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食文化を生かした地産地消の可能性

一京都府を事例として一

1. はじめに

今日の農村では，都市住民と農村住民が交流する

グザーンツーリズムが発展し，それに伴って食品加

工産業やレストランが展開し，地産地消の動きが拡

大している.その背景には，現在制度としてなくなっ

た生活改良普及員の来たしてきた役割が大きく，生

活改善技術で実践されてきた味噌作りなどの食品加

工技術が生かされた事業展開の事例が多数見られ

る また農村社会における食文化は，冠婚葬祭の場

で提供される食事を地域住民が共同で作っていた頃

に形成されたものも多い. しかし，今日では，食品

加工の担い手においては高齢化が進んでいること，

農村社会における共同食事づくりはほとんど見られ

なくなったことから，その技術の伝承や食材となる

農産物の確保については何らかの戦略的な手法が必

要となる その手法として f食育」という形でお常

食の料理講営会等において学ぶことが有力視されて

いる. しかし笑際には，現代人のライフスタイルの

変化から，中食の消費が{$びを見せており中

食によって食文化を継承することも，一つの戦略と

して有力だといえる.

ところで，食文化というと文化の持つ特性から，

伝統と結びついて考えられることが多い. しかし

食については，多様化する生活変化において変選を

遂げることがあり，食文化には，変貌しながら伝承

されるという特長がある すなわち，新しい食

や海外から定着した食でも地産地消の流通形態に

沿った食の提供で、あれば，食文化とよぶことができ

るということである. 日本人は，江戸時代から外国

から得た食の情報や技術をすぐに取り入れる特異的

な国民性を持つといわれている [3]. 今日でも同様

の傾向を示しているといえ，以前から拙者はその地

域にとっては新しい食事の提供について「今日的食

文化j と表現している このような今夜的食に

中村貴子(京都府立大学農学研究科)

ついてアンケート調査によってその実態を明らかに

すること，第二に食の実態を活かした地産地消の推

進方策について3考察することを悶的としている

2. 京都府の行政および農業概要

京都府の人口は，平成 17年度で 2，647，523人， う

ち京都市が 1，474，811人と 55.7%を占める.また府

内の行政区分について，エJZ成 16年度から広域振興

局体制がとられ，管理地域が 5つに区分されており，

それぞれが独自予算を持ち，地域振興を~lっている

ことが京都府行政の特徴といえる(図 1).

王子成 18年度における農業生産額は 7，099千万円

であり，丹後広域振興局管内で 1，018千万円，中丹

広域振興局管内で 1，174千万円，南丹広域振興局管

内で 1，409千万円， 0-1城広域振興局管内で 2，249

千万円，京都市内域で 1，249千万円となっている.

丹後広域振興局管内では，米が主力であるが，最近

ついて調査がすすめられている研究はほとんどない. 箆 1. 京都府の広域振興局地域

本論文では，京都府を~~例に，第一に今日的食に 資料京都府日Pより作成.
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[l87] 個別報告論文

表 1. 京都府内で現在食べられている食
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高く，平野部と山間部の隣接していることも特徴と

いえる.

121後鋭f7Jト

3. 京都府の食の特徴

(1)アンケート調査の概要

京都府の食の実態を調査するために， 20昨年 7

月 ~8 月にかけて，京都府行政機関の協力のもと，

アンケート調査を実施した.アンケート対象者は，

生涯において，京都府内での移住に奴った者 122名

を無作為に抽出し，回答を得た.無効回答は l名で

ある.調査項目は，過去に京都府や京都府内市UlHす

が単位となって， レシピを公r~目しているもの，農文

(187) 

ではブランド京野菜の生産も増加している.中丹広

域振興局管内でも米が主力であるものの，京都府の

中では畜産も盛んである 潟丹広域振興局管内でも

米が主力であるが，畜~も盛んであり，丹波粟，丹

波大納言小豆，丹波松王手など，丹波の名がつく特産

品が見られる.山城広域振興結管内では，野菜栽培

と茶の栽培が盛んであり，京都市舟では，野菜栽培

が感んである.なおi幻滅広域振興局および京都市は

人口が集中する地区でもあるが農業生産額も大き

い. このように京都府では，都市部と農村部は欝接

した関係にある点が特徴といえる 一方で，経営耕

地問積からみた京都府域の中山間地域主容は 61.0%と
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iあ出!授の「聞き書き 京都の食事(1985年初版)

に掲載されている食事を抜粋し，京都で食されてき

た671種類の食について，それぞれ過去と現在にお

ける食べ方，すなわち f昔 (10代の頃)から食べ

ているものJI昔は食べたが今は食べないものj

は食べていないが今は食べているものJI昔も今も

食べていないものjについて尋ねている.

回答者の属性は，女性 107名・男性 14名であり，

ほとんどが女性によるfPJ答である. 20代 5名・ 30

代 12 名・ 40 代 28 名・ 50 歳~54 歳 11 名・ 55 歳~

59歳 15名・60~ 65 歳が 17 名・ 65 歳~70 歳 15 名・

70代以上回名・不明 2名であり，丹後地域在住呂

答者 10名・中丹i也城、在住回答者 21名・南i守地域在

住問答者 19名・ 111城地域在住回答者 16名・京都市

域在住呂答者 55名となっている.

(2)京都府内全域単位の分析

最初に， 671種類には新たな消費拡大をめざした

レシピ等も含まれており，回答のうち「昔も今も食

べていない I無回答j の合計の割合が 2/3以上の

ものを一般的な会ではないとして，分析対象からの

ぞいたところ， 298筏類となった.この 298種類の

うち， r管も今も食べているJr替は食べていなかっ

たが今は食べるものj の合計数が回答者の 2/3以上

の料理の一覧は表 lのとおりで， 121種類である.

その内容については，全閑的に食べられているもの

もあるので，必ずしも京都に特有の料理といえるわ

けではないが，京都府内の風土により形成されてき

た才ヰ沼!といえる.

次に， 298種類の食について， 30 代以上の回答者

の回答を分析すると， 2/3以上が「背も今も食べて

いるJと回答しているのは 91種類 (30.5%) であ

り「伝統的食文化Jといえる.一方「浩二(10代の

ころ)は食べていないが今は食べるものJ，すなわ

ち「今日的食文化jについての分析を行なった1)と

ころ，回答者数が 10%以上のものは 101稜類

(33.9%) もあった.

この向者を比較すると普から食べられている

ものJの特徴には，煮物の種類の多いこと(煮物は

91種類のうち 34;後類 (37.3%))，豆加工のものが

比較的多いことがあげられる.一方「新しく食べら

れているもの」で、は調理法について，和え物の割合

が相対的にやや高い02.9%)という特徴がみられた

つまり銀理法の簡易なものが増えているということ

(188) 

である また，菓子加工，特に洋菓子加工が多くなっ

ていること，京都府が指定している「京のブランド

産品J，いわゆるブランド京野菜を利用するものが

多くなったことがあけaられる.ブランド産品に指定

されている京野菜は，栽培歴史の長い農作物ではあ

るが，その生産については，ブランド認証が始まる

1999年以前までは伸び悩んでいた.しかしブランド

認証後は生産量を伸ばすことができめ，それに伴っ

て消費も増え，問時に調潔法も伝達されてきたと考

えられる.調理法の普及については，ブランド認証

を進める機関によるレシピ集の作成.!lie1fi，農業改

良普及指導員による現場での調理技術の普及・レシ

ピ集の作成によるところが大きいと考えられる.

また京料理老舗応主へのヒアリング調査によって，

ブランド化が関られる以前に，京料理界の若手と京

都市内で伝統的野菜を作り統けていた生産者が連携

し伝統的京野菜を残す努力が食と農の双方から閣

られたことが切らかとなった.今日の京野菜を使っ

た食の普及に重要な要因で、あり，料理界と生産者の

両者が今日の京都の食文化を継承する礎を経済活動

の中で築き上げてきた功絞は大きかったと忠われる.

時代とともに，食べられなくなっているも

のもある. 298種類のうち「昔 (10代のころ)は食

べたが今は食べていないものj の割合が 10%以上

の品目をみたところ 46種類になる.この 46種類の

中には，現在食べられている料理として上け、られて

いるものが5種類ある. これらについては，やや衰

退傾向にはあるが，失われる危機感は務いといえる.

食べられなくなったものについて見ると，食材と

して身近でなくなっている物の含まれている場合が

多い.例えば，鯨， ドジョウ，鯉， ウF"，セリなど

である またこれらの中で九皆は食べたが今は食べ

ていないJとの回答が回答者の 20%を超える食に

は rかしわのすき焼きJrミズナと鯨の鍋JI鰹の

味噌汁Jrはったい粉Jr干し芋Jの5種類があげら

れ，食文化としては重姿な意味を持つものの，現時

点では食べることができる(食べたい)京都府の郷

土料理としては衰退したといえる.

(3)地域月IJ分析

京都府は，最初に述べた通り，広域振興局単位で

地域振興を留っている.そこで，この前位で地域の

実態をみていくこととする.

まず過去に同一市UlJ村内のみで移住をした回答者
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表 2. 地域別に食べられている食の分類

丹後地域 中丹地域 南丹地域 Lli城地域 京都市内

①!総主主，へしこ， Iミズナとお揚げの炊き合わiたら， ミズナの煮物， ミズjミズナの煮物， Iミズナの煮物， ミスナとお

小'SI飯，丹後の!せ，筑前煮，鮎の主主焼き， Iナとお揚げの炊き合わせ， ドズナとお揚げ[綴げの炊き合わせ，向H菜の

ばら寿苛 j肉じゃが いブナのからし和え，賀茂|の炊き合わせ， Iからし和え，街の木の芽和

ナスの田楽，金u寺ニンジン i菜の花のからし jえ，千枚漬け， ラッキョウ

の煮しめ，れんこんの酢和i和え， カブラ蒸 1波け，約豆，新生三をのij'詐

え，白菜と厚揚げの煮物， Iし， 7t菜のから j漬け，かけそば， 111菜ごは

白菜の浸し物，ふきの煮物， Iし和え， ifjj苧の iん， 1í~出子
ねぎのてっぱい， らっきょ|雑煮. iu占の擬焼

うの13'酢i'!.'Uナ，新生萎のせ!き，白味H関，昆

酢漬け，肉じゃが，福和!1滋i布茶，ちりめん

け， 椎王手と.E1o::f告の煮物， ごILli倣:;害関子
ま豆腐， iJ1YJi，白菜漬け，
ちりめんIJI淑，ぶりの照り

焼き，数の子

②の木の芽和え， I赤ズイキの酢味噌和え， ト[菜の花のからし手Dえ，手打茂ブスのf日楽， I菜の花のからし手1]え，えび

たらの芽の天ぷ jウガラシとジャコの煮物， Iちうどん. うどの敵味噌和iえびいものたい|いものたいたん， トウガラ

ら，五日街JJlR 111罰字決け大根，拍子味噌， 1え，赤ズイキの酢味噌和え， 1たん，ねぎ焼き， 1シの紫の{fIJ蒸し菜の花渋，

ミズナのサラダ，新生妥のiけんちん煮，山淑の突の俗]1ごま豆腐，白菜 j手打ちうどん，村i子みそ，

甘酢漬け，ミズナの白和え， 1煮， ミズナのサラダ，鮎の|キムチ，しそジバ水菜の秘i庶務]え，水菜のサ

浴料i渋，春菊の天ぷら， ブIt塩焼き， .E1o;(IJとヤマブキの|ース iラダ，とうがんのくずあん，

りの!被焼， はまくやりのすま I{IJJ煮，金時豆， 13;定キムチ， I 二i二瓶蒸し， E!;定キムチ， ち

し汁，祭主主ご飯，さば寿司， ILLi菜ごはん， LLi菜おこわ， I りめんLIJ淑， 111菜おこわ，

いちご大福 i柚子ジャム 梅ジュース，しそジュース，

いちご大潟

資料 アンケート調査より作成

注 1)①l土1[11<移住回答者に加えて新住民も食べるようになった伝統食

2)②l主主u、移住回答者の「今食べているものJの割合が「対二も今も食べているものJよりも山j¥，、ものであり，その地

j或に新しく定着した食

(以下，無移住居答者という)の回答を分析する. べなかったが今は食べるもの」の現住民回答者今の

各地域で 2/3以との回答者が「背から食べている 10%以上のものをとった.これらの食は，各地域内

食J，すなわち「共通する伝統食jと回答している で「新たに定着している食Jとなる

のは全体で 31種類である.これに対して，現在の このうち，①無移住回答者ーがこIFtから食べているf芝

居住地地域別(以下，現住民回答者という)に「今 については，新住民も食べるようになった食であり，

食べられている食j を見ると 65種類である 無移 ②無移住回答者の「今食べているものjの割合が

住回答者が食べてはいるものの，食べる機会が減つ も今も食べているものjよりも高いものについては，

てきた食が 3種類ある.山城地域の fコンニャク」 その池域に新しく定表した食といえる.それぞれの

南丹・ 111城池域での「インゲンの煮物」と「十i酒J 食の内容については，表2に示す

であり， 31種類の伝統食のうち， この 3種類を徐 1)丹後地域の分析

いた 28種類は新住民にも定着していると考えられ 今食べられている食の種類は，京都市域についで

る.また 31種類の各池域に共通する伝統食につい 多く， 146種類である うち新たに定表している食

て，煮物の割合は 45.2%と高く，煮る調理法への櫓 は 51種類である.このことから，最近になって食

好性はどの地域でも伝統的に高いことがわかる 生活が豊かになってきたといえる.CDは 4種類であ

次に，移住によって，また時代の移り変わりによっ り， うち へしこ I丹後のばら寿司j は海域とい

て現在各地域で食べられている食を特定するため う地域性が生かされた有名な特産1511である.②は 3

に，地域別に「今食べているものJのうち「昔は食 種類である

(189) 
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2)中丹地域の分析

今食べられている食の種類は 112種類であり， う

ち新たに定着している食は 19種類である.①は4種

類であり，②は 14種類である. ミズナを活用した料

浬が2種類入っているが，これは，近年のブランド

京野菜の場産に伴うものであると考えられる.また，

聖子菜の種類が豊富な料理が多いのも特徴といえる

3)薦丹地域の分析

今食べられている食の種類は 118種類であり， う

ち新たに定着している食は 53種類である.①は 22

種類であり，②は 14種類である 中丹地域と開様，

ミズナの調理が定着しているのは， ブランド京野菜

の増産に伴うものと考えられる.また，白菜が以前

からよく食べられていることが特徴として伺える.

4)山城地域の分析

今食べられている食の種類は 20種類であり， うち

新たに定着している食は 20種類である.①は 11種

類であり，②は6種類である. ミズナ，菜の花，賀

茂ナス，ネギ¥エピイモを活用した料理はブランド

京野菜の増産に伴うものであると考えられ， ミズナ

や菜の花の関連料理，茶団子，頭字の雑煮などは伝

統的な料理であると同時に伝統的な幾産物でもある.

5)京都市内域の分析

今食べられている食の種類は 159種類と最も多く，

うち新たに定若している食は 35種類である.①は

11種類であり，②は 16種類である.山城地域とよ

く似た傾向を示しているが，食材が設省なことが特

徴といえ，特産物の漬物の多いことも特徴といえる.

(4)京都府の食の特徴について

以上のことから，京都府全域の食についてまとめ

ると，京野菜のブランド化とともに食の種類、が増え

てきていること，煮物親王竪が全域的に好まれている

こと，昔は食べたが今で、は食べられなくなったもの

については食材の不足が婆図であることなどが特徴

としてあげられる 地域別に拡大する各地の伝統食

をみると，丹後地域は豆類と魚類の加工品であり，

仁伊丹地域では野菜の種類が豊富な料理，南丹地域で

は京の伝統野菜の料理および漬物であり幻城地域

では京の伝統野菜と京都のこと産物としても人気の高

い加工品であり，京都市域では京の伝統野菜の料理

と漬物の多いことがそれぞれ特徴であるといえる.

新たに定着している食が相対的に多い丹後地域と南

丹地域は，京のブランド産品の新たな生産地である

(190) 

また中丹地域の「肉じゃがJと京都市域の「納豆」

については発祥の地として地域活性化にも貢献して

いる食である.一方，②の数{惑が低い丹後地域，山

城地域においては，新しい食よりも伝統的な食の方

がI啓好される傾向にあるといえる

4.食文化を活かした地産地消推進計画

食文化を活かすとは，地産地消の PRとして食文

化を活かすという意味でもある. PRとは，他人や

組織体が最短距離で目標や沼的に達する F倫理観J

に支えられた?双方向性コミュニケーション』と『自

己修正』をベースとしたワレーションズ活動である

とされている したがって，実践しながら修正

を加えていくことが前提とされており，時代や背景

の変化によって変えることが必重きである. また推進

計画では臼擦を設定することが重要であり， ここで

は地産地消の炭間が消費者の需要につながる計厩づ

くりを念頭におかなければならない

食文化を活かした地産地消の展開において重視す

べきことが消費者の需要喚起であるとすれば，地域

でのその食の定着度の高さが一つの指標になる そ

の地域の新しい食の受入れ方や手闘がかかる等の観

点から食べる機会が減少している食など，京都府内

を5地域に分けてみても食の定着過程に地j或差がみ

られる. このことは地域の特性に応じたマーケット

の展開が必要であることを示している.また継続性

を持つことが現代の課題であり，原材料である農産

物の生産拡大と謁漂技術の伝承機会を持つことが重

要である. このことは，京のブランド産品の生産量

が増えたこととその務理の伝承活動が犠々な形で行

なわれてきたことにより，食の種類が増えたと考え

られる実態からも明らかである また他方，農村が

一体となって，食の一貫供給システム 3)を構

築することで，地域農業が支えられることは他地域

の事例からも明らかである.

これまでは，直売所や学校給食による地産地消の

事例研究が進められてきたが，本研究を進めること

で，原材料である地域特産農産物の生産拡大と豊か

な食生活の渓開に相関関係が見られた.また近年の

事情から，今後の地産地消の拡大を支える存在とし

て加工食品事業者の現代的意義は大きい.

以上のことから，地産地消をど積極的に展開するに

は，農業の展開と一体的な加工事業の展開が必要と
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考えられた.食文化を生かした地産地消を取組むた 農業を食品加工で支えることが信念であり，農村

めには，農村起業，特に女性起業への期待が高まる. で起業することの優位性ということである.

なお，研究としては，住民へのヒアリング調査等

により，その実態をより明らかにすることで， この

結果の精度を高めることが今後の課題といえる.

注1) 30 f¥:;が 10代の墳といえば，少なくとも約 20年前

であり，食べることが文化として社会的に認識さ

れ始める畷([蒔田哲『食文化入門 否問否答J

pp.4-5)であるため，食事内容にも変化があると考

えられる

2) 足利 率「希少品種の地産地消の突態と産地の諜

題一京の伝統山科なすを事例として-J， r段林業

問題研究 43-1l p. 124の凶 lによれば，ブランド

認証が始まる前年度，すなわち 1998年度から生産

設が1rt1びを見せている.

3)良村起業として 20年も食品加工に筏わってきた長

!野県飯間r!iの(有)小池農産加工月号の代表である

小池芳子氏へのヒアリング調査によれば，地域の

(191) 
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