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平成 24年度水産物消費嗜好動向調査報告 

魚食普及推進センター 事務局  宮本 博紀 

 

今年度水産物消費嗜好動向調査概報です。 

 

調査タイトルは「若齢層と高齢層～世帯構成による消費動向～」です。まだまだ「魚

ばなれ」「さかな離れ」「魚離れ」と言う言葉が多く使用されておりますが、どういうわ

けか我々の調査では、魚から離れる人の姿は見えづらいのが現実です。魚が嫌いで食べ

ない人は、11.3%に過ぎませんでした（問 18「あまり食べない理由」）。 

 

今回と前回調査を比較しますと、基本的な食への概念にかなりの相違があることが分

かりました。前回調査では、子育て世代の主婦は、わが子を育てる、健康に育てるとい

うとても強い育児への責任感で食を選択していました。しかし、今回調査の若齢層、高

齢層では、健康への思考は高いものの、食の選択においては、以下の問 20「食べる頻

度が増えた理由」と問 21「食べる頻度が減った理由」の対比表に示すように、生活環

境の変化が食選択・変化への主要要素になっています。 

 

高齢層は、加齢による世帯摂食量の減少、子どもが独立し家族が減少・親としての責

任対象がなくなり内食から中食・外食機会の増大へと進む意向がみられます。若齢層は

親から離れ、独立生活を行うことにより、自らの環境変化により、親が作ってくれた食

から、新環境による食の選択を行う傾向が見られました。 

 

１．前回調査の「主婦のさかなへのイメージ」を振り返ります。  

 

前回調査では、食の習慣が育まれる幼児・成長期の子供を持つ、子育て世代 30～40

代主婦層（主夫を含む。以下「主婦層」と言う）を対象として、日常の食における魚介

類の購入、消費動向を調査しました。その結果、以下のグラフのように「子どもにもっ

と魚を食べさせたい、健康に良いから、もっと食べるようにしたい」という回答は、予

想を大幅に越える 94%以上の高率でした。これほど水産物への嗜好が強いという結果

が出るとは、想定できませんでしたが、魚食普及への力強い後押しを頂きました。「魚

ばなれ」と言う言葉が、現在の水産物消費低迷の代名詞には適当ではないと証明してく

れました。 
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このように子育て主婦層に、魚へのあこがれイメージを育んだのは誰なのか。それは

この主婦層年代を育てた親である団塊世代、高齢層なのか。またこの子育て層より若い

今の若齢層の魚食イメージはどのようになっているのか。そしてかつて子育てに注力し、

今は子育てが終わりホッとしている高齢層自身の食の選択や摂食はどのような状況に

あるのか。今回はこれらを調査することにしました。 

 

２．調査対象は 12地域、有効回答数は 1,266人。 

 

調査地域は人口百万人以上の 12 都市、広い範囲の動向を見るべく、北は札幌から南

は福岡までを選択しました。多数人口、消費地域都市圏として札幌、仙台、さいたま、

東京 23 区、横浜、川崎、名古屋、大阪、京都、神戸、広島、福岡の 12 地域を選択、

Web アンケート調査を実施しました。 調査地域人口は合計 2,882 万人（総務省統計

局平成 22 年 10 月 1 日「国勢調査」）、総人口の 24%に相当します。この内、調査モニ

ターシステムから抽出した回答者数は 1,266人です。年代は 20代（9.6%）、30代（40.6%）、

60歳以上（49.8%）。家族構成は単身世帯 296（23.4%）、2人世帯 567（44.8%）、子ど

も有世帯 403（31.8%）という構成でした。  

今回はアンケート結果から、高齢者グループインタビュー対象者 4名を抽出、子育て

時代の食育、食生活経験につきヒアリングを実施し、インタビュー議事録を作成しまし

た。 

前年度調査 さかなと肉のイメージ 
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３．グループインタビュー：子育て時代と今の食生活 

  

 簡単簡便嗜好が進む高齢者。今回インタビューに参加頂いた方々は下表の４名です。

子育ては一旦区切りがつき、子どもは独立、子どもと同居は C さんのみです。世帯年

収には若干余裕がある方々かと思いますが、当人の子育て世代の話を聞きました。 

 

 

3.6% 

4.1% 

4.2% 

5.0% 

5.1% 

5.1% 

5.3% 

6.6% 

7.8% 

9.3% 

12.8% 

31.1% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

仙台 

広島 

さいたま 

川崎 

福岡 

京都 

神戸 

札幌 

名古屋 

大阪 

横浜 

東京２３区 

調査地域人口 

調査地域総人口：２，８８２万人 

23.4% 

44.8% 

31.8% 

単身世帯 

2人世帯 

子ども有世帯 

世帯構成 

9.6% 

40.6% 

49.8% 

20代 

30代 

60歳以上 

年代 

グループ構成

A B C D
性・年齢 女・７２ 女・６９ 女・６２ 女・６１
職業 専業主婦 専業主婦 専業主婦 専業主婦

同居家族 夫と二人 夫と二人 夫、子どもと　　　３ 夫と二人
子ども 長女（40歳）長男 長女(43歳） 長女(28歳） 長女(38歳）次女
孫 中１・小4 小5・5歳

世帯年収 400～600万円 400～600万円 400～600万円 1000万円以上
魚介類の摂食頻度 週3～4日 週3～4日 週3～4日 週3～4日
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高齢層に共通する現在意識は、「子育て一段落、ゆっくりしたい」「好きなことに時間

を割きたい」「手間ひまは、かけたくない」ということでした。 

■親世代、子世代に関わらず、食生活全般に対して、仕事や高齢化を理由に簡便化傾向。 

■魚食については、既にさばいたものや惣菜品が販売され、店頭では簡便化が進んでお

り、それを利用する、との認識。 

 

「子育て世代の母親たちが魚料理を作らなくなったのは？」の問いに、 

Aさん：小さい頃は魚屋さんがあり、魚を見ることが出来たし、活気があった。今は魚

屋さんがないし、スーパーの魚は元気がない。 

Bさん：昔は近所の魚屋さんが調理の仕方を教えてくれ、面倒だと言えばさばいてくれ

た。今もスーパーでやってくれるが、人を探し、頼む手間も大変。 

Cさん：専業主婦が減ってきた。娘は総合職、結婚しても料理を作る暇はないだろうと

言っている。魚は手間もかかるし、その後の洗いものも大変。娘の様子を見ると魚離れ

もわかる。 

  

「今の若い人たちはもっと魚を食べた方が良いと思うか？」の問いには、 

A さん：食べた方がいいと思う（全員）。肉よりも魚が少ないと思うのでせめて半々ぐ

らいの比率にしたら良い。 

Bさん：外食では若い人たちも、焼き魚定食とかの魚を結構食べている。満足はいかな

いにしてもある程度のバランスは取っている。娘の連れ合いはグリルで魚を焼いている。 

 

 「加齢に伴う食生活の変化は？」の問いには、 

Aさん：いろんなことが面倒くさくなった。作るのももう飽きたなあと言う感じ（Cさ

んも同意）。 

Bさん：夜は特に量を食べられなくなった。 

Cさん：結婚当初は中華料理を習いチンジャオロースなどを作っていたが、今は牛肉を

千切りにすることすら面倒。何段階も調理手間があるものは面倒、市内に出れば美味し

い店はたくさんある。 

Dさん：揚げものはもう食べていない、きんぴらごぼうももう作らない。洗ってささが

きにして大変（A、Cさん同意）。 

 

 「将来の生活については？」の問いには、 

Aさん：今が一番いい、子育ても終わり、責任もなくなり、経済的にゆとりがあるわけ

ではないが、毎日が楽しい。 

Bさん：毎日を楽しく過ごすには健康が第一。お金さえ使えば何とかなるは嘘、病気で
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不健康寿命が長くなっても困るので健康に気をつける。 

Cさん：生活にはある程度の経済的基盤は必要、見合い結婚ではあるが、両親からの支

援もあった。 

Dさん：それなりに過ごすには、あまり我慢せず満足のゆく食生活が出来れば良いので

はないか、足るを知って満足を生み出すことかもしれない。 

 

というように、人生経験が長い方々からのいろいろな示唆を頂く機会となりました。 

 

（参考発言） 

 

 

４．食材の選択 

 

（イ）「朝食の食材選択」では、パン、乳製品、果物、ごはんが上位４種類。高齢層

は乳製品、果物の選択率が若齢層よりも高く、ごはんについては若齢層が 44.6%であっ

たのに対して、高齢層は 36.8%と 7.8%摂食率が低かった。高齢層では卵、野菜、大豆

製品が若齢層よりも摂食率が高く 29~14%の差があった。ちなみに、調査地域別にみる

と、全体ではパンの摂食率が 72.2%、ごはんは 40.6%でありこの格差には正直驚かされ

た。京都、大阪では 80%を超えるパン朝食であった。ごはん摂食率が高かったのは仙

台 65.9%、札幌 57.3%と関東以北が高めで、京都・大阪の朝食ごはん摂食率はいずれも

28.4%であった。朝のパン食がここまで好まれていることを知るのは大きな驚きだった。 

 

（ロ）「昼食の食材選択」では、朝食と大逆転。全体比率ではごはん 70.1%、パンは

33.3%であった。若齢層のごはん摂食率は 84.0%、パンは 35.1%、高齢層はそれぞれ

56.2%、31.6%であった。ごはんには大差が見られたが、パンは小差であった。一方、

高齢層の昼食では麺類摂食が断トツに多く 70.9%、若齢層を 15.5%上回った。麺類は自

魚食について

お魚のファストフードがない。ファストフードは安くて簡単であちこちにあるが。もし私が若かったらああいうところで

簡単に済ませていそう。

はらわたなどいろんな汚いものが出るのを全部きれいに片づけるのに時間がかかる。いつもきれいに磨いていない

といけない。それもあって魚をさばくのが嫌というのもある。

魚を食べるのが嫌いなわけではないが、調理する時間がない。

私は魚屋さんにさばいてもらう。

若いころは自分でさばいていたが、今は面倒になった。

今は魚を一本売りすることがなくなっている。だからさばく必要もなくなってきた。

既にさばいてある簡単なものが多くなったから自分でさばかなくなったのかも。簡単なものがスッと手に入るように

なった。

この頃はなるべく簡単にするようにしている。魚なら焼いてしまえばいいだけとか。簡単にすましちゃおうと思って。

面倒な時はオリーブ油でフライパンで焼く。焼き網を洗うのが大変だから。大勢で食べる時は使うが、普段はなるべ

く楽に。
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宅で昼食を取る機会が多い高齢層の簡便食の極みともいえる。若齢層の肉類摂食は

47.9%となり、高齢層を 18.4%上回った。昼食では就労時のスタミナを望む若齢層の姿

が垣間見える。 

 

（ハ）「夕食の食材選択」では、全体ではごはん、肉類、野菜類、魚介類の順で多く、

いずれも 75%を超えるものであった。ごはんは高齢層 85.5%、若齢層 91.0%、肉類は

それぞれ 79.4%、77.9%、野菜類はそれぞれ 84.5%、71.2%と 13.3%高齢層が多く、魚

介類はそれぞれ 84.0%、65.2%であり、高齢層が若齢層を 18.8%上回った。地域別にみ

るとごはんはさいたま、仙台がいずれも 91.6%を超え、肉類では京都、神戸、東京 23

区が上位 3 位に入り、83.7%以上であった。野菜類は東京 23 区、京都、神戸が上位 3

位となり、81.2%以上であった。魚介類は京都、東京 23区の 2地域のみが 80%を超え

た。ちなみに仙台は今回調査では 12 地域中最低の 66.3%であり、下位 2 位は大阪の

69.7%であった。水揚げ高第 3位の宮城県に所在する仙台の魚介類選択率の低さは驚き

であった。 

 

 地域性、家族形態、年齢層の個性を反映した調査結果でもありました。概略の数値で

はありますが、ごはん、肉類、野菜類、魚介類の主要食材選択では、調査対象全体にバ

ランスが取れた選択率になっており、多くの方々の食事バランスへの配慮も見えます。 

    

５．魚介類の消費動向 

 

  年齢層別の魚介類摂食頻度は以下のグラフです。週 3-4日以上摂食する割合は、全

体で 48.4%、若齢層では 30.7%、高齢層では 66.3%となっており、頻度では高齢層は若

齢層の 2.2倍になっています。 
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次の表は、魚介類を食べる頻度の変化と、その理由を自由意見で聞いたものです。頻

度が増えた理由は、健康の為が 35.8%、歳を取ったから 21.9%、家族構成の変化 20.3%、

食の好みの変化 19.7%となり、2位以下は小差で 3項目が並ぶものの、健康志向が魚介

類を食べる頻度の最大要素になっています。 

 

一方、頻度が減った理由は、家族構成の変化 44.7%、自分で料理をするようになった

12.0%、価格が高い 10.9%、家族の好みに合わせて 10.5%、調理に手間がかかる 9.0%

となり、2位以下の理由は小差でした。  

頻度が増えた・減った理由を並列に並べると、類似した理由が双方に表現されており、

魚食普及活動を行うにあたり、消費者の食選択の背景を伺うことが出来たかと思います。 

 

年齢層の相違は、世帯構成の相違を表し、世帯構成の相違は食の選択へ大きな影響を

与えるという結果でした。魚食普及活動を行うに当たり、二つ視点が必要かと思います。    

一つは、子育て世代のお母さんの思いを持続させるための幼児期・成長期における学

校等における食育、次に成長・成人し、世帯を持つなど生活環境変化の中で、学んだ食

育から健康な食を選択する支援です。今後の魚食普及活動の良いヒントになったと思い

ます。 
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キーワード % 理由 キーワード % 理由

カロリーを考えて
ひとり暮らしとなり食生活
が変わった

骨密度維持のため
結婚して子どもが生まれ
た

脂肪摂取を減らしたい 実家を出た

家族の健康に気を使うよ
うになった
栄養バランスを気にする
ようになった

病気をした

実家では母親が魚料理
を出していた
自分の好みで決定、肉が
増えた

結婚後料理に凝ってきた
前は魚が安かった気がす
る

子どもが生まれ食の種類
を増やしている

魚が高くなり、肉類が安く
なった

子どもが独立し若い家族
がいなくなった
1人暮らしとなり自己選択
が可能になった
肉食から魚に嗜好が変
化

家族があまり食べたがら
ない

肉が食べられなくなった 主人が魚嫌いだから

魚を美味しいと思うように
なった
油脂が濃いものよりあっ
さりしたものが好きになっ
た

もともと魚が好きだから 調理が難しい

家族が喜ぶ
魚より肉の方が調理しや
すい

魚焼き器を使うのが面倒

年を取ったので調理の簡
単なものがいい

肉類をあまり食べなくなっ
た

原発事故で近海魚を控え
るようになった

肉を少し減らしたから
放射能の影響がどこまで
あるのか分かりにくい
新鮮なものが手に入らな
い環境に移った
魚がおいしい地方で暮ら
していたが今は違うため
に買う気がしない
スーパーなどの店頭で最
近良い魚が少なくなった

宅配を利用し便利になっ
たので

独立して家事に時間を割
く割合が減った

生協に加入しﾊﾞﾗｴﾃｲｰに
とんだ簡単な調理商品を
購入するようになった

魚屋が多い

新鮮な魚介類が手に入り
やすくなった
家で妻の料理を食べるこ
とが増えている

臭いが嫌い

光物が嫌い、歯がかゆく
なる

嫌いになった

専業主婦となり調理する
時間が増えた

結婚して妻が食事の用
意をするようになった

さかな料理のレパート
リーが増えた

家庭環境の変化

自宅で食事をしなくなった

グリル機能がない

食事にかける費用が減っ
た

2位 歳をとったから 21.9% 年齢とともに増えた
自分で料理をする
ようになった

12.0%

3位 家族構成の変化 20.3% 価格が高い 10.9%

増えた理由(310人中） 減った理由(266人中）

1位 健康の為 35.8% 家族構成の変化 44.7%

子どもが独立した

子供の成長と共に肉類
が多くなった

5位
好き/おいしい/家

族が好き
7.4%

主人が好きだから

調理に手間が
かかる

9.0%

4位 食の好みの変化 19.7%
家族の好みに
合わせて

10.5%

6位
肉類が減った
代わりに

4.5% 放射能が心配 4.5%

7位 退職後に増えた 3.5% 定年退職して
良い魚が手に
入らない

8位
魚を手に入れ
やすくなった

3.5% 調理時間がない 3.0%

20.3%

魚介類を食べる頻度の変化

10位 その他 9.7%

肉より安価で調理しやす
いと思った

その他

魚の焼き加減を見ている
時間がない

9位 外食をしなくなった 2.6% 寮の食堂やレストランの
食事には肉類が多かった
ため

魚が好きではない 2.6%

4.1%


