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３．自由回答 

１１．．一一般般市市民民のの意意見見  

 

「食育」の推進について 

学校や保育園等で食育を推進してほしい（30歳歳代 女性他） 

食育は家庭で努力することも大切である（50歳代 男性他） 

食育は本来、家庭でするものである（40歳代 女性他） 

大人が意識しなければ、今と変わらない食生活が続く（30歳代 女性他） 

食育をいろいろな場でＰＲしてほしい（50歳代 男性他） 

現代の子どもは食への関心が非常に薄いと思う（40歳代 女性他） 

食育は子どもたちが興味をもてる取り組みが行われるとよい（50歳代 女性他） 

食育を市民に周知してほしい（30歳代 男性他） 

食育という言葉は非常にわかりにくい（70歳代 女性他） 

食育という言葉が身近に感じられない（40歳代 女性他） 

就労していると、食育に接する機会がない（20歳代 女性他） 

食育をあまり意識したことがない（50歳代 女性他） 

食に対する感謝の気持ちが薄いと感じている（20歳代 女性他） 

学校での給食を通して、啓発・推進に取り組んでほしい（40歳代 男性他） 

学校の給食はよく食育について考えられている（30歳代 女性他） 

食育を通じ、食の大切さが実感できればよい（30歳代 男性他） 

食育を通じ、食べ物に感謝する心を養う教育ができればよい（50歳代 男性他） 

食育に関する情報を提供してほしい（50歳代 男性他） 

食について、取り巻く環境が多様化している（30歳代 男性他） 

食事ができることへの感謝を忘れないでほしい（50歳代 男性他） 

食の大切さをしっかりと教えていきたい（60歳代 女性他） 

学校や企業が積極的に取り組めば、有効的である（20歳代 女性） 

食育をＰＲすればよい（50 歳代 女性） 

食育は当たり前のことをするだけで、特別何かするつもりはない（20歳代 女性） 

子どもたちの記憶に残るような食育を推進してほしい（20歳代 女性） 

食育の大切さを若い母親に広めてほしい（60歳代 女性） 

食育知識への感心の度合いにより、成人病が減尐するように感じる（60歳代 女性） 

親自身も食育に関心をもってほしい（40歳代 女性） 

食事を作る者への食育指導を徹底しない限り、食育は浸透しない（30歳代 男性） 

食育を教える場が多くあれば、よい効果が出ると思う（40歳代 女性） 

食育への関心に格差がある（20歳代 女性） 

食育を知らない人はまだたくさんいると思う（30歳代 女性） 
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「食育」の推進について 

現在では食育を教育しなければならない時代である（60 歳代 女性） 

食育は愛情豊かな人間を育てる最大の教育である（50歳代 女性） 

食育が多くの方に広がればよい（40歳代 男性） 

現在の食育はむずかしい問題（テーマ）だと思う（40歳代 男性） 

それぞれの年齢に応じた食育のやり方のほうがより理解が深まると思う（30歳代 女性） 

食育だよりは経費の無駄である（40歳代 女性） 

食育を通じ、体のことも考えられるようになるとよい（30歳代 女性） 

食育は食の大切さに重点をおいて指導してほしい（40歳代 女性） 

親に向けた食育啓発イベントに力を入れるとよい（30歳代 男性） 

「推奨夕飯献立」を発行してくれるとよい（30歳代 女性） 

食べることは生きていく上で欠かせないものである（40 歳代 女性） 

食べることが生きることに直結するかを考えられるとよい（20歳代 女性） 

食の大切さを改めて感じることができた（30歳代 女性） 

昔は自然に食に対する意識が養われていた（40歳代 女性） 

食べ物が料理になるまでの過程を知ることは大切なことである（20歳代 女性） 

食べ物に対する価値観が低くなっている（50歳代 男性） 

食事は健康を維持するために大切なものである（70歳代 女性） 

食に関心をもつきっかけがあると、いろいろ気をつけるようになる（30歳代 女性） 

食べることは空腹を満たすだけでなく、家族や親しい人と食べることによって心も満たされな

ければいけない（40歳代 女性） 

広報に食育に関することを多く記載してほしい（30歳代 男性） 

「地産地消」について 

地元野菜が市民に広がるとよい（30歳代 女性） 

地元野菜をもっとＰＲしてほしい（40歳代 女性） 

地産地消についてのイベントを岡崎市が主になって行うべきである（60歳代 男性） 

地産地消のイベントを増やしてほしい（30歳代 女性） 

地産地消への意識を高めてほしい（20歳代 女性） 

食生活について 

家族が仲良く、食事をすることが一番だと思う（70歳代 女性他） 

栄養のバランスを考え、３食食べるようにする（60歳代 男性他） 

家庭では作った野菜を使用して調理している（70歳代 女性他）  

食事はバランスよく、楽しく食べられるとよい（50歳代 女性他） 

腹八分目を心がけ、塩分や脂肪分摂取に気をつけたい（60歳代 女性他） 

家族一緒に食事をする時間が減っている（60歳代 女性） 

家族が安全・安心に食べられるよう心がけている（50歳代 女性） 

家庭（親）の味というものは大切だということがわかった（40歳代 女性） 
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食生活について 

家庭で規則正しい食事を教えるべきである（50歳代 女性） 

食生活を見直さなければいけない（20歳代 女性） 

バランスのよい食事をするためには知識と実技を習得しなければならない（50歳代 女性） 

ひとりで食事をする子どもが増えている（50歳代 女性） 

好きなものや口当たりのよいものしか食べない子どもが増えている（20歳代 女性） 

主菜・副菜があるメニューづくりが当たり前ではなくなっている（40歳代 女性） 

理想の食生活に近づけてほしい（30歳代 女性） 

日本の食が欧米化するのはよくない（50歳代 女性） 

手料理について 

手作りで栄養のあるものを子どもに作ってあげてほしい（20歳代 女性他） 

手作りの食事が大事だと思っている（60歳代 女性他） 

手作りのよさが失われている気がする（50歳代 女性） 

手抜きをするための外食が多いように思う（50歳代 女性） 

食事づくりが簡単で楽しくできるよう知らせてほしい（50歳代 男性） 

四季折々の行事食が作れるようになりたい（50歳代 男性） 

郷土料理・食文化について 

自然に食育が行われていたのは戦時中の時代に育った人を親にもつ世代までではないか 

（50歳代 女性他） 

岡崎の郷土料理を伝えていくことも大切である（30歳代 女性他） 

伝統の食文化（梅干し・味噌・醤油など）を伝えていきたい（50歳代 女性他） 

日本古来の料理や知恵、季節の行事食を知る機会があればよい（50歳代 女性） 

いろんな郷土料理を楽しむことが大切である（40歳代 男性） 

イベント等で岡崎の郷土料理を食せる機会を設ける（40 歳代 男性） 

食品の安全について 

安全・安心な食品生産が可能になるとよい（50歳代 女性他） 

食品の安全性など、一人ひとりが正しい知識を身につけるべきである（50歳代 男性） 

最近では偽装や異物混入などの問題が多い（30歳代 男性） 

農薬や食品添加物はなるべく尐しでも減らしてほしい（60歳代 女性） 

中国産は農薬等を多く使用しているため、信頼がない（30歳代 女性） 

生産者がもっと気をつけて野菜等を作ってくれるとよい（30歳代 女性） 

食糧を輸入せず、自国の食材でまかなえばよい（30歳代 男性） 

安心して食事が食べられるとよい（20歳代 女性） 

日本の自給率の低さが問題である（20歳代 女性） 

食品廃棄について 

食品の破棄がとても気になる（30歳代 女性） 

食べ物がすぐに手に入るため、食べ物を粗末にしてしまうのではないか（40歳代 女性） 
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農業振興について 

農業の振興に力を入れてほしい（70歳代 女性他） 

遊休農地の利用について情報を提供し、農業を広めてほしい（50歳代 男性） 

農林業を拡大する（50歳代 男性） 

休耕田などを利用し、農業体験等ができる制度が整うとよい（60歳代 女性） 

その他 

リブラや公民館等で行われている実習には人数制限があるため、幅が増やせればよいと思う 

（30歳代 女性） 

調理実習をどんどん行う（40歳代 女性） 

気軽に体験できる料理教室があるとよい（30歳代 女性） 

教育の場で学校菜園を数多く取り入れてほしい（20歳代 女性他） 

学校給食の内容をよくしてほしい（20歳代 女性） 

朝食を食べずに学校へ行く子どもが増えている（50歳代 女性他） 

朝食を食べなければいけないと決めつけるのは反対である（半日断食）（40歳代 男性他） 

このアンケートにより、食について考える機会となった（70歳代 男性他） 

アンケートを見るまで食育という言葉や取り組みがあることを知らなかった（30歳代 男性他） 

アンケートを機に食育について、尐しずつ勉強してみたい（20歳代 女性他） 
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２２．．保保護護者者のの意意見見  

 

「食育」の推進について 

本来、食育は家庭で教えることである（40歳代 男性他） 

食育の啓発や情報提供に力を入れてアピールするべきである（40歳代 男性他） 

小さい頃から食育の知識を身につけることは大切なことである（20歳代 女性他） 

食育は学校や保育園等で推進してほしい（30歳代 女性他） 

親が食育の大切さを知る必要があると思う（40歳代 女性他） 

食育を大切にしていきたい（30歳代 女性他） 

食育への取り組みがあることは食に対する知識や意識が薄れていることだと思う（40歳代 男性） 

食育がよく理解できない（20歳代 女性他） 

食育のことは自分なりに考えていきたい（30歳代 女性他） 

食育は子どもが親から自然と学ぶものだった（40歳代 女性他） 

広報おかざきに食育コーナーを設けて、食育の大切さを伝えてほしい（40歳代 女性他） 

食育を推進することで、自然と規則正しい生活になるような気がする（40歳代 女性他） 

家庭や学校、地域が連携し、食育に取り組んでほしい（40歳代 女性） 

家庭での食育は正しく教えられないこともある（30歳代 女性） 

食育の大切さをわかっていても、実現できないことが多い（40歳代 女性） 

共働き家庭では食育はむずかしい（40歳代 女性） 

食育推進計画がどのような効果をもたらすのかがわからない（40歳代 女性） 

食育に取り組める環境をつくり、実行していきたい（40 歳代 女性） 

食育は型にはめた指導はよくないと思う（40歳代 女性） 

野菜や魚の旬を知らない子どもが多いため、教えた方がよい（40歳代 女性） 

食育の大切さが浸透することを期待している（40歳代 女性） 

親の意識を変えなければ、食育は伝わらない（40歳代 女性） 

若い母親に対して、食育講座等があるとよい（40歳代 女性） 

食育は自分を大切に考える１つである（30歳代 女性） 

食育は食べることより、作ることを重点に考えた教育がよいと思う（40歳代 女性） 

食育のことを考えるのは憂うつである（30歳代 女性） 

食育が継続するとよい（40 歳代 女性） 

すべての家庭に食育が伝わる方法を考えてほしい（40歳代 女性） 

食育とは心身ともに成長すること（40歳代 女性） 

収穫の喜びも食育につながると思う（40歳代 女性） 

結婚して、食育に気をつけるようになった（40歳代 女性） 

食育はまだ子どもたちには伝わっていない（20歳代 女性） 

食育はあまり広がっていない（30歳代 女性） 

食育は大事だが、幼尐期に偏った価値観を与えるのはどうかと思う（40歳代 女性） 
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「食育」の推進について 

岡崎市がどのように食育に取り組んでいるのかがわからない（40歳代 女性） 

男女を問わず、食育に関心がもてるとよい（30歳代 女性） 

食育は子ども自身が自覚しなければ、意味がないと思う（30歳代 女性） 

自給率をあげるよう広報に力を入れた方がよい（40歳代 女性） 

手軽に作れるレシピを配布してほしい（30歳代 女性） 

子どもが手軽に作れるレシピを提供してほしい（30歳代 女性） 

食に対する意識がとても薄く感じる（40歳代 女性） 

食は命につながるものという意識を高めなければいけない（30歳代 女性） 

食育の日をつくり、行事を行えば知ることができる（40 歳代 女性） 

食育が広まるよう、さまざまな活動が増えるとよい（30 歳代 女性） 

子どもを健康に育てるのは母親の重要な役割だと思う（40歳代 女性） 

「地産地消」について 

地元野菜等をスーパーに置いてほしい（40歳代 女性） 

岡崎でどのような野菜が作られているのかを知るのはよいと思う（30歳代 女性） 

岡崎で作られている農作物を知らしてほしい（50歳代 女性） 

地産地消で地域の活性化につながる（40歳代 女性） 

地産地消について、子どもには難しすぎると思う（30歳代 女性） 

地産地消に力を入れてほしい（50歳代 女性） 

食生活について 

家庭で食事をする時間を大切にしていきたい（30歳代 女性他） 

バランスのよい食事を心がけている（50歳代 女性他） 

１日３食、規則正しい食事を心がけたい（30歳代 女性他） 

家庭でバランスよく食べさせるのはむずかしい（40歳代 女性他） 

食べることは健康にとって一番大事なことである（40歳代 女性他） 

食事は家族みんなで食べることを心がけている（40歳代 女性他） 

１日に必要な摂取量を知ることが大事である（50歳代 女性） 

食について、家族で話し合う機会が増えればよい（30歳代 女性） 

食事中は旬の食材を意識させるような会話を心がけている（40歳代 女性） 

手料理について 

手作りのお弁当を作るよう心がけている（30歳代 女性他） 

手作りのおやつを食べる機会をつくりたい（30歳代 女性） 

夕食ではいろんな食材を使って料理したいと考えている（30歳代 女性） 

家庭で食事を作ることを心がけたい（40歳代 女性） 

手作りの味を各家庭で伝えてほしい（30歳代 女性） 
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「食」の教育について 

食事の大切さを知ってほしい（40歳代 女性他） 

食べることへの感謝の気持ちを大切にしてほしい（30歳代 女性他） 

食べ物（食べること）に興味を持たなければいけない（30歳代 女性他） 

食事のマナーなどは家庭で教えていきたい（40歳代 男性他） 

食べ物を作ってくれる人に感謝しなければいけない（40 歳代 女性他） 

子どものときに味覚をしっかりと教えることが重要だと思います（40歳代 女性） 

親子で食事の準備をすると、いつもより食事がおいしく感じられる（30歳代 女性） 

アゴを使う料理を考えていきたい（40歳代 女性） 

食生活の安定には体力・学力・気力の向上だけでなく心の栄養にもつながると思う（40歳代 女性） 

三角食べを指導していきたい（40歳代 女性） 

食事は人格や体をつくる上で重要なものだと思う（40歳代 女性） 

子どもの苦手な野菜をうまく料理し、食べさせていきたい（40歳代 女性） 

子どもが気軽に参加できる食育のイベントを増やしてほしい（30歳代 女性） 

子どもが食に関係する機会を増やしてほしい（30歳代 女性） 

すべてにおいて感謝する気持ちが薄れてきている（30歳代 女性） 

「いただきます」「ごちそうさま」の言葉の意味をわかっていない子どもが多い（30歳代 女性） 

食育について学べば、たくさんの知識を得ることができる（30歳代 女性） 

しつけやマナーを家庭・地域・学校が一体となって教えていく必要がある（40歳代 女性） 

安全なものをバランスよく食べられるよう教えてほしい（40歳代 女性） 

栄養バランスなど、子どもにしっかりと伝えていきたい（40歳代 女性） 

食べ物ができるまでの過程を知る機会があればよい（30 歳代 女性） 

食と病気のつながりを学校教育でも取り入れてほしい（40歳代 女性） 

自分に責任がもてるような大人になるよう教育機関で指導してほしい（40歳代 女性） 

流通や外国との関係などは学校で勉強してくれるとありがたい（30歳代 女性） 

食事中の姿勢など、共同生活の場で指導してほしい（60 歳代 女性） 

学校で農作物を作る喜びや楽しみを知る（40歳代 女性） 

年齢に応じて、食について考える機会を学校で設けてほしい（30歳代 女性） 

低学年でも調理実習の時間があるとよい（40歳代 女性） 

学校給食について 

学校給食では完全米食にしてほしい（30歳代 女性他） 

学校給食の献立を改善してほしい（40歳代 女性） 

学校給食の食材にはこだわってほしい（40歳代 女性） 

学校給食では品数の多い献立をお願いしたい（30歳代 女性） 

学校給食でもっと食育に力を入れてほしい（30歳代 女性） 
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学校給食について 

学校給食では多彩な献立を望んでいる（40歳代 女性） 

よく考えられた給食に感謝している（40歳代 女性） 

給食時の残飯が多い（40歳代 女性） 

学校給食ではおいしいものを提供してほしい（40歳代 女性） 

学校給食を無駄にしないでほしい（30歳代 女性） 

給食で牛乳を出す回数を減らしてほしい（40歳代 女性） 

学校給食で地産地消を徹底してほしい（30歳代 男性） 

学校給食で岡崎産や愛知産のものを多く、取り入れてほしい（不明） 

郷土料理・食文化について 

伝統食などは伝えてほしい（40歳代 女性） 

伝統食や郷土料理を食べるようにする（40歳代 女性） 

季節の行事食をなるべく作りたい（50歳代 女性） 

季節の料理や伝統食などの作り方を教えてほしい（40歳代 女性） 

八丁味噌を使った料理で町おこしをしてもよいと思う（30歳代 女性） 

食品の安全について 

食品を購入する際、食品添加物等を気にしている（40歳代 女性他） 

食の欧米化が進み、日本の食習慣が乱れてしまった（40 歳代 女性他） 

安心して食べられる野菜をたくさん作ってほしい（40歳代 女性） 

作った人（生産者）がわかるようにしてほしい（40歳代 女性） 

食品は安さよりも、安全性の方が大事だと思う（30歳代 女性） 

時間がある限り、国産の物を使って愛情のこもった食事を作りたい（50歳代 女性） 

近年、産地を気にするようになり、岡崎産のものを購入するようになった（30歳代 女性） 

安全なものを選ぶよう心がけたい（40歳代 女性） 

安全でおいしいものが食べられる環境になってほしい（30歳代 女性） 

食品の安全性がとても気になる（40歳代 女性） 

食品の安全性が一番大事である（30歳代 女性） 

食の安全性があまり考えられていない（40歳代 女性） 

食品廃棄について 

食べ物を残すのはもったいないことを呼びかけてほしい（30歳代 女性） 

農業振興について 

子どもに農業体験をさせ、作物ができる様子を知ってもらいたい（40歳代 女性他） 

家庭菜園では野菜を育て、食べる楽しみや大変さを学べるよい機会だと思う（30歳代 女性他） 

日本の食料自給率を考え、農業の大切さを知ってほしい（40歳代 男性） 

農業体験ができる場を設けてほしい（30歳代 女性） 
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その他 

イベント等で岡崎産の食べ物を安く提供してほしい（40 歳代 男性） 

朝食は本当に大切だと感じている（40歳代 女性他） 

特に朝食は野菜不足になりがちである（30歳代 女性他） 

アンケートにより、食育のことを考えることができた（40歳代 女性他） 

このアンケートで食について考える機会が持てた（40歳代 女性） 

このアンケートで食育のすべてがわかった（50歳代 女性） 

アンケートが細かく、答えにくい（40歳代 女性） 

このアンケートで食育とは幅広いものだということを知った（40歳代 女性） 

アンケートを機に食育について、調べてみようと思う（40歳代 女性） 

アンケートを機に見直したいと思う（40歳代 女性） 
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３３．．児児童童・・生生徒徒のの意意見見  

 

「食べること」について 

食べることは生きるために必要なことである（中２ 男子他） 

食べることは大切だと思う（中２ 男子他） 

食べることで元気になれるから（小５ 女子他） 

バランスを考えて、食べることが大事だと思う（中２ 女子他） 

朝食は頭を働かせるのに必要なものである（小５ 男子他） 

部活や授業などのエネルギー源になるため、大切だと思う（中２ 男子他） 

健康を維持するために大切なものである（中２ 女子他） 

食べることは健康によいこと（中２ 男子他） 

食べなければ体力がつかない・もたない（小５ 女子他） 

食べることで栄養が摂れる（小５ 男子他） 

成長するためには食べる必要がある（中２ 女子他） 

食べることの大切さを学ぶ必要がある（高２ 女子他） 

食べることで集中力が増す（中２ 女子他） 

朝食は１日のエネルギーになる（小５ 男子他） 

しっかりと栄養を摂ることが肝心だと思う（小５ 女子他） 

体をつくるには必要なものである（中２ 男子他） 

３食、きちんと食べることによって体の循環やバランスを整えることができる（小５ 男子他） 

生きるためのエネルギーとして、大切だと思う（中２ 男子他） 

食べられることはしあわせである（高２ 女子他） 

頭（脳）の回転がよくなる（中２ 女子他） 

楽しく食事ができるとよい（高２ 男子他） 

食べなければ、勉強も運動もできないため、食べた方がよいと思う（小５ 女子他） 

食べることは最高である（高２ 女子他） 

いろんなものをバランスよく食べ、健康に過ごせればよい（小５ 女子） 

５大栄養素をなるべく摂り入れる（高２ 女子） 

食べることで脳の働きがよくなる（中２ 女子） 

食べることで命の大切さを知ることができる（高２ 女子） 

食べることで食べ物への興味や関心がもてるようになる（高２ 女子） 

朝食は毎日食べたい（小５ 女子） 

活動するためには必要なことだと思う（高２ 女子） 

いろんなものを食べないと健康には過ごせない（中２ 女子） 
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食への感謝について 

世界では食べられない人もいるので、残さないようにする（小５ 男子他） 

食べられることに感謝しなくてはいけない（高２ 女子他） 

食べ物を大切にしなくてはいけない（小５ 男子他） 

他の国では食べられない人たちがいるので、食べられることに感謝する（中２ 男子他） 

食べられない人もいるので、食べられることはよいと思う（中２ 男子他） 

作っている人の気持ちを考えて、食べるようにしている（小５ 男子他） 

食べられることのありがたさを勉強してほしい（中２ 男子他） 

食事をつくってくれた人に感謝する（高２ 男子他） 

食べ物に感謝したい（中２ 男子他） 

食べられることの素晴らしさも考えることが大切だと思う（中２ 女子） 

給食のありがたさがよくわかった（高２ 女子） 

コミュニケーションについて 

食べる場はコミュニケーションの場でもあると思う（中２ 男子他） 

家族とのコミュニケーションが図れ、楽しさがある（中２ 女子他） 

ご飯はみんな（家族）で食べた方が楽しいと思う（中２ 女子） 

食事は家族と一緒に食べた方がよい（中２ 男子） 

好き嫌いについて 

出されたものは残さずに食べる（小５ 男子他） 

好き嫌いせずに食べたい（中２ 女子他） 

１日に３食は食べた方がよい（高２ 男子他） 

しっかりと野菜を食べたい（高２ 男子他） 

給食を残す人が多く、もったいないと思う（中２ 女子他） 

おいしいものを食べられると嬉しくなる（中２ 男子） 

毎日３食、いろんなものを食べたい（小５ 女子） 

食の学習について 

食べ物について、いろいろと勉強していきたい（中２ 女子他） 

自分が食べるものの知識を知りたい（中２ 女子） 

食べ物について農家の人に教えてもらいたい（中２ 男子） 

今後も考えていきたい（高２ 男子） 

食べることについて、学校で学ぶことは重要である（高２ 男子） 

食について学べる場や機会が増えるとよい（高２ 男子） 

食べ物を通して、学べることがある（中２ 男子） 

もう尐し興味をもった方がよい（中２ 女子） 

食事のマナーには気をつけたい（中２ 女子） 

 


