
鶏卵等についてのアンケート 集計結果 

（平成 17年度 岡崎市農林業祭） 

 

回答者数（性別） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

男 203 (35%) (38%) 

女 374 (65%) (62%) 

不明 2 ( 0%) 
 

計 579 
  

（「畜産フェスタ」の数値は、平成 16年度愛知県畜産フェスタで実施したアンケートの結果です。以下、同様です。） 

 

回答者数（年齢別） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

～29 55 (10%) (19%) 

30～39 126 (22%) (32%) 

40～49 109 (19%) (15%) 

50～59 113 (20%) (12%) 

60～ 176 (30%) (22%) 

計 579 
  

 

 

問１．あなたの家庭では、１週間に何個の鶏卵を消費しますか。 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

～５ 72 (13%) ( 8%) 

６～10 254 (44%) (42%) 

11～15 121 (21%) (26%) 

16～20 74 (13%) (14%) 

21～25 33 ( 6%) ( 5%) 

26～30 13 ( 2%) ( 4%) 

31～35 6 ( 1%) ( 1%) 

36～ 0 ( 0%) ( 0%) 

計 573 
  

 

 



問２．鶏卵を購入する際、何を目安にしますか。（複数回答） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

鮮度（日付等） 369 (37%) (39%) 

価格 302 (31%) (34%) 

鶏卵の大きさ（Ｍ、Ｌ等） 152 (15%) (13%) 

特殊卵（ヨード卵、烏骨鶏の卵等） 68 ( 7%) ( 4%) 

殻の破損の有無 47 ( 5%) ( 6%) 

殻の色 40 ( 4%) ( 3%) 

その他 13 ( 1%) ( 1%) 

計 991 
  

 

 

問３．最近の鶏卵について、どのように感じていますか。 

 

（価格について） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

安くなった 150 (27%) (24%) 

変わらない 250 (45%) (62%) 

高くなった 156 (28%) (14%) 

計 556 
  

 

（形について） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

丸くなった 75 (15%) ( 9%) 

変わらない 383 (77%) (83%) 

細長くなった 37 ( 8%) ( 7%) 

計 495 
  

 

（殻の固さについて） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

固くなった 50 (10%) (9%) 

変わらない 317 (65%) (70%) 

柔らかくなった 122 (25%) (21%) 

計 489 
  

 

 



（殻の表面について） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

ざらざらになった 64 (14%) (13%) 

変わらない 285 (60%) (66%) 

すべすべになった 123 (26%) (20%) 

計 472 
  

 

（黄身や白身の高さについて） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

高くなった 123 (25%) (18%) 

変わらない 307 (61%) (72%) 

低くなった 70 (14%) (10%) 

計 500 
  

 

（黄身の色について） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

濃くなった 156 (31%) (22%) 

変わらない 270 (54%) (66%) 

淡くなった 74 (15%) (12%) 

計 500 
  

 

（卵白の中にある肉片や血の固まりについて） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

減った 254 (52%) (36%) 

変わらない 220 (45%) (60%) 

増えた 18 ( 4%) ( 4%) 

計 492 
  

 

（自由記述） 

＜価格関連＞ 

鳥インフルエンザ発生以降、価格が高い。 

生で食べることの出来る卵の価格が高すぎる。 

安くてうれしい。 

安いため買いやすい。 

 
＜価格と美味しさ関連＞ 

安い卵の殻が薄い。黄身の色が薄い。 



色々な種類の卵が増えた。ヨード入りとか・・・。高ければ良いかどうかは分かりません。 

確かに価格が高いものは良さそうに感じる。 

高い卵は味も濃く美味しい。 

価格の高いものは黄身も盛り上がっている。 

価格なりで高くなれば良い品があります。 

 
＜美味しさ関連＞ 

エサ等が考慮され種類が豊富になり、選びやすくなった。 

卵によって味に差がある。 

最近、ブランド卵が目立つようになり、味の違いが気になる。 

味の良い健康な卵を購入したい。 

 
＜新鮮さ関連＞ 

いつも自販（産みたて）を買うので、スーパーで買うと家中で不満、不評。 

新鮮だとたまごかけご飯にしても美味しく食べられます。 

以前よりも日持ちいい気がします（多少日が経っていても、白身がしっかりしている）。 

 
＜安全性関連＞ 

販売までに多くの液（薬剤）に浸け過ぎると思う。 

消費期限が卵に直接書いてあると、分かり易くて良いと思う。 

 

 

問４．よく作る卵料理は何ですか。（複数回答） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

卵焼き 338 (24%) (26%) 

目玉焼き 300 (22%) (20%) 

ゆで卵 206 (15%) (14%) 

オムレツ・オムライス 167 (12%) (12%) 

茶碗蒸し 157 (11%) ( 4%) 

親子丼 101 ( 7%) ( 7%) 

卵かけご飯 56 ( 4%) (11%) 

炒り卵 54 ( 4%) ( 4%) 

ケーキ 16 ( 1%) ( 3%) 

その他 1 ( 0%) ( 1%) 

計 1,396 
  

 

 



問５．今日の催し物の中で、何か良かったですか。（複数回答） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

鶏卵の無料配布 429 (63%) (47%) 

ヒヨコとのふれあい 201 (29%) (33%) 

パネル、写真、鶏卵の展示 56 (8%) (6%) 

計 686 
  

 

 

問６．家畜改良センター岡崎牧場をご存知でしたか。 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

知っていた 183 (33%) (56%) 

知らなかった 380 (68%) (44%) 

計 563 
  

 

問７．岡崎牧場をどのようにしてお知りになりましたか。（複数回答） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

昨年の畜産フェスタ 53 (30%) (50%) 

岡崎牧場の近くに住んでいるから 47 (27%) (31%) 

知人に聞いた 38 (22%) ( 9%) 

新聞、広告等 25 (14%) ( 7%) 

インターネット 5 ( 3%) ( 1%) 

その他 9 ( 5%) ( 2%) 

計 177 
  

（問６で「知っていた」とお答えいただいた方を対象とした設問） 

 

問８．岡崎牧場はどのような業務をしているとお考えでしたか。（複数回答） 

 
農林業祭 （畜産フェスタ） 

鶏の品種改良 94 (48%) (36%) 

鶏に関する研究 42 (21%) (23%) 

鶏肉・鶏卵の生産 33 (17%) (15%) 

分からなかった 26 (13%) (26%) 

その他 3 ( 2%) ( 1%) 

計 198 
  

（問６で「知っていた」とお答えいただいた方を対象とした設問） 


