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食品業界（企業）における食育推進活動の意味と
R 社への導入についての考察
塚 本 浩 康
Ⅰ

はじめに

近年、食育活動に取り組む企業が目に見えて増加してきている。
大手乳業メーカー Y 社は、小学校を訪問し食品についての体験を通じて知識の増加に
努めている。大手スーパー I 社はコストの高い国内の地元メーカーと組んで商品開発を進
めている。企業がこのように食育活動に力を入れ始めたことと前後して、2005 年に食育
基本法が制定された。
食育基本法は「近年における国民の食生活をめぐる環境の変化、具体的には、栄養の偏
り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向等の問題、また、食の安全
や海外依存の問題の発生に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性
をはぐくむための食育を推進することが緊急な課題となっていることにかんがみ、食育に
関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、食育
に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社
会の実現に寄与すること」がその提案理由であり、第 1 条（目的）においては、「国民が
健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総合的かつ計画
的に推進することを目的とする」とある 1。つまり、食についての総合的な知識の普及啓
蒙を意図して制定されたという背景がある。
そこには、カロリーベースでの我が国の食料自給率は 40％を割り込んでいる、である
とか、小麦の国際相場が、異常気象や BRICs（ブラジル・ロシア・インド・中国）の台
頭、バイオエタノールの問題により上昇したことなどが含まれている。そこに端を発する
各種食料品の値上げが、消費者にどのような影響となって表れているのかも将来的には問
題になるだろう。
また、ライフスタイルの変化により、食について消費のあり方が変化した結果、かつて
食卓を囲んでいた家族の団らんは減少し、一人で食べる個食（孤食）が増加した。それに
1		 内閣府ホームページ

http://www.cao.go.jp/
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より従来行われていた家族のコミュニケーションは減少し「もったいない」といった道徳
的な面も含め、食についての教育の機会も減少した。産地や賞味期限の偽装で食の安心・
安全が揺らいだことについても、今までは考えられなかったことである。変化した環境へ
の対応も含め食育基本法は制定されたのである 2。
企業に関しては、食育基本法第 1 章第 12 条では（食品関連事業者等の責務）として次
のようにある。「食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組
織する団体（以下「食品関連事業者等」という。）は基本理念にのっとり、その事業活動
に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実
施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるも
のとする」
行政のみならず、企業までが食育活動に取り組んでいる訳であるが、その理由はいった
い何であろうか？

確かに、食育基本法においては、食育推進活動が国民運動として昇華

するため、食を取り巻くあらゆる環境に携わる個人、団体、企業などが、何らかの形で参
画することとなっている。このように企業は食育基本法の中で自主的かつ積極的に食育を
推進することを責務と定められているのである。しかしながら利潤の追求を存在目的とし
ている「企業」がこのような条文のみで食育活動にとりくむことは、根拠としては希薄で
ある。企業が食育活動に取り組むことにどのような理由があるのだろうか。また本法にお
いて、食育活動に参画しないことによって特に罰則があるわけではない。企業は何を持っ
て食育に取り組み、また取組んでいない企業の理由はなんだろうか？
私が勤務する食品メーカー R 社は、食育活動に取り組む意思はあるものの未だに取り
組んでいない。本研究では食品にかかわる企業と食育活動のかかわりについて取り組む目
的、動機を明確にする。また、食育活動に取り組んでいない企業を対象に、取り組んでい
ない動機を調査する。そしてその背景をおさえた上で、R 社における今後取り組むべき食
育活動の在り方について模索したい。

Ⅱ

企業と食育についてのアンケート

これまで企業を対象に、食育活動についての取り組みや問題意識などについて聞いたも
のはなかった。また R 社に食育活動を導入するに当たり、企業の立場から食育を行うこ
とをより深くつきつめる必要がある。そこで約 500 社をピックアップし、企業と食育につ
いてアンケートを実施した。このアンケートは食品企業の食育活動への取り組み動機、取
り組まない動機、また業種間で取り組みの意識に差があるのかということについて探索的
2		 内閣府（2006）『食育白書』（平成 18 年度版）pp. 2-26 を参照
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な調査目的で行った。
ここでは食育活動に取り組んでいる企業を「取り組み企業」、食育活動に取り組んでい
ない企業を「非取り組み企業」と呼ぶことがある。

1．調査概要
①調査対象：食品業界で知名度の高い企業や上場している企業約 500 社を対象とした
②調査期間：2007 年 11 月 10 日〜 11 月 22 日
③調査方法：アンケート票を各企業に郵送し、同封した返信用封筒にて塚本の自宅まで
返信してもらう
④総送付数：486 社、うち有効回答企業：74 社

2．食育取り組み企業の分析
回答企業は食品メーカー 41 社、食品流通・卸 1 社、外食産業 10 社、小売・スーパー
18 社、料理教室など 1 社、その他 3 社であった。食品メーカーが 40 社を超えるが、アン
ケートの送付先自体食品メーカーに偏ったものであった。それはインターネットなどで食
品関連企業を調べた際に食品メーカーが多くヒットしたこと、また R 社がメーカーであ
ることによる。
食育に取り組んでいる企業は 74 社中 42 社。業種別でみると食品メーカー…23 社（41
社中）、外食産業…4 社（10 社中）小売・スーパー…12 社（18 社中）、料理教室など…1
社（1 社中）その他…2 社（3 社中）であった。回答企業の中で食品メーカー、小売・スー
パーは取り組み企業が非取り組み企業を上回ったが、外食産業は取り組み企業が非取り組
み企業を下回った。小売・スーパーと外食産業は、直接消費者と接する共通点があるが、
外食産業の方が取り組数は少ない。これは、スーパーなどは外食産業と比べて、より食育

40

40
35

30

30
25

20

20
15

10

10
5
その他

体験

実習

座学

正しい味覚

農漁業体験

廃棄

取組企業のターゲットと取組項目

調理

添加物など

生活習慣病

旬を知る

低塩低脂肪

裏面表示

地域文化

朝食

コミュニケーション

栄養のバランス

図1

0

安心安全

その他

主婦

学校など

子供の親

高校生以上

中学生

小学生

小学生未満

0

162

経営戦略研究

vol. 2

を行いやすい業種であると考えられる。スーパーは販売するものが、肉、魚、野菜といっ
た食材であることが多いため、安心・安全面を強調したり、食材についての知識を付加し
たり、と簡単に出来ることが多いことが考えられる。
図 1、左図は取り組み企業の対象者を示したものである。取り組み企業の多くは「小学
生」と「子供の親」をターゲットにしている。食育自体は教育なのでその一環として小学
生をターゲットとするのは当然といえるが、小学生未満・中学生・高校生以上が低いのに
対し子供の親が高いのは、単に大人を対象としていると考えるより、購買力のある大人へ
直接アピールしていると考える方が自然である。また 28 社が小学生と子どもの親の両方
をターゲットとしており、長期顧客の育成と即効性の両方をとらえているといえる。
同、右図は取り組み企業の活動内容を度数分布でしめしたものである。栄養バランスが
最も高いのは政府による「食事バランスガイド」普及が影響していると思われる。「食の
安心・安全」
「栄養バランス」
「楽しみ・コミュニケーション」という 3 つすべてを行って
いる企業は 19 社あり、その 3 つをセットとしてとらえている傾向がある。調理や実習も
高い得点を示している。

表1

食育取り組み企業の因子分析

①ブランド力・CSR など
企業価値を高めるため
②プロモーションや宣伝
効果など対外的な目的の
ため
③トップダウン

表 1 は食育に取り組む理由について 5 点尺度で聞いたものを因子分解したものである。
これによると、企業にとって食育に取り組む理由は①ブランド力・CSR など企業価値を
高めるため、②プロモーションや宣伝効果など対外的な目的のため、③トップダウンの 3
つの因子に分かれる。①は会社を長期的な視野で育成していく方向性に対し、②は短期的
に効果を得ようとする向きがある。地域交流は①②両方の因子にかかる。③は経営者の会
社の社会的な存在理由についての考え方が反映している。
取り組み企業についてクラスター分析も行った。その結果① CRM、地域交流、CSR、
ブランドを高める、メセナに関する回答の 5 項目で低い平均値を出したモチベーションが
低くなんとなくやっている（＝低い意識）企業（17 社）
、②トップの関与の度合いが他よ
り突出し、ボトムアップが他より低かった（＝トップダウン）企業（9 社）
、③プロモー
ションや宣伝効果についての回答で低い反応を示した世間評価やプロモーション、宣伝
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効果などは関心がない（＝宣伝・販促ではない）企業（10 社）
、④トップダウン以外すべ
て高く、中でもプロモーションや宣伝効果についての回答が他を圧倒していたブランド
向上、地域交流、マーケティングとしてとりくむ（＝宣伝・販促だ）企業のグループ（5
社）の 4 つのクラスターに分けられた。多くの企業は食育にあまり高い意識をもてていな
い。スモールサンプルのため、取り組み動機によるクラスタリングと業種をクロス集計で
みても、あまり有意な結果は得られなかった。しかし③グループには「小売・スーパー」
が少ないことは、小売業にとっての食育とは販促的な要素を含んでいることを表している
といえる。なお、取り組み企業のうち 1 社は欠損値が多かったためこの分析からは除外し
ている。

表2

食育取り組み企業と目標のクロス表

を
を

表 2 は目標設定についての回答と先ほどのクラスター分析のクロスについてである。
トップダウングループでは目標設定度合いが高く、宣伝・販促ではないグループでは非設
定度合いが高い。全体としては目標設定をしない方が多い。

表3

食育取り組み企業の効果項目における因子得点平均値の比較

表 3 は各クラスターの「目標や効果」について 5 点尺度の因子得点平均値を示したもの
である。これによると、設定した具体的目標に対しての効果は、トップダウングループの
み低くなっている。トップが関与することで具体的目標のレベルが引き上げられたのかも
しれない。また、上からの命令でやらされているという感じがして、モチベーションが低
くなったのかもしれない。他部署評価、消費者評価、取引先評価については、宣伝・販促
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でないグループが他より高い値を示している。宣伝・販促ではないグループの多くは具体
的目標を設定していないが、取り組みの意識自体は他のグループよりも高く、それが表れ
たのではないか。また、合計の平均値＞ 3 より取り組み企業の多くが効果を認識している
ことがわかる。

3．食育非取組み企業の分析
次に非取り組み企業 32 社について分析を行った。
回答企業は食品メーカー…18 社（41 社中）
、食品流通・卸…1 社（1 社中）外食産業…6
社（10 社中）
、小売・スーパー…6 社（18 社中）その他…1 社（3 社中）であった。
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非取り組み企業のターゲットとしたい対象と項目

図 2 左図は非取り組み企業に聞いた、自社で食育に取り組む場合にターゲットとするも
のである。小学生と子供の親という組み合わせは取組み企業と同じだが異なる点として、
「主婦」層をターゲットとして強く意識していることがわかる。右図は非取り組み企業の
食育で取り組みたい内容である。取り組み企業が「食の安心・安全」「栄養バランス」「楽
しみ・コミュニケーション」が揃って高かったのに対し、非取り組み企業では「食の安
心・安全」のみが突出した形となった。非取り組み企業は購買層と、それに対しての安
心・安全のアピールを行い「食育活動＝販売」につなげたい考えが見て取れる。調理や実
習、朝食の項目が、取り組み企業に比べて弱いことも、直接売り上げに結びつきにくいか
らではないだろうか。具体的な活動・アクションを起こすことまで考えられていないこと
が、取り組み企業との差となって表れたのかもしれない。
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非取り組み企業の因子分析

表 4 は、企業が食育に取り組まない理由を 5 点尺度で聞いたものである。表のとおり、
取り組まない企業の理由は 4 つのタイプに分類できる。成分 1 は自社と食育のアンマッチ
として、業態や商品が「向いてない」こと、規模が適していないことなどである。成分 2
は時間や人手といった「リソースがない」。成分 3 は食育をするための「知識がない」、ま
たどのように食育に取り組んでいいのかが分からない。成分 4 は、なぜするのか分からな
いから、
「効果が不明瞭」だから取り組まないといった理由である。
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非取り組み企業の散布図

図 3 左図は「向いてない」因子得点を縦軸に、
「リソースがない」因子得点を横軸に
とって企業をプロットしたものである。No. 6 酒造 S 社は、酒と食育とが結びつかないと
認識している。No. 29 メーカー A 社は、人手と時間がないので取り組んでいない。
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右図は「効果がわからない」因子得点を縦に、「何をするのかわからない」因子得点を
横にとったものである。先ほど触れた No. 29 メーカー A 社はリソースはないものの食育
の内容は理解している。No. 36 スーパー Y 社は、食育の内容が全く分かっていないため、
No. 69 メーカー B 社は、効果が分らないために食育に取り組んでいない。取り組まない
項目の因子得点が高く、理由がはっきりしている分には納得がいく。しかし No. 48 メー
カー S 社のように特に理由はないが取り組んでいないという企業も存在する。
業種間による特徴は成分 2「リソースがない」と成分 3「何をするのか分からない」に
「小売・スーパー」が強く出た。
「外食産業」が成分 4「効果が不明瞭」に強く出たのに対
し、小売・スーパーはネガティブにやや強めに出ている。
非取り組み企業を取り組まない動機によりクラスター分析すると、平均値のプロットか
ら①「効果疑問」なのでやってないグループ、②特に理由もなくやってない「無関心」グ
ループ、③リソースがない「資源不足」グループとなった。①は効果が不明瞭と、なぜす
るのか分からないに高い平均値であった。②はほとんどすべてに弱く反応した。③は時間
がない、人手がない、規模が小さい、業態が向いていないに強く出た。グループの大きさ
は①が大きく②→③と小さくなる。

4．アンケート結果からの考察まとめ
非取り組み企業が思い描く活動内容には、主婦層がターゲットとして突出していること
からも、直接売り上げにつなげたい意図が見える。しかし食育に取り組む企業の活動は、
非取り組み企業に比べて、子供を対象とした調理や実習といった項目が強い。これは短期
的プロモーションではなく、将来を見越した顧客の開拓をしている、と考えられる。ま
た、自社の食育活動で子供とその親のコミュニケーションを促進させることで、好意的な
意見を形成し口コミマーケティングやロイヤルカスタマーに近い存在となりうるかもしれ
ない。
動機について、食育に取り組む企業にはブランド力や CRM など「長期的な目標」を重
視する因子と、プロモーションなど「短期的な目標」を重視する因子、トップダウンの
因子がある。取り組む動機から実際の企業を分類すると、「低いモチベーション」グルー
プ、「トップダウン」グループ、
「宣伝・販促ではない」グループ、
「ブランドでもあり、
マーケティングでもある」グループに分かれた。しかし低いモチベーションとして分類さ
れる企業も含めて、取り組むことにより多方面からの評価や効果を実感している。非取り
組み企業では、取り組まない動機が「向いてない」「リソースがない」「内容が分らない」
「効果が分らない」因子に分けられた。取り組まない企業をその動機で分類すると「効果
がない」
「特に理由はない」
「リソースがない」グループに分けられた。これにより、短期
的プロモーション活動として食育活動を取り入れたいと思っているが、その効果が望めな
さそうなので取り組んでいないことが分かる。
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R 社への食育活動の導入について

R 社は 1948 年 12 月に創業し、今年で 60 周年である。R 社の企業理念として「健康で
明るく楽しい食文化の創造」を目指している。R 社のブランドとして Q があるが、育成を
行ってこなかったため消費者に「安売り」のブランドといったイメージを持たれている。
食育活動は食品企業にとって、コーポレートブランディングであり、CSR であり、長期
における顧客とのリレーションシップである。社会的な風潮であり、プロモーションでも
あり、宣伝効果も期待できる。活動によっては地域交流やメセナの要素も含まれるかもし
れない。どこに軸をおいて取り組むかは各社の自由であるが、その取組みが社会と、顧客
と、地域と企業を結び、企業活動の助けとなるような取組みがなされるべきだと考える。
現在、R 社が食育活動に取り組んでいない理由は、効果が不明瞭なことである。社長は
日ごろから V（価値）＝ F（機能）／ C（費用）を唱えていて、機能や効用が不安定なも
の、なかなか効果が出ないものに対しての投資には消極的である。それが社風としても根
付いており、それゆえに長期的な戦略が欠如している面がある。
私は R 社に食育活動を導入する際には、まず短期的なとりくみとしてマーケティング
戦略（商品戦略、プロモーション、地域戦略）に落とし込み、目に見える形で具体化して
いく。例えば、食育ノベルティグッズを賞品としてキャンペーンを展開し、食育に取り組
んでいる企業としての認知度を高める。それを継続するために、目標と効果を明確に設定
する。長期的な面では食育活動をコーポレートブランディングとしてブランド Q の価値
を高める戦略に組み入れて、ブランド Q を顧客（消費者）と社会を結ぶ線上に存在する
ブランドとしてその価値を高めたい。
今後の日本の食料事情は決して明るいものではない。グローバルに変化する食料事情の
なかで、食料の供給量は、増加しつづける世界人口に対して相対的に少なくなってくるだ
ろう。日本の経済力は相対的に下がってくる。BRICs しかり、その先には VISTA 諸国が
ますます強くなり、食料の奪い合い競争において劣勢に立たされる状況は目に見えてい
る。さらに日本では食品廃棄が日常化しており、そう簡単に改善されるものではなさそう
である。
食育基本法は、一方では長期的な視点で食についての知識や「感謝」や「もったいな
い」という道徳的な観念を養い、またもう一方で企業による PR 活動も含めた比較的短期
なものを組み合わせた上で、それを国民運動に昇華しこの日本が食について理解を深める
ものである。現在は、国民活動とまではまだ至っておらず、黎明期ととらえられ、それゆ
えに企業としては比較的早期な取り組みをするには好機であるとも考えられる 3。
食育活動は社会と深いつながりをもつ「ソーシャルマーケティング」である 4。食品業
3		 山本大介（2006）4 章参照
4		 神原理（2006）p. 69 を参照

168

経営戦略研究

vol. 2

界の企業は CSR 活動の一環として、ドメインを本業の販売やサービスの提供のみに限定
せず、「食を通じて社会に貢献する」ことまで含めて再定義する必要がある。R 社はメー
カーではあるが、
「健康で明るく楽しい食文化の創造」とあるとおりモノを作り売ること
だけでなく、その先にある社会貢献を積極的に取り込むことが求められている。R 社の今
後の食育活動が、地域や社会に、ステークホルダーにとって、物質面以外でも豊かな、楽
しい食生活を送ることの一助となり、そのことでブランド価値、ひいては企業価値が高ま
る活動が出来るのであれば、大変喜ばしいことである。
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