から 2 月にもっと

8 月 31 日「野菜の日」に向けた夏の野菜摂取に関する調査

【調査概要】
＊調査期間： 2014 年 8 月 12 日～8 月 14 日
＊対

象： 全国の女性 1,200 名

＊割

付： 子ども・夫がいる 20～50 代女性 年代ごと各 300

＊方

法： インターネットによるアンケート回答方式

＊協

力： 南 恵子氏（フードコーディネーター）
（調査結果の「％」については、小数点第 2 位以下を四捨五入）
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本資料を転載、引用される際は上記までご連絡の上、クレジット表記をお願いいたします。

この夏、約 7 割の女性が野菜を十分に食べていないと回答！
割の女性が野菜を十分に食べていないと回答！
1,200 人の子ども・夫がいる女性を対象に、「この夏、十分に野菜を食べていると思いますか」と聞いたところ、
「どちらかと言えば不十分だと思う（47.7％）」、「不十分だと思う（19.3％）」、「どちらかといえば十分だと思う
（27.8％）」、「十分だと思う（5.3％）」という結果になりました（図 1）。

図 1 この夏の野菜の摂取状況 （SA：n=1,200）

「十分に野菜を食べている」と考えている女性
「十分に野菜を食べている」と考えている女性の
女性の半数近くが野菜不足！
半数近くが野菜不足！
「成人が１日あたりに必要とされる野菜の量は３５０ｇ以上と言われていますが、あなた自身はその野菜量を
摂取できていると思いますか」という質問をしたところ、「だいたい摂取できている」、「いつも摂取できている」と
回答したのは、24.2％でした（図 2）。また、この夏の野菜の摂取状況と野菜の摂取量（３５０ｇ）の結果の比較で
は、野菜を十分に食べていると考える女性の 42.7％が、野菜の摂取が十分でないことがうかがえました（表１）。
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図 2 野菜の摂取量（３５０ｇ） （SA：n=1,200）
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表1

この夏の野菜の摂取状況と野菜の摂取量（３５０ｇ）の比較
この夏の野菜の摂取状況と野菜の摂取量（３５０ｇ）の比較
（n=397）

「緑黄色野菜の摂取量が足りていないと思う」女性
「緑黄色野菜の摂取量が足りていないと思う」女性が
女性が 75.5％！
75.5％！
「この夏、緑黄色野菜（カロテンを豊富に含む野菜）の摂取量は足りていると思いますか」と聞いたところ、「どち
らかと言えば足りていないと思う（47.2％）」、「足りていないと思う（28.3％）」となり、7 割以上が足りていないと感
じていることが分かりました（図 4）。

図 4 この夏の緑黄色野菜の摂取状況 （SA：n=1,200）

今夏の野菜摂取量、約 4 人に 1 人が春に比べて減少！「暑いので加熱調理をしない
人が春に比べて減少！「暑いので加熱調理をしない」
「暑いので加熱調理をしない」が 3 割
「今春と比べた今夏の野菜摂取量」を聞いたところ、約4 人に 1 人が「どちらかと言えば減っている（15.6％）」、
「減っている（8.8％）」と回答しました（図 5）。また、減少している要因については、「暑いので加熱調理をしない
（31.1％）」と夏らしい回答も目立ち、その他、「野菜の調理が面倒なため（39.9％）」「食欲がない（31.1％）」など
の回答があがりました（図 6）。

図 6 野菜摂取量減少の要因 （SA：n=293）

図 5 春と比べた夏の野菜摂取量 （SA：n=1,200）

暑い日に長時間火を使う料理を避けている女性
暑い日に長時間火を使う料理を避けている女性が
女性が 56.1％も
56.1％も
「暑い日に長時間火を使う料理を避けていると思いますか」という質問をしたところ、「どちらかと言えば思う
（30.8％）」、「思う（27.3％）」と回答した女性が、計 56.1％となり、夏の暑さの影響が調理法に影響を与えているこ
とがうかがえました（図 7）。

図 7 長時間火を使う調理を避ける意向 （SA：n=1,200）

週 3 日以上、生野菜で野菜摂取をする女性
日以上、生野菜で野菜摂取をする女性の約
女性の約 7 割が野菜摂取不足！
「今夏、生野菜を食卓に出す頻度はどの程度ですか」という質問をしたところ、半数以上となる 55.3％が「週 3
日以上」と回答しました（図 8）。さらに、そのうちの約 7 割が、1 日あたりに成人に必要とされる野菜摂取量（350g
以上）が「あまり摂取できていない（54.8％）」「ほとんど摂取できていない（14.2％）という結果になりました（表 2）。
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図 8 生野菜を食卓に出す頻度 （SA：n=1,200）

表2

生野菜を食卓に出す頻度と野菜の摂取量（３５０ｇ）の比較
（n=664）

日常的に生野菜を摂取している女性
日常的に生野菜を摂取している女性は
女性は加熱調理を避ける傾向に
生野菜を「週 3 日以上」摂取する人のうち、暑い日に長時間火を使う料理を避けていると回答したのは、「どちら
かと言えば思う（32.4％）」、「思う（24.8％）」で半数以上となり、日常的に生野菜を摂取している女性は加熱調理
を避ける傾向となりました（表 3）。
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表 3 生野菜を食卓に出す頻度と長時間火を使う調理を避ける意向
生野菜を食卓に出す頻度と長時間火を使う調理を避ける意向の比較
長時間火を使う調理を避ける意向の比較 （n=664）

暑い日でも加熱調理する人ほど野菜摂取が十分にできている傾向に
暑い日でも加熱調理する人ほど野菜摂取が十分にできている傾向に！
傾向に！
暑い日に加熱調理を避ける派と避けない派で、1 日あたりに成人に必要とされる野菜摂取量（350g 以上）を比
較したところ、避ける派は「だいたい摂取できている（17.8％）」、「いつも摂取できている（0.4％）」（表 4）、避けな
い派は「だいたい摂取できている（32.0％）」、「いつも摂取できている（6.2％）」（表 5）となり、暑い日でも加熱調理
を実施する女性のほうが、十分な量の野菜摂取ができていることがうかがえました。
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表 4 加熱調理を避ける派と野菜の摂取量（３５０ｇ）
加熱調理を避ける派と野菜の摂取量（３５０ｇ）の比較
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表 5 加熱調理を避けない派と野菜の摂取量（３５０ｇ）
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今夏、よく食べている野菜は「トマト（71.8
今夏、よく食べている野菜は「トマト（71.8％）」「きゅうり（
71.8％）」「きゅうり（71.2
％）」「きゅうり（71.2％）」「たまねぎ（
71.2％）」「たまねぎ（67.9
％）」「たまねぎ（67.9％）」など
67.9％）」など
「この夏、よく食べている野菜」を聞いたところ、「トマト」が 71.8％、次いで「きゅうり」が 71.2％、「たまねぎ」が
67.9％となり、夏に定番の緑黄色野菜であるトマトに人気が集まりました（図 13）。

図 13 この夏、よく食べている野菜 （MA：n=1,200）

夏場に緑黄色野菜を継続的に食卓に出すことが難しいと考えている女性
夏場に緑黄色野菜を継続的に食卓に出すことが難しいと考えている女性は
女性は 7 割以上
「夏場に緑黄色野菜（カロテンを豊富に含む野菜）を継続的に毎日食卓に出すことは難しいことだと思います
か」という質問をしたところ、「どちらかと言えば難しい（48.2％）」「難しい（15.8％）」と考えている女性が、7 割以上
という結果になりました。

図 14 夏場、緑黄色野菜を食卓へ出す難易度 （SA：n=1,200）
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