に
帰ったら干し野菜作りに取り掛かります」「干し野菜が身近なものに感じた」「ピクルス
が簡単に作れることにおどろいた」など食材を無駄なく活用する方法の紹介が好評だっ
た。

○

一汁三菜のススメでは「並べ方を初めて知った」「ダシが大事だとわかった」「一汁三菜
のバランスのよさが良くわかりました」
「一汁三菜を三つの食材をいれた汁物と勘違いし
ていた」など日本型食生活を広める必要性を感じる声が多かった。

○

やさしい食品表示の見方では「オレンジジュースの砂糖量にショックをうけた」
「ペット
ボトルの砂糖の量がとてもわかりやすかったです」
「糖分の話は孫にも教えたいと思いま
した」など、飲料の糖分量をシュガースティックに置き換えた教材の反応が大きかった。

○

親子の料理教室では「子供たちがよろこんで焼いていたので良かったです」
「子供用に野
菜を取り入れたレシピが参考になった」
「ホウレンソウ嫌いの子供がホウレンソウスムー
ジーをおかわりしていたのでびっくりしました」「今までは親子で料理をする機会がな
かった」などの声があり、好評だった。

○

シェフによる料理講習会では「オリーブオイルの使い方がよくわかった」
「スパイスの処
理の仕方について参考になりました」「パスタのいろいろなコツが聞けてよかったです」
など料理をちょっとおいしくするプロの技が大変参考になったとの反応が多かった。

V. 事業の総括
1. 事業目標をほぼ達成
調査のまとめに示したとおり、本事業の目標とする４つの事項についてはほぼ達成することが
できた。調査と改善方策を組み合わせた本事業のプログラムが食生活の意識改善や具体的な改善
行動に有効に働いた結果といえる。そこで本事業の成果を活かし、今後の食育事業に活かしてい
きたい。

2. 事業から得られた成果
事業目標達成以外にも本事業からさまざまな成果を得ることができた。以下に示すように、11
食品群チェックシートやブックレット、健康生活あと1品、生産者交流会、各種講習会といったプ
ログラムの実践を通じ、それぞれがさまざまな反応や効果が見られている。
①

11食品群チェックシートは食生活を改善する手段として優れている
本事業の目標を達成することができた要因としては第一に、11食品群チェックシートそのも
のが食生活を改善する手段として優れていたことが挙げられる。チェックシートは子どもから
お年寄りまで回答しやすい。なおかつ記録すること自体が本人の食生活改善意識に働きかける
ことができる。また本事業では、紙媒体だけでなく、ウェブを活用した調査票回収と評価回答
を行なうことができた。大量の集計や評価のフィードバックが可能なシステムの利用によって
、大きな規模で食生活の改善に取り組むことができる。このシステムを活かすことで、今後さ
まざまな年齢層や、食生活の偏りが危惧される人たちに対する、有効な取り組みが期待できる
ことが実証された。

②

わかりやすいブックレットをつくることができた
本事業で作成したブックレット「健康生活ガイドブック」は大変わかりやすいとの参加者の
評価をもらった。吟味され教材をコンパクトにまとめたことが評価の要因であろう。一方、調
査においても非常に多くの参加者に目を通してもらっていることがわかった。教科書的でな
く、一目でわかるよう工夫した結果、目を通すことを容易にしたと考える。今後の食育にも活
かせる内容であり、さまざまな食育実践と併用して引き続き活用をすすめたい。

③

健康生活あと一品では今後の可能性を感じた
「健康生活あと一品」では今後の食材提供の場における食育の可能性を感じることができ
た。講習会への参加者の反応から、食生活の改善につながる商品情報のニーズは高いことが確
かめられた。また、これまでこのようなバランスのよい食事に関する売り場での情報提供が不
足していたとの声も聞かれた。今後どのように食育や食材提供に活かせるか、食材提供サイド
にとって、検討すべき課題が明らかになった。

④

農場体験による食育の重要性を再認識した
いしかわ店のご近所野菜生産者交流会では五感を使った体験による食育の重要性を再認識
した。農場体験を通じて野菜嫌いを克服した子どもも見られた。感想の中でも実生活では農業
に接する機会があまりなく、楽しい体験をしたとの声が多かった。今後も効果の高い食育とし
て農場をはじめとした生産現場を訪問する食育プログラムを継続していきたい。「食」が単に
食べるだけでなく、土に触れて、作る、育てる、収穫するという行為と結びついた、総合的な
感性の中に位置づけられることを再認識した。

⑤

顔が見える生産物の良さをうまく伝えることができた
生産者交流会では、顔の見える生産物の良さをうまく伝えることができた。生産者の熱意や
苦労を語ってもらい、試食で自慢の生産物の良さを伝えることによって、参加者は生産者の商
品のファンになる人が多かった。ぜひ今後もさらに多くの熱意ある生産者をあつめ、生産者交
流会を引き続き計画していきたい。生産者との直接的な信頼関係が、安全、安心な野菜への信
頼と消費の基本になることがわかった。

⑥

講習会では優れたカリキュラムが生まれた
各種講習会では優れたカリキュラムをつくることができた。改善方策の反応に記したよう
に、店舗のキッチンスタジオという場を有効に活用したとりくみから、食への関心を高める反
応をたくさん得ることができた。「野菜好きを増やすとりくみ」や「かんたん・おいしい・経
済的な調理のコツを学ぶ機会」
、
「料理が楽しいことを伝える場」など、優れた事例についてさ
らに広めていきたい。

⑦

本事業を通じて相互に啓発される機会となった
本事業は参加者の学びの場であっただけでなく、これに関わった生産者やスタッフも相互に
啓発される機会となったことが一番の成果といえる。生産者は参加者の生の声や、講師の料理
に大いに刺激をうけたと言う。スタッフも企画や運営を通じて自らの食育なったとの声が多
かった。また本事業をきっかけに、食育に取り組む新たな人的ネットワークを築くことができ
た。このことを通して、学校や地域で、より多くの人たちと食育に一緒に取り組む「共に育み
合う」活動が、大きな効果を生む可能性を持つことがわかった。

3. 今後の課題
本事業を通じ、以下に掲げる今後の課題が見つかった。
①

食事バランスに配慮した弁当のあつかい
健康生活あと１品の取り組みを通じ、昼食のため店舗を利用する場合、食事バランスに配慮
した弁当などの扱いが不足していることが指摘された。弁当の主な利用者である成人独身者の
栄養の偏りも問題視されている。そこで食バランスに配慮した弁当の強化を検討していく必要
がある。店舗で、食事バランスに配慮した弁当を用意すると同時に、雇用主や周辺の職場で働
く人たち、一人暮らしの人たちへの働きかけも、今後の課題となるであろう。

②

対象別の料理講習会の設定
知りたい料理を尋ねる調査では「早くて簡単な調理法」
「おいしく作る工夫」
「バランスの良
い献立」に対する関心が共通に高いことと同時に、年代層・男女別による要望の違いがみられ
ることもわかった。また一方で講習会参加者は主婦が大半を占めており、さまざまな対象者へ
の食育の場という点では改善の余地があった。そこで年代層や男女別など対象者を明確にした
「ニーズに応えた」講習会の企画を工夫していくことが望まれる。

③

食品表示についての食育の必要性
調査によると年代が高くなるほど食品表示を見て買い物していることがわかった。一方食品
表示の講習会では、塩分・糖分の量やコレステロールの意味など基礎的な表示の見方について
参加者の知識が不足していることがわかった。引き続き、食品表示の学習機会を確保していく
べきである。また自主事業としても、店舗内ではルーペ付きカートなどの実践をしているが、
よりニーズにあった表示の工夫を検討する余地がある。

④

伝統食についての取り組み強化
本事業では伝統食に関するプログラムを実施してきた。しかし講習会参加人数や調査結果に
おいて、他に比べ大きな関心や反応を得ることができなかった。健康的な食事のため日本型食
生活を推奨する観点からも、伝統食の学習機会について一層の工夫と取り組みが求められる。

⑤

頑なに偏食を改めない人への対策
11食品群チェックリストの結果から、目標以上の割合の人たちに食事改善が見られた一方
で、特定の食品群をまったく摂取せず、食事改善が見られない傾向の人が５％前後だが見られ
ることがわかった。このような偏食の傾向については、別の食育方策を開発していく必要があ
る。たとえば幼少期からの取り組みや、学校・職場を巻き込んだ取り組み、指導者・コーディ
ネーターの育成など今後総合的に対策を開発していかねばならない。

⑥

若年者層と高齢者層では「食事と健康」の意識に差がある
食事や献立を決定する要素として「健康・栄養」が50代を境に、若年者層は低く、高齢者層
は高い傾向がわかった。若年者層と高齢者層では「食事と健康」の意識に差があり、年代層に
応じた取り組みが求められる。
若年層には食事と健康をむすびつけて意識させることが重要である。反面、高齢者層ではこ
の意識がすでに形成されているため、食事と健康の意識があることを前提に、誤った知識を正
し、正しい知識を伝えることが重要である。
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