
 

 

４  考察   

食生活への自己評価」に関しては、274人中 46人が「判断していない」と回答してお

り、考察においてはこの 47人を除外し、評価を下している 228人を対象にしている。「良

いと思う」「まあまあ良いと思う」と肯定的な回答が 104 人を数え、45.6％に達してい

る。しかし、この数値が裏付けられているか、食生活の主たる食材である野菜類と魚介

類を軸にして、考察する。 

先ず、農水省・厚労省作成の「食事バランスガイド」の知見状況を一瞥すると、年代

間の差異が明瞭である。しかし、青少年層のアンケート回収の多くは食育セミナー参加

者によるものであった。従って、一定の問題意識を有する青少年の回答が反映されたも

のであり、過大な評価を避けるべきと判断される。これはセミナーのみならず、学校教

育・家庭科授業や家庭において「食事バランス」への興味・関心を喚起するなら、「食

事バランス」の普及・浸透に大きく寄与できる可能性を示唆している。 

回答数が少ないが、70歳代以上の高齢者層の知見率が相対的に高いことも注目される。

これは高齢者自身のみならず同居する世帯や家族による食生活への厚い配慮の結果がも

たらしたと思われる。検討委員が店舗を訪ねた折に店内で老婦人が廻しコマのような「食

事バランスガイド」を注視していた光景も、その一例かもしれない。 

今次の活動のひとつは「ガイド」の普及・浸透状況を確認することであった。回答件

数は異なるが、2回のアンケートを比較すると、「知っており、参考にしている」が 15.4％

から 30.3％へと倍増している。これに対して、「名前だけ、絵図をみただけ」「見聞き

したことがない」という無関心層を足すと、57.8％から 45.8％と 8 ポイント減少してい

る。とくに、「名前、絵図だけ」という回答が 37.7％から 28.4％へと 10 ポイント近く

下落いている。これらから、イベントを通じて「ガイドライン」への関心を高める可能

性が潜んでいることを物語っている。 

厚労省は 1 日当たりの野菜類摂取量を 350g と推奨している。今回のアンケートでは、

属性を不問に大多数が野菜類を日常的な食材としており、その皿数を以て摂取状況の把

握を試みた。回答件数の最多は 3 皿であり、理想とされる 5皿以上は 279人中僅か 4人

を数えるに過ぎず、平均するなら 2.4 皿にとどまっている。しかし、「望ましい皿数」

への回答では平均皿数は 3.04 皿と 27 ポイント増加している。全体的に見るなら「野菜

類の摂取を 30％近く増すこと」が望ましいと判断している。 

セミナーに参加した 111人は従前には 5皿以上が望ましいとするのは 24人（21.6％） 

であった。セミナー後には 80名となり、従前の 3.33倍に増加し、セミナー参加者の 79.3％ 

へと上昇している。講演会、セミナーや店頭普及等の各種のイベン前後を比較すると、 

「知っているが内容が理解できない」とする比率は大きな変化を示していない。しかし、 

これらの数値が示しているのは、事業実施の効果をより発揮させるためには、長いスパ 

ーンにおける継続的な取組と、他の対策との組み合わせによる事業実施が求められてい 

ることである。  



 

 

参考１ 

食生活アンケートの結果・スペシャル 

～好きな野菜ランキング～ 

 第 1 回アンケートにおいて、食生活の現況に関する質問として「好きな野菜のトップ 10」を「好き

な順」に作物目の記入を求めた。有効回答件数は計 277、作物数は 111 品目であったが、10 作

物に足りない回答もあり、順位別総数に若干の差異がある。回答のあった延作物数に 1 位に 10

の係数を乗じ、以下 2 位に９の係数のように係数を下げ、10 位に１を乗じ、品目別に総合得点を

設定した。 

 その結果、トマトが最高の 1294 を示し、2 位には 1035 のキャベツが、3 位に玉ねぎがランクさ

れた。さらに、最高得点を示したトマトの 1035 を 100 として、2 位以下はトマトとの比率を示し、こ

れらを相対総合得点とした。表①-1-1 は上位作物別に選択順位分布を示し、総合得点と相対総

合得点を表示した例である。また、図①-1-1 は相対総合得点の上位作物の相対的総合得点分

布を図化している。 

 

表①-1-1 野菜類作光別の上位嗜好順次別件数 

 

 アンケート実施時期が年末であったことから、季節性が反映されると想定されたが、トマト、キャ

ベツ、玉ねぎ等が上位にランクされた。これらの栽培地域が全国的に分布しており、栽培技術の

普及やハウス等の施設栽培により、通年的作物となっている野菜類である。供給が比較的安定し

ており、保存が容易である。さらに、新鮮なサラダ生野菜として活かされるだけでなく、多彩な料理

素材食材として、重宝される作物であることから、年代を問わずに好かれている作物である。 

料理の視点でみると、上位にランクされた野菜類はまさに使いやすい物ばかりといえる。ト

マト・キュウリ・レタスはサラダに、トマト・キャベツは付け合わせに、キャベツ・タマネギ・

ニンジンは野菜炒め。タマネギ・ニンジンはカレーや肉じゃが、煮物に大根、炒め物に茄子、

キュウリを含めて漬物。緑黄色野菜の代表のようなほうれん草とカボチャ。何れも単品で使え、

生食(サラダ)も可能なものが上位に挙がっている。写真による食事調査に山程でできた野菜た

ちであり、まさに日々の食卓にのぼっている野菜類が上位にランクされた。 

作物名 1
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2
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位 

7
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8
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9
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位 

総合得

点 

相対得
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トマト 51 22 22 17 17 16 16 6 10 7 1294 100.0 

キャベツ 32 17 17 19 19 12 15 10 11 7 1035 80.0 

玉ねぎ 21 27 13 14 10 26 14 13 14 15 983 76.0 

人 参 10 21 18 17 11 19 17 12 10 10 859 66.4 

大 根 11 13 16 17 13 11 10 19 20 7 787 60.8 

総 数 277 276 273 271 270 269 268 260 258 243 ― ― 



 

 

 

 

 

  図①-1-1 野菜類の上位相対総合得点別作物 
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   図①-1-1  好きな野菜の順位 （総合得点ベース）    



 

 

～好きな魚ランキング～ 

 

当該アンケート調査において、「質問９．あなたの好きな魚介類のトップ 10（好きな順に 10 種）

を書いてください。」という設問も設けている。この質問に関する有効回答は計267を数える。回答

者は、好きな魚介類を、好きな順に記入しているが、10 種類すべてを記入していないアンケート

票もあった。 

そこで、当該項目に関しては、野菜類と同じように以下のような総合得点評価にもとづき集計し

た。先ず回答者が記入した魚介類別の順位毎の回答者数を集計する。次に、１位の回答に 10点、

2位の回答に 9点、3位の回答に 8点､･･･10位の回答に 1点という得点を与えることにし、それ

ぞれの魚介類の総合得点（＝順位毎の回答者数×得点）を算出する。最後に、最高得点の魚介

類の得点を 100点として、2位以下の魚介類の得点(相対総合得点)を算出する。 

 

第 1回アンケートの「魚介類」に関して、野菜類と同じように「好きな魚介類のトップ 10」を設問し

た。この質問への有効回答数は 267 を数えたが、10 種に満たないアンケート票もあった。ランキ

ングは野菜類の整理・集計と同じく、好み魚介類の1位から10位までを10．9．8・・・と係数を乗じ

て、総合得点を計算した。最多の得点を得たサケを 100 として、2 位以下の魚介の得点比率を相

対総合得点として算出した。 

図②-1-1 は、以上の手順に基づき算出した相対総合得点の分布であり、「好きな魚ランキング」

となっている。好きな魚のトップ10を挙げると、①サケ（相対総合得点=100）、②マグロ（75.0）、③

アジ（72.8）、④サンマ(65.6)、⑤サバ(52.4)、⑥エビ(49.4)、⑦イカ(47.6)、⑧ブリ(42.1)、⑨ホ

タテ貝(35.8)、⑩アサリ(30.5)の順となっている。 

サケ（あるいはサーモン）およびマグロの 2種は、近年、さまざまな形で行われている「好きな魚

ランキング」や「好きな寿司ネタランキング」でも、トップを争う好ライバルとなっており、この人気は

アンケート結果にも反映されていることが明らかになっている。ただし、マグロの供給減少と、生食

商材としての低価格サーモンの定着と普及によって、サケはマグロに取って代わってもっとも好か

れる魚としての地位を確立しているようである。 

アジ、サンマおよびサバという「青物御三家」とでもいうべき代表的な大衆魚 3 魚種が、「好きな

魚」の3位、4位、5位と上位を占めているのがきわめて特徴的である。「関あじ・関さば」、「清水さ

ば」、「松輪さば」、あるいは「歯舞一本立ちさんま」や「青刀さんま」といったようなブランド名からも

伺えるように、近年、かつて大衆魚とされた青魚を対象としたブランド魚が定着して、高級魚化し

ていることが背景にあるように思われる。この現象と表裏一体の関係にあるのは、かつて高級魚

の代表格であった、タイやヒラメなどが上位にあがってはおらず、近年それらの価格も低迷してい

る。「高級魚」や「大衆魚」をめぐる逆転現象が、この結果から伺うことができよう。 



 

 

代わって、かつては、好きな魚の常連であったエビとイカが 6位と 7位と後退している。とはいえ、

「エビと日本人」という言葉に象徴されるように、日本人にとってエビはかつては最高級品の一つ

であり、いまなお強い嗜好性があることが伺える。 

 また、9 位および 10 位として、ホタテ貝とアサリが入ったことも特徴的な現象として挙げられる。

日常的に手に入れられるものが、親しまれる条件の一つとなっているかもしれない。 

今回のアンケート調査は、普段スーパーマーケットや商店街の魚屋で買い物をする主婦層を対

象に行われたことが、上記の結果に少なからず影響を及ぼしているものと思われる。日常的に手

に入れられて消費される魚介類が、「好きな魚介類」の上位として挙げられているかもしれない。

このことが、赤貝やアワビなどの高級貝類を抑えて、日常的に手に入れることのできるホタテ貝や

アサリが「好きな魚介類」として挙げられる背景の一つとして考えられよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

図②-1-1 上位相対総合得点別水産物 



 

 

参考２ 
 

DATA-1.1）アンケートの設問項目：全体（１回目） 食生活アンケート 
 

１．あなたご自身の食事・食生活についておうかがいします。       

あてはまると思う番号を１つ選んで、○をつけてください。 

  

１． あなたは自分自身の食生活は健康面からみてどう思いますか。 

   １．良いと思う    ２．まあまあ良いと思う    ３．わからない  

４．どちらかといえば不安がある      ５．不安がある 

「良いと思う」「まあまあ良いと思う」の方にうかがいます。 

次のことでよくできていると思うことに○をしてください。（いくつでも可） 

  （   ）カロリーが適切である （   ）塩分が多すぎない（   ）脂肪が多すぎない     

（   ）砂糖をとりすぎない （   ）鉄分を多くとる （   ）カルシウムを多くとる 

  （   ）野菜を多く食べる （   ）果物を食べる （   ）間食をしない 

（   ）お酒を飲みすぎない       その他（                          ） 
 

２．厚生省、農水省が示しているコマの形の「食事バランスガイド」を知っていますか 

１．知っていて参考にしている     ２．知っているが参考にしようとは思わない 

３．参考にしたいが内容が理解できない ４．名前だけきいた、絵だけみたことがある 

５．きいたこと、みたことがない 

 

３．昨日あなたは野菜（キノコ、海藻を含む）を食べましたか。 

食べた場合は、その名前を、思い出せる範囲で書いてください。 

 

 

４．あなたが１日に食べる野菜（野菜、海藻、きのこ）の量は、平均してどのくらいですか。 

   １皿分は、握りこぶし１個分くらい（加熱した野菜は小鉢１つ分くらい）の量と考えてください。 

 

 

 

５．健康のために１日に食べることが望ましい野菜（海藻、きのこも含む）の目安はどれだけ 

の量だと思いますか。（芋はのぞく）。１皿は握りこぶし１個分くらいの量と考えてください。 

  １．１皿        ２．２皿くらい       ３．３皿くらい 

  ４．４皿くらい     ５．５皿以上 

 

６．あなたの好きな野菜のトップ１０（好きな順に１０種）を書いてください。 

  

 

（  ）食べていない   （  ）食べた → 食べたもの 

１．１皿未満        ２．１～２皿くらい       ３．３皿くらい 

４．４皿くらい       ５．５皿以上 

 



 

 

 

７．昨日、あなたは魚介類を食べましたか。食べた場合は何を食べたか思い出せる範囲で書

いてください。（片手に乗る量以上） 

 

 

８．あなたは１週間のうち魚介類は何回食べますか。（片手に乗るぐらいの量を１回分として） 

  １．ほとんど食べない    ２．週に１～２回    ３．週に２～３回 

  ４．週に３～４回      ５．毎日１回以上 

 

９．あなたの好きな魚介類のトップ１０（好きな順に１０種）を書いてください。 

   

 

 

  １０．あなたはふだん、魚と肉のどちらを多く食べていますか。 

１．両方ともあまり食べない   ２．どちらかといえば肉のほうが多い 

      ３．同じくらい            ４．どちらかといえば魚の方が多い 

  

  １１．あなたは食品を買うとき商品の表示（原料や産地、栄養表示など）を確認していますか？ 

   １．いつもしている           ２．することが多い    

３．しないことの方が多い      ４．しない 

 

１２．今回の実施店（フジマートまたは十条銀座）は、健康的な食生活をするための情報提供

をしていると思いますか。 

 １．いつもしている          ２．まあまあしている    

３．あまりしていない         ４．その他（              ） 

 

◎あなた自身のことについておうかがいします。 

①性別        １.男性    ２．女性     

 

②年代   

   

    

③家族構成     

    

 

④職業   

 

１．10代   ２．20代   ３．30代     ４．40代   

５．50代   ６．60代   ７．70代以上 

 

１．勤め（全日）  ２．勤め（パートタイム）   ３．自営業主 

４．専業主婦、家事手伝い   ５．無職      ６．その他 

 

人数：（       ）人家族 

１．１人暮らし  ２．夫婦２人  ３．夫婦と子ども   

４．三世代同居  ５．その他 

 

（  ）食べていない   （  ）食べた → 食べたもの 



 

 

 

DATA-1.2）アンケートの設問項目：全体（２回目） 食生活アンケート 
 

１．あなたご自身の食事・食生活についておうかがいします。       

あてはまると思う番号を１つ選んで、○をつけてください。 

  

１． あなたは自分自身の食生活は健康面からみてどう思いますか。 

   １．良いと思う   ２．まあまあ良いと思う    ３．わからない  

４．どちらかといえば不安がある      ５．不安がある 

「良いと思う」「まあまあ良いと思う」の方にうかがいます。 

次のことでよくできていると思うことに○をしてください。（いくつでも可） 

  （   ）カロリーが適切である （   ）塩分が多すぎない（   ）脂肪が多すぎない     

（   ）砂糖をとりすぎない （   ）鉄分を多くとる （   ）カルシウムを多くとる 

  （   ）野菜を多く食べる （   ）果物を食べる （   ）間食をしない 

（   ）お酒を飲みすぎない       その他（                          ） 
 

２．厚生省、農水省が示しているコマの形の「食事バランスガイド」を知っていますか 

１．知っていて参考にしている     ２．知っているが参考にしようとは思わない 

３．参考にしたいが内容が理解できない ４．名前だけきいた、絵だけみたことがある 

５．きいたこと、みたことがない 

 

３．昨日あなたは野菜（キノコ、海藻を含む）を食べましたか。 

食べた場合は、その名前を、思い出せる範囲で書いてください。 

 

 

４．あなたが１日に食べる野菜（野菜、海藻、きのこ）の量は、平均してどのくらいですか。 

   １皿分は、握りこぶし１個分くらい（加熱した野菜は小鉢１つ分くらい）の量と考えてください。 

 

 

 

５．健康のために１日に食べることが望ましい野菜（海藻、きのこも含む）の目安はどれだけ 

の量だと思いますか。（芋はのぞく）。１皿は握りこぶし１個分くらいの量と考えてください。 

  １．１皿        ２．２皿くらい       ３．３皿くらい 

  ４．４皿くらい     ５．５皿以上 

 

 

 

 

（  ）食べていない   （  ）食べた → 食べたもの 

１．１皿未満        ２．１－２皿くらい       ３．３皿くらい 

４．４皿くらい       ５．５皿以上 

 



 

 

 

６．昨日、あなたは魚介類を食べましたか。食べた場合は何を食べたか思い出せる範囲で書

いてください。（片手に乗る量以上） 

 

 

７．あなたは１週間のうち魚介類は何回食べますか。（片手に乗るぐらいの量を１回分として） 

  １．ほとんど食べない    ２．週に１～２回    ３．週に２～３回 

  ４．週に３～４回      ５．毎日１回以上 

 

   ８．あなたはふだん、魚と肉のどちらを多く食べていますか。 

１．両方ともあまり食べない   ２．どちらかといえば肉のほうが多い 

      ３．同じくらい           ４、どちらかといえば魚の方が多い 

  

   ９．あなたは食品を買うとき商品の表示（原料や産地、栄養表示など）を確認していますか？ 

   １．いつもしている          ２．することが多い    

３．しないことの方が多い      ４．しない 

 

１０．今回の実施店（フジマートまたは十条銀座）は、健康的な食生活をするための情報提供

をしていると思いますか。 

 １．いつもしている          ２．まあまあしている    

３．あまりしていない         ４．その他（              ） 

 

◎あなた自身のことについておうかがいします。 

①性別        1．男性     ２．女性     

 

②年代   

   

    

③家族構成     

    

 

④職業   

 

 

 

 

 

１．10代   ２．20代   ３．30代     ４．40代   

５．50代   ６．60代   ７．70代以上 

 

１．勤め（全日）  ２．勤め（パートタイム）   ３．自営業主 

４．専業主婦、家事手伝い   ５．無職      ６．その他 

 

人数：（       ）人家族 

１．１人暮らし  ２．夫婦２人  ３．夫婦と子ども   

４．三世代同居  ５．その他 

 

（  ）食べていない   （  ）食べた→ 



 

 

 

DATA-1.3）アンケートの設問項目：食育セミナー時の簡易アンケート 

 

◎こちらが表です。セミナーの前にまず、お書き下さい。 

  

１．あなたご自身の食事・食生活についておうかがいします。       

  

１.あなたは自分自身の食生活は健康面からみてどう思いますか。 

   １．良いと思う   ２．まあまあ良いと思う    ３．わからない  

４．どちらかといえば不安がある      ５．不安がある 

「良いと思う」「まあまあ良いと思う」の方にうかがいます。 

次のことでよくできていると思うことに○をしてください。（いくつでも可） 

    （   ）カロリーが適切である  （   ）塩分が多すぎない   （   ）間食をしない  

（   ）脂肪が多すぎない   （   ）砂糖をとりすぎない  （   ）お酒を飲みすぎない 

（   ）鉄分を多くとる     （   ）カルシウムを多くとる 

 （   ）野菜を多く食べる    （   ）果物を食べる  その他（                 ） 
 

２．厚生労働省、農林水産省が示しているコマの形の「食事バランスガイド」を知っていますか 

１．知っていて参考にしている     ２．知っているが参考にしようとは思わない 

３．参考にしたいが内容が理解できない ４．名前だけきいた、絵だけみたことがある 

５．きいたこと、みたことがない 

 

３．あなたが１日に食べる野菜（野菜、海藻、きのこ）の量は、平均してどのくらいですか。 

   １皿分は、握りこぶし１個分くらい（加熱した野菜は小鉢１つ分くらい）の量と考えてください。 

 

 

 

４．健康のために１日に食べることが望ましい野菜（海藻、きのこも含む）の目安はどれだけの量

だと思いますか。（芋はのぞく）。１皿は握りこぶし１個分くらいの量と考えてください。 

   １．１皿        ２．２皿くらい       ３．３皿くらい 

   ４．４皿くらい     ５．５皿以上 

 

５．あなたは１週間のうち、魚介類は何回食べますか。（片手に乗るぐらいの量を１回分として） 

   １．ほとんど食べない    ２．週に１～２回    ３．週に２～３回 

   ４．週に３～４回       ５．毎日１回以上 

 

  ６．あなたはふだん、魚と肉のどちらを多く食べていますか。 

１．両方ともあまり食べない     ２．どちらかといえば肉のほうが多い 

３．同じくらい           ４、どちらかといえば魚の方が多い 

 

１．１皿        ２．１～２皿くらい       ３．３皿くらい 

４．４皿くらい    ５．５皿以上 

 



 

 

  

  ７．あなたは食品を買うとき、商品の表示（原料や産地、栄養表示など）を確認していますか？ 

   １．いつもしている          ２．することが多い    

３．しないことの方が多い       ４．しない 

 

◎あなた自身のことについておうかがいします。 

①性別       １．男性     ２．女性     

 

②年代   

   

    

③家族構成     

    

 

④職業   

 

 

 

・・・・・・・・・・・ここまでお書きください。セミナー後につづきを。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

食卓のスキルアップ！ アンケート調査 （１回目－２） 
 

１．厚生労働省、農林水産省が示しているコマの形の「食事バランスガイド」を知っていますか 

１．知っていて参考にしている     ２．知っているが参考にしようとは思わない 

３．参考にしたいが内容が理解できない ４．名前だけきいた、絵だけみたことがある 

５．きいたこと、みたことがない 

 

２．健康のために１日に食べることが望ましい野菜（海藻、きのこも含む）の目安はどれだけの量 

  だと思いますか。（芋はのぞく）。１皿は握りこぶし１個分くらいの量と考えてください。 

  １．１皿        ２．２皿くらい       ３．３皿くらい 

  ４．４皿くらい     ５．５皿以上 

 

今日の講演をお聞きになって、お考えになったことをお書き下さい。 

   

  

 

 

 
 

１．10代   ２．20代   ３．30代     ４．40代   

５．50代   ６．60代   ７．70代以上 

 

１．勤め（全日）  ２．勤め（パートタイム）   ３．自営業主 

４．専業主婦、家事手伝い   ５．無職      ６．その他 

 

人数：（       ）人家族 

１．１人暮らし  ２．夫婦２人  ３．夫婦と子ども   

４．三世代同居  ５．その他 

 

 



 

 

参考３ 
 

DATA-2.1）アンケート参加者のコメント（全体アンケート） 
 

No.3  ： 野菜の煮物など、普段よく作っている。体操をするなど、普段から健康を考えている。 

No.4  ： 自分なりの考えで健康な食を心掛けている。今回の食事バランスガイドも、情報の一 

       つだと思った。 

No.5  ： 野菜は自宅で作ったもの、決まったところから有機野菜を送ってもらっていますので、 

表示を心配していることはありません。いつも食育を心掛けています。 

No.14 ： 腸が弱くて食べるものを考えるのが大変です。目分量を知りたいです。 

No.16 ： 食べ物は好き嫌いがないのでなんでも美味しく頂いています。 

No.17 ： 食に関することは身近なことなのでイベントをたくさんしてほしい。とても参考になり又 

自身の食生活に又意識できます。健康長寿につなげたいです。 

No.22 ： 食は命だといつも思っています。バランスの良い食事と運動をいつも心掛けています。 

       子供の時からアレルギーを持っていますが、食事にはなるべく添加物の少ないものを 

       考えております。現在まで病気知らずにきました。これからもバランスの良い食事をと 

考えております。いろいろ教えてください。 

No.23 ： 自分では、野菜をできるだけ多く取り入れ、塩分を少なくし、脂肪を摂りすぎないように 

と考えて食事作りをしていたので、それが客観的に見てもらえたのが良かった。 

No.25 ： 若い時から腹 12分目。8文目にしたいと常に思っていますが、食べてしまう。しかし、 

70歳から毎日ではなくなりました。 

No.28 ： 家族が多いので食事の管理は難しい点がありますが、糖質、脂肪の少ないものを選ん 

        で食べるようにしています。野菜、キノコ類は必ず食べるようにしています。 

No.34 ： 野菜をまず始めに口へ運ぶ習慣がついた。野菜は下処理が面倒なこともあり億劫にな 

ってしまうが、とにかく手が空いたときに野菜を洗う、茹でるなど下処理しておくと料理

する際にいろいろ展開して野菜豊富なメニューを作ることができることに気が付いた。 

No.36 ： 思った以上に野菜を摂れていない日があることがわかり驚きました。 

No.43 ： 自分の食事を見直す機会になった。 

No.46 ： 1日だけで食事のバランスを摂るのは難しいので、数日の間に不足のものがないよう 

        考えたいと思いました。 

No.50 ： 朝、昼ごはんを子供と一緒に食べない為、間食で済まし、夜は、子供と一緒に食べるの 

でしっかり作り、栄養的にも考えて食べる生活をしていました。しかし、今回このアンケー

トで、自分自身の食生活も見直し、朝食も、一人でも少しまともなものを食べようと思い

ました。ありがとうございました。 

No.51 ： パンが好きで、家族と一緒に食べていても、主食だけ違うことがあります。主食を最後 

に食べるので、夫や子供たち優先にご飯を食べてもらうので、足りなくてパンにするこ 

ともあるのですが、よくないかな？と思いました。 



 

 

 

No.52 ： 前回の結果から乳製品をもう少し摂ろうと朝食にヨーグルトを食べることを増やしまし 

た。朝食、昼食にもう一皿ずつ野菜の献立を増やしていけたらいいのかなと感じました。 

No.57 ： 改めて自分食生活を見てみると、バランスの悪さを痛感しました。自分や家族の為に 

      もバランスガイドを活用してみようと思います。 

No.63 ： 普段あまり意識せずに食べているものを改めてチェックしてみるよい機会になりました。 

No.66 ： 年とともに沢山は食べられなくなりました。しかし甘党なので食後、甘いものを欲しま 

す。健康のために気を付けなくてはと思います。次回、月島社教、築地社教で講演会が 

ありましたら参加したいと思います。宜しくお願いします。 

No.67 ： 通常、ちょっとした事、野菜、魚、肉等々のバランスを考えておけばあまり神経質になら 

なくても良いと思います。 

No.69 ： 食習慣を見直すきっかけになった。これからは、家での食事や外食でも意識して野菜や 

きのこ類、海藻類を食べたいと思う。魚の料理を調べて、作ってみたいと思う。 

No.70 ： 自分の食べているものを改めて見ると、意外と食べている量が少ないかなと思った。 

また、生野菜が少なく、汁物がゼロでこれから食事に取り入れていこうと思った。 

No.73 ： アンケート結果を見て、今後の食生活を改善していきたいと思った。ありがとうございま 

した。 

No.74 ： 食事写真調査で、いつもの食事で見直す点がわかってよかったです。 

No.76 ： 魚を食べる習慣がないので、できるだけ食べるようにしようと思った。野菜は好きです。 

なかなか食べる機会がなかったので積極的に摂取していこうと思った。 

No.77 ： 「自分の一日の食事を書き出して考えてみる」ということがなかったので、とても良い機 

会となりました。前回の講評で、「全体的に不足気味」と書かれていたので驚きました。 

そんな風に思った事がなかったからです。野菜を多く摂り、1品増やす努力をしようと思 

います。 

No.87 ： 野菜は 1日 5皿以上食べることが望ましいことを知ったので、これからの食生活に取 

      り入れていきたいと思いました。 

No.91 ： 食事は毎日のことなので、毎日の食事の時に少しでも栄養バランスを考えて工夫して 

      いけば、もっと健康に良い、おいしい食事にできると思いました。 

No.96 ： 近所の魚屋さんが店を閉めてしまって不便で仕方がありません。魚を決めてから献 

      立を考えていたので１ヶ月経った今、築地の場内へ行くのですが毎日は無理なのです。 

No.98 ： 自分で食べているつもりでも、書き出してみて反省したり。今後気を付けて食べる様にし 

たいと思いました。大変勉強になりました。７０歳を過ぎ、１日１日を規則正しい生活(食 

事、運動、休息)を続けていきたいと思っています。 

No.99 ： 今迄以上に食事に関心を持つようになりました。レシピを時々見ながらフジマートへ行っ 

        てます。本当にありがとうございます。 

No.100： 食事バランスガイドを理解するのが難しいです。 



 

 

 

No.101： おいしく食べられる事に感謝しています。バランスの良い食事を摂り元気でいたい。 

No.153： １回目のアンケートから結果を教えていただき、とても参考になりました。ありがとうござ 

います。 

No.154： 改めて食事の内容を見直すと、食事が偏っているな…、と思ったり、肉中心になってい 

る、野菜が思ったより少ないかなと見直した方がいいメニューが多い気がした。 

No.160： 野菜・果物等バランスよく食べたいと思いました。 

No.161： 自分の食生活について見直すことができ良かったです。ただ、１回目提出後に、つわり 

の為食べるものが限られてしまい、前回の講評を生かせず残念です。体調が戻ったら、 

バランスの良い食事を心掛けていきたいと思います。 

No.162： 食の記録を取るのはいいと思いました。バランスや色取り、小皿に盛りつけるなど気を 

付けたと思います。乳製品は日本人の腸に合うのか疑問です。果物は体を冷やすのと 

農薬が心配で控えています。 

No.167： 野菜と魚の大切さをつくづく感じた。（糖尿病者として） 

No.168： どうしてもまぁいいかと思いがちで、カロリー面をもう少し減らすべきかと思います。 

No.169： 食べる物の種類や量の目安をまず提示することは、とても良いことだと思います。今後 

はそれを知った上で、更に食品表示の知識を深め、添加物に注意を払うことの必要を感 

じます。手作りできるものは手作りするのが一番なのですから、低いハードルで手作りを 

する紹介をしても良いと思います。 

No.171： 近年の日本の食卓はあまりにも商業化してしまい、それが若い人々の精神の健康まで 

マイナスに導いているのではないかと思います。アメリカの例を聞くと同様に心配です。 

言葉が足りませんが、乞許。 

No.172： 野菜をはじめ食物を偏らずまんべんなく摂るように心掛けます。 

No.175： 今まで育児優先で、食べたいものや食べやすいものばかりだったので考え直す良いき 

        っかけになった。戻ってきた分析コメントが厳しくてへこんだ。 

No.176： 野菜をたくさん食べているつもりでも、全体量が少なかったりすることがわかった。食事 

バランスを改めて考えていこうと思った。 

No.177： 丁寧に評価をしていただいて、普段の食事を見直すきっかけになりました。 

No.181： 食事内容を診断してもらい、不足気味なことがわかったので、改善できるようにしたい。 

No.184： アンケート遅くなりすみませんでした。 

No.186： 思っていたより、食事のバランスが偏っていることがわかりました。 

No.189： 食事が生活の中心になっていないので、時間がなければ安直に手軽に食事を済ませ 

ている。好き嫌いは全くないが、作ることが非常に面倒である。 

No.195： 改めて考えると、食事のメニューに気を配っていないと感じた。 

No.202： 野菜が不足していると１回目で指摘があったので野菜を多く摂るようにしたが、今まで 

       不足していたなぁと感じた。 



 

 

 

No.207： 意識して野菜や魚、キノコを摂るようになりました。定期的に食生活を振り返りたい。 

No.211： 肉よりも魚を食べる様にしていますが、忙しい時等は肉料理のほうが楽なので、肉料理 

になることがあります。野菜、魚を食べることの大切さ和分かっているつもりなのですが 

…。冬は鍋料理が最強のような…。 

No.213： もっと意識して野菜をとらなければなと感じた。将来、だらしない体型にはなりたくな 

いので、若いうちから食生活には気を使っていきたい。 

No.216： 重要な取り組みであり、継続していただきたい。 

No.218： 自分では適量(十分な量や野菜など)を摂っていたと思っていたが、診断結果では全 

体的に不十分である事が分かったので今後はアドバイスを頂いたように気を付けて摂 

取していきたいと思いました。ありがとうございました。 

No.220： 食事のバランスは大切ですが、そこだけに重点を置くのはナンセンス。日本は、農薬使 

用量が世界一だし、添加物の使用量も多い。これだけだとお惣菜を一品追加すればい

いから買うという人も増えるでしょうが…。今は魚やきのこ等放射線検査をしていないも

のも多く、食べられません。そういう情報もないので意味がない。三陸産ワカメからはス

トロンチウムも出ていますが。メタボの前に病気になります。 

No.221： 乳製品はあまり取りたくありません(かゆみが出るため)。玉ねぎ、ニラ、ニンニク、ネギ、 

ラッキョウは取りません(眠気等が出るため)。肉、魚、卵、貝、エビ、カニ、虫由来のも 

の、ゼラチン、コラーゲン等も取りません。お酒も使いません。バターは使っていません。 

前回のアンケート後、みかん、ブドウ等を取るように気を付けています。 

No.224： ２回目のアンケートが２月２７日に到着したので、締切にもう少し余裕があれば助かりま 

した。前回は主人が作り、今回は私が作ったので料理内容がかなり違います。今回メー 

ルで送りましたので宜しくお願いします。同封されていた内容を参考に、食材を多用にし 

たいと思いました。ありがとうございました。 

No.225： 食生活に注意して味噌は手作り、野菜は旬のものを食べるよう心掛けていましたが、食 

べる順序は気にかけていなかった。今後は食べる順序も気にしながら食べようと思っ 

た。 

No.226： 簡単にできると思っていたが、とても大変だった。負担が大きかった。 

No.237： 食の大切さ、毎日ちゃんと食事ができる事への感謝を感じました。 

No.241： 野菜は比較的多くとっていると思っていたのですが、バランスガイドと比較してみるとか 

なり少ないと知ってショックでした。しかし、もっと野菜を取り入れる方法を知ることができ 

たので、実践してみようと思います。また、乳製品、主菜もアドバイスに従って、増やして 

いけたらと思います。しかし、思っていてもなかなか忙しかったり、体調により実践できず 

にいます。 

No.242： 自分では割と野菜を取っていると思っていたが、その中にイモ類や大豆などが入ってい 

       たため思ったよりも取れていなかった。今後もっと心掛けて野菜類を取るようにしたい。 



 

 

 

No.243： 普段、子供たちの食事を一番に考えて、自分の食事にあまり気を使っていなかったこと 

に気づきました。元々、肉や魚があまり好きでない(食べなくても平気)なので、子供たち 

と主人には出して自分は食べないこともよくあるので、意識して食べようと思いました。 

No.244： 自分でも果物をあまり取っていないことを感じました。 

No.247： たぶんよくないとは思っていたが具体的に言われると納得するのと、やはりアンケート

の時くらいはちゃんと食べようとするので、改めるキッカケになったかと…。あまり変化

があるでもないですが…。 

No.248： 細かいアドバイスを受け、もっと栄養のバランスに気を付けようと思いました。食の大切 

さを知るとともに、運動(ウォーキング)をするようになりました。これまで車か電動自転 

車での移動でしたが、なるべく歩くようにしています。 

No.255： 栄養のバランスをいつも考えて料理していますが、自分が思っている以上に多くの野菜 

を摂取しなくてはいけないことが分かり、ためになりました。昼食は自分だけの為に作 

るので手を抜きがちですが今後は一手間加えてバランスの良い食事にしたいです。 

No.257： 野菜がとにかく足りない。全体的に摂取量が足りていないことを痛感しました。 

No.263： 今までアバウトに献立をたて料理していたが、改めて食事のバランスを考えるようにな 

       りました。 

No.270： 野菜を多く取り入れたり、バランスよく食べることの大切さがわかりました。 

No.272： 申し訳ないが、人が何を食べようが、自分の健康は自分で守るので余計なお世話とい 

う感じもするのですが、社会的なシステムも大切だと思いますので協力させていただき 

ました。お疲れ様です。 

No.273： 普段あまり気にしていなかった栄養バランスを考えるようになりました。食生活の影響 

は非常に大きいと思います。これからはますます良い献立作りをしたいと思います。 

No.277： 食べているつもりだった野菜が少ないような気がします。 

No.283： 身土不二の日本食の考えも大切にしていきたいといつも思っています。牛乳、乳製品に 

頼りすぎではないでしょうか？ 

No.287： 記録する、という意識があると、きちんとした食事をしよう、という気になった。 

No.288： １回目で緑黄野菜が不足気味とあったので、葉物野菜を多く取りたい。トマト、キュウリ 

は冬はあまり食べない。スープでとるようにしたい。 

No.289： 普段、食事の量が多いと感じていて、今回コマの見方を知ったので１食の量やバランス 

を考えて食事をしてみようと思った。おなかがすいていなくても３食食べていたが、その 

ような時は食べない方がいいということも知ったので実行してみたい。アンケート１０の 

質問の意味不明です。食事バランスガイドのコマが見開きで１４個くらい（１年分）ある 

記録ノートがあったら購入したいぐらいです。 

No.290： 食事バランスガイド」を参考に、もっと野菜を食べるように心掛けます。 

 



 

 

 

DATA-2.2）アンケート参加者のコメント（食育セミナー/講師：武田三花委員） 

 

No.1  ： 野菜と海藻ときのこを毎日食べるようにしています。いつも最初に食べるようにしてい 

ます。が、少しおかずの量が多すぎるかもしれません。武田先生のお話を聞いて、確 

認が出来てとてもよかったです。中央区の友の会で食のバランスを勉強してきました。 

すべて実行するのは難しいですが、これからも心がけていきたいです。ありがとうござ 

いました。 

No.2  ： 塩分の影響と、ゼロカロリー食品(特に人工甘味料)についても話があれば聞きたかっ 

たなと思いました。糖尿病は怖いなと思いました。遅いかもしれませんが、少し気をつ 

けようと思いました。 

No.3  ： 主人も聖路加病院に通院してますが今後がそんなに大変なことになると初めて分かり、 

食事今日から真剣にメニューを考えたいと思いました。 

No.4  ： 野菜がいかに大切か大変よくわかりました。糖尿病がいかに大変かも分かりました。 

No.5  ： マスメディアがスポンサーの意向を優先している事、国の総医療費の急上昇が心配で、 

それが運動と野菜で抑えられるということ。自分自身の健康の維持にもつながる。 

No.6  ： 大いに参考になりました。教えていただいたことを参考に、食生活をしていきたいと思い 

ます。 

No.7  ： 野菜を食べているつもりでも意外と少ないことに気づきました。歩くことも１日ではなく１ 

      週間で考えるとできそうです。 

No.8  ： 食事を２５年前頃から勉強してきて本当に良かった。１０年前頃からバランスシートを考 

えながら食事をしている。主人も私も薬を飲んだことがなく、私たちはよく歩く。これも何 

１０年も歩いています。先生のお話したことを現在でも続けてしていますので、現在まで 

元気です。よく子供たちにも話しています。すごくよかった。勉強になりました。教えてあ 

げよう、子供達に。 

No.9  ： お話を参考にして、魚、野菜を沢山食そうと思います。 

No.11 ： 先に野菜を摂る、をマイペースで心がけていきたいと思います。ありがとうございます。 

No.12 ： 歩くこと、脂質の摂り過ぎ、肥満、これからも更に気をつけて過ごしたいと思います。 

No.13 ： 日々実行のみです。ありがとうございました。 

No.14 ： 食生活の大切さがよくわかりました。私も糖尿病予備軍と医者から言われています。 

間食は止めるように云われていますが今日はよく理解できました。 

No.16 ： 今後更に食生活の改善に努力しようと思う。 

No.17 ： とても熱心なセミナーでとても面白いでした。少しは知っているつもりでしたが、思って 

いた以上に野菜の大切さが分かり、今後の食生活に気を付けないといけないのがわ 

かりました。可能な限り頑張りたいです。  

 



 

 

 

No.19 ： 肉より魚、野菜。肉を食べないと元気が出ないと言われるが大好きな魚、野菜を信じて 

食べます。元気に過ごしたいと思う。ありがとうございました。 

No.20 ： 食事バランスっていうのはどういうものなのか先生のおかげでよくわかりました。一番勉 

強になったのは、表示を見るときにカロリーだけではなく、脂質の方も見るのが大事とい 

うものでした。カロリーだけにフォーカスしがちなので、これからは頑張ります。肉より魚 

というのももっともっと頑張らなくちゃ！ 

No.21 ： 野菜をなかなか食べないので、ジュースを買って飲んでいますが、自分の手を動かせ 

と言われて、「野菜を料理する」ことにも挑戦していこうかなと思いました。高校生の時と 

体重はあまり変わっていないのに、筋力は衰えているので脂肪が増えているのだなと怖 

くなりました。未来が見えないのは怖いですね。どんなに朝食欲が無くてもご飯粒は食 

べようと思いました。できれば野菜も…。小松菜美味しくいただきます。 

No.22 ： 脂質の量、質について注意が必要だと聞き、目からウロコ！トータルカロリーに 

は問題を感じていたが、主菜、副菜を主軸に考えていきたい。 

No.23 ： 大変参考になりました。加齢とともに面倒が先になります。反省です。 

No.24 ： 大変ためになりました。今まで知らないことがいっぱいありました。有難うございました。 

No.25 ： 野菜を先に食べるようにします。 

No.26 ： 大変熱の入ったご講演、勉強になりました。私は三世帯で生活しております。私が食事 

        の支度をしておりますので野菜中心に献立をしております。孫にはもっと肉食にして欲し 

いと何時もいわれております。ありがとうございました。 

No.27 ： 生活習慣病の恐ろしさが分かりました。 

No.28 ： 元々間食はしないので、脂肪の摂り過ぎ、カロリー超過は気にしていなかったが、思っ 

たよりも食事バランスに与える影響が大きく驚いた。逆に食事を抜いてしまう事が有り、 

その影響について知りたいと思った。 

No.29 ： 野菜と魚が少なすぎることに気がつきました。今日の食事から考え直したいと思います。 

No.31 ： 今日の講義のとおり実行できたと思いました。野菜不足は痛感しています。歩くことの 

大切さも。 

No.32 ： 肥満の怖さ、野菜の大切さとてもわかりやすく理解できた。 

No.33 ： 今まで以上に野菜を取りたいと思う。(野菜と歩きとても勉強になりました)ご飯を多く、パ 

ンは少なめにする。 

No.34 ： 耳の痛いお話でした。近頃日頃の食生活に疑問を抱くようになっていました。いいきっ 

        かけになりました。ありがとうございました。 

No.35 ： 病院に行くため途中の参加で申し訳ございませんが、とても良い勉強になりました。若 

い頃はあまり考えもせずお料理していましたが、最近はいろいろ教えていただいた事 

等、参考に一人ですができるだけ心がけています。若い方々や、子育てしていらっしゃる 

方々に勉強していただきたいと思いますね。ありがとうございました。 



 

 

 

No.36 ： とっても良いお話でした。これからも気をつけたいです。 

No.37 ： 情報が多すぎて正しいもの、自分に合うものを探すのが大変だと感じています。厚生省 

の基準などはあまり信用していませんでしたが、今日の話で参考になるように感じまし 

た。ジュースのエネルギーの話が明朗で良かったです。(生ジュースブームに違和感が 

あったので…) 

No.39 ： 野菜の量が全く足りていなかったです。足りないのかなーと漠然と思っていましたが、具 

体的にしれて本当に良かったです。糖尿病の恐ろしさや、ファーストフードのカロリーの 

高さを知って改めてよく考えて食べるものを決めようと思いました。 

No.40 ： 母、母方の祖母とも糖尿病なのでとても参考になりました。母とは今年６月より同居し、 

食事担当が私なので野菜、魚中心を強化しようと思いました。また同時に、一緒にウォ 

ーキングをしてみようと思います。 

No.41 ： 私も医療従事者(保健師、カウンセラー)。とある製薬会社に以前勤務し、検診後の保健 

指導に苦労しました。今日の話を約１５年前に知っていたらと思うと残念です。大変よく 

理解しやすく、感謝します。今後の仕事に役立てたいと思います。 

No.42 ： 野菜も魚も足りていないと気づきました。もっと野菜料理を作りたいと思いました。 

No.43 ： 築地の講演を聞いて非常に食の勉強が出来たので、本日もまたお友達と聞きました。 

また新たに少し賢くなりました。ありがとうございます。表示の見方をやはりよく考えてみ 

ようと思う。知っていることの大切さを学んだ。 

No.44 ： 結構怖かったです。ゾーッとしました。野菜を食べましょう。 

No.46 ： 大変ためになりました。 

No.47 ： 昼は外食が多いので、内容に気をつけて選びたいと思います。大変参考になりました。 

ありがとうございました。 

No.48 ： ２回目聞いて、さらによくわかりました。前回から更に食卓を変えております。タニタの 

魚料理参考にしています。 

No.49 ： 食育の正しい習慣性の大切さを痛感しました。(数年前食育の勉強をしたこがあるので) 

        とてもよくわかりました。 

No.50 ： 野菜をいっぱい食べる、第一に食べる、ご飯の前に。油を食べることは少なく、パン等 

裏の表示を見てから。 

No.51 ： カロリーより脂質がとても大切ということが勉強になりました。気をつけていきたいです。 

野菜をしっかり摂りたいです。とても参考になりました。 

No.52 ： 私はもともと(オーガニック)野菜を多く食べるのですが主人が欧米化しているので指図では 

      なく考えさせたいと思います！子育て中なので周りの友人達にも伝えていきたいです。 

No.53 ： 食事をバランス良く…と思っているものの、気を付けないと肉料理が増えてしまいます。 

今日のお話を聞いて、もっと野菜と魚を増やそうと思いました。そして、帰ってすぐ家族 

に話します！ 



 

 

 

No.54 ： 更に気をつけて考えて生活してまいります。本当にありがとう！誘っていただいてよかっ 

たです。 

No.55 ： 運動と食事、両方一緒に実践することが大切だとわかりました。出来る範囲でやってい 

きたいと思います。 

No.56 ： 野菜を最初に食べる、歩く、食品の表示を見る。これからの食事に、健康に注意して自 

分の家族の健康のためにとっても参考になりました。参加して良かった。 

No.57 ： 野菜の大切さが理解できた。野菜ごとの成分の細かい話も聞きたい。 

No.58 ： 今迄わかっていたがなかなかたくさん摂ることができなかった野菜がいかに良いかとい 

うことがわかりました。 

No.59 ： 運動の必要性がわかってよかったです。また、放射能も漠然と怖かったのですが、安全 

だということが分かってよかったです。普段から野菜を多く取るようにしていましたが、今 

後更に増やしていこうと思います。母が忙しいと、つい安易な方向に行きやすくなってし 

まうので、気をつけようと思います。日々気になっていた農薬についても伺えてよかった 

です。ありがとうございました。 

No.60 ： 私は７年ぐらい前から糖尿病になり、今は食前に必ず野菜を食べていて、少しずつです 

が痩せてきました。でもまだまだです。これからは栄養表示を見て買うようにします。た 

いへんいいお話をお聞きできて本当に良かったと思います。ありがとうございました。レ 

シピもたくさん頂き、早速作ってみたいと思います。 

No.61 ： 講演を聞いて自分自身食事に注意して野菜類を多く取ろうと思います。今は野菜は温 

野菜にして食べていますが、生野菜を最初に食べさせるようにしたいと思います。ありが 

とうございました。参考にします。 

No.62 ： 本当に良い講義を聞き早速参考にしていきたいと思いました。 

No.63 ： 野菜は食べてきたが運動不足を反省した。 

No.64 ： 食事以外の間食のカロリー、脂質が想像以上に高いことが分かり、食生活を改善しよう 

と考えています。ありがとうございました。 

No.84 ： とてもいい話を聞かせてもらいました。私は長く働いておりましたので外食が多く、今も 

出来上がりを利用しています。この先、できる限り自分で料理(緑色有色)を作っていこう 

と思っております。(身長 158ｃｍ、体重 43ｋｇ、現在約 50年位この前後の体重ですが、 

久々の健診(区の)でコレステロールが多く、糖尿病予備軍等の注意を受け心配中で 

す。) この講義を参考にしてまいります。ありがとうございました。 

No.85 ： 業界の裏を知ることができてよかった。 

No.86 ： 脂質の表示を見るようにします。 

No.89 ： 食生活に注意しているつもりであったが、反省点多し。定期的に受けたいと思う。お願 

いいたします。是非是非。 

 



 

 

 

No.92 ： 22歳～8歳の男子の孫のために食事を作っているので、野菜を食べさせるのがこ 

れから食生活に上手に取り入れられるか心配です。努力はします。 

No.93 ： 健康に過ごすことの食育の大切さと難しさを改めて考えさせられました。 

No.94 ： 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

No.95 ： とても参考になりました。ありがとうございました。 

No.96 ： もう一度ゆっくり聞きたい。 

No.97 ： 日頃ある程度わかっているつもりのこと、今日に武田先生のお話を伺って、大変参考に 

なりました。(具体的な数字、食べ方の順序など) 

No.98 ： 魚、野菜はいいと知っていても具体的にお話を聞いてとてもいい勉強になりました。メタ 

ボの主人にもいいアドバイスができそうです。友達、子供、孫たちにもバランスの良い食 

事を伝えていきたいです。今日は本当にありがとうございます。 

No.99 ： 野菜と運動がいかに大切だということがわかりました。時々お弁当も利用していたので 

すが、裏をよく見て買うようにしたいと思います。また、ぜひ主人に伝えます。できれば二 

人でウォーキング始めようかなと！脂質を考えなければいけないなと…。 

No.100： 子供、孫たちに伝えてあげたいと思いました。 

No.101： バランスよく毎日食べようと思います。歩くことも毎日実行しています。 

No.102： よかった。 

No.103： 大変良いお話でした。 

No.104： 現在糖尿病の薬を飲んでおりますが、日常生活をもっと努力して過ごそうと思いまし 

た。大変勉強になりました。 

No.105： 糖尿病の学習は本当に大切だと思う。私の主人は２５年以上、今も薬を飲み続けてい 

ますが元気で定年後運動に精を出しております。主人の頃は 500万人でした。今は 

2500万人と言われてびっくり(糖尿病)。主人の同僚は同様、健保の保健婦さんのお話 

を聞かず、一人は失明寸前(今はレーザー光線でかろうじて見える)、もう一人は足を切 

断しております。糖尿病は新聞にもよく載っています。学習が大切ですね。テレビで会社 

が社員のために取り組んでいる(運動させる)、大事なことだと思います。 

No.106： 糖尿病という病気のことがより詳しく分かりました。やっぱり怖い病気だと思います。な 

らないために食生活を本当に気をつけていきます。 

No.108： 総コレステロール値が高めですが、脂質だけでなく糖の摂り過ぎがコレステロールにな 

ることも初めて知りました。糖尿病の恐ろしさもわかりました。市販のものも上手に利用 

して、というお話で自分でもやっていけそうな気がします。いつもバランスを考えて、食事 

を取ろうと思います。 

No.110： 医療費との関係を話されびっくりしました。 

No.112： びっくりしました。本当によくわかっていなかったです。教えていただいたことを実践した 

く思いました。参考になりました。ありがとうございました。 



 

 

 

No.113： お話を聞いて驚きの連続でした。こんな詳しい健康のお話を聞いたことがありません。 

目からウロコでした。今日の話を参考にして食生活を改善したいと思いました。 

No.114： 大変ありがたく心より感謝申し上げます。とても勉強になりました。いつかまた参加させ 

ていただきたいです。コマの形良く分かりました。そして野菜を先に食べる、脂質の表示 

をよく見ます。いかに脂質をとっているか太らないように心がける。そして運動が大切。 

歩くことにします。ありがとうございました。 

No.115： 野菜を食事の最初に食べることにします。魚、主食は、しっかりと食べることを心がけ、 

        家族を健康にします。 

No.116： 最新の栄養指導法で素晴らしい内容だったと思います。知識不足ですが、自分なりに 

        理解し家族の生活状況、年齢等を考えながら、歩け歩け運動、野菜大好き、更に増量を 

考慮した生活をしていきます。 

No.118： 来てお話を聞けて良かった。 

No.119： 良い説明で参考にします。 

No.120： とてもわかりやすく、どんどん広めていきたい。 

No.121： 友人に知っている人もいるのでどんどん活かしていきます。 

 

 

DATA-2.3）アンケート参加者のコメント（食育セミナー/講師：白石ユリ子理事長） 

 

No.65 ： 今まで、魚を食べてこなかったので、これから食べていきたいと思いました。日本は、世 

界でも６番目の海の広さを持つことを知ったので、漁業をもっと盛んになるといいと思い 

ました。食についてもっと知っていきたいと思いました。 

No.66 ： 日本には恵まれた海が有り、海産資源がたくさんある国だったのだと改めて思いまし 

      た。日本は豊かな自然があるのに、自給率がとても低く、宝の持ち腐れをしていると思 

います。なるべく国産のものを買うようにし、魚ももっと積極的に食べていきたいです。 

No.67 ： 日本全国の人が聞く話だと思った。日本の食の考え方が変わった。 

No.69 ： 確かにお魚についての教育は受けたことがないなと思いました。自分は自国のことを本 

当に知らなすぎだということにも気付きました。 

No.70 ： 日本の現状について知り、本当に日本はもったいないことをしているなと思った。確か 

に、栄養教育を学べるのは食材あってのことだと感じた。魚を推進しても魚がないと何も 

できないと改めて感じた。ありがたい話もっと聞きたいと思った。いい機会だった。 

No.71 ： 日本に住んでいながら、日本の漁業について自分が無知であること知った。現代の子 

供は魚に触れる機会が少ないと思う。自分もあのような食育の活動をしたいと思った。 

No.72 ： 野菜だけでなく、魚にも興味を持てることができました。 

 



 

 

 

No.73 ： 日本人は魚を食べる習慣を多く持っていながら、輸入に頼っている現状を何とかしなけ 

ればならないことを教わり、本当にそう思いました。 

No.74 ： 日本人としてもっともっと海のこと、魚のこと知らなければならないと思いました。これか 

ら教育者になる私は、次の世代に教えていきたいと思います。とても勉強になりました。 

ありがとうございました。 

No.75 ： 自分の食事から見つめ直したいと思いました。 

No.76 ： 日本は海に囲まれているが、何も知らないなと改めて感じた。知らなくても生きていける 

のが日本のすごいところだと思う。他国は自分の国について、詳しく学ぶ習慣がある。 

魚をもっと食べないといけないなと思った。お忙しいところ、貴重なお話をありがとうござ 

いました。 

No.77 ： 魚について勉強するということは、国の食糧問題について考えること、そして国の将来 

について考えることというお話を伺い、無関心に(ある程度はあったが、昆虫食に興味が 

わいていた)ではいけないなとハッとさせられた。 

No.78 ： 確かに漁師や漁などの魚についての授業はあまりしなかった。私は海の周りで育った 

ので、恵まれていると思った。 

No.79 ： 日本が海で囲まれていることはもちろん知っていたが、魚について深く考えることはな 

かったので、日本の漁業について考えるきっかけになった。栄養教論を取得する予定だ 

が、野菜についての食育(授業)は多く見かけるが、魚についてはあまり見ないので、や 

はり日本の“食”についてもっと知るべきだと思った。 

No.80 ： とても貴重な講演ありがとうございました。日々挑戦し続けることの大切さを改めて感じ 

      ました。何事にもチャレンジしていきたいと思います。 

No.81 ： 本日はお話ありがとうございました。世界の食糧事情、日本の食糧事情についてもっと 

学びたいと思いました。私も挑戦していきたいと強く思うことができました。 

No.82 ： 魚は好きですが、改めてもっと勉強したいと感じました。 

No.83 ： 日本の魚のことでも、知らないことがたくさんあるのだと分かりました。今回知ることが出 

来たことをチャンスにして、これからも自分で日本の魚のことについて考えていきたいと 

思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

参考４ 

検討委員からのコメント、生産者からの感想・メッセージ 

このたびの検討委員をつとめてくれた委員各位から、これからの課題と、その対応について、

前向きなコメントが寄せられている。また、生産者交流会に参加してくれた産地の皆さまからも、

大きな手ごたえがあったとのメッセージが寄せられた。以下に記し、まとめにかえさせていただき

たい。 

 

 

【流通サイドから】 

「生産流通現場での取り組み（メニュー提案等）について」 

検討委員・土橋 猛氏（ドーバーシーフーズ㈱代表取締役） 

フジマート月島では、レジ会計と同時にデータが集計され、バックヤードでその詳細を逐一知る

ことができる。店頭でメニュー提案、試食などを行ったとき、お客の購買行動に明らかな変化がみ

られたとのことであった。すなわち、全体の販売商品の構成比率が変わり、若干（２～３％程度）で

はあるが、魚・および野菜の構成比率が上昇し、反動として特に肉・惣菜の売上比率が減少した。 

 

従来の販売促進の「マネキン」の場合、特定商材を販売する目的で配置されていることから、販

売動向としての商材部門間の構成比率は変わらない。（たとえば、どの会社のソーセージを買う

のか？という選択についての影響があるに過ぎない） 

 また、こういったマネキン販売は、販売する「店舗」にもメリットがなければ行われない。具体的に

は、 

＊ 販促を行う業者がマネキン料を負担 

＊ 業者による販促ツールの持ち込み、配布 

＊ 業者から小売店への納品価格の割引 

など、「売る」小売店自身のメリットを見出してやらなければならない。 

 

今回の試みについては、特定商品の販売促進を目指しているわけではなく、あくまで魚・野菜

の消費を喚起することに目的があり、そのあたりでは趣を異にしている。更には、「農林水産省の

事業」「魚・野菜を食べよう」といった、特定商品の販売ではないことをアピールできていたので、

結果として購買行動全体に変化をもたらすことができたことは間違いない。小売店側からも、農水

省や、食育、という言葉はキーワードになり、また、特定商材の販促キャンペーンでないことを明

確にすれば、顧客の警戒心もとけ、効果も上がりやすいのではないか、という意見をいただいた。 

 

 ただし、残念ながら効果は一過性のものでしかなかった。調理実習やメニュー提案等のＰＲ活動

を行わない日の販売構成比率は途端に元に戻ってしまったとのこと。また、小売店として売上が



 

 

向上しているわけではなく、あくまで販売構成比率の変化でしかない。小売店にとって、果たして

どんなメリットがあるのか？そのあたりも明確にする必要がある。 

 継続的な活動は、小売店自体の差別化となり、長期的には小売店のブランド向上、価値向上に

つながるかもしれない。しかし、目先の売上至上主義の小売店にあって、長期的展望に基づいて

の活動に理解を示していただけるところはそう多くないのではないか。 

 また、経費のことを考えると、人件費、食材費、準備など、かなりコストがかかっていることも確か

である。 

 

 今回の取り組みは、一時的ではあるが、具体的な購買行動に直接的な変化をもたらすことがで

きた。 

 継続性、また、事業の最大の協力者となる小売店の関心をいかにして引くか、さらには経費を抑

えるにはどうしたらよいか、今後更なる検討が必要であろう。 

 

消費者に生の産地情報を伝える機会となった 

検討委員・尾藤秀人氏（フジマート管理部長） 

さまざまな提案方式で、来店されるお客様にいろいろな情報提供をしたい、という思いがありますが、

我々のような小規模スーパーでは企画力や人員の面でなかなかうまくいきません。 

今回のように、実際の生産者の方たちが当店へみえて、さまざまなレシピ提案や情報提供等を行っ

てくださる、ふだんの買い物の途中で聞ける、という機会をつくっていただきました。これは滅多にない

ことだと思います。今後とも機会がございましたら、このような取り組みをご案内いただければ有難い

と思います。 

 

「食の大切さ！」 

検討委員・浅井照久氏 （株式会社浅井 専務取締役） 

今回、NPO海のくに・日本の白石理事長から、野菜と魚の食育のキャンペーンに協力を頼まれ、

わが店舗を選んで頂き嬉しかったです。正直なところ私自身は野菜とお肉が大好きで、お魚は、

毎日食べる事はありません。少しでも私自身も変われたら良いと思い、今回の農水省様の取り組

みに共感し参加させて頂きました。 

先ず、白石理事長から、野菜と魚を使ったレシピを店内に置いて、サンプルを見せて下さいと提

案がありました。当店では、以前から旬の野菜のレシピを置いてはいましたが、ほとんどのお客様

は、お持ちになりません、今回も同じ事をされても意味が無いと思い、料理を店頭で作って頂き、

お客様もご一緒に参加する。またレシピをお客様に提供することで、必ずレシピを持って行っても

らい、自宅で同じ料理を作って頂けると思い、白石さんに提案し、実際に試みました。 

私の思った通り、お客様から、「家でレシピのお料理作ったわ！家族から美味しいと言われた！」

と喜ばれ、ご来店の度にレシピを楽しみにされる方々が増え、確実に野菜と魚を食べていると実

感しました。 



 

 

野菜の生産者（千葉県安房、北海道知内町、群馬県甘楽郡）の方々が、店頭で自分達が作っ

た野菜の美味しい食べ方を紹介した時は、毎回、用意していたレシピが足らなく成る位、大好評で

した。 

また、武田先生と白石理事長のセミナーを聞いて以来、私自身と家族が変わりました。先ず、

大好きだったフォーストフード店には、セミナー以来一度も行かなくなり、我が家の夕食では、野菜

と魚を使った新しい料理が多くなりましたが、 

今年に入ってから、昨年の８週間とは違い、野菜と魚の食べる量が減って来ていると感じてい

ます。人は、何か身近に起こっている時は、気にしますが、時間が経つと少しずつ忘れるので、此

の様な素晴らしい企画は、継続が必要だと思います。来年度には、わが町全体で実施出来たら素

晴らしいと思います。 

日本国民全員が、もっと食の大切さを知り、健康で医者要らずの世界一の長寿国に成れれば

良いと思います、その為には農水省の方々との協力関係は不可欠です。私たちは小規模な商店

ですがこれからも協力していきたいとい思います。 

 

「魚の食べ方を、もっと広く伝えていかなくては」 

検討委員・植谷智鈴氏 （株式会社魚鈴本店、十条銀座商店街振興組合理事） 

まずは、今回の事業を十条銀座商店街の一角で実施できたことはたいへん良かったと思います。

店頭で生産者の方に筋子をイクラにする実演をしていただき、うちのお客さんたちはビックリしていまし

たが、とても喜んでくれました。私自身、産地のおいしい食べ方を伝えていただくことは、一般の消費

者が魚を食べる大きな動機になる、とあらためて実感しました。 

今回の食育事業は、イベントとしては大成功だったと思います。我々も一過性のイベントで終わらな

いように、今まで以上に魚の食べ方を紹介するように心がけています。また、煮魚や焼き魚のコ―ナ

―を充実させるように努めています。 

それにしても、今の若い人は魚の食べ方を知りません。食べればおいしいというのですが、魚を買

って自分で料理することはしません。だから、おいしい食べ方を伝えるときには絶対に「手間なく、簡単

で、おいしい」でなくては、誰もつくってみようとはしてくれません。残念ながら、それが日々、店頭に立

ってきた私の実感です。 

だからこそ、今回のような事業をもっと広く、主婦が大勢集まる銀座や新橋でやるといいと思います。

そういう場所で伝えることが、次代の食のシーンを変えていく力になると思います。それは必ず、十条

銀座にも波及してくるにちがいありません。そういう相乗効果のある食育事業があちこちで開催される 

といいですね。 

 

 

 

 

 



 

 

【ジャーナリズムから】 

「生産者交流会」 

検討委員・平山 徹氏（読売新聞京葉支局長） 

 

東京都北区の十条銀座商店街は長いアーケード街だった。私が訪れた１１月１７日・日曜日の

昼過ぎはたくさんの人がこのアーケード街を行き交い、まっすぐに歩けないほどだった。そんな中

でもひときわ店頭に買い物客を集めていたのが鮮魚の「魚鈴」だった。１０月１５日から１２月８日

まで、連続８週間、土日に週替わりで開く「生産者交流会」の現場である。 

人だかりの中心にいたのは北海道知内町の知内商工会事務局長の宮崎豊勝さんとＮＰＯ海の

くに・日本理事長の白石ユリ子さんらだった。何やらメニュー提案の試作品をみせていて、買い物

客の皆さんと話が弾んでいるようだ。「あ、平山さんもこれ食べませんか」。視線が合った白石さん

から手渡されたのは、ホタテとレタスなどが入ったスープだった。この日の試作品は「サケのちゃ

んちゃん焼き」とのことだったが、すでに予定量に達してしまったのだろうか。 

カップに入ったスープを熱いうちにいただいた。ダシがよく出ていて、ホタテはほどよい歯ごたえ

だ。「レタスはサラダだけじゃないのよ。よいダシが取れるの。意外でしょ！」。白石さんがそんなこ

とを話してくれた。こんな感じで語りかけられるなら、買い物客も興味深く耳を傾けることだろうと感

じた。 

午後２時半から十条銀座商店街ホールの２階で「生産者セミナー」が開かれるというので移動し

た。会場には知内町の漁業関係者数人がおられた。生産者セミナー開催のチラシを見たという買

い物客がそこへ少しずつ加わっていった。初めに、NPO 海のくに・日本の編集長、佐藤安紀子さ

んが知内町の位置を紹介するために白板に北海道の地図を描いた。これが北海道の形をなして

おらず、宮崎さんが描き直した。この一幕で緊張していた参加者たちがうち解けた雰囲気になっ

た。 

宮崎さんは「１匹のサケから、どれくらいイクラが取れるか知っていますか」などとクイズを出し

た。だれもわからなかった。宮崎さんによれば、イクラ１粒が０．１８～０．２グラムであり、これをも

とに割り算をすると、１匹当たり２０００～４０００粒になるとのことだった。さらに、サケは生まれた

川からアラスカまで行って、再び生まれた川に戻ってくるといわれるが、その数はわずかに８％と

いう“ミニ情報”も披露した。参加者は「へー、そうだったんだぁ」といった表情になった。また、知内

の漁協の皆さんが漁業で生計を立てることの苦労話をされると、真剣に聴き入った。 

質疑応答の時間になると「以前から知内町のことが気になっていた」「一度は訪ねてみたい」「こ

れからも、このような交流の時間を設けてほしい」といった声が参加者から次々に飛び出した。予

定していた時間はあっというまに過ぎた。正直言って、こんなにセミナーが盛り上がるとは私は思

っていなかった。告知がさらに行き届いていれば、もっと多くの参加者があっただろうし、有意義な

時間を多くの人と共有できただろう。小さな交流会であっても、今回のような実績を積み重ねてい

けば、生産者と消費者がいっそう強く結びついていくものと感じた。（読売新聞京葉支局・平山徹） 

 



 

 

 

     
▲2013年 11月 「生産者交流会」が大いに盛り上がり、産地ツアーを実施してほしいという要望が 

高まったため、２月の現地イベントに合わせ産地ツアーを企画した。 

        ↓ 

「北海道知内町のカキ・ニラまつり参加ツアー」で、北海度へ GO!（2014年 2月 22日～23日） 

   
▲2014年２月 東京から有志で雪の北海道・知内町へ GO! 名物の「カキ・ニラまつり」に参加し、 

浜のとうさん、かあさんと交流。また漁港とニラ栽培のビニールハウスを見学した。 

 

 

【生産者サイドから】 

「活動に参加して産地から視る食育」 

検討委員・宮崎豊勝氏（北海道・知内商工会事務局長） 生産者交流会に生産者側で参加 

この活動の取り組みした背景には、「食事バランスガイド」は普及しつつあるが、実践が少ない

ことから、食材の供給現場となる小売店から「ガイドに沿った食卓づくりの提案」を発信し「健康で

楽しいライフスタイルづくり」を推進する事が目的であると理解している。 

この活動は、まさに食育の大きなテーマだと思いますが、消費者の健康志向の高まりで、突発

的にテレビ番組などでの紹介があると、一次的に特定の食品の購買消費に爆発が生ずるものの、

長続きしないのが今の食環境であることを思うと「家族で食卓を囲み、おいしく、楽しく、１日３食、

時間を決め、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる」「○○の野菜の栄養は○○で、○○病の

予防に役立つ」などを提唱しても、家政学や栄養学などの自然科学といった学問的となって健康

福祉というイメージが強く、この必要性は理解しても直ぐには受け入れ難く、直ぐに実践したとして

も面倒さが先行し長続きはしないと考えます。 

そこで、今の消費者環境に即応し効果的な活動をするには、食に対する色々な志向の高まりに

乗じて「生産者と消費者の頻繁な交流」による食材への安心感や知識を高めながら「料理実習で



 

 

はなく調理体験」を通じて食材の性質や基本的なコツを学ぶことで、作る事への挑戦意識が高ま

り、自ら進んで「まな板」と向き合う機会を多くすると考えます。 

また、食生活は健康やエネルギー源の補給が基本であるばかりでは無いことを認識しなけれ

ばならない。食べることにより精神的に満たされる事も重要な要素となっており、満腹感や味覚の

満足感のほかに生産者や専門家などから「知識（豆知識※１や受け継がれた生産者の知恵※２）

の習得を通じての食材に対する興味心の向上」を果たし、今まで知らなかった知識を得た事によ

り精神的に学術的な満足感を満たすことが出来る。更に、「食物の立場を認識し知識を得る※３」

機会を多く作ることにより、食材に対する興味が益々高まってくるものと考えられ、これが起爆剤と

なり家庭での野菜や魚の活用の増加が期待できると考える。 

※１：ヒラメとカレイの簡単な見分け方など 

※２：イカそうめんの隠れた知恵など 

※２：①生産の体験による生産地や生産現場の環境②食材の旬と食材本来の味覚③安全 

   で高品質の食材はコストがかかり価格が高め④生産から流通・消費までの流れ 

 

次に、平成２５年に和食が「栄養バランスの優れた健康的な食生活」「多様で新鮮な食材とその

持ち味の尊重」等々が認められ、ユネスコ無形文化遺産に登録された処であり、これを機会に昭

和５０年代に提唱された「バランスのある日本型食生活」の良さを見直し、自然的で無理をしない

で出来る「米・魚・野菜を中心とした郷土料理」に肉類、乳製品などを加えたバランスの良い食卓

づくりを、積極的に提案しては如何だろうか。 

 

 

ホッケ唐揚サラダ 

 

鮭の親子飯 

 

ホッケ団子汁 

 

≪北海道の郷土(家庭）料理の一例≫  

 

しかしながら、私達は食育などの啓蒙活動を通じて自身の食生活を振り返り、食育の重要性や

それを実践したい意識や希望は充分に持っていながらも、具体的に取り組むとなると「三日坊主」

が大半であり、結局は外食・流行食品・インスタント食品等に走ってしまう。この傾向は一人ひとり

の持っている食習慣や食に対する考え方は、長い年月や置かれた生活環境によって形成されて

きている事による。従って、押しつけ的で急激な方向転換には困難性があることから、抵抗無く積

極的且つ継続的に実践するためには、食に対する重要性の意識を早く(幼児期)から学ぶ機会を

作る必要があます。その重要性の意識を向上させるためには食品に対して、あらゆる角度から興



 

 

味を持つ事が最良と考えられ、これを可能とする場所として家庭は最良の環境であると考えるが、

近年では加速的に核家族化が進み、生活の知恵や知識を祖父母から学ぶ機会が極めて少なくな

っており、加えて両親自体も知識に乏しく、子供と同じく学ばなければならない現状にあり教育の

場である学校がこの環境づくりをする役割を担うべきであると考える。 

 

〈魚食文化〉 

日本人の伝統的な食文化の食材として水産物は代表的な一つですが、今の食文化において魚

離れが止めなく進んでいることは否めない事実で、その理由として「①親や子供達が魚介類を好

まない②魚は肉より割高③調理方法を知らない又は面倒④骨を取り除くのが面倒又は出来ない

⑤臭い汚い」が多く上げられていますが、私が平成１３年から町立知内高等学校の授業として始

めた「地元水産物を活用した調理実習」に出席した学生の感想文をみると、「家庭では食卓に上

がることが少ないので余り魚を食べないが、今回の実習で魚をさばくコツが判ったので、自分で料

理して家族に食べさせたい」といった類の感想が多くあることからしても家庭環境も一つの大きな

原因として魚離れが進んでおり、水揚げや加工の現場を目の辺りにする機会が多い産地ですら

深刻な問題だと叫ばれているわけですから、生産現場に接することが極めて少ない都市圏にお

いては云うまでもありません。また、消費者の本物や安心・安全志向への高まりの背景から、商品

管理の高度化に力を注いでいるにも拘わらず、一部において産地偽装や原料偽装と整形加工の

隠匿等の裏切りによる信用度の低下も、魚離れの一つの要因になっていると考えており、これは

消費者側の原因ばかりではなく、産地市場や消費市場は勿論、卸業や小売業に加え産地（生産

者）も自らの責任や義務を果たす必要があります。また、１９６０年代後半から都会を中心に洋食

レストランやファーストフードが増え始め、都市に住む日本人の食習慣が徐々に肉やパンを中心

とした欧米的な食文化へと変化し、地方においても例外ではなくなっており、これも一つの起因と

なって魚離れが急激に進んでいるのが現状である。この事から、肉食文化が現在の食生活スタイ

ルとして根を這ってしまっているが、これを克服するには社会環境や経済環境にも大きく左右され

物理的に困難性が生ずる場合もあるが、家庭において「台所を活用した食卓を意識して取り入れ

た家庭環境づくり」の啓発（調理指導など）が産地に課題として与えられ、積極的にとり組まなけれ

ばならない責務の一つと考える。 

そして、魚や貝類を食材としての利用を高めるには、重要な調理の基本技術である「栄養バラ

ンスを考えた献立つくり」といった栄養科学のアピールだけでは効果は低く「基本的な調理技術を

身につけ味覚を育てる」取り組みが必要であると思われる。また、魚食に関心を持ち、魚食を意識

しながらの食卓つくりを実現するには「材料の選び方・材料の形や性質を理解した調理方法」など

の水産科学や社会科学を身につける取り組みも大事なポイントであると考える。 

 

今回の活動現場に来場した方々の、我々が提案するメニューに対するイメージは、「栄養価が

高く健康で長生き出来る料理」との意識は低く「美味しそう」「珍しい」「無料だから」等と云った意識

から試食していたと思われる。一方、来場者の興味心や再来を得た要因として「簡略な調理手間



 

 

のアピール」や「産地直送で生産者の顔が見えているから安心」「馴染みの小売り店舗だから信

用できる」といった意識によるものと考えられる。これが起爆剤となり「美味しかったから この食

材を使って作ってみようかナ」「簡単だから この食材を使って作ってみようかナ」「家族にも食べさ

れたいから この食材を使って作ってみようかナ」「この食材を使って こんな料理が出来るのか」

等々の意識や知識が頭の片隅に住み着いたものと考えられ、期待した意識の方向性が少し外れ、

即効的な実践は直ぐに無いとしても、今後において一部の来場者が実践し恒常的な食卓の改善

に繋がることが期待できる事から、活動の目的として半分以上の効果は果たされたものと確信で

きる。また、水産物に関しては家庭でも「食べたいがレシピだけでは調理できない」「この料理に挑

戦してみたいが、食材を店頭でみることが少ない」と云った来場者も見受けられたことから、小売

店側の取り組みや工夫次第（（調理教室、実演試食など）で、家庭の台所や食卓に変化を与え、

店頭における購買品の傾向（調理済み→生材料等）も変わってくると考えられる。 

 

最後に、誰しもが食育を素直に受け入れ「健康で長生き、楽しく心豊かな食生活の実現」を目指

すには「生活環境に即応した無理のない食育」であり、これを具体化するためには社会学や経済

学等と合わせ栄養学や医学の果たす役割は高く、これら専門分野において互いに連携し、理論を

具体化して「食卓のメニューづくり」を実践できる人材の育成が不可欠であると考えます。更には、

生産者や生産団体単独、小売店や商店街組織の単独、学校や推進団体単独などの活動にはそ

れぞれでの専門知識は高いものの、互いの専門分野に関する知識や取り組みのノウハウは限ら

れていることから、徹底した食育活動を進めるには、専門分野ごとが情報を共有しながら、互いの

協力や連携が可能な「食でつなぐネットワーク」つくりが必要であると考えます。さらに、この種の

活動は、固定化されてしまった様々な生活スタイルに入り込み、個々の意識に訴え、個々の理解

が必要であることから、即効的な効果は期待できない。従って、その効果を最大限に発揮するに

は、単発的な活動ではなく、取り組みによって発見された活動メニュー等の問題点を解決しながら、

中長期的（最低３年単位）な計画を組み立てて継続的に実施する必要がある。 

 

「簡単レシピが喜ばれてビックリ！」 

生産者・中村キエさん（北海道知内町・ニラ農家） 生産者交流会に参加 

生産者・笠松悦子さん（北海道知内町・ニラ農家） 生産者交流会に参加 

私たちはニラの生産者です。東京の皆さんが、ニラの簡単な食べ方を喜んでくれたことに、大き

な手ごたえを感じて帰ってきました。東京の人、とくに若い人には、料理は簡単なのが一番よいこ

となんですね。東京ではテレビや雑誌で紹介されているような凝った料理が好まれるのではない

かと思っていたのですが、ニラをゆがいて瓶詰のナメタケをのせただけ、という簡単な一品がとて

も喜ばれたことが意外であり、発見でした。 

また、ニラはいつもは脇役を演じているのですが、今回は主役をはらしていただき、それが東京

の消費者の皆さんに喜ばれたということが、私たちにはとてもうれしいことでした。産地から出かけ

て行った甲斐があったなあ、と話しています。お世話になりました。 



 

 

これからはぜひとも東京の若い人たちに、簡単な料理でニラをたくさん味わっていただきたいと

思いました。おいしくて簡単な料理で、これからもニラを紹介していきたいと思っています。 

 

「野菜は高い」に驚いた。 

検討委員・羽田百合子委員（JA安房・女性部長） 生産者交流会に参加 

私たちの毎日の生活は新鮮野菜に彩られています。今回、東京のスーパーでのメニュー提案

会に集まってくれた人たちから「野菜は高くて買えない」と聞いて驚きました。また、子どもさんがで

きあがった野菜料理を食べたいと手を伸ばしているのに、親御さんが「この子は野菜を食べませ

ん」と決めつけてしまうことにも驚きました。こどもさんが食べたいというのは、おいしそうだと思う

からなんですよ、と言って味見をさせると、こどもさんはおいしい！とうれしそうな顔をします。その

顔を見て、親御さんもうれしそうな顔になります・・・・これが食育の実践なんだと、私もうれしくなり

ました。そして、野菜づくりにもっともっと、力を入れていきたいと感じました。 

また、このような事業がございましたら、ぜひとも声をかけていただきたく思っています。そして

新鮮な野菜をアピールして、皆さんに毎日を元気に過ごしていただきたいです。 

 

「生産者交流会」に参加して 

生産者・鈴木康雄さん（東安房漁業協同組合） 生産者交流会に参加 

今回の事業に参加し、東京の中央区と十条の消費者の皆さんとじかに話すことができ、たいへん良

かったです。中央区の地域スーパー「フジマート」では、近隣のマンションの主婦が消費者の中心でし

た。北区の「十条銀座商店街」のアーケードは買い物客が多く、どの層の消費者が多いとは特定でき

ない多様な構成でした。今回、私たちは郷土料理の「煎りさんが」をご紹介しましたが、どちらのエリア

でもたいへん好評で、手ごたえを感じる活動となりました。 

 

以下、私が工夫した点、気付いたこと、考えたことを記します。 

◎準備段階 

・時化（しけ）や台風の影響で鮮魚を入手するのが困難だった 

・わかりやすいように「鮮魚」「さんが焼」「水餃子鍋」「煎りさんがご飯」の写真撮影をした 

・「煎りさんが」の味には好みがあるが、東京の皆さんに好まれるよう試行錯誤した 

◎交流会（懇談会） 

我々生産者ならではの話に消費者の皆さんは大変に興味をお持ちであることがわかりました。 

→将来的にはバスツアー（漁協施設・郷土料理）に取り組みたい、参加したいという声が多数あり、 

たいへんに盛り上がりました。 

◎今回の取り組みを通じて 

魚をめぐる現在の状況（特にデメリット）が少しでも解消するよう、さらなる魚食普及が必要と強く思 

いました。 

 



 

 

・考えられる魚のメリット    ：健康（身体）に良い 

・考えられる魚のデメリット ：放射能の影響で汚染が心配 

                  下ろし方ができない、わからない 

                  食べ方がわからない 

                  臭い、骨がある 

                  焼くと煙が出る 

                  価格が高い 

 

「生産者交流会」に参加して 

生産者・鈴木きみ子さん（東安房漁協女性部） 生産者交流会に参加 

 十分な認識がないまま、ふとどきにもさほどの緊張感も持たずして魚食普及のお手伝いくらいに思

い、軽い気持ちで現場へ行き、目的の重大さにうろたえました。私たちの漁協もさまざまな魚食普及・

海と暮らしを護る念から始まった無添加食品、無公害石けん（「わかしお石けん」は、千倉が発祥の地

です）、産地直送等等を数十年、運動してきています。いろいろなイベントの際に「直売」を通し、声を

大にしてこれらのアピールを自分なりにしてきました。自分にできる精いっぱいの貢献を、と思ってきま 

した。 

しかし今回、皆さんが広く大きく「魚」を知って食べてもらうんだ、という意気込みがひしひしと感じら

れ、確固たる信念を持って携わっている姿が伝わってきて感激しました。そして、生産者と消費者の集

いのなかで、今までこうした会合に出番のなかった私が「千倉」、あるいは職場のすばらしさを思いの

たけをぶつけるように語らしてもらい、とても有意義な時間（ひととき）をいただきました。私だけではな

く他のメンバーにも経験させてあげたいとつくづく思いました。そうしたらまた、皆さんをとおして、いろ

いろ教えていただいたり、感じさせていただくことによって、仕事にヤル気がまんまんになる人が出てく

ると思います。（役割の各課によって仕事の内容が違うので、チャンスがない）。 

いまは国外の人々が日本の「食文化」を注目し、「魚」をみなおしています。そんななかで「魚食文化」

の筆頭である日本人がややもすると「魚」をおきざりにしている。こんな時だからこそ、皆さんの活動が

大切で意義あるものであると、賛美したい気持ちでいっぱいです。 

日ごろ台所を預かるお母さんに「魚」にふれるきっかけを皆さんの運動をとおして広めてください、。

心から応援します。（運動が即、結果に出るとは限りません。それは長い年月かけて充分承知してい

ます） 

 

「環境保全型・循環型農業」の先頭を走ってきた 

生産者・黒澤賢太郎さん（甘楽町有機農業研究会、レンゲの会会長） 生産者交流会に参加 

 私は１９８０年代から食の安全性を考え、農薬や化学肥料を一切使わない安全な野菜づくりの実現

に向けて努力を重ねてまいりました。そのひとつに、１９９６年から東京都北区の学校給食と連携して

始めた野菜のリサイクル事業があります。北区内の６４の小中学校の学校給食で出た生ごみをコンポ



 

 

ストで堆肥化し、それを甘楽町が受け入れて、有機農業研究会の会員の畑で肥料として利用し、その

畑で栽培された作物を給食の食材として使う、という完全なリサイクルのシステムです。 

こうした環境循環型農業の取り組みをご評価いただき、今年の２月２５日には、「第１９回環境保全

型農業推進コンクール」の最優秀賞を受賞させていただきました。また、米づくりにもこだわりを持って

取り組んできており、われわれがつくった「れんげ米」は、昨年度には天皇陛下へのご献上米に選ば

れました。 

今回の食育事業では、旬の野菜と米をテーマに、ということで、小松菜、里芋、大根等の旬の野菜

類とお米を甘楽郡から持ってゆき、消費者の皆さんに紹介させていただきました。ひとつひとつの作物、

一品一品の料理に日本の大地がはぐくんだ“いのち”が宿っていることを皆さんに伝えたいと、交流会

や店頭でお話しをさせていただきました。世の中は不景気がつづき、食べものにおいても安いもの、簡

単なものに走りがちではありますが、「食はいのち、そのもの」です。くりかえし語りつづけて参ります。 

そして我々は皆さんの体を本当によくしてくれる食べものを生産しつづけます。どうぞご一緒に、大

地のチカラを最大限に引き出した循環型の農業を進めていこうじゃありませんか。これまでのつながり

から、北区には知り合いも多くご縁も深いのですが、今後は東京中の皆さんに、循環型農業の意味を

もっともっと伝えてゆきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ごあいさつ 

私どもは今年度はじめて、農林水産省の食育事業の公募に手をあげ、参加させていただきました。

昨年の８月より３月までの８カ月間、まさに走るように過ごしてまいりましたが、完走できたのは農林水

産省消費・安全局の道野英司消費者情報官はじめスタッフの皆さまの懇切丁寧なご指導によるものと

存じます。ここに厚く御礼を申し上げます。 

 

実施にあたっては、検討会の座長を務めてくださった明治大学の長岡顯先生、副座長を務めてくだ

さった東京海洋大学の婁小波先生をはじめ検討委員の先生方に大変お世話になりました。事業の現

場をご一緒に担当していただいたフジマートの本社・月島店・森下店の皆さま、十条銀座商店街の事

務局の皆さま、浅井青果、魚鈴、関係者の皆さまには昼夜を問わずご一緒に事業に取り組んでいた

だきました。検討委員もお務めくださった管理栄養士の武田三花先生には、食育セミナーでの熱心な

講演活動、並びに食事アンケートをご指導など多岐にわたりお力添えを賜りました。また食事評価を

ご担当いただいた栄養士の皆さまにもたいへんお世話になりました。生産者交流会にご参加くださっ

た北海道知内町の農業・漁業の皆さま、千葉県の東安房漁協の皆さま、ＪＡ安房の皆さま、群馬県甘

楽郡の黒澤農園の皆さまには、毎回工夫ある交流の場を創出していただき、心からの感謝を申し上

げます。そして、この事業に積極的にご参加くださった地域の消費者の皆さまには、店頭で、また食育

セミナーや料理講習会、アンケート調査に熱心にご参加いただき誠にありがとうございました。厚く感

謝を申し上げるとともに、これからもご一緒に「食」学ぶ仲間として、お付き合いをつづけさせていただ

きたいと願っております。 

 

日本は、海と山に恵まれた自然豊かな国です。全国各地で四季折々の作物が育ち、そこに豊かな

食文化が育まれてきました。そのひとつひとつは昔も今も、私たちの「いのち」を良くするものでありつ

づけているのですが、そうした自然と人とのつながりが当たり前になって感謝の念が忘れられてしまっ

たこと、そして私たちの暮らしがここ５０年の間に急激に変わってしまったことから、人間が生きる上で

一番大切な「食」が大切にされない状況が生まれてしまいました。 

こうした問題意識から、これまで当会は、「第一次産業の生産者と消費者を結ぶ」という活動を行っ

てまいりましたが、今回の事業を通じて「小売の現場が生産者と消費者をつないでいる」ことを深く受

け止めることとなりました。逆にいえば、小売の現場が生産物と産地の情報をよりよく流してくださるこ

とが、第一次産業と消費者をしっかりと結びつけることにつながります。そして、その情報を消費者が

大切なこととしてと受け止めることが、よりよい食卓の実現につながるのだと確信いたしました。 



 

 

 

日本中が忙しい昨今、食の理想が「早く」「安く」であるかのようにいわれがちですが、今回の事業を

通じて「食はいのち」という基本に立ち返らなければ、日本全体が立ち行かなくなる、ということをさまざ

まな角度から痛感することとなりました。戦後、食べものが不自由な時代が続いたため、昭和３０年代

から急激に油脂の多い洋食が理想の食事として喧伝されました。その結果、糖尿病が５０年前の５０

倍に増えているという事実、医療費が激増し医療保険制度が崩壊の危機にあるという現実・・・・・日本

人の食と健康は、もはや、待ったのきかないところまで来てしまっています。 

今回の食育活動は、まさに実験的な試みでしたが、ご参加くださった皆さまが自ら何かを考え、実行

するきっかけを持たれたことと思います。それぞれの暮らしの周辺で「買い物」や「料理」を通してよりよ

い食を実現してくださること、セミナーに参加したり自ら情報発信するなど、それぞれができることから

始めることが大切と存じます。今回の食育事業が、ご参加くださった皆さまの幸せな人生に役立つこと

を心から願い、ご挨拶とさせていただきます。 

 

 

                                  特定非営利活動法人海のくに・日本  

 理事長  白石ユリ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 海のくに・日本
にっぽん

 

  （理事長：白石ユリ子、担当：佐藤安紀子） 

〒104-0061東京都中央区銀座 3-12-15 

TEL.03-3546-1291/1242 FAX.03-3546-1164 

E-mail：gyo＠WFF.gr.jp http://www.WFF.gr.jp 
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