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〔論 文 〕

農学部学生における食品に対する安全・安心意識の現状と
動物教育ファームでの教育活動による変化

瀕瀬雄三*・酒井芙優子

(2006年 9月20日受理)

Influence of animal assisted education using an education farm on percep-
tions and opinions regarding food safety in agricultural students 

Yuzo Koketsu and Fuyuko Sakai 

Summary 

The objectives in this study were to observe the infiuence of our on-farm food safety program (FFSP) on per-

ceptions and opinions regarding livestock and poultry foods in agricultural students living in urban areas. This 

FFSP was part of our agriculture animal exposure course for sophomore students held in the Department of 

Agriculture， Meiji University. The 64 participants spent two days and one night at University accommodations. 

At night， the students were lectured about J apanese safety systems for livestock and poultry foods by junior stu-

dents. The participating students were surveyed three times， before， during and after the FFSP at our universi-

ty farm. The highest and second highest concerns for food safety were given to chemical residues and microor-

ganisms before and during the FFSP. After the FFSP， the percentage of the students who recognized HACCP 

labels (an example of certified labels on food) increased from 38.1 to 67.2% when they purchased food in 

grocery stores. The percentage of students， who thought that producers should take responsibility for food safe-

ty， increased from 76.2 to 79.6%. After the FFSP， the students' knowledge on the food safety system and their 

interests in food labels increased. These results suggest that our FFSP improved their understanding of food 

safety， and altered some perceptions and opinions of the participants. 

要約 本研究の目的は，農場での食品に関する教育活動が，都市生活を営む農学部学生の畜産食品への認識

や意見に及ぼす影響について調査することであった。この活動は，明治大学農学科の 2年生への学生実験で

農業動物への導入教育の一部として行われた。参加者64人に大学付属農場において 1泊2日で農場体験を実

施し，体験前・中・後に調査を行った。農場で実施された活動の前・中または直後で 3回，参加者64人の学

生を被験者として調査をおこなった。 1日目夜に 3年生が日本における畜産物・畜産加工食品(以後，畜産食

品)の安全のシステムについて説明した。食品の安全性に関して不安感が強いものの順位は，体験前・中とも

に1位が残留化学物質， 2位が病原性徴生物であった。体験後，食料品店で買い物する時に， HACCP (例と

しての証明書っき食品)を認識した人が38.1から67.2%に増えた。「生産者」に安全性を保証してもらいたい

とする被験者が， 76.2へ79.6%1こ増えた。体験後，被験者の食品の安全システムに関する知識が増え，食品表

示への関心が増した。この研究の結果から農場における畜産食品の教育プログラムは，畜産食品に対する理解

を増し，意識や行動にも影響することが示唆された。

明治大学農学部川崎市多摩区東三回 1-1-1

*連絡著者:koket001@isc.meiji.ac.jp 
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緒言

BSEや鶏インフルエンザの発生が大手メディァで

取り上げられるようになり，消費者の食品の安全と安

心に対する関心は強くなってきている。国内でも海外

でむ，この10年の聞に「安全」は重要な食品品質の

一つになっており，畜産農家や産業界では安全は重要

な問題となっている9，10)。インターネットを使用した

都市若年層への意向調査でも安全な畜産食品を購買し

たいという要望が最も多い3)。

消費者自身が食品の確かな知識を得ることは重要で

ある。その食品に関する知識を得る場のひとつとし

て，動物教育ファームがある1)。畜産の現場での体験

が「畜産業への知識J，I畜産への理解」のみならず，

「心の発達」にも役立つと考える被験者が多いことが

報告されている4)。また畜産の現場を体験することで

「食べ物の大切さJ，I命の大切さ」を学べ， I食品に関

する勉強になる」とした人が多かったことが報告され

ている1，6)。

動物教育ファームの有用性はいわれているが，生産

農場における食品の安全性に関する教育活動について

は報告が少ない。動物教育ファームでの食品に関する

教育活動によって，消費者が生産現場を実際に見るよ

うになることで，商品に対する知識や理解，食品の安

全に対する関心の維持・向上などが望める。さらに消

費者と生産者の意見交換を図ることも出来る。しか

し，消費者，とくに若い消費者の食品の安全・安心に

関する意識・知識の現状を調査し，実際の家畜を飼育

する農場で畜産体験をさせ，彼らの畜産食品に対する

意識・知識そして行動の変化を調査した研究は少ない。

そこで，本研究では，農学部の学生であっても 2

年生であり，専門知識もまだ不十分である学生を被験

者として，畜産食品に対する安全・安心意識と知識の

現状を把握し，畜産体験と食品の安全の勉強会を組み

合わせた動物介在教育を体験することによる意識や認

識の変化を調査することを目的とした。
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研究方法

1. 調査対象と農場

被験者は，授業として農学実験Eを履修した明治大

学農学部学生64名であった。被験者を日程により 4

班に分け，各約16人(男性，女性約半数)とした。

本実験で使用した農場(山梨県富士吉田市)は，常時

50頭程度の豚を飼育し，学生実習用に作物や果樹が

周年作付けされ収穫されていた。

2. 農場における動物介在教育の概要

本実験での動物介在教育では，被験者には事前説明

会で意識調査とは何か，本実験の目的などについて説

明した。その後，現地で豚を用いた畜産に関する実習

や実験を含む農場体験をさせ，食品の安全と安心に関

する勉強会に参加させるという，農場体験と勉強会を

組み合わせたプログラムとした。

農場体験は付属農場で2003年 5月から 7月に， 1 

泊2日の農場体験を 4回に分けて実施した。 1日目に

行った農場体験で，豚との触れ合い，農場の散歩，飼

養管理を行った。 1日目の夜，食品の安心と安全の定

義，食品に関する法律，食品表示とマーク，食品の安

心上の問題点と今後の課題などに関して説明する勉強

会を行った。勉強会は，教員が教えるのではなく，同

世代である上級生が話し，図や写真を中心にパワーポ

イントを用いて作成した26枚のスライドを用いて受

講生を楽しませるように行った。その後，質疑応答の

時聞を十分にとった。所要時間は約 1時間程度とし

た。勉強会での説明項目においては，解説者の偏見が

入らないよう主観的表現は避けて説明をした。

食品の安全と安心の定義は，食品の安全は，危険性

(健康に悪影響を及ぼす可能性)が許容範囲以下に抑

えられている状態5)，食品の安心は不安や心配がなく

食品を食べられることと定義した2)。

4. 調査方法

農場体験前の 5月の事前説明会で体験前の意識調

査を行った。体験中の調査は 1泊2日の農場体験中

の夜に勉強会を行い， 2日目の朝に体験中の意識調査
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を行った。体験終了から10日後に体験後の意識調査
果結

を行った。それぞれの日に調査票を配布し，記入させ

体験前の調査には不参加者が 1名いたので，男性fこ。

34人，女性29人の合計63人で，体験中・体験後:男調査の項目は，被験者の属性と，体験前・中または

性34人，女性30人の合計64人であった。被験者の男後の比較データとして畜産食品購入時に表示とマーク

性平均年齢は19.8土0.98(:t標準誤差，以下同じ)歳を参考にするかという設聞を用意した。あらかじめ用

で，女性平均年齢は19.6:t0.68歳であった。大学での他の文献を参考にし意した項目の選択には，

農場実習を除く農場体験の「ある」人は22.2%，1なた3.6，7，10)。さらに畜産食品の安全性に関して不安に思

い」人が76.2%となった。また，実家が農業か畜産業うJI頂，安心と思う生産方法，安全性を保証して欲しい

を「営んでいる」とした人は9.5%，親戚が農業か畜所，安全対策名・法律名の不安一安心スコアなどの設

産業を「営んでいる」とした人は33.4%となった。な聞も用意した。畜産食品の安全と安心のイメージを間

お農場体験の総平均時間は， 428土6.3分であった。不安安心を 5段階評価でう設問では，危険一安全，

「食品の安心・安全」を含めて，身の回りで起こっスコア付けし，安全度と安心度が高い程数値も大きく

ていること，起こりうることとして，あらかじめ用意スコアに関しては，順位が 5位まなるものとした。

した 6項目から，関心の高い項目順に並べさせた結であるものは， 1から 5までのスコアで，順位が 7位

果を表 1に示した。体験前には学生にとって「食品まであるものはスコア 1から 7とした。

の安心・安全」は， 1環境問題」や「伝染病などの病

気」よりも関心が低かった。統計分析5. 

畜産食品の危険物質として，あらかじめ用意した 6記述統計として UNIVARIATE法でまず平均と標

項目から，不安感が強い項目順に並べさせた結果を表準誤差をまとめた。活動前・中または後別に，順位や

2に示した。体験前・中ともに 1位と 2位は「残留化スコアに Kruskal-WallisOne-Way ANOVAを用い，

学物質J，1病原性のウィルスや細菌」となった。体験男性・女性差を検定した。男性・女性別での統計的有

前-中の変化では，体験前に 3位の「食品添加物」意差がない場合は全体で，活動前・中または後におい

が体験中に 5位となった (P<0.05)。て，両方またはどちらかで男性・女性別が有意であっ

あらかじめ用意した 7項目の中から，畜産食品購た場合は，男性・女性別に活動前・中を Wilcoxon

入時に優先する項目を順位付けさせ，得点化した結果Signed Rank testで検定した12)。

を表3に示した。購入時の基準としては，体験前・頻度で表わされたデータは，階層状Mantel-Haen-

中・後で 1位は価格， 2位は消費期限となった。「価szelカイ二乗検定で，男女の傾向が同じで Breslow-

格」のスコアにおいて体験前・中と前・後で有意差Day法でオッズ比に有意差がないものは全体のみで

身の回りで起こっていること，起こりうることで関

心の高い順(体験前)

表 1

カイ自乗検定で 1セルの期待値が 5以下

の場合はフィッシャーの直接確率法を使用した11)。

表わした。

文章記述の設問ではテキスト型データ分析ソフトで

スコア題品守位JI頂ある WordMiner14)を使用し，単語頻度の集計を行っ

3.67' 

3.59' 

3.30.b 

2.68bc 

2.03c 

環境問題

伝染病などの病気

戦争・テロ

食品の安心・安全

食糧不足

1

2

3

4

5

 

日本語で記述されたデータを分析する際には，削た。

除や置換によってデータの整理を行った。すなわち句

被験者 :63名，男性:34名，女性:29名。
由c数値に付いている異符号は行グループの数値に有意差があ

ったことを表す (p<0.05)。
*男性・女性聞の分布で有意差なし。
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読点や記号，助詞を排除し，同じ単語については漢

字，仮名を統ーした(例 :1豚J1ブタJ1ぶた」は全

て「豚」で統ーした)。
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考にする」とした回答分布割合が増えた (P<0.05)。

表 6に畜産食品購入時に見たマークを選択する設問

が， I国産・輸入品」のスコアにおいて体験前・中で

有意差が， I表示内容(食品添加物など)Jのスコアに

おいて体験前・後で有意差が見られた (P<0.05)。 の結果を示した。 IJASマーク」は体験前・後ともに

ほぼ全員が見ており，他のマークでも，体験前・後で高い安心度が得られる生産情報を順位付けさせて得

見たと答えた回答割合が高くなった (P<0.05)。点化した結果を表4に示した。「ホームページによる

体験前に安全対策システムや法律を知っているかと生産過程の公表J，I生産者のプロフィ-}レ公表」より

いう設問の結果を表7に示した。体験前に「全く知(P< も「農場の衛生確保」の安心度が高くなった

と回答した割合が多くなったのは， Iトレーらない」0.05)。

サビリティ」が95.2%，IHACCP Jが77.8%，I飼料自宅以外で調理された食品を購入する際， I表示と

安全法」が71.4%であった。表8に安全対策システムという設聞の結果を表 5にマークを参考にするか」

名や法律名を聞いた時の安心度を示した。「食品衛生示した。体験前・後で， I参考にしない」が減り， I参

畜産食品の安全性に関しての不安なもの表 2

位

1
i
n
L
q
O
A告
白

d
n
h
u

スコア

4.45a 

4.25a 

3.58ab 

3.34b 

3.03bc 

2.34c 

中

残留化学物質

病原性のウィルスや細菌

家畜用抗生物質の人体への影響

虚偽表示

食品添加物*

飼料(遺伝子組換え飼料など)

験体スコア

4.56a 

4.23ab 

3.76ab 

3.50bc 

2.84cd 

2.21d 

前

残留化学物質

病原性のウィルスや細菌

食品添加物*

家畜用抗生物質の人体への影響

虚偽表示

飼料(遺伝子組換え飼料など)

験体]1贋

体験前被験者:63名，男性・ 34名，女性:29名，体験中被験者:64名，男性:34名，女性:30名。
abcd数値に付いている異符号は行グループの数値に有意差があったことを表す (p< 0.05)。
*体験前・中の有意差を表す (p< 0.05)。

畜産食品購入時に優先する項目表 3

位

n
1
4
9
u
q
U
4
a

【

b
n
b
ワ
d

スコア

5.39a 

5.19ab 

4.31 abc 

4.30bc 

3.31 cd 

3.23cd 

2.27d 

体験後

64 
価格*，**

消費期限

表示内容**

国産・輸入品*

外観

生産地

商品名や会社名

スコア

5.44a 

5.16ab 

4.47ab 

4.19bc 

3.19cd 

3.14cd 

2.42d 

体験中

64 
価格*.**

消費期限

国産・輸入品*

表示内容**

外観

生産地

商品名や会社名

スコア

6.06a 

5.26a 

4.15b 

3.69bc 

3.56bc 

2.84cd 

2.44d 

体験前

63 
価格*.**

消費期限

国産・輸入品*

表示内容**

外観

生産地

商品名や会社名

!慎

abcd数値に付いている異符号は行グループの数値に有意差があったことを表す (p<0.05)。
*体験前・中もしくは材体験前・後の有意差を表す (pく0.05)。

畜産食品購入時の安心度が高い生産情報表4

位

n

1

ょ
っ
ρ

η

ο

A
苛

F
U

スコア

3.86a 

3.66a 

3.58a 

1.9P 

2.00b 

中

64 

農場の衛生確保

抗生物質利用規定に基づく使用

安全な飼料給与

ホームページによる生産過程の公表

生産者のプロフィール公表

験体スコア

3.71" 

3.59a 

3.35a 

2.24b 

2.11b 

前

63 

農場の衛生確保

安全な飼料給与

抗生物質利用規定に基づく使用

ホームページによる生産過程の公表

生産者のプロフィール公表

験体]1贋

ab数値に付いている異符号は行グループの数値に有意差があったことを表す (p<0.05)。
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法」以外の項目の体験前・中で安心度が上がった (P

<0.05)。

畜産食品の安全性をどこに保証してもらいたいか，

7つの選択肢の中から 3つを選ばせた結果を表9に示

した。「生産者」に保証してもらいたとする被験者が，

76.2%から79.6%と体験前・後で多くなった (P<

0.05)。地方行政に保証してもらいたいとする被験者

が，体験前66.7%から体験後73.4%に多くなった (P

<0.05)。男性において「小売届J，女性において「メー

カー」と回答した人の割合が体験前・後で下がった

(P<0.05)。

畜産食品において「安心感を得られるものは何か」

表 5 自宅以外で調理された畜産食品を購入する際の表示

とマークを参考にするか(複数回答)

項目

n 

参考にする・やや参考にする*

あまり参考にしない*

参考にしない*

体験前(%) 体験後(%)

63 64 

61.9 79.6 

25.4 

12.7 

18.8 

1.6 

*体験前・後で回答分布に有意差あり (p<0.05)。

表 6 畜産食品購入時にマークを見たと回答した割合(複

数回答)

マーク名 体験前(%) 体験後(%)

JASマーク 100.0 98.4 

HACCPマーク* 38.1 67.2 

公正マーク* 81.0 95.3 

特定保健用食品マーク* 84.1 95.3 

特別用途食品マーク* 17.5 40.6 

特定JASマーク* 20.6 32.8 

体験前被験者:63名，男性:34名，女性:29名，体験後被験

者:64名，男性:34名，女性:30名。
*体験前・後で回答の分布割合に有意差あり (p<0.05)。

表 7 安全対策システムや法律を知っているかという設問

への回答割合(複数回答)

項 日 知っている(%) 知らない(%)

食品衛生法 23.8 76.2 

薬事法 12.7 87.3 

飼料安全法 3.2 96.8 

JAS法 25.4 74.6 

PL法 26.9 73.1 

トレーサビリティ 3.2 96.8 

HACCP 3.2 96.8 

体験前被験者:63名，男性:34名，女性:29名。
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と， I不安感を与えられるものは何か」という質問に

対して単語2つずつを自由に記入させ，回答頻度の

多かった単語を 6位までを表10に示した。安心感で

は体験前・中で「国産」の単語頻度が最も多く，それ

ぞれ36人， 48人が安心が得られる単語としてあげ

た。体験中では，それらに続いて「無添加」が多く，

25人が安心感が得られるとした。不安感では体験

前・中とむに 1位と 2位を「外国産」と「食品添加

物」が占めた。

表11に国内で生産された牛肉・豚肉・鶏肉・牛

乳・卵の安全度(危険一安全スコア)・安心度(不安一

安心スコア)を 5段階評価でスコア付けさせ，それ

ぞれ安全・安心と感じるほどスコアが高くなるように

した設問の結果を示した。男-女で差はなく，体験後

表 8 安全対策システム名や法律名を聞いた時の安心度

(スコア)

項 日 体験前 体験中

n 62 64 

食品衛生法 3.61 3.75 

薬事法 3.23* 3.45* 

飼料安全法 3.47* 3.67* 

JAS法 3.56* 3.97* 

PL法 3.34* 3.73* 

トレーサビリティ 2.87* 3.55* 

HACCP 2.94* 3.63* 

体験前被験者:63名，男性:34名，女性:29名，体験中被験

者:64名，男性:34名，女性:30名。 1名無回答あり。
*全体，男性と女性の体験前・中のスコアに有意差あり (p

<0.05)。

表 9 畜産食品の安全性をどこに保証してもらいたいか
(複数回答)

保証先 体験前(%) 体験後(%)

地方行政* 66.7 73.4 

国 36.5 45.3 

生産者* 76.2 79.6 

小売居

男性* 20.6 8.8 

女性 34.5 20.0 

メーカー

男性 58.8 64.7 

女性* 55.2 46.7 

食肉処理場 33.3 31.3 

その他 3.2 0 

体験前被験者:63名，男性:34名，女性:29名，体験後被験
者:64名，男性:34名，女性:30名。
*体験前・後で回答分布に有意差あり (p<0.05)。
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食品購入時の行動変化の自由記述(体験後)表12畜産食品において安心感を得られるものと不安感を

与えられるもの(単語記述)

表10

サンプル度数記述単語f立JI憤

単語頻度体験中単語頻度体験前順位
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1位である「消費期限J8)とは違っていた。消費者は均

質の集団でなく，価格志向な層と安全志向な層にも分

けられる7)。国内では学生と社会人ではこの割合が違
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噌
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うのかもしれない。体験後には，食品購入時に優先す

る項目としての「価格」のスコアが下がったのは，他体験前被験者:63名，男性:34名，女性 29名，体験中被験
者:64名，男性:34名，女性:30名。

の項目にも注意が向いたからかもしれない。

畜産食品の購入時に，表示とマークを「参考にす

とした人の割合が体験前にはる・やや参考にする」各種の畜産食品の安全度-安心度(スコア)

安心感を得られるもの

l 国産

2 有機農法

3 有機飼料

4 保存料

5 保存料未使用

6 有機栽培

不安感を与えられるもの

1 外国産

2 食品添加物

3 輸入・輸入品

4 BSE 

5 中国産

6 アメリカ産

7 雪印

8 虚偽表示

9 着色料

表11

61.9%で，体験後には79.6%となったことは，食品表安心度安全度
目項

示は商品情報を消費者に直接伝えられる手段であるこ

とを示唆した。食品表示は，消費者が栄養と健康の関

係への理解を高めるのに重要な手段であり7)，食品の

体験後

困産牛肉

国産豚肉

鶏肉

牛乳

卵

3.47* 

3.86 

3.97 

3.86 

3.88 

体験前

3.65* 

4.01 

4.05 

3.79 

3.98 

体験後

3.66* 

3.95 

3.94 

3.83 

3.97 

体験前

3.68* 

4.06 

3.97 

3.38 

4.00 
安全性に関する情報開示場所としても有用である。国

内でも海外でも消費者の食品表示への関心は高い8，13)。体験前被験者:63名，男性:34名，女性 29名，体験後被験
者:64名，男性:34名，女性:30名。
*体験前・後の有意差を表す (p< 0.05)。 被験者が食品購入時に優先する項目として「国産・

輸入品」は上位を占めており，被験者は国産品か輸入

品かということに敏感であることがうかがえる。不安

感を与えられる単語として，体験前は， I外国産」やの国産牛肉を除いて安全と安心のスコア聞に差はなか

「輸入」などの単語頻度が多くなり， I国産」を安心感った。

が得られる単語と多くの被験者が上げていた。国産品体験後，購入する際の行動や畜産食品に対する気持

だから安全だとは限らないという考えはないようであちの変化を自由記述させた。単語の頻度が多かったも

った。のを表12に示した。「なった」が最も多く，続いて

畜産食品の安全性に関しての不安なものの順位とし「見るJI表示JI購入しよう」となった。

て， I残留化学物質J，I病原性のウィルスや細菌」が

1と2位であったことから，滅菌法や添加物の安全性
察考

を食品表示などで明確にすることや，安全性評価の情1位「価格J2位「新食品購入時の優先項目では，

報開示を行うことは大切である。鮮さJ3位「質」の順に選択されたという海外の報

不安感のある単語として，体験前・中は「食品添加

物」や， I着色料」や「保存料Jなどが多くなったの
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告7)と，本研究での 1位「価格」は一致していて興味

しかし，国内で社会人に対して行われた調査の深い。



農学部学生における食品に対する安全 安心意識の現状と動物教育ファームでの教育活動による変化

は食品加工過程への不安があることが考えらえる。食

品会社にとって，食品表示だけでなく，消費者の工場

見学や啓発活動などで食品加工過程と食品添加物の説

明を織り込むことも大切であろう。

食品の安全を保証してもらいたいのは，体験前・中

ともに「国」よりも， I生産者jI地方行政jIメーカー」

となったのは，生産現場と関わりが強いところに保証

を求めたいのかもしれない。その生産者と生産側に関

しては，安心度が高い生産として「農場の衛生確保」

が1位ということから， I生産過程や生産者のプロフ

ァイル」よりも，生産者は消費者から見て衛生的な生

産も心がけることが大切である。

安全システムや法律の中で， Iトレーサピリティ j，

IHACCPj， I飼料安全法」への認知度は低いことが

示された。若い消費者は食品の安全対策システムや法

律への知識や関心は乏しいのかもしれない。しかし，

体験中に安全対策を知ることにより，安心度が上がっ

たことは，食品情報や教育の重要性を示した。

国産牛肉を除いて安全スコアと安心スコアの間に差

はなかったのは，食品の「安全」と「安心」は，被験

者の意識の中で強く関係している，またははっきりと

区別できないからかもしれない。牛肉については，体

験後に安全度より安心度が低くなったのは，安全対策

は理解したがBSEのこともあり，安心でないという

意識が働いたのかもしれない。安全なシステムが機能

しているから，安心感を覚えるとは限らないこともあ

ることを示していると思われる。

体験10日後の調査で，食品の表示やマークを意識

するようになり，実際の商品購入時にマークや表示を

見るという行動への変化が被験者に意識された。さら

に食品購入時の行動変化に関する自由記述で，積極的

行動とみられる単語が観察され，動物介在教育によ

り，実際の購買時の意識や行動に影響を与えたことが

示唆された。海外でも消費者の食品に関する知識は行

動に大きく影響すると報告されている13)。

若い学生のためだけでなく多くの消費者のための，

能動的情報源として，教育ファームなどの体験型教育

があるであろう。「食育の場」としての教育ファーム

での教育活動は，消費者と生産者や食品企業を結ぶ重

要な手段となるかもしれない。

本研究の限界のひとつは対照区がないことである。

大学の授業の中での研究であり，活動しないグ、ループ

の割り当てはできなかったからである。そのため本研

究の活動前・中または後の比較では，時間の経過によ

る差の偏りという不確実さはある。また被験者が農学

科の学生ということで代表性に限界がある。さらに大

学付属農場は実際の動物教育ファームとは違う。これ

らの限界はあるが，本研究で教育ファームにおける，

学生であり若い消費者への食品に関する教育の可能性

を探るための貴重な情報を得た。
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