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1.野菜消費の現状①

○主要農産物の消費動向をみると､肉類.油脂類の消費が増加している一方で､野菜の消費は減少傾向で 
推移しているo 

○一方､野菜は､他の品目と比較して､豊富な栄養素が含まれ､ビタミン､ミネラル､食物繊維等の重要な供 
給源と位置づけられるo 

○　主要農産物の消費動向
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資料:農林水産省｢食料需給表｣

注:国民1人･1年当たり供給純食料の数値

0 1日に野菜から摂取する栄養素の割合

資料:厚生労働省｢平成22年国民健康･栄養調査報告｣

○野菜と他の品目との栄養素比較　　　　　　　1｡｡E当たL)

カリウム ��8ｸ4X8���52�ビタミンA �7(5�7�94R��7(5�7�94ｲ�葉酸 刄rタミンC ��瓜���佐�

mg 蒙r�蒙r�〟g 蒙r���r�〟g 冦g 睦�

こめ精白米 剴モ�5 �0.8 ���0.1 �0 ��"����0.5 

キ寸 ��(�"�痩. 版���G�.R� ��･o_I-/｢ 釘� ��___弛 ��* 宝E����二主題 

妄執ヽ ��~■~報~登_~~ 俣3��衰 ��舶 �� ��∴｣を ��ヰ 抹��ﾄ｢駛��____｣湧 

溝や: ��蔓 仞����守 �01l 唳�因B�〕 ��4 �� �����"�_一一m_,_ー!_a 

みかんじようのう普通生 剴�S��21 �0.2 塔B�0.4 �0 �#"��3"�1.0 

さんま生 剴#���32 �1.4 ��2�1.3 儺r ��r�膝"�0.0 

和牛肉かた…赤肉生 剴#C��3 �2.4 �2�0.4 �7 途����0.0 

普通牛乳 剴�S��110 儺r �3��0.1 �2 迭����0.0 

Tr:微量に含まれていると推定されるもの

資料:文部科学省科学技術･学術審議会資源調査分科会報告｢日本食品標準成分表2010｣　1



2.野菜消費の現状②

○1人当たりの野菜消費量は､緑黄色野菜は横ばいであるものの､野菜全体では減少傾向で推移しているo 

○家庭での生鮮野菜の品目別購入量をみると､重量野菜である｢だいこん｣や｢はくさい｣のほかに｢きゅうり｣が 

減少傾向で推移する一方で､緑黄色野菜である｢トマト｣や｢ブロッコリー｣などは増加又は横ばい傾向で推移 
しているo 

0 1人1年当たりの野菜消費量の推移
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120

100

80

60

40

20

0

○　品目別野菜購入量の推移(1人1年当たり)

(kg/年)　　　　　　減少傾向の品目
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資料:農林水産省｢食料需給表｣

注:緑黄色野菜は以下の20品目をいう

かぼちゃ､ピーマン､トマト(ミニトマトを含む)､さやえんどう(グリーンピース

を含む)､さやいんげん､オクラ､ほうれんそう､パセリ､しゆんぎく､ニラ､わ

けぎ､しそ､みつば､テンゲンサイ､ブロッコリー､その他のつけな､アスパラ

ガス､カイワレダイコン､その他の葉茎葉類､にんじん
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資料:総務省｢家計調査｣ (農林漁家世帯を除く2人以上の世帯)
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3.野菜消費の変化① (食生活の多様化･洋風化)

○肉類.油脂類の消費が増加するなど､食生活の洋風化が進んでいるo 
○1人1年当たりのサラダ購入金額は増加傾向で推移しており､野菜を使用した料理の内容が変化しているo 

○　主要農産物の消費動向(前掲)

(kg)(1人/年) 
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資料:農林水産省｢食料需給表｣

注:国民1人･1年当たり供給純食料の数値

○　サラダの購入金額の推移(1人1年当たり)

購入金額(円/年)
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資料:総務省｢家計調査｣ (農林漁家世帯を除く2人以上の世帯)
ただし､総務省｢消費者物価指数(平成22年基準) ｣のサラダの指数により計算した

○　一般的な煮付けの野菜使用量､サラダの野菜使用量(4人分)
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4.野菜消費の変化② (食の外部化･簡便化)

○家庭での生鮮野菜の購入量が減少する一方で､食の外部化が進展しているo 

○若い世代ほど簡便化志向の傾向がみられるoまた､野菜不足を感じている単身者は､中食.外食や加工 
品を利用することで野菜不足を解消したいと考えている割合が高い○ 

○　生鮮野菜の購入量の推移(1人1年当たり)
(kg/年)
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資料‥総務省｢家計調査｣ (農林漁家世帯を除く2人以上の世帯)

○　食の外部化率の推移
(%
50

45

40

35

30

25

44.7 
~､一■- 

♂♂♂♂♂♂㌔#♂磨♂♂㌔♂♂～Q*♂
資料: (財)食の安全･安心財団

注:食の外部化率-

_　料理晶小売業市場規模+外食産業市場規模(弁当給食分を除く) -

(家計の食料･飲料tたばこ支出額-たばこ販売額) +外食産業市場規模

○　簡便化志向の年代別傾向
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資料: (秩)日本政策金融公庫｢平成24年度上半期消費者動向調査結果｣
注:回答選択肢7項目のうち上位4項目を記載

○　野菜不足の解消方法
野菜不足だと思う人､野菜不足気味だと思う人にどのようにして野菜不足を解消したいか質問

総数 偃YWr�既婚男性 �%��x��ｲ�単身男性 

家庭の食事で野菜料理や使用する野菜 の量を多くしたい 鼎偵B�58.1 鼎R纈�51.1 �#R絣�

市販の野菜ジュース等を飲むようにしたい �#R���23.6 �#X�ｳR�35.1 ��偵B�

カット野菜をもつと利用するようにしたい ��"縒�ー1.2 免ﾂ繧�12.8 �#"絣�

中食や外食時には､野菜が多いものを選 んだりしたい ������9.9 唐紕�14.9 免ﾂ�"�

青汁を飲むようにしたい ������12.4 澱�"�17.0 途���

資料:(社)JC総研｢野菜.果物の消貴行 �:�,亊h+x.�+(ﾛ以ｸ悒#��)D�+(ﾛ�3B�

注:回答選択肢12項目のうち上位6項目を記載
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5.野菜消費の変化③(野菜摂取目標量と認識の帝離) 

○年代別野菜摂取量をみると､すべての年代で摂取目標量に達しておらず､特に20歳代～40歳代で不足が 

目立っている○ ○1日当たりの野菜摂取目標量(350g)の認知は低いoまた､実際に摂取している量を適量と認識している傾 

向があり､野菜摂取目標量と適量と認識する量に大きな帝離があるo 

○　年代別野菜摂取量
(g/日)
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資料:厚生労働省｢平成23年国民健康.栄養調査報告｣

○　野菜摂取量の適量の認識(総数)
1日に野菜をどのくらい食べるのが適量だと思うか質問

※1皿70gとして調査｡ 5皿で1日摂取目標量350g｡

r必要ない　■1-2皿　ロ3-4皿　■5-6皿　躍7皿以上

0%　　　　　20%　　　　　40%　　　　　60%　　　　　80%　　　　100%

○野菜摂取量の適量の認識(1日の平均野菜摂取量ごと)
実際に1日平均で野菜をどのくらい食べているか､ 1日に野菜をどのくら
い食べるのが適量だと思うか質問

1日の平均　　　■必要ない　■1-2皿　□3-4皿　■5-6皿　E17皿以上

野菜摂取量

7皿以上

5･一6皿

3-4皿

1-2皿

食べていない

0%　10%　20%　30%　40%　50%　60%　70%　80%　90%　100%

資料‥一般社団法人ファイブ･ア･デイ協会｢野菜･果物を取り巻く生活者の
消費動向(3万人アンケート)｣ (平成24年3月)

注=20歳以上の男女約3万人を対象にしたアンケート調査の結果



食膏ソムりエコーナー
☆☆☆☆☆　春の旬野菜｢たけのこ｣　☆☆☆☆☆

しょいか～ご千葉店　食育ソムリエ:鶴岡　明子

はじめまして｡新しく食育ソムリエの仲間入りをしました鶴岡明子です｡まだ駆け出しですが､知識と経験を

積んでいきたいと思います｡宜しくお願い致します｡

春の心地よい季節になってきましたね｡店内にも春野菜や果物が出回り､春を感じています｡この季節に楽しみな

食材に､ ｢たけのこ｣があります｡

たけのこは､食物繊維が豊富で､うまみ成分もたっぷりです｡茄でたてを味わえるのはこの時期だけですので､

シャキっとした歯触りと春だけの味と香りをお楽しみ下さい｡

<選び方>

重みがあり､皮にはツヤがあり､切り口は変色しておらず､

瑞々しく白いもの

く上手な薪で方>

皮のまま先端をを大きく斜めに切り､皮の部分に縦に切り込みを入れ､

鍋にお湯を沸騰させて､糠をひとつまみ入れて茄でる｡

(糠がない場合､米のとぎ汁でも大丈夫です)

根元に竹串が通るようになったら､火を止めて茄で汁ごと冷ます｡

<保存方法>

茄で汁が冷めたら､糠の入ったまま冷蔵庫へ入れる｡

(2日以上保管するようなら､茄で汁を捨てて水を入れ直す)

簡単にできるレシピをご紹介しますので､おためし下さいo

<たけのこと菜の花のベーコン妙め>　色合いがきれいですよ☆

材料　たけのこ(茄でたもの)･ ･ ･小1個

菜の花･ ･ - ･ ･ ･ ･ ･ ･1/2束

ベーコン･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･適量

オリーブ油･ I ･ ･ - ･ ･小さじ1

塩､こしょう･ ･ ･ ･ ･ ･ ･適量

ポン酢･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･少々

作り方①たけのこは薄切り､菜の花は4-5cmに切る｡ベーコンは

1 cm幅位に切る｡

②フライパンにオリーブ油を入れて､中火で温め､ ①を全て

入れて妙める｡

③たけのこに火が通ったら､塩､こしょう､ポン酢を入れて出来上がり｡



そこで今臥今が旬のブロッコリーにスポットを当て

てシンプル調理での味の比較をしてみることにした｡

そこから新たなレシピが見つかることを期待して- ･

アプラナ科:アプラ三尾

緑黄色野菜.キャベツの変種でつ

ぼみ｢花香｣と茎を食べる｡日本

に入ったのは明治時代初期と言わ

れている｡本格的な栽培は戦後洋

食文化が普及し始めてから｡

･1株(直径14cm

～1 5cm)

のもので3万個

以上のつぼみ｡

ビタミンCが多い花野菜

レモン果汁の2倍｡茄でたブロッコリー200g

を食べると1日の摂取量がまかなえる｡

肌や粘膜を健康にする栄養素､ビタミンA､ビ

タミンBl,B2など豊富に含んでいる｡

･ 1日の気温の寒暖差で

甘さが出る
･気温が高いと鮮度が落

ちつぼみが開いて変

色しやすい｡

産地では鮮度を保つ

為解けにくい形にク

ラッシュした氷を詰

めて出荷するなど工

夫している｡

墜亘
ポリ袋に入れて口を閉じ､冷蔵庫のチルド室

に出来れば軸を下にして｡

鮮度が落ちやすいので2-3日で使い切る

造塵
小房に分けて茄でて密閉容器に入れ2-3

日｡

道連
小房に矧1て硬めに茄でて､保存袋で

⇒ ･自然解凍でサラダ
･凍ったままか､半解凍で加熱調理｡

茎は捨てないでii

硬い皮をむいて､薄切りや千切りにす

れば使えます｡


