
1 

 

「食育」の推進に関する市政アンケートモニター調査結果 

 

１ 調査目的 

  「食育」は、食育基本法の前文で、知育、徳育、体育の基礎となる、生きる上での基本と位置付け

られており、「様々な経験をとおして『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食

生活を実践できる人間を育てること」とされています。 

市では平成２０年に「静岡市食育推進計画」を策定し、今年度は平成２５年度から２９年度までの

「第２次静岡市食育推進計画」の策定作業を進めています。 

「食育」については、国・市ともにこの５年間で一定の認知度の向上が図られました。この先の５

年間においてはともに「周知」から「実践」の時期と位置付けています。 

そこで、「食育」の効果的な普及啓発や実施事業の推進に際し、今後の施策の参考とするため皆さ

んのご意見をお伺いするため、市政アンケートモニター調査を実施しました。 

 

２ 調査対象 

 市政アンケートモニターとして委嘱された市内在住の男女１００人 

 内訳  

性別 男性 女性 

人数 ４６ ５４ 

 

年代別 ２０代 3０代 4０代 5０代 6０代 7０代以上 

人 数 １２ ２２ ２４ １３ １７ １２ 

 

３ 調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

４ 調査期間 

 平成２４年１１月２０日（火）～１２月４日（火） 

 

５ 回収件数 

 ９７件（９７％） 

 

６ 担当課 

 保健福祉子ども局 保健衛生部 健康づくり推進課 
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７ 調査結果 

 

問１ 「食育」の意味を知っていましたか。 

 

食育の認知度

知らなかった,
 9人

正しく知っていた,
28人

ある程度は
知っていた, 60人

 

  

【考 察】  

  問１では「食育」の意味の認知度を確認しました。 

この結果、「正しく知っていた」と答えた方が 28 人、「ある程度は知っていた」と答えた方が 60

人と、回答者 97 人中 88 人の方が、「食育」の意味を知っており、「食育」という言葉が幅広く理

解されていることが伺えました。 

「食育」の意味を知っている人のうち、正しく知っていた人は 31％であり、今後も「食育」の正

しい意味について理解していただけるよう、普及啓発していく必要があります。 
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問２ 「食育」とは次に挙げるようなものを指しますが、この中であなたが実践しているものはありま

すか。（選択はいくつでも）   

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

① 栄養のバランスに気を付けて食事を取るように

している 

82 8 18 18 12 16 10 

② 食品を選ぶ際には、産地や原材料、食品添加物の

有無等を参考にしている 

60 5 11 14 9 15 6 

③ 地元の食材を使うようにしている 43 4 10 10 5 11 3 

④ 家族や友人と一緒に食事を取るようにしている 47 4 12 13 5 8 5 

⑤ 家庭菜園を行っている 22 2 7 5 3 4 1 

⑥ 食べ物を無駄にしないようにしている 74 8 14 19 9 16 8 

⑦ よく噛んで食べるようにしている 35 4 5 9 3 8 6 

⑧ 食事をする時には、正しい箸の持ち方に気を付け

ている 

33 3 6 14 2 4 4 

⑨ その他 8   3 1 3 1 

⑩ 特に実践していない 4  2 2    

計 408 38 85 107 49 85 44 

 

○「その他」の回答内容 

・旬のものを、できればまるごと使い切ること。お箸の使い方やお皿の扱い方を子どもたちに覚えて

実践してもらいたいのですが、本人たちにその気がなく、なし崩しになっています。大体大人が実

践していないので、あまり説得力もないのでしょう。 

・食事を通して季節や行事を知り、社会の一員・家族の一員としての意識を高める。 

・わが家庭内にあっては妻がいろいろと配慮しているので自分個人としてはさほど気遣いしていな 

いが食育のあり方、姿勢などはよいことだと思う。 

・三食規則正しく食事をする。 

・日本の食糧自給率が４０年間の間に７０％から４０％に低下しており、自給率を上げようとする政

策も全く効果を上げることが出来ていない現状をしっかり認識して、将来の食糧事情を認識しなが

ら行動している。 

・親子食育教室に参加したり、家で子どもと一緒に料理を作ったりしている。また、夫の外食に際し

してバランス良く摂るように勧めている。 

・「食育」もグローバル化の時代。和食だけではなく、世界の食材を使った海外の地域伝統料理を食べ

るように心掛けている。 

・食事をする時間を決まった時間にするようにしている。 
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「食育」で実践していること

82人

60人

43人

47人

22人

74人

35人

33人

8人

4人

0 20 40 60 80 100

特に実践していない

その他

食事をする時には、正しい箸の持ち方に気をつけている

よく噛んで食べるようにしている

食べ物を無駄にしないようにしている

家庭菜園を行っている

家族や友人と一緒に食事を取るようにしている

地元の食材を使うようにしている

食品を選ぶ際には、産地や原材料、食品添加物の有無等を参
考にしている

栄養のバランスに気を付けて食事を取るようにしている

 

補問 2-１ 問２で「特に実践していない」を選んだ方にお伺いします。 

     食育を実践していない理由は何ですか  

食生活そのものに関心がない 1 人 

関心はあるが、どのように取り組めばよいかわからない 2 人 

関心はあるが、取り組む時間がない  1 人 

 

【考 察】 

問２は実践している「食育」の内容について聞きました。 

回答者 97人中 93 人という高い割合で、「食育」に関し何らかの取り組みをしていることがわかり 

ました。 

回答が多い項目としては「栄養のバランスに気を付けて食事を取るようにしている」（82人）、「食 

べ物を無駄にしないようにしている」（74 人）、「食品を選ぶ際には、産地や原材料、食品添加物の有無 

等を参考にしている」（６0 人）でした。 

「家族や友人と一緒に食事を取るようにしている」（47 人）や「地元の食材を使うようにしている」

（43 人）は、回答者の半数程度の実践に留まっています。 

また、「よく噛んで食べるようにしている」は 37％（35人）の実践なので、「カミング 30（30 

回以上、噛むようにしましょうという運動）」により、より一層、推進していく必要があります。   

  補問 2-1 の回答では食育に「関心はあるが、どのように取り組めばよいかわからない」という方が

いたため、よりわかりやすい普及啓発が必要です。 
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問 3 ご家族をお持ちの方にお伺いします。朝食又は夕食をご家族と一緒に食べる回数は何回ですか。

（一週間当たり） 

朝食または夕食を家族と一緒に食べる回数

１０回以上, 45人

６～９回, 24人

０～５回, 23人

該当しない, 5人

 

補問 3-1 問３で「0～５回」を選んだ方にお伺いします。 

     一緒に取らない又は取る回数が少ない理由は何ですか。   

 

仕事の都合で、食事の時間が合わないため 15 人 

仕事以外の都合で、食事の時間が合わないため  7 人 

その他（常時一緒に生活しているわけではないため） 1 人 

 

補問３-2 問３で「０～５回」、「６～９回」、「１０回以上」を選んだ方にお伺いします。 

 食事のメニューは皆、同じですか。 

食事のメニューは皆、同じですか

好みに応じて、違
うメニューがある,

 15人

年齢や病気等に
応じて違うメ
ニューがある,

 10人

皆、同じメニュー
である, 65人

その他, 2人
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○「その他」の回答内容 

・夕食は同じ、朝食は好みで違う。 

 ・生活習慣、時間帯が合わない 

  

【考 察】  

「食育」の推進では、家族等と一緒に食事をする「共食」という視点が重要です。 

問３では家族と食事をする回数を聞きましたが、回答者 97 人の 46％（45 人）が週に 10回以上 

上、朝食か夕食を家族と一緒に食べており、０～５回（23 人）と６～９回（24人）は各全体の 23 

～24％でした。 

 国の第２次食育推進基本計画でも、共食の回数は「週に 10 回以上」を目標とするとしており、本 

市でも今後、共食の推進には力を入れていきます。 

補問 3-1 では、家族で一緒に食事を取らない又は取る回数が少ない理由を聞きました。 

回答者 23人の 65%（15 人）が、仕事を理由としており、仕事の都合で食事の時間が合わない状 

況が伺えました。 

  また、近年では、家族で同じ食卓を囲んでいても、食べているものはそれぞれの好み等に応じて異 

なっている、いわゆる「個食」が問題とされています。 

 そこで、補問 3-2 では、家族で食卓を囲む場合、食事のメニューは皆、同じかどうかを聞きました。 

  その結果、回答者 92 人の 70％（65 人）が「皆、同じメニューである」と答えており、好みに応

じて異なるメニューがあるとした人は 16％（15 人）でした。 

 

問４ 毎日の食事は、誰が作ったものを食べることが最も多いですか。                       

誰が作ったものを食べますか

自分で作った
もの, 47人家族が作った

もの, 45人

その他, 1人

外食（飲食店）,
1人

出来合いの
弁当や総菜、
パンなど, 3人

 

 

○「その他」の回答内容 

・平日は、妻が作ったものを食べ、土、日曜日は、出来るだけ世界各国の料理を食べ歩くようにして

いる。 
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【考 察】 

  問４では、毎日の食事は主に誰が作ったものを食べているか聞きました。 

自分（47 人）又は家族（45 人）が作ったもので食事をしている方の割合は、回答者の 94％（92 

人）もの高い割合になりました。 

家庭以外の外食や出来合いの弁当や総菜、パン等での食事に依存している割合は４%（4人）と低 

い値でした。 

 

問５ 何をしながら食事をすることが多いですか（選択はいくつでも） 

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

① テレビを見ながら 65 7 11 15 11 12 9 

② 音楽を聴きながら 6 1 1   3 1 

③ 新聞、雑誌等を読みながら 11 3 3 2 1 2  

④ 家族で話をしながら 61 4 15 16 8 11 7 

⑤ 食事の際はテレビを消すようにしている 17 1 7 5  2 2 

⑥ その他 5 3  1  1  

計 165 19 37 39 20 31 19 

 

○「その他」の意見 

・テレビの音だけ聴いている。主にニュース。 

 ・平日の食事の前半は一日あったことを話しながら食べ、話が落ち着いたらテレビをつけたりする。 

 ・職場の同僚と一緒に。 

 ・パソコン。 

 ・ラジオを聴きながら。 

※「家族で話をしながら」と回答していただいた方からのご意見 

昔の場合はテレビを点けておけば全員が注目したものだが今やスイッチオンしているのが当たり前

みたいになっており、いわゆる「ながら族」的な 日々となっている。 
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何をしながら食事をしていますか

5人

17人

61人

11人

6人

65人

0 20 40 60 80

その他

食事の際はテレビを消すようにしている

家族で話をしながら

新聞、雑誌等を読みながら

音楽を聴きながら

テレビを見ながら

 

 

【考 察】 

  問５では、何をしながら食事をしているかを聞きました。 

回答者の 62～67％の方が、テレビを見ながら（65 人）又は家族で話をしながら（61 人）、との 

回答でした。 

また、17％（17 人）の方は、食事時にはテレビを消しているとの結果でした。 

 

 

問６ 食事は楽しく取れていますか 

食事は楽しく取れていますか

どちらでもない,
19人

いいえ, 3人

はい, 75人

 

 



9 

 

○「はい」と答えた理由 

○家族、団らん、コミュニケーション等 

・家族と一緒に過ごしてリラックスできるから(^ ^) 

・作った物をおいしいと言って食べてくれるし、自分で失敗したな～と思ったものでも「大丈夫。」と

言って食べてくれるから。 

・話をしながら取っている。 

・季節のものをありがたくいただいています。 家族のその日の出来事や、社会情勢を話す場でもあり

ます。 

・一家団欒の場で会話を楽しんでいる。おいしく好みの物を食べている。 

・愛犬がいることで家族間の話題があるので、ペットの存在は大きいかな？ 

・家族全員（３人）が元気で同じものを食べられることは何よりも幸せなことであると思う。 

・話をしながら楽しく食べている。 

・美味しいご飯で活力つけている。家族で美味しいごはんを共有することで幸せな時間を感じられる。 

・幸い自分でメニューを考えるので、体調に合った食事を家族とおいしく食べれます。 

・家族の顔を見ながら、会話しながら食べると、食欲だけでなく気持も満たされるからだと思う。 

・テレビを消しても会話があるから。おいしいから。 

・団欒の時間だから。 

・なるべく子供たちと一緒にその日にあった出来事を話すようにしている。兄妹同士も、よく話をして

いる。 

・家族と会話としながら食べているので。 

・家族と仲良く食べます。 

・家族そろっている時間だから。 

・健康に生活しているので、食事もおいしいし、食事の時は厭な話をしないように心がけているので、

楽しくとれています。 

・お互い元気な顔を見合わせながら食事をとれるので、幸せを実感できるひと時でもあります。 

・家族が多いので、いつも賑やかです。 

・息子の学校の話題を中心に会話ができるから。 

・家族団らんの中食べることができているから。 

・普段仕事をしていて、帰宅後すぐに調理して、家族に「ご飯だよ～」と声をかけ、座り、ほっとする。

そして、家族と話したり、家族の顔を見ながら食事できるから。 

・夫と息子の話や仕事の話など共通の話題で話をしているから。 

・家族から教えられるレシピや料理本をもとに、自分で挑戦する料理の出来栄えを試したり時には家族

に食べてもらって批評してもらうこと。 

・何気ない会話でも、話をしながらゆっくりと噛む回数も増えてよい。 

・全員（といっても４人ですが）そろって話をする貴重な時間 のため、その日あったことなどを話し 

て過ごします。 

・家族の年齢構成がばらばらの為に、あまり共通の話が少ないが、それなりに会話しながら食べている。 

・会話が弾むから。 

・話をしながら。 
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・家でみんなで食べるご飯はおいしいから。 

・小学生の子供がいるのでできるだけバランス良く、好き嫌いなく食べさせたいのでメニューに気をつ

けている。子どもたちも食べることが好きなので元気よく食べてくれるので作りがいがあり。また、

学校での話なども聞きながら食事をするため。 

・家族のコミュニケーションの場であるので楽しく食べている。 

・栄養や好みを考えて毎日違ったメニューの食事を家族でできるので。 

・はいと言い切ってしまうと嘘になりますが、家族３人で食べれる幸せを感じます。３人が同じ場所で、

美味しい、まずいを共有する食事ができること、一番の楽しみです。 

・家族で食べれている。 

・子供たちが今日学校であった出来事などの報告を聞きながら、楽しく食事が出来ています。 

・いつも買って来た物について話したり、味わいながら、会話をしながら、明るく食べている。 

・家族全員健康で、おいしく食事が出来ているから。 

・その日にあったことや、その日のニュースなどを題材にしながら。その日のメニューの話や旬の食材

の話などをしながら楽しく食事している。 

・家族と一緒だから。 

・なるべく家族で食事を取るように心掛けております。 

 

○味、食べる楽しみ等 

・食べること自体が楽しみなので。 

・まずはおいしい。そして適当に楽しんで食べています。 

・おいしいものをおいしく味わって食べる楽しみがある。 

・美味しく地元の食材を食べています。 

・おいしくたべている。 

・美味しいものを食べること自体楽しく、誰かと食べることも楽しい。 

・退職し、美味しい物をゆっくりと美味しいと感じながら食べられる幸せ感は何物にも換えがたいです。 

・美味しい食事は気分的にも楽しくなる。 

・おいしいから。 

・家族が料理した物をおいしく残さずに食べている。 

・美味しく感じるから。 

・食べるのが好きだから。 

・何を食べても美味しい。 

・おいしいので。 

・毎日違う献立だから。 

・おいしかったものを「きょうのおすすめ」などといって次回の参考にしたりする。 

 

○その他 

・「楽しく」という言葉が適切かどうかはわかりませんが日々変わり映えないもののそれなりのひと時

が過ごせていればよいという観点に立てばまあまあ楽しいという部類に属しましょう。それでいいじ

ゃないでしょうか。 
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・楽しいのは本能だ。 

・たいせつだから。 

・不足なし。 

・健康管理において重要であるから、必要な食事をしている。 

・明日の活力。 

・理由を尋ねられる意味がわかりません。 食事は楽しいものでなないんでしょうか？ 食事＝楽しいも

のだと思って生きてきましたが。 

・自分で料理をするのが楽しいため。 

・まず、自分の体が健康、良好であるので、全ての食べ物がおいしく頂ける。その原点があって、自分

自身で思考しながら良い食事をつくっている。その他に盛りつける器にも心を注いでいる。色や本物

にもこだわっている。日本古来の漆塗り、木のもの、手造りの土ものの器、など蒐集してある器を生

かして日常使っているから楽しい。 

・他に楽しみがない。 

・その日の出来事などを話しながら食べている。 

・特になし。 

・静岡 JA で買った野菜やスーパーで地産地消のコーナーの野菜を選び、家族で地産地消をこころがけ

ている。 

・夕食前の一杯が特に良い。 

・苦痛を感じないから・・・。 

・仕事も順調で体調もよいので。 

 

○「いいえ」と答えた理由 

・家族の食事のマナーが気になる。 

・最初は楽しく会話をしながら食べているが、途中で子供が遊び食べをしたり、嫌いなものを残したり

しはじめて、マナーについて注意をすることになり、楽しくなくなる。 

・朝は出勤前で時間がなく、夜はほぼ寝るだけ 昼もできるだけ早く食べ終わるようにして、仕事に戻る

ため 仕事が優先になり、食事は義務になってしまっている。 

 

【考 察】 

  問６では、食事が楽しく取れているかを聞きました。 

77％（75人）の方が食事は楽しく取れていると答えています。「いいえ」と回答した人は３％（３

人）、「どちらでもない」との回答が 19％（19 人）ありました。 

楽しく取れている理由としては様々な回答をいただきました。今後の「食育」の推進に際しては、

この「食を楽しむ」という視点を大切にしていきます。 
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問７ 食事の時間とはあなたにとって何ですか（選択は二つまで） 

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

① 家族の団らんや友人とのコミュニケーションの

時間 

69 6 16 16 11 12 8 

② くつろぎや安らぎ、ストレス解消の時間 44 3 9 8 7 10 7 

③ 食に関する知識やマナーを教えたり、教えられた

りする時間 

14  5 6 1  2 

④ 空腹を満たすための時間 39 8 9 8 4 6 4 

⑤ その他 4   2 1  1 

計 170 17 39 40 24 28 22 

 

○「その他」の回答内容 

・家族の健康管理の一つでもあります。丁寧に作られた食事は、食べる人を心身共に元気づけてくれま

す。食べ方で、調子が悪いことを早期発見できることもあります。 

・おいしいものを食べる時間。 

・生きているということを実感しながら命の不思議さを思い知らされ、食事がどんなに生きるのにたい

せつであるか、そしてその人生に与える影響は大だと思っている家族がなくても、たった一人の食事

であっても関わりなく食事の時間は生きて行くために必要な大切な時間だと思っている。 

・美味しく食べて、愉快になること。 

 

食事の時間とはあなたにとって何ですか

4人

39人

14人

44人

69人

0 20 40 60 80

その他

空腹を満たすための時間

食に関する知識やマナーを教えたり、教えられたりする時間

くつろぎや安らぎ、ストレス解消の時間

家族の団らんや友人とのコミュニケーションの時間
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【考 察】 

  問 7 では、食事の時間が持つ意味や役割を聞きました。 

食事の時間には空腹を満たすためのものであるほか、家族の団らんや友人とのコミュニケーション、

またはくつろぎや安らぎ、ストレス解消等といった精神的な役割にも大きいものがあります。 

その他の回答でいただいた、「食事は家族の健康管理の一つであり、食べ方で調子が悪いことを早期 

に発見できる」ということも大切な役割だと考えます。 

 

問８ 現代の食生活のどこに問題があると思いますか。（選択はいくつでも） 

 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

① 地域で生まれた郷土料理や行事食等の食文化が

失われるようになった 

32 2 11 5 1 8 5 

② 家庭での団らんの機会が減少し、子どもだけでの

食事や孤食（家族が異なる時間に、一人ひとり食

事を取ること）が増加した 

53 5 12 13 9 9 5 

③ ライフスタイルの多様化により、朝食の欠食等の

不規則な食生活が多く見られるようになった 

44 6 6 11 7 11 3 

④ 食品表示偽装などの、食に対する安心や信頼が脅

かされるようになった 

40 3 6 16 5 6 4 

⑤ メタボリックシンドローム等の男性の肥満の増

加や、若い女性のやせ（低体重）が増加した 

27 4 7 6 3 2 5 

⑥ 生活習慣や食生活の乱れから起こる生活習慣病

が増加するようになった 

51 5 12 12 5 12 5 

⑦ 食に関する情報が氾濫しており、正しい情報を選

択し活用することが困難になった 

29 5 4 8 4 6 2 

⑧ 食べ残しや食品の廃棄が増加する等、食への感謝

の気持ちが薄れるようになった 

74 5 20 20 8 14 7 

⑨ その他 13 1 2 ３ 2 ３ 2 

計 363 36 80 94 44 71 38 

 

○「その他」の回答内容 

○食の安全について 

・販売者のみの表示で、工場場所の表示がされていない。 食事が欧米化しているのにトランス脂肪酸

を規制していないのは問題。 その他の食品添加物の規制が EU に比べて緩すぎる、規制が遅れてい

る。 

・放射能汚染による内部被ばくを考慮した食品選びが必要となった。 季節に関係なく食材が手に入る。

規格品が多い。添加物が多い。 

・賞味期限を過ぎても食べる事には支障のない食品が多いので販売期限を明示したほうが良い。 

・放射能、化学薬品などの汚染により安心して食べられる食品が少なくなってきている。正確で正し
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い情報を消費者が求めなければならない現状はおかしい。 

・食品表示を見ただけでは、どの商品を選んでよいのか分かりにくい。売らんがな～の企業の世界に

踊らされて、添加物たっぷりの目新しい食品に囲まれて、簡単に食べれるものが当たり前になって

いる。 

 

○食への感謝について 

・加工食品の氾濫の上に、円高による輸入食品が安く手に入るため、食糧生産者との距離が大きく離

れて、食物に対する大切さや慈しみの感覚が殆ど失われてしまったため。 

・どれも私には関係ないことです。特に食べ残しは飢餓している民族があるので地球的大問題です。

戦争がおきますよ。 

 

○その他 

・食の欧米化により、ご飯を食べる機会が少なくなった。パンの普及によっておかずも油っこいもの

になってきている。学校給食でさえパンの日が多かったりしており、公的機関がまずご飯を食べる

ことをすすめてほしい。それによって国内の農産物の自給率もあがるはず。 

・近頃のテレビ番組などではこれでもか、これでもかという食べ物関連番組が増えたことが目につく。

料理方法などで役立つ面もあるが娯楽本位で首をかしげざるを得ない場面もないとはいえない。 

・忙しすぎて食事にかける時間、支度にかける時間が少なくなってきているから。また経済的な理由

も多いのでは。 

・静岡に住んでから、地元の人の食のせまさに驚いた。 何故、いろいろなものを食べないのだろう・・・？ 

美味しいものは、いっぱいあるのに・・・。 

・食べ物の無かった時代の人と、ファーストフードや惣菜、弁当などすぐ食べ物が手に入る時代とで

は食べ物に対する価値観も変わっていると思います。また、昔に比べては、ご飯を作ったりする時

間は短縮されているはずなのに、時間に追われている生活ではわかってはいてもなかなか家族とゆ

っくり食事をする時間も少ないのも事実です。 

・そもそも食の優先順位が低くなり、食への関心が低くなった。 
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現代の食生活における問題点

32人

53人

44人

40人

27人

51人

29人

74人

13人

0 20 40 60 80

その他

食べ残しや食品の廃棄が増加する等、食への感謝の気持ちが
薄れるようになった

食に関する情報が氾濫しており、正しい情報を選択し活用する
ことが困難になった

生活習慣や食生活の乱れから起こる生活習慣病が増加するよ
うになった

メタボリックシンドローム等の男性の肥満の増加や、若い女性
のやせ（低体重）が増加した

食品表示偽装などの、食に対する安心や信頼が脅かされるよ
うになった

ライフスタイルの多様化により朝食の欠食等の不規則な食生
活が多く見られるようになった

家庭での団らんの機会が減少し、子どもだけでの食事や孤食
（家族が異なる時間に、一人ひとり食事をとること）が増加した

地域で生まれた郷土料理や行事食等の食文化が失われるよう
になった

 

【考 察】 

  問８では、現代の食生活の問題点を聞きました。 

回答が多かった項目は、「食品廃棄の増加、食への感謝の気持ちの希薄化」（74人）、「家庭での団ら 

んの機会の減少、孤食の増加」（53 人）、「食生活の乱れ等から起こる生活習慣病の増加」（51 人）等

で、中でも、「食べ残しや食品の廃棄が増加する等、食への感謝の気持ちが薄れるようになった」につ

いては、回答者の７６％という高い割合で現代の食生活の問題点として認識していることがわかりま

した。 
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問９ 食育の推進に関し、市はどこを重視していくべきだと思いますか。（選択は二つまで） 

選択肢 回答数 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 

① 伝統料理や行事食に関する情報提供を行うこと

による食文化の継承 

27 3 8 6 1 6 3 

② 食の楽しさを実感したり、食への関心を深めてい

くことによる共食の推進 

38 3 

 

7 

 

8 7 8 5 

③ 「8020運動」、「早寝、早起き、朝ごはん運動」

等による規則正しい食習慣の習得 

27 1 6 8 4 3 5 

④ 食事バランスガイドや外食料理栄養成分表示等

での情報提供による、栄養バランスを考えた食生

活の実践 

9 3  1 1 4  

⑤ 健康教育等の保健指導の充実による生活習慣病、

メタボリックシンドロームの予防 

18 2 3 6 1 3 3 

⑥ ホームページ等を活用した食品の安全・安心に関

する知識の習得 

7  1 3 2  1 

⑦ 地場産品に関する情報提供や食材の活用による

地産地消の推進 

28 4 8 4 3 6 3 

⑧ 産地訪問や農・漁業体験による生産者と消費者の

交流の推進 

20 2 5 5 3 4 1 

⑨ その他 9  2 3 2  2 

計 183 18 40 44 24 34 23 

 

○「その他」の回答内容 

○学校給食について 

・自校式の給食に戻していく。身近に食を感じることで、食材の大切さや作り手の思いを感じること

になります。近所の農家の野菜などを取り入れたりすることで、地域のつながりも作ることもでき

ます。善いことを伝えていこうと思うのであれば、経済性や合理性だけではだめだと思います。学

校給食にもう少しお金をかけてもいいので、子どもたちによい食育をすれば結局世の中のためにな

ります。 

・学校給食、（あるかわかりませんが）市の関連施設の食堂などは食材を地元のものを使用するように

する。新鮮で安全性が高いうえ、生産者を助けることができる。 

・学校給食での啓発活動。 

 

○その他 

・時々青空市場的なところに出掛けることがあるが何か生産者と消費者を結ぶ人間生活の原点のよう

な気がして微笑ましくなる。こういった仕組みを 大企業の販売システムに脅かされることなく上手

に育ててほしい。 

・食べ物のムダをなくそう。 

・なるべく家族がそろって食事を摂れるように、家族が家庭に帰る時間が早くなるような環境づくり
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の推進。（子供の習い事の時間が夜遅くならないよう条例を制定する、会社に対してももっと労働基

準を取り締まることを強化するなど） 

・地場産品にこだわらず、他地方の食材をひろく知らせる。 

・特に行政が、食育に手を貸す必要性を感じない。 

・市独自に市内の飲食店に対しトランス脂肪酸の使用を禁止する。 8020 運動の援助（保険の利か 

ない歯のインプラントに独自の助成金を出す） 

 

食育の推進に関し市が重視していくべきこと

9人

20人

28人

7人

18人

9人

27人

38人

27人

0 20 40

その他

産地訪問や農・漁業体験による生産者と消費者の交流の推進

地場産品に関する情報提供や食材の活用による地産地消の推
進

ホームページ等を活用した食品の安全・安心に関する知識の習
得

健康教育等の保健指導の充実による生活習慣病、メタボリック
シンドロームの予防

食事バランスガイドや外食料理栄養成分表示等での情報提供に
よる、栄養バランスを考えた食生活の実践

「8020運動」、「早寝、早起き、朝ごはん運動」等による規則正し
い食習慣の習得

食の楽しさを実感したり、食への関心を深めていくことによる共
食の推進

伝統料理や行事食に関する情報提供を行うことによる食文化の
継承

 

【考 察】 

  問９では、食育推進において、市はどこを重視していくべきかを聞きました。 

「共食の推進」（38 人）、「地産地消の推進」（28 人）、「食文化の継承」（27 人）、「規則正しい食習 

慣の習得」（27 人）が高い値でした。 

中でも回答者の 39％の方が「食の楽しさを実感したり、食への関心を深めていくことによる共食の 

推進」を挙げており、市では今後「共食の推進」に関する施策を進めていきます。 
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問 10 「食育」に関するあなたのお考えをご自由にご記入ください。 

 

○学校給食についてのご意見（６件） 

・清水区の自校給食は続けるべきだ。（30 代女性・清水区） 

・子どもが学校に通っていることもあり、「食育」という言葉を聞くことが多く、親子とも関心があり

ます。ところが、静岡の学校では、「食育」について知識は教えてくれるが、肝心の給食は、業者が

工場で大量に作った、既製品ばかりの食事だったり、消毒だらけの野菜だったり、給食の時間自体、

短かったりと、お粗末なものです。家庭の食事はもちろんですが、未来ある子どもが多く通っている

小中学校の食生活を充実させる事が、取り組みやすく、大切な食育であると思います。 

（30 代女性・清水区） 

・学校給食はすべて無料化を。 小さな頃から食事をしっかりとることで、食育もされると思います。 

                                    （40 代男性・駿河区） 

・食育に関心があるという層は、経済的にも時間的にも恵まれているごく一部の層に限られるのではあ

りませんか？効果的に実施するには学校給食で実践するのが好ましいのでは？箸の持ち方一つにとっ

ても、幼いうちに 教えこまなければ、一生機会を失ってしまうという人が多いような気がします。

家庭での実践は一部の層以外は ほぼ絶望的と考えていいのでは。（40 代女性・清水区） 

・学校給食等を通じて子供達や親への食育をもっと充実させたらどうでしょうか。（60 代男性・駿河区） 

・学校給食で和食を多くしたい。（70 代以上男性・葵区） 

                

○食の教育についてのご意見（６件） 

・現代の成人の生活習慣病増加は掘り下げていくと義務教育、高等教育時代からきちんとした食生活の

大切さを身につけていないからであると思う。昔の家庭で必ずしもしっかりと食食生活が行われてい

たとも思われないし、ましてや現代家庭で一層食育が望めないので「読み書き、計算、保体、食育」

とでも謳って子ども時代からしっかりとたたきこむべきである。そうすればその子供が成人したらま

た家庭で食育が復活できる基礎がある。また、学校や地域で子どもが食事の大切さを学べば大人にフ

ィードバックして親や祖父母とともに食事を考える機会になると思う。また、地域でボランテイアが

主催している料理講習会などももっと充実してくれると参加しやすい。（40 代女性・葵区） 

・食べる事は一生ついてまわることなので、学校教育から積極的に行うのがいいのではないかと思う。

また大人も学習出来る場所があればいいと思う。 親が料理が得意ではなかった為家庭で学ぶ機会が少

なかった。色々な意味で家庭での食育は大事だと思う。（40 代女性・清水区） 

・子供のころからもっと時間をかけて、学校で教育してもらえたら、それが大人になったときの知識と

して役に立つと思いたい。（40 代女性・清水区） 

・学校、交流館などで、地域の理解やつながりを深める為に地元の食材を使った郷土料理作り・会食を

学校の行事の中に組み込める事が出来ればいいと思う。（50 代女性・駿河区） 

・誰が何をするかではなく、個人の気持ち？ 健康でいれるための基本を考えれば、自然に答えが出る

ように思いますが、なかなか伝わらないんですね。親の教育を徹底することが重要のように思われま

すが…。無責任な考えかな？（60代女性・駿河区） 

・食はマズローの欲求の基本、本能である。食育が必要なことは嘆かわしいことです。徳育のなかで触

れればいいのではないですか。食事がおいしい、楽しいは１空腹（満腹はだめ、いつも何かを食べる
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もだめ）、２健康、 ３料理のうまさ、そのものの味を尊重、旬のもの、などが重要です。静岡のもっ

たいないの精神を重要教育したほうがいいですね。（70代以上男性・清水区） 

 

○食のしつけ、マナー等についてのご意見（８件） 

・しつけの面で「食事マナー」が一番気になるところです。 男性の中でお椀類を持たない、ひじをつい

たままなどの行動が非常に気になります。なので、小さな頃から習慣づけてあげたいと思っています。 

（20 代女性・駿河区） 

・子供のおやつもスナックが多いので気をつけていきたいです。おやつも食育のひとつだから。 

（30 代男性・葵区） 

・こどもにもバランスや、マナー、しつけなどなるべく自分が手本となるように習慣づけていきたい。 

（30 代女性・清水区） 

・「食」は、人の一生を左右する重要なものだと思う。子供が小さいうちから、きちんと食に対する意

識を高めていく必要があると思う。幼稚園・保育園・小学校などは、食育に関する取り組みを大変よ 

くやってくれていると思う。本来ならば、各家庭できちんと行わなければならないと思う。母親になっ 

たら、もっと自覚を持って自分の子供に対して責任を持って「食育」を進めていくべきだと思う。 

（30 代女性・清水区） 

・子供達は野菜の名前や魚の名前が時折わからなかったりすることがあります。出来るだけ買い物や調

理を一緒にすることを通じて、自然と食材に興味を持てるようにしたり、その都度教えたりして、自

分がどんなものを摂取しているか理解できるように心がけています。（40 代女性・駿河区） 

・食育は子供の頃からの、家庭の食事のとりかたが一番影響すると思います。手作りのもので育った子

が結婚した時は、やはり手作りが普通になるとおもいます。（60 代女性・駿河区） 

・食育は小さいときから、親が子どもに親切丁寧に教えていくことが重要なことで、最近はそれが稀薄

になってきていることが大きな問題である。（70 代以上男性・葵区） 

・年齢によって食事は変わってくるので、年齢層が広い家庭では料理が大変になって来るが、皆行く道

だから、共通の食事と年齢に合ったおかず類は作ったほうがよい。子どもや孫も勉強になるはずです

から。（70代以上男性・駿河区） 

 

○食と命、食への感謝についてのご意見（４件） 

・子供は肉はもともとパックの中に入っているもので、それが生きている豚や鳥、牛の肉だときちんと

理解できていない気がします。大人もどこか忘れていると思います。その食べ物がどこから来て、ど

のようにして調理されているかをきちんと大人が伝えることで「食育」はできあがるのではないでし

ょうか。自分の息子にはそのような意味合いも含めて、早いうちから包丁とまな板を持たせようと思

います。（20 代女性・駿河区） 

・まずは食べ物を大切にすること。命をいただいていると考えれば、必然的に食べ物を粗末にすること

は考えられない。（40代男性・葵区） 

・栄養、健康面のみならず、ファーストフードの台頭や不規則な生活習慣が古き良き時代よりの家族団

欒の場であったはずの食事という最も大切な時間を希薄化してしまい、如いては子供らの非行化や近

隣での助け合いなど地域協力の疎遠などに影響している感は否めません。 しっかりと正しい食事をす

る。この当たり前のことが人の生活の基軸であり、家族で、友人らとで食事することでが人間形成の
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一助となるとおもいます。 昔、母が｢戦時中は食べたいものが食べれなかった」とよく言っていたこ

とを思い出します。まずもって第一に‘食べることのできるありがたさ’こそが私なりの食育だと考

えます。 家族みんなでちゃぶ台を囲み、食事の前に「いただきます」と手を合わせる。これを次の世

代にも当たり前のこととして伝えていくことが大事だと今更ながら思っています。 

（40 代男性・清水区） 

・食事に対する基本的な考え方として、まず栄養や健康、家族とのコミュニケーションなどを目的とす

ることが多いが、それ以前に目の前に出された食事の材料・食物がどこでどのように手を掛けて作ら

れ運ばれて来たか、また国内、海外においても毎日の食事に飢えている人たちが１０億人もいること

を認識したうえで、且つ自らの命をつなぐために食物の生命を頂くという気持ちを持って「頂きます」

といえるよう子供のころから教えてほしいと思う。（６0 代男性・清水区） 

 

○食の安全についてのご意見（２件） 

・トランス脂肪酸（プラスチック油）を早期に禁止させたい。（40代男性・清水区） 

・子どもたちの教育と、大人の実践と両方大切です。これからの時代、食や農を大切にしなくては生き

ていけないのではないでしょうか。大人のほうがだめな部分もありますので、子どもたちの教育はま

すます必要な気がします。 学校給食で放射能測定が始まるということで、とても嬉しいです。子ども

たちにも、「放射能に気をつけなくてはいけないこと」「大人たちは子どもの健康に気を配っている

こと」の両方が伝わると思います。現代では、これも食育になると考えます。（40 代女性・葵区） 

 

○食文化についてのご意見（３件） 

・とにかく、主食をご飯にもどすこと。最近は米パンもでてきているが、おかずが欧米化した油っこい

ものであれば意味がない。また子どもに正しい箸の持ち方を教えるにも、ご飯食がいいと思う。 

（30 代女性・清水区） 

・昔は三世代との同じ屋根の下で生活し食文化を継承されたが 現在はほとんどの家庭が核家族化され食

文化の形骸化がされてきている。子供は日本の宝であることを考え、彼らの将来を想い、行政（学校

を含む）が幼稚園から義務教育の期間内で日本の食文化の教育を考えた カリキュラムを構築する。 

（60 代男性・葵区） 

・若い方の家庭に急須がない、お茶はストアーに売っているボトルに入って売られている既製品をその

ままテーブルに出し食している。だから子供達は急須が何なのか判らないという現状に私は驚嘆して

いる。静岡市はお茶どころなのに、湯を沸かして、お茶の葉を入れて、お湯の温度に気を使い、お湯

のみで色や香りを楽しみながら家族で頂くその昔の一般家庭の慣習が崩れ、ペツトポトルにはいって

いる冷たいお茶を湯飲み茶わんにいれることなく飲むその状況は、食育といったおおそれた事の前に

深刻に考えなければならないのではないでしょうか。 おおそれたことでなく、まずこころの貧しさの

払しょくを……。（70代以上女性・清水区） 

 

○食、食事の大切さについてのご意見（７件） 

・「食」は三大欲求の一つであり、確かに大切ですが、今の世の中ではおざなりにされていると感じて

います。 仕事に追われる社会人以外はもちろん、学生も「朝練（部活）→授業→部活→塾や習い事」

と時間に追われていて、義務と割り切らないと食事をとることもどうでもよくなってしまいそうです。 
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そんな若者の食への関心・知識が低い現状は仕方がないのではないでしょうか。 まずは、余裕のある

世の中作りから行って欲しいと思います。（20 代女性・駿河区） 

・食とはお腹を満たすものだけではなく、植物や動物の命をいただくもの。加工品に頼らず地産地消の

食材で、心身ともに健康になれる食事を続けたいと思います。自分の子供世代にも食べることの重要

さを教えて行きたいと思います。（40 代女性・清水区） 

・食事が心も身体も健全に成長させることを、皆に知ってもらいたいです。（50 代男性・葵区） 

・生きていくうえで大切な食を家族と共に楽しく食べ、旬なものを地域のものを新鮮なものを摂ってい

くことが大切。（50 代男性・葵区） 

・食べることはとても大切なこと。食べる＝生きることだと思っています。最近は、食生活の見直しに

関する本なども出ており、健康を考えると…食生活の影響は大きい。その食生活には、食育が基本と

なっていると思います。（50 代女性・葵区） 

・食べることは、生活する上で一番大事なことだと考えています。直接口に入れるものですから、安全

でバランスのよい食事をしていれば、健康上の問題も減るのではないかと思います。腹八分目で食べ

る等昔からの教えを子供たちにも伝えていきたいと思います。（50代女性・駿河区） 

・「心身の健康の基本は”食”にあり」と考えていますので 幼い頃から自然にどのような食生活をすべ

きかを会得できる環境作りが重要 だと思っています。（60 代女性・清水区） 

 

○共食の大切さについてのご意見（５件） 

・何よりも家族単位で努力することが大前提だと思う。家族の仕事の都合や子供の塾や習い事など難し

い点はあったとしても、毎日と言わなくても家族で同じ食事を食べるという行為をするかしないかで、

いい食育につながると思う。（30代女性・駿河区） 

・美味しい料理や素材は空腹を満たすだけでなく、心も満たしてくれると思います。主人も家で皆と一

緒に食べる時間が一番幸せだと言います。 子供に離乳食を作るようになった時から、特に食育を意識

しましたが、一時期なものにならないようにしたいです。（30 代女性・駿河区） 

・家族や友人と食卓を囲みながら交わす会話は、他のどのシチュエーションよりも弾む気がするし、心

が近づく気がしています。 また、顔を知っている人が育てた作物（父母や友人が畑で育てた作物）を

使った料理、また、顔を知っている人が自分の為に作ってくれた料理は、その味以上に美味しいと感

じられる気がします。目の前の料理の姿だけなくその背景にも思いを馳せながら食べるから。。。味

覚とは大いに脳（感情）に繋がっているものだと感じています。 こうした感覚から、毎日の食事の時

間を大切に積み重ねていくことは、子どもを育てるに当り、体の成長だけでなく心の成長に多大な影

響があると思います。 現代は、外食産業や出来合いの総菜が溢れていて、いくらでも手早く、手を抜

いて食事を済ますことができる時代ではありますが、日々の忙しさに紛れて、ついついないがしろに

しがちな時間の大切さをもっと皆が意識すべきだと思います。（30代女性・駿河区） 

・難しい事はわかりませんが、家族と一緒に食事をしていると、何気ない会話から、その日の様子や体

調の変化を知ることができて、いち早く対応ができるような気がします。それに、食事を通してマナ

ーやしきたりなども教えることも出来るので、「食育」を少し意識しながらの食事を、これからも大

切にしていきたいと思っています。（40 代女性・葵区） 

・古臭いかもしれませんが、家族は一緒に食事をすることでまとまっていくのではと思います。それぞ

れの家族で事情が異なりなかなか難しいとは思いますが…。（60 代男性・清水区） 
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○食の体験についてのご意見（５件） 

・実際に田植え体験を行ったり、農家を訪問して収穫体験をするなど、食に関する体験を子どもたちに

させて欲しい。（20 代男性・駿河区） 

・小学校での体験型食育を充実させて欲しい（30 代男性・葵区） 

・美味しいご飯を自分で作れることが大事だと思う。 そうすれば自分もしっかり食べるし、家族も食事

が楽しみになる。 保育園、幼稚園の頃から調理実習があれば作るということに興味を持ち、たべる楽

しさを実感することを早くから身に着けられる。それが土台になったうえで健康を心がける食にも意

識が向くと思う。（30代女性・葵区） 

・自然の中での体験型の食育プログラムで子供たちのこころの情操教育を大切にしたい。 

（40 代男性・清水区） 

・食物に関する知識、農業、畜産、漁業等を直接体験して、食べ物にも命があることを実感させる事が、

子供には大切だと思う。（50 代女性・駿河区） 

 

○食と健康についてのご意見（8 件） 

・生活習慣病が増加している現代では、小さい頃からの食事を大切にして病気にならないよう予防して

いきたいと思います。（30 代女性・清水区） 

・この間、小学校で「がん教育」があり話題になりましたが、そこではバランス良く食べると指導され

たようです。私はバランス良く食べるイコール野菜を食べるという事だと思っています。食の欧米化

や肥満児がいたり、全ては野菜を沢山食べたり、高カロリーなおやつを食べない事で大分、抑えられ

るのでは?と思います。（40 代男性・清水区） 

・かなり意識は浸透されているように感じます。これからは更に進んで生活習慣病予備群等を増やさな

いよう健康増進に力を入れるべきだと思います。（50 代女性・葵区） 

・最も健康でなければならない若い世代の人達が惣菜や弁当等を多く利用しています。家庭で作られた

食事には添加物は必要ありませんし必要以上の塩分を摂る事もありません。忙しい中、なるべく手作

りする事が 健康維持に必要である事を子供の頃から学び、実行できるようになって欲しいです。味の

濃い惣菜や添加物の入った弁当のコーナーが縮小するように。（60代男性・清水区） 

・規則正しい食事で健康を維持し、マナーを学ぶ時間である。（60代男性・清水区） 

・食事は日常生活の基本となるものである。食事に対する正しい理解を深めて健康な体作りに資するこ

とが大切なことと考える。（70 代以上男性・葵区） 

・健康管理がいかに食事の仕方によって、疾病が多いかを周知し、教育システムによって徹底すること

により、医療の削減をできるようにすべきではないか。（70 代以上男性・駿河区） 

・食といえば噛むということと切っても切り離せられない。その意味で歯医者の存在が重要極まりない

が、この歯医者に利潤追求の行動として抜歯を手早く推奨する人がいることが気になる。レントゲン

を神様判断のように思い込ませ虫歯予防や治療というよりも早く抜歯させ、入れ歯などで稼ぐ方法で

ある。こんなのが横行していては反食育派となり医者の風上にもおけない。そういった人たちに限っ

て 「ゴルフにカネがかかるもので…」との呟きがあったりする。行政やマスコミが一体になって「健

康の歯づくりをするためには」という教育指導に乗り出し、よりよき歯医者づくりに方向づけてもら

いたい。食育の原点は歯であり噛むことだという認識を新たにし、街中の歯医者にもその評価の目を

向けたい。そして真の意味で歯を育成、治療していく歯医者に拍手し、ただただ金儲けの精神がチラ
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ホラしている歯医者には市民レベルで烙印を押していく姿勢をもちたい。市民もそれぐらいの判断基

準を身につける必要があろう。食品の検査も必要だが歯の健康づくりこそ目線を当てるポイントであ

る。（70 代以上男性・清水区） 

 

○地産地消、静岡の食についてのご意見（２件） 

・旬の物を頂く、これはとても素晴らしい事だと思います。我が家のチョッと先にはミカン畑が沢山あ

ります。ボトボト落ちているミカン‥‥‥子供は「食べられるのにもったいないね」と言ってくれま

す。2 年前に移転してきた時、これだけミカン農家があるのに、どこもミカン狩りを行っていなくて

ガッカリしました。オクシズに行く手前にこんなに人を呼べる環境があるのに全く活かされていない。

営業の時間を決めなくたっていいんです。作業中ですがお声掛け下さい。￥５００で 30 分食べ放題、

入れた分だけ一袋お土産付きです。そう書いておけばいいんです。実際、埼玉など農家さんがやって

います。こういうのが美味しい見分け方だよ。と教えて下さったり、終わった後、庭先でお茶を頂き

ながら剥いたミカンの皮の再利用法を教えて下さったり。ビタミンがどれだけ入っていて何に作用す

るかよりも実体験で教えて頂いた事は、はるかに身につきます。他で買い物する時にも楽しい思い出

がよみがえって手に取ったりするんです。ボードや図で説明ばかり繰り返しても身に付きません。静

岡と言う恵まれた土地を活かした食育をして頂きたいです。（40 代女性・葵区） 

・静岡は地元のおいしいものがたくさんあるので皆で食べましょう。（50 代男性・駿河区） 

 

○食育の推進についてのご意見（６件） 

・好きな言葉です。食事って本来は教えてもらわなければ偏るのが当たり前だと思います。 

（20 代男性・駿河区） 

・食育とは、上記の定義はもちろんだが、未来の農家や漁業家などの後継者を育成するものと思います。

地産地消をするだけではいけない。役所側もそのような場を提供しただけではダメと思われる。 

（30 代男性・葵区） 

・市で食育推進計画の策定を進めていることは知らなかった。 市の特産品を使ったイベントなどを実施

し、計画について市民に広めるようにしてほしい。（４0 代男性・駿河区） 

・小中学校は給食を通じて、郷土食など食文化に対して教育しやすい状況にあるが、高校や大学となる

と途端に食育が途絶える仕組みを懸念しています。だんだん大人になり、親に近づく年齢に向けての

食育こそが大事ではないでしょうか？小さいうちだけでは食育したとは言えません。もっと社会全体

で食についても育てなければ今の若い人へ継承することは難しいのではないでしょうか。 

（40 代女性・駿河区） 

・「食育」というと、すぐに「地場産品に関する情報提供や食材の活用による地産地消の推進」が取り

上げられるが、まさにこの考え方は「供給者側の論理」であって、我々市民（消費者）は、どこの産

品であれ「美味しく」、「安全」「安心」で栄養バランスが取れた食事を楽しく「共食」出来れば満

足です。消費者側のニーズに沿った「食育」を推進して欲しいと考えます。（60 代男性・葵区） 

・理念は皆持っていると思うが、「食育」と言う言葉は未だ浸透していないのではと感じる。今後の長

期計画を策定するに当たって、「周知」も考慮して計画策定する必要があると思います。 

（70 代以上男性・駿河区） 
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○食の情報についてのご意見（７件） 

・食に対する選択肢が増えたこと、また、従来の食事の仕方、これからどのような食事をしていくこと

が適当かなどについて触れる機会が、街中にあればありがたい。また、偏った食事をしている人の性

格や行動がどのようになるかなどの調査があれば、公開していくことで、食の改善につながるのでは

ないか。（20 代男性・清水区） 

・一番ベースになる部分なので正確な知識と情報が必要だと思います。（20 代女性・葵区） 

・食事は家族みんなで協力して楽しく作って 楽しく食べるのが理想。 cookpad など利用者が多いのだ

から レシピを教えてくれる身近な人がいない。（30 代女性・葵区） 

・夜勤の場合とか、一般的な事例にあてはめられない人達に、どう工夫したら「食育」によいかアドバ

イス等を発信してあげてほしいです。（40 代女性・駿河区） 

・栄養成分表示の情報提供と誰もが分かりやすい略図を組入れた、食生活ガイド等が配布されると良い

と思う。（60 代男性・葵区） 

・Ｂ級グルメって、そこに住む人たちにとっては当たり前に食べている普通の料理。ミニマムに言えば、

各家庭の食事でしょうが、多様化しすぎていて、世界の様々な料理を食べることが出来る毎日です。 地

産地消の食品を使って自然に摂取できるよう料理番組を活用したらどうでしょう。（60 代女性・葵区） 

・基本的な知識が明確でないので「食育」に関する情報収集に努め健康増進につなげたいと思っていま

す。（70 代以上男性・清水区） 

 

○その他のご意見等（１１件） 

・健康とコミュニケーションと意識して、食事が取れれば、特に「食育だから」という意識はしなくて

もいいと思う。（20 代女性・駿河区） 

・食事がただの空腹を満たすだけの手段となっているのが自身の現実だと思います。 ただ、それだけで

は楽しみがないのでもっと意味のあるものにできれば良いですね。（30 代男性・葵区） 

・専門外なので一家言的なものは申し上げられません。（40 代男性・葵区） 

・「おいしいよ！食べてごらん」といって、さまざまなものを子供に食べさせる。（50 代女性・清水区） 

・ただ食事を取るだけでなく生活に溶け込んだ時間と考えて活用したらと考える。（60 代男性・葵区） 

・ＴＶでの料理番組、グルメ番組もたくさん増え、情報がいっぱい、スーパーには時間をかけなくても

インスタントで美味しい加工品がいっぱい、ありがたい時代です。でも全員そろう時には、煮物など

我が家の味を必ず提供すると和やかさも増すと思って、メニュー盛り付け、楽しみます。 

（60 代女性・葵区） 

・それぞれの生活スタイルがあるので家族揃って食事をするのは難しいかも知れない。先を考えたら現

在言われている地産地消の推進をすべきと思う。また耕地・山の荒廃を防ぎたいが無理なのでしょう

か。山を手入れすることで豊かな海になると思いますが。外食産業が繁栄することはとてもよいこと

ですが廃棄される量を抑えないといけないように思えます。結婚式・葬式・新年会・忘年会・旅先で

の夕食等食べきれないほど出すのは決して豊かな食卓ではないと思います。（60 代女性・清水区） 

・特にない。（40 代男性・駿河区） 

・なし。（50 代男性・葵区） 

・特にありません。（70 代以上男性・葵区） 

・特にありません。（70 代以上男性・駿河区） 
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【総 括】 

 

今年度は第２次食育推進計画（平成 25～29年度）の策定作業を行っており、その中ではこの期間を、 

食育の「周知」から具体的な「実践」を推進していく段階と位置付けています。 

 今回のアンケート結果の中では、今後の食育推進を図る上での幾つかのポイントとなる点がありまし 

た。 

 「個食」として、近年、一緒に食卓を囲んでいても、個人の好みに応じて違うものを食べていること 

が問題でしたが、アンケート結果では 15％という値でした。 

また、主に誰が作ったものを食べていますか、との問いに関し、94％の人が「自分又は家族が作った 

もの」との回答をいただきました。 

 食事の際にテレビを消している人は 17％でした。  

 現代の食生活における問題点として一番、多かったのは「食べ残しや食品廃棄の増加等、食への感謝 

の気持ちが薄れていること」との回答でした。 

 また、食育の推進に関し、市が重視していくべきこととの質問については、「食の楽しさを実感したり、 

食への関心を深めることによる共食の推進」が高い値を示しました。 

 今回の市政アンケートでは、多くの市民の皆様が、「食」について真摯に向き合い、「食」の大切さに 

ついて真剣に考えていただいていることがわかり、食育推進を図っている市としても、とても心強く思 

いました。 

 市民の皆様が健全な食生活を送ることにより、いつまでも健康で、生き生きとした生活を送ることが 

できるように、今回の市政アンケートの結果も参考に、これからも様々な方法で、市民一人ひとりの食 

に関する意識の底上げを図りながら食育を推進していきます。 


