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1. アンケートの概要 

1.1. 目的 

本調査は令和 3 年度 石垣産牛肉の販路開拓業務（石垣市委託事業）の業務の一環として、

「石垣牛」（ここでは、石垣市と八重山郡（竹富町・与那国町）で生産される牛肉の総称と

し、生体を対象としたものではない。）について、消費の実態やイメージについて、消費者

の意識を調査することで、石垣牛の販路と消費の拡大に資する情報を得るために実施した

ものである。 

 

1.2. 実施内容 

具体的な実施内容は下記の通りである。 

・実施期間：２０２２（令和４）年１月２１日～２月２１日 

・実施方法：インターネットを利用したアンケート 

・実施者 ：株式会社八重山食肉センター 

・対象者 ：市内外の一般消費者 

   

2. アンケートの結果 

2.1. 有効回答数 

全体の有効回答数１１９８回答となった。 

 

2.2. 回答者の属性 

回答者の属性は下記の通りとなった。 

 

2.2.1. 世代 

「ご年代を教えてください」という設問に対して、回答者全体のうち４７．３％が「３５

歳から４９歳」と回答し、次いで「５０歳から６４歳」が２８．５％、「２０歳から３４歳」

が１７．８％となり、この３世代合計で９３．６％となった。 
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グラフ 1：世代分布（回答者全体） 

 

 

2.2.2. 居住地 

「主な居住地を教えてください」という設問に対して、回答者全体の７４．３％が「石垣

市内」、次いで「沖縄県外」が２０．１％、「沖縄県内（石垣市、八重山郡以外）」が４．３％、

「八重山郡内（与那国町・竹富町）」が１．９％と回答した。 

 

グラフ 2：主な居住地（回答者全体） 

 

 

2.3. 消費頻度 

2.3.1. 全体の傾向 

「『石垣牛』をどれぐらいの頻度で食べていますか（家庭・外食両方）」という設問に対し
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て、回答者全体の２３．６％が「半年に１回ぐらい」と回答し、次いで「２～３カ月に一回

ぐらい」が１８．６％、「年に１回ぐらい」が１８．０％、「年に一度以下」が１５．９％、

「月に一度ぐらい」が１４．８％、２～３週間に一回ぐらい」が６．３％、「毎週１回ぐら

い」が３２回答２．７％となった。 

グラフ 3：石垣牛の消費頻度（回答者全体） 

 

2.3.2. 消費頻度の地域差 

消費頻度については、グラフ 4 に示すように、産地である八重山域内（石垣市・八重山

郡）のほうが、八重山域外（八重山郡以外の沖縄県内・沖縄県外）と比べ高い頻度で消費さ

れる傾向がわかる。 
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グラフ 4：石垣牛の消費頻度の地域差 

 

 

2.4. 消費方法（食べ方） 

2.4.1. 全体の傾向 

「どんな食べ方で『石垣牛』を食べますか（複数回答可）」という設問に対しては、「焼肉」

が圧倒的な一位（９５４回答、３５．４％）となった。それ以外に多かった回答は「ステー

キ」（３９１回答、１４．５％）、「ハンバーグ」（３８８回答、１４．４％）、「牛寿司」（２

２４回答、８．３％）、「すき焼き」（２０５回答、７．６１％）、「牛汁・牛そば」（１９３回

答、７．１６％）となった。 

 

2.4.2. 消費方法の地域差 

消費方法についても地域差が大きく表れた。産地である八重山域内（石垣市・八重山郡）

では「焼肉」が圧倒的に好まれる傾向がある。また、「すき焼き」、「牛汁・牛そば」は八重

山域外と比較すると好まれる傾向が高い。 

一方で、八重山域外（八重山郡以外の沖縄県内・沖縄県外）では、「焼肉」が好まれる傾向

は八重山域内と変わらないが、「ステーキ」、「ハンバーグ」も同様に好まれる傾向があるこ

とが分かった。 
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グラフ 5：石垣牛の食べ方の比較（全体・八重山域内・八重山域外） 

 

 

2.4.3. 「その他」の回答 

「その他」の回答として多かったものは、「牛丼」、「煮込み料理各種」（牛すじ、しぐれ煮）、

「炒め物各種」、「ローストビーフ」などが挙げられた。また、「食べない」、「食べたことが

ない」という回答も散見された。 

 

2.5. 石垣牛のイメージ 

「『石垣牛』に対する印象やイメージに当てはまるものを一つ選んでください」という設

問で５段階評価（強くそう思う、そう思う、どちらともいえない、そう思わない、全くそう

思わない）で石垣牛に対する印象やイメージについて回答を求めたところ、以下のようにな

った 

 

2.5.1. 「美味しい」と思うか 

「美味しい」と思うかという設問に対して、回答者全体の５５．３％が「強くそう思う」、

３９．８％が「そう思う」と回答した。ここから大多数の消費者が石垣牛は美味しいと感じ

ていることがわかる。 
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グラフ 6：美味しいと思うか（回答者全体） 

 

一方で、世代間によって、「強くそう思う」と「そう思う」の割合は変化し、高年齢層にな

ればなるほど「強くそう思う」の割合が減る傾向がある。２０歳～３４歳の世代では、美味

しいと「強くそう思う」と答えた回答が６２．０％に達したのに対し、３５歳～４９歳では

５６．３％、５０歳～６４歳では５３．４％と徐々に減少し、６５歳より上の世代ではその

割合は３８・０％に留まり、「そう思う」と答えた回答と比率が逆転した。 
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グラフ 7：「美味しい」と思うか（世代間の比較） 
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2.5.2. 「ごちそうだ」と思うか 

「ごちそうだ」と思うかという設問に対して、回答者全体の７５．０％が「強くそう思う」、

２１．０％が「そう思う」と回答した。ここから消費者の大多数が石垣牛はごちそうだと感

じていることがわかる。一方で、６５歳以上の回答者で、「強くそう思う」と回答した回答

は５２．１％に留まり、他の世代と異なる印象を持たれていることがわかる。 

グラフ 8：「ごちそうだ」と思うか（全体・６５歳以上） 

 

 

2.5.3. 「高級だ」と思うか 

高級だと思うかの設問に関しては、回答者全体の７６．２％が「強くそう思う」、「そう思

う」が２０．６％と肯定的な回答の合計が８６．８％に達したことから、多くの消費者が石

垣牛は高級だと感じていることがわかる。 
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グラフ 9：「高級だ」と思うか（全体） 

 

しかし、その意識については多少の地域差があり、「強くそう思う」と答えた回答者は八重

山域内の居住者では７８．０％に達したのに対し、沖縄県外の居住者では６９．３％にとど

まり、地域との若干の温度差があることがわかる。 

グラフ 10：「高級だ」と思うか（八重山域内と沖縄県外の比較） 
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また、６５歳以上の世代では「強くそう思う」と回答した回答者は５７．７％に留まり、世

代間でも認識の差があることがわかる。 

グラフ 11：「高級だ」と思うか（６５歳以上） 

 

 

2.5.4. 「価格が高い」と思うか 

 価格が高いかと思うかという設問に対しては、回答者全体の６９．１％が「強くそう思う」、

２６．０％が「そう思う」と回答している。ここから、大多数の消費者が石垣牛は価格が高

いと感じていることがわかる。 

グラフ 12：「価格が高い」と思うか（回答者全体） 

 

しかし、沖縄県外の回答者では、「強くそう思う」と回答した回答者の割合が半分以下の４

７．３％に留まるのに対し、沖縄県内の回答者では７４．８％となり、県外と県内では価格

に対するイメージについて相違があることが分かった。 
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グラフ 13：「価格が高い」と思うか（沖縄県外と沖縄県内の回答者の比較） 

 
 

2.5.5. 「お値打ち、お買い得」だと思うか 

お値打ち、お買い得だと思うかという設問に対しては、回答者全体の４７．３％が「そう

思わない」、１６．４％が「全くそう思わない」と回答し、否定的な回答が全体の６３．７％

を占めた。２４．６％が「どちらでもない」と中立的な回答をした。８．９％が「そう思う」、

２．２％が「強くそう思う」と、肯定的な回答は全体の１１．１％に留まった。 
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グラフ 14：「お値打ち・お買い得」だと思うか（回答者全体） 

 

一方で、下記グラフ 15 に示すように、お値打ちと感じている層（本設問に「強くそう思う」・

「そう思う」と回答した層）は全体と比較して石垣牛を積極的に消費している傾向がわかっ

た。 

 

グラフ 15：石垣牛の消費傾向の比較（回答者全体とお値打ち・お買い得と思う回答者の比較） 
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2.5.6. 「家で食べるもの」だと思うか 

「家で食べるもの」という設問に対して、回答者全体の３９．４％が「どちらでもない」と

回答し、次いで「そう思わない」が３５．２％となり、中立的からやや否定的な意見が過半

数を占めた。 

グラフ 16：「家で食べるもの」だと思うか（回答者全体） 

 

 

2.5.7. 「外食で食べるもの」だと思うか 

「外食で食べるもの」だと思うかという設問に対しては、回答者全体の３８．４％が「そう

思う、３２．５％が「強くそう思う」と回答し、肯定的な回答が７１．３％を占めた。一方

で「どちらでもない」という中立的な回答も２３．２％あった。 

グラフ 17：「外食で食べるもの」だと思うか（回答者全体） 
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2.5.8. 「贈り物にする」と思うか 

「贈り物にする」かという設問に対しては、回答者全体の４１．３％が「そう思う」、３７．

１％が「強くそう思う」と回答し、全体の７９．２％が肯定的に回答している。 

グラフ 18：「贈り物にする」かどうか（回答者全体） 

 

贈答品にするかの意向は６５歳以上の世代とそれ以外の世代では差異がみられ、６５歳以

上の世代では「強くそう思う」・「そう思う」の合計は５８．７％に留まった。 

グラフ 19：「贈り物にする」かどうか（６５歳以上の回答者） 

 

 

2.5.9. 「地元の特産だ」と思うか 

「地元の特産だ」と思うかという設問に対しては、回答者全体の７２．０％が「強くそう思

う」、２３．５％が「そう思う」と回答した。地域・世代でこの傾向に対して大きな差異も

見られなかった。ここから石垣牛は特地域の特産だという認識は地域・世代を超えて共通の

ものだということがわかる。 
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グラフ 20：「地元の特産だ」と思うか（回答者全体） 

 

 

2.5.10. 「親しみがある」と思うか 

「親しみがある」という設問に対しては、回答者全体の３４．０％が「そう思う」、ついで

２７．４％と回答し、肯定的な回答の合計は６１．４％となり、おおむね親しみを感じてい

る傾向がみられる。しかし「どちらでもない」という回答も２４．３％、「そう思わない」、

「全くそう思わない」という回答も合計で１４．４％あり、意見が分かれていることが伺え

る。 

グラフ 21：「親しみ」を感じるか（回答者全体） 

 

石垣市外の回答者に限ると、「強くそう思う」・「そう思う」という肯定的な回答は６７．９％

に達するのに対し、石垣市内の回答者の「強くそう思う」・「そう思うの」合計は５９．１％

に留まった。特に３５～４９歳の石垣市内の回答者に限ると、その合計は５３．２％までに

低下し、「そう思わない」が１３．３％、「全くそう思わない」が５．０％と否定的な意見も

目立つようになることから、市内在住者・市外在住者とその世代により、石垣牛に対する親
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近感には差異があることがわかる。 

グラフ 22：「親しみ」を感じるか（石垣市外の回答者） 

 

 

グラフ 23：「親しみ」を感じるか（石垣市内・３５～４９歳の回答者） 

 
 

2.5.11. 「人に勧めたい」と思うか 

「人に勧めたい」という設問に対しては、回答者全体のうち４８．４％が「強くそう思う」、

３５．５％が「そう思う」と回答した。肯定的な回答の合計は８４．９％に達し石垣牛に対

して外部への強い推奨意向があることが伺える。 
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グラフ 24：「人に勧めたい」と思うか（回答者全体） 

 

一方で、推奨意向の強さについては、市内の回答者と市外の回答者では意識の差がみられ、

「強くそう思う」と回答した回答者の割合は、市外の回答者では５６．６％に達した一方で、

中立的・否定的な意見の合計が８．１％と少数に留まった。しかし、市内の回答者では「強

くそう思う」と答えた回答者の割合は４５．５％に留まり、中立的・否定的な意見の合計も

１８．８％に達した。ここから、市外在住者のほうが市内在住社より石垣牛の推奨意向が強

いことがわかる。 
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グラフ 25：「人に勧めたい」と思うか（石垣市内・石垣市内の回答者の比較） 

 

 

2.5.12. 「身体にわるい」と思うか 

「身体にわるい」と思うかという設問に対しては、回答者全体の４１．３％が「そう思わな

い」２９．３％が「全くそう思わない」と回答し、「そう思う」・「強くそう思う」と考える

回答者の合計は５％以下にとどまった。ここから、健康への影響を心配する消費者はごく限

定的であると考えられる。 

なお、世代が高くなるほど、「全くそう思わない」・「そう思わない」という回答が減り、

「どちらでもない」が増えていく傾向がみられるが、否定的な回答の増加は限定的であった。 
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グラフ 26：身体に悪いと思うか（回答者全体） 

 

 

2.5.13. 「環境に影響がある」と思うか 

「環境に影響がある」という設問に対し、回答者の３５．７％が「そう思わない」、２５．

７％が「全くそう思わない」と回答しており、６割を超える消費者が環境への影響に対して

は懸念がないことが分かった。 

グラフ 27：「環境に影響がある」と思うか（回答者全体） 

 
しかし、石垣市内・６５歳以上の回答者では、「そう思う」という回答が１８．９％と、全

体と比較して否定的な回答が３倍弱に増加している。 
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グラフ 28：「環境に影響がある」と思うか（石垣市内・６５歳以上 

 
 

2.6. 市内での消費拡大について 

「市内での『石垣牛』の消費を増やすにはどうしたらよいと思いますか」（複数回答可）

という設問に対しては回答者全体の６２．４％が「価格を下げる」と回答し、次いで６１．

４％が「特売の日を設ける」と回答した。この設問に関しては、自由回答で様々な意見が寄

せられている。 

グラフ 29：市内での石垣牛の消費を増やすには（複数回答） 
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2.7. 石垣牛以外の牛肉のブランド 

「『石垣牛』以外に知っている牛肉のブランドがあれば記入してください」という設問に

対しては、回答者全体の４６．３％が「松坂牛」と答え、次いで３２．６％が「神戸牛」と

答えた。なお、今回の調査では調査冒頭に「石垣牛」の定義を“石垣市と八重山郡（竹富町・

与那国町）で生産される牛肉の総称とします”と定義し、アンケート冒頭にもこれを提示し

たものの、その定義に当てはまる「美崎牛」を回答した回答者が２８．９％いた。なお、こ

の設問では非常に多くの回答が寄せられ、消費者が認識している牛肉のブランドは多岐に

わたることが分かった。 

グラフ 30：石垣牛以外に知っている牛肉のブランド 

 

（注）本設問の集計時には表記の揺らぎを以下のように調整している。 

① 地名や固有名詞だけを回答したもの、●●ビーフと回答したものは●●牛に統合した。 

（例：“神戸”、“こうべ”、“神戸ビーフ”、“神戸 BEEF”等は“神戸牛”に統合） 

② 地名の揺らぎは一つの回答に統合した 

（例：“松坂牛”・“松阪牛”→“松阪牛”に統合） 

③ 開いた表記や誤字等の表記の振れがある回答は一つの選択肢に統合した。 

（例：“みさき牛”、“三崎牛”、“美咲牛”、“岬牛”、“ミサキ”等はすべて“美崎牛”に統合） 

④ 一般名称やどのブランドを指しているか明確でないもの、感想等は集計から排除した 

（例：単に“赤牛”、“黒牛”、“ビーフ”、“短角”と答えたものや“知らない“、”おいしい“等） 
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2.8. 推奨キーワード 

「もしあなたが「石垣牛」を誰かに贈ったり、ごちそうするとしたら、どんなことを言って

おすすめしますか。」という設問に対して、回答者が記述した回答をテキストマイニングし、

その中から出現頻度の多かった単語を上位２０を下記の表に示す。 

表 1：石垣牛の推奨時に出現頻度の多い単語（品詞別） 

 

 

以上 

品詞 単語 出現回数 品詞 単語 出現回数 品詞 単語 出現回数 品詞

牛 157 食べる 201 美味しい 421

石垣島 139 育つ 50 柔らかい 100

石垣 122 言う 30 おいしい 46

肉 92 くださる 23 甘い 37

お肉 86 とろける 19 良い 20

ブランド 73 育てる 15 高い 18

特産品 69 伝える 15 すごい 16

石垣牛 66 下さる 13 食べやすい 12

脂 66 行く 13 多い 12

高級 66 贈る 12 うまい 11

地元 48 召し上がる 9 いい 11

特産 47 のる 9 やわらかい 10

牛肉 42 思う 9 美味い 10

味 30 焼く 8 欲しい 10

沖縄 29 乗る 7 しつこい 8

有名 26 わかる 7 凄い 8

名産 25 勧める 6 くどい 7

島 25 溶ける 6 旨い 7

油 21 住む 6 無い 7

サミット 18 送る 6 少ない 6

名

詞

動

詞

形

容

詞


