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第 1章 事業内容と成果 

１．はじめに 

農林水産省は、食育基本法に基づき、第３次食育推進基本計画を定め、生涯にわたって

健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、生涯にわたる食育の環(わ)を定め、５つの

重点課題を柱とした取り組みを推進している。 

◆第３次食育推進基本計画 重点課題 
① 若い世代を中心とした食育の推進 
② 多様な暮らしに対応した食育の推進 
③ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 
④ 食の循環や環境を意識した食育の推進 
⑤ 食文化の継承に向けた食育の推進 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、二度目の農林水産省の食育活動モデ

ル推進事業（以下「本事業」と記す）の認定事業団体となった。事業を進めるにあたっては、

上記の重点課題を基に、以下の目標をもって、全国各地で食育活動体験会を開催した。 

２．本事業の目的及び目標 

本事業は、第 3次食育推進基本計画の基本的な取り組み方針の重点課題の中にある、食

に関する知識を深め、意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活の実践を目的に、

「学ぶ」「体験する」「継続する」をテーマとした「食育活動体験会」を開催し、消費者に

日本型食生活など健全な食生活の実践を促し、食や農林水産業への理解を深めることを目

的とした。 
また、本事業を通して、食育と日本型食生活への理解が深まり、健全な食生活の実践者

が拡大することで、第３次食育推進基本計画の重点課題に掲げられた、個人の食育の推進

と個人の食育を支える地域の取り組みや環境づくりに寄与することを目的とした。 

◆「新たな食環境に対応した食育活動モデル推進事業」趣旨に基づく成果目標 
① 食育に関心を持っている人の割合・・・10%以上の向上 

・平成 32 年度までに現状 75%から 90%以上にする 

② 日本型食生活※の実践度・・・10%以上の向上 
・平成 32 年度までに現状 57.7%から 70%以上にする 
※ 日本型食生活（ごはんを主食に、主菜、副菜を組み合わせたバランスの良い食事）を 

１日 2 回以上ほぼ毎日食べている人 

③ 若い世代の人の日本型食生活の実践度を全体平均と比較する 
④ 以下の項目についてアンケート調査を行い、活動の有効性を評価し、今後の活動

に活かす。 
・日本型食生活とごはんについて       ・使用している食材について 
・スマイルケア食について（添付資料① ｲ）参照）   ・食生活の改善について 
・食育ボランティアについて 
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３．事業の実施体制 

食育活動体験会の実施に際して以下の体制をとり、事業推進会議での検討を行い、事業

を進めた。 
 
（１）事業実施体制図 

 
 
 
※１ 食育資格者 

食育基本法の制定を受け、当法人は平成 22 年から資格制度を設けＭＯＡ食育指導員及び

MOA 食育推進員（以下「食育資格者」と記す）の養成に取り組んでいる。 
 
※２ ＭＯＡ食育ボランティア団体 

食育資格者は、食育活動を進めるネットワークを形成し、人数・規模の整ったところから  

地方行政へボランティア団体として登録し活動している。 
 

（一社）ＭＯＡ自然農法

文化事業団

本部 事務所

地区支所

全国１０か所

各支所につながる普及会

２８４、農業体験・見学会、

食材の供給

（一社）ＭＯＡインター

ナショナル

本部 事務所

地区事務所

全国１０か所

上記の各地区の療院（１１

か所）、ＭＯＡ健康生活館

（３４か所）で食育資格者養

成講座、料理講習会

（株）ＭＯＡ商事

本社 事務所

地区販売

全国１０か所

各地区販売につながる製

造業者、加工体験・見学会、

商品説明会、食材の供給

事業推進会議

ＭＯＡ食育ボランティア団体

ネットワーク
行政登録数 547団体

資格者数 5,630名

広く市民・消費者を対象にする

連携 連携

協力依頼

結果報告

農林水産省

食料産業局

助言・指導

地方自治体

他のボランティア団体

各地の医療法人や

クリニック

食生活改善推進員

（株）MOAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

委託アンケート入力・集計
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（２）事業推進会議 

① 事業推進委員 6 名 

吉田 企世子 女子栄養大学 名誉教授 

奈良  安 規 一般社団法人ＭＯＡ自然農法文化事業団 理事長 

中 川  眸 富山大学 名誉教授 

山本  周 美 武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科准教授 

豊田  益 代 ＭＯＡ東京療院 管理栄養士 

田 口  誠 株式会社エムオーエー商事 代表取締役 

 
② 会議日時と主な議題 

事前準備 平成 28年 6月 15日事業計画案を示し、各委員の意見を反映し 

6月 25日計画を決定した。 

第 1回  平成 28年 9月 12日 午後 1 時から 4 時 

・事業の進捗状況の確認と検証 

第 2回  平成 29年 1月 16日 午後 1時から 4時 

・アンケートの結果を基に事業の効果を測定 

 

 
第 1回 事業推進会議 於：東京療院 会議室 

 
第 2回 事業推進会議 於：東京事務所 会議室 
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４．食育活動体験会の開催準備 

食育活動体験会の実施に際して、食育資格者を対象とした事前研修を行い、事業の目的

を伝え、全国的に統一感をもった事業を推進した。 
 
（１）研修内容 

① 国民の健康状態と国の施策を学ぶ 
・少子高齢化社会、生活習慣病の蔓延、社会保障費の増加 
・第３次食育推進基本計画 

 
 

② まちの食生活の現状と施策を知る 
・地域における食事の傾向と健康状態 
・地域の食育推進計画とボランティアの役割 

 
 
 

③ 本事業を進めるにあたって 
・食と農についての知識を深める食育活動体験会の開催 
・食生活を改善する実践者を増やす「元気になる食事法 

チャレンジシート」の活用 
・市民が共に支え合う健康づくり、地域のコミュニティ

づくりに役立てる 
・食育活動に参画する市民ボランティアを増やす 
 
 

④ 行動変容に合わせた資格者の役割 
・知 識 を 深 め る～食と健康を学ぶ体験会を開催する 
・意 識 を 高 め る～食生活の改善目標にチャレンジする 
・行動を継続する～声をかけ合い、支え合う（週に２～３回） 
・行動を習慣化する～努力や変化を語り合う（月に１～２回） 
・行動を維持する～食育ボランティア活動によるコミュニティづくり 
 
〈行動変容〉 

 
 
 

知識を深める 

~無関心期~ 

意識を高める 

~関心期~ 

行動を継続する 

~準備期~ 

習慣化する 

~実行期~ 
維持する 

~維持期~ 

  

 



 

5 

 
（２）食育活動体験会の広報 

参加者募集チラシ 60,000枚、ポスター2,000 枚、のぼり 400 本を配布。全国の市区

町村に登録している食育ボランティア 547 団体を主体に、全国各地で食育活動体験会

の案内活動を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポスター 募集チラシ 

のぼり（横） 

のぼり（縦） 
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５．「学ぶ」「体験する」「継続する」食育活動体験会 

全国各地に於いて、日本型食生活の普及と実践、食や農林水産業への理解を深めるため、

食育資格者による市民を参加対象とした食育活動体験会を実施した。 
特に、食育を必要とする若い世代や一人暮らしの人、高齢者の人に対して、参加の呼び

かけや参加後の支援に力を入れた。 
 
（１）開催期間 

平成 28年 7月 1日から平成 28年 10月 31 日 

（２）食育活動体験会の開催 

日本型食生活を「学ぶ」食育セミナーに、調理して食べるを「体験する」実習を組

み合わせ、それを参加者が「継続する」実践型の内容とした。 

①「学ぶ」食育セミナー 

a）「日本型食生活」のススメの解説 

・日本型食生活が、生活習慣病の予防と健康増進

につながることを伝えた 

 

 

b）「スマイルケア食」の解説 

 

・スマイルケア食の紹介と試食を行った 

 

 

 

 

 

c）「元気になる食事法」パンフレットの解説 

 

・生命力ある旬の食材や自然農法・有機農法農産

物への理解を深めた 

 

 

d)「おむすびセミナー」 

・日本の食文化を支えるお米を身近に感じてもら

えるように、お米の特徴、おむすびの由来など

を楽しく学べる紙芝居を作成して学んだ 

 

農林水産省 資料 

農林水産省 資料 

ＭＯＡ作成資料 

紙芝居 
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②「体験する」料理講習会と体験会 

a）料理講習会 

・食材となる農林水産物や加工食品の説明を聞き、理解を深めた 

・「ごはんを主食に旬の野菜、大豆製品や魚を食べて栄養バランスを整える」献立

の調理実習と試食を行った 

例：あたたかいごはんで握る「おむすび」、旬の野菜を活用した「具だくさん

の味噌汁」、食文化の継承を目的とした「郷土料理」など 

   

 

b）農業体験・見学会 

・「お米」をテーマに、生産地での農作業や見学、生産者との交流を行った 

・生産者のお話に加え体験を組み込んで、食や農林水産業への理解を深めた 

   

鹿児島市 平川研究農場       伊東市 伊藤さんの田んぼ 

 

c）加工体験・見学会 

・精米工場等の加工メーカーでの見学、加工業者との交流を行った 

・担当者のお話や、ごはんの試食などを行い、加工食品への理解を深めた 

   

北海道 ホクレンパールライス工場      佐賀県 森光商店 
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③ 学びと体験を「継続する」 

a）参加者自らが食生活の改善目標を立てる 

・健全な食生活が継続できるように、ＭＯＡ作成の「元気になる食事法 チャレ

ンジシート※」を活用した。※（添付資料②参照、以後「チャレンジシート」と記す） 

・参加者は自分にできる食生活の改善目標を立て、それを約１か月、継続する取

り組みとした 

   

チャレンジシート 

b）資格者による支援 

・食育資格者は、参加者の食生活の改善が継続できるように、応援・ｻﾎﾟｰﾄした 

・約１か月後、参加者の事後アンケートを実施し、意識と行動の変化の調査を行った 

 

 

④食生活改善の啓発 

a）参加者へ「チャレンジバッジ」の配布 

参加者には、学びと体験を「継続する」意欲を高める

ために「チャレンジバッジ」を配布した。 

 

 

 

 

b）資格者へ「チャレンジペン」の配布 

食育資格者には、参加者の取り組みへの意欲を高め、

また資格者としてのやる気や資格者同士の連帯感を高

めるために「チャレンジペン」を配布した。 

 

 

 

 
 

チャレンジバッジ 

チャレンジペン 
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（３）「料理講習会」基本スケジュール 

実践テーマ「ごはんを主食に旬の野菜、 

大豆製品や魚を食べて 栄養バランスを整える」 

流 れ ステージ 内 容 使用する資料 

事前準備 

（資格者） 
準備会 

・開催日の決定 

・参加者募集 

・料理レシピの決定 

・モデル事業開催申請書 

・募集チラシ 

・参加者一覧表 

食育活動 

 

気づき 

 

学 ぶ 

 

＆ 

体 験 

 

 

 

 

継 続 

 

約 1か月

（応援する） 

 

 

１か月後 

・事前アンケートの記入 ※回収 

・セルフチェックシートの記入 

・事前アンケート（参加者用） 

・チャレンジシート 

◇食育セミナー 

・日本型食生活のススメ 

・元気になる食事法の解説 

・おむすびセミナー 

◇調理実習 

・「おむすび」の実習 

・「旬の野菜」の調理実習 

 

・スマイルケア食の説明と試食 

 

◇チャレンジシートの作成 

・参加者～チャレンジバッジを付けて

実践する 

 

・資格者～継続できるように声をかけ

応援する 

 

（体や心の変化を見守る～表情や言

葉の変化、体調など・・・記録する） 

 

・日本型食生活のススメ 

・元気になる食事法パンフレット 

・紙芝居 

 

・おむすびの結び方 

・「旬の野菜」レシピ 

 

・スマイルケア食をご存じ

ですか？ 

 

・チャレンジシート 

・チャレンジバッジ 

（参加者用） 

・チャレンジペン 

（資格者用） 

・事後アンケートの作成 ※回収 ・事後アンケート 

（参加者用、資格者用） 

事後整理 

（資格者） 
報告会 

・1 か月間の整理（参加者の様子、資格

者の応援などの確認） 

・アンケートの整理       ※提出 

・事業開催報告書の作成   

・モデル事業開催報告書 
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（４）「農業体験見学会」「加工体験見学会」スケジュール 

実践テーマ「ごはんを主食に旬の野菜、 

大豆製品や魚を食べて 栄養バランスを整える」 

流 れ ステージ 内 容 使用する資料 

事前準備 

（資格者） 
準備会 

・開催日の決定 

・実習先の決定 

・参加者募集 

・モデル事業開催申請書 

・募集チラシ 

・参加者一覧表 

食育活動 

 

気づき 

 

学 ぶ 

 

＆ 

 

体 験 

 

 

 

 

 

継 続 

 

約 1か月

（応援する） 

 

 

１か月後 

・事前アンケートの記入 ※回収 

・セルフチェックシートの記入 

・事前アンケート（参加者用） 

・チャレンジシート 

◇食育ミニセミナー 

・日本型食生活のススメ 

・元気になる食事法の解説 

・スマイルケア食の説明と試食 

 

◇体験見学 

・農業体験～生産者の話を聞き植え

付けや収穫を体験する 

・加工体験～加工者の話を聞き地域

の産業への理解を深め

る 

◇チャレンジシートの作成 

・参加者～チャレンジバッジを付けて

実践する 

 

・資格者～継続できるように声をかけ

応援する 

 

（体や心の変化を見守る～表情や言

葉の変化、体調など・・・記録する） 

 

・日本型食生活のススメ 

・元気になる食事法パンフレット 

・スマイルケア食をご存じ

ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

・チャレンジシート 

・チャレンジバッジ 

（参加者用） 

・チャレンジペン 

（資格者用） 

・事後アンケートの作成 ※回収 ・事後アンケート 

（参加者用、資格者用） 

事後整理 

（資格者） 
報告会 

・1 か月間の整理（参加者の様子、資格

者の応援などの確認） 

・アンケートの整理       ※提出 

・事業開催報告書の作成   

・モデル事業開催報告書 

 

（近くの生産者） 

（精米工場） 
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（５）全国の食育活動体験会 開催総数と参加者総数 

食育活動体験会 開催総数（会場数） 参加者総数 

数 的 結 果 636 会場 6,393 名 

〈内訳〉 

料 理 講 習 会 

農業体験見学会 

加工体験見学会 

571 会場 

52会場 

13会場 

5,673 名 

578 名 

142 名 

 

◆各地区内訳 （参加者数：食育資格者数を含まない） 

地 区 体験会 料理講習会 
農業体験 

見学会 

加工体験 

見学会 
計 

北海道 
開 催 数 68 3 1 72 

参加者数 743 60 12 815 

東 北 
開 催 数 52 4 1 57 

参加者数 433 54 23 510 

関 東 
開 催 数 106 11 1 118 

参加者数 1,066 138 20 1,224 

北 陸 
開 催 数 39 4 1 44 

参加者数 389 39 10 438 

中 部 
開 催 数 96 9 2 107 

参加者数 813 63 8 884 

関 西 
開 催 数 90 8 2 100 

参加者数 954 84 22 1,060 

中 国 
開 催 数 53 4 3 60 

参加者数 618 36 32 686 

四 国 
開 催 数 20 4 1 25 

参加者数 187 41 7 235 

九 州 
開 催 数 39 4 1 44 

参加者数 390 46 8 444 

沖 縄 
開 催 数 8 1 0 9 

参加者数 80 17 0 97 

計 

開 催 数 571 52 13 636 

参加者数 5,673 578 142 6,393 

人数/会場 9.9 11.1 10.9 10.0 
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（６）アンケートの実施方法 

すべての食育活動体験会において、参加者への事前と事後アンケート及び食育資格

者への事後アンケートを実施した。（アンケートの集計の詳細は第 3 章を参照） 

① 参加者 事前アンケートの実施 
食育活動体験会の参加前に、事前アンケートを実施した。 

◇参加者数 6,393 名 ◇記入者数 6,035 名 ◇記入率 94.4% 

  

 

② 参加者 事後アンケートの実施 
食育活動体験会の約 1か月後に、事後アンケートを実施した。 

◇参加者数 6,393 名 ◇記入者数 5,611 名 ◇記入率 87.8% 

  

 

③ 食育資格者 事後アンケートの実施 
食育活動体験会の開催後に、事後アンケートを実施した。 

◇食育資格者数 2,382名 ◇記入者数 2,162 名 ◇記入率 90.8% 

   

〈参加者 事前アンケート〉 

〈参加者 事後アンケート〉 

 

〈資格者 事後アンケート〉 

 

 

【事後／資格者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

資 格 者 事 後 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業「食育活動体験会」にご協力いただき、

ありがとうございました。以下の質問にお答えください。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．資格者ご自身の状況についてお聞きします。

（１）現在お持ちのＭＯＡの食育資格について教えてください。

（どちらかに○）

イ）MOA 食育推進員

ロ）MOA 食育指導員

（２）その他の食に係わる資格について教えて下さい。（あてはまるものに○）

イ）管理栄養士

ロ）栄養士

ハ）調理師

ニ）食生活改善推進員

ホ）その他（                        ）

（３）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（４）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男

ロ）女

【事後／資格者用】

2

（５）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代     ロ）20 代     ハ）30 代     ニ）40 代

ホ）50 代     ヘ）60 代     ト）70 代     チ）80 代以上

（６）あなたの現在の職業について教えてください。

（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）     ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦   ヘ）無職    ト）その他

Ｑ２．あなたが担当または協力した食育活動体験会についてお聞きします。

（１）あなたが担当または協力した食育活動体験会は何ですか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会

ロ）農業体験見学会

ハ）加工体験見学会

（２）開催にあたって心がけたことなどがあればお書き下さい。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

【事後／資格者用】

3

Ｑ３．参加者へのサポートをした資格者にお聞きします。

（１）参加者へはどのようなサポートを行いましたか。

（あてはまるものに○）

イ）声をかけた（電話やＥメールなどを含む）

ロ）共食（共に食事）をした

ハ）その他（                          ）

（２）参加者との関係についてお聞きします。

（あてはまるものに○）

イ）とても親しくなれた    ロ）あいさつや会話ができるようになった

ハ）あまり深まらなかった   ニ）その他（            ）

Ｑ４．資格者相互の連携についてお聞きします。

（１）今回の食育活動体験会で、資格者同士がお互い協力できましたか。

（どちらかに○）

イ）以前より協力できた      ロ）あまりできなかった

（２）（１）の質問で「イ）以前より協力できた」と回答した方にお聞きします。

どんな点が協力できましたか、お書き下さい。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

【事後／資格者用】

4

Ｑ５．地域の行政や他団体等の関係についてお聞きします。

（１）今回の食育活動体験会で、誰と協力できましたか。（あてはまるものに○）

イ）行政 ロ）学校   ハ）町内会   ニ）他団体（         ）

ホ）議員   ニ）その他（            ）

（２）協力できた内容についてお書き下さい。

                                  

                                  

                                  

Ｑ６．食育活動によるまちづくりについて、気付いたことや感想・要望等、自由にお書

きください。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

ご協力ありがとうございました。

【事後／参加者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

参 加 者 事 後 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業の一環として開催する食育活動体験会に参加していただき

ありがとうございました。

本活動が、皆様の食生活にどのような影響をもたらすのかを調査するため、事後アンケ－トを実施して

おります。ご協力をお願い致します。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．ご自身のことについてお聞きします。

（１）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（２）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男   ロ）女

（３）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代  ロ）20代 ハ）30 代 ニ）40 代

ホ）50 代    ヘ）60代 ト）70 代 チ）80 代以上

（４）あなたの現在の世帯状況は、次のうちどれですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）一人暮らし ロ）夫婦のみ ハ）親と子ども

ニ）三世代同居 ホ）その他

（５）あなたの現在の職業について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）      ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦    ヘ）無職   ト）その他

（６）あなたが参加した食育活動体験会は何でしたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会   ロ）農業体験見学会   ハ）加工体験見学会

【事後／参加者用】

2

Ｑ２．あなたの最近の食生活についてお聞きします。

（１）一日の食事回数は何回ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日３回   ロ）ときどき２回になる ハ）毎日２回

ニ）毎日１回   ホ）その他（   ）回

（２）朝食は食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日食べる    ロ）ときどき食べる      ハ）食べない

（３）前の質問で「イ）食べる、ロ）ときどき食べる」と答えた方にお聞きします。

主食は何を食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ごはんを食べることが多い    ロ）パンを食べることが多い

ハ）シリアルを食べることが多い   ニ）その他（            ）

※シリアルとは、オートミールやコーンフレーク、グラノーラなど、そのままで食べられる

穀物加工品のこと

（４）食事をするときは、どういった状況が多いですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ひとりで食べることが多い    ロ）誰かと一緒に食べることが多い

ハ）ときどき誰かと一緒に食べる

Ｑ３．日本型食生活についてお聞きします。

（１）日本型食生活について、どの程度理解が深まりましたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）より一層理解が深まった   ロ）少し理解が深まった

ハ）あまり変わらなかった

（２）あなたは、最近、一日にごはんを何回食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）１日に３回食べる        ロ）１日に２回食べる

ハ）１日に１回食べる        ニ）ほとんど食べない

【事後／参加者用】

3

（３）あなたは、最近、ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていますか。

（あてはまるもの１つに○）

※主菜とは、魚・肉・卵・大豆製品などを中心としたおかず、副菜とは、野菜を中心としたおかず

イ）１日に３食、食べている  ロ）１日に２食は食べている

ハ）１日に１食は食べている    ニ）週に何食かは食べている

ホ）ほとんど食べていない

Ｑ４．最近の食材についてお聞きします。

（１）食材の産地を意識して選んでいますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）外国産より国内産を優先する    ロ）国内産より外国産を優先する

ハ）特に気にしていない

（２）地元の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している    ロ）意識していない

（３）旬の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している    ロ）意識していない

（４）有機農法や自然農法を知っていますか。（どちらかに○）

イ）知っている    ロ）知らない

（５）前の質問で「イ）知っている」と答えた方にお聞きします。あなたは、有機農産物や

自然農法農産物をどれくらい使っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日使う      ロ）ときどき使う

ハ）あまり使わない   ニ）まったく使わない

Ｑ５．食育活動体験会で学んだ、おむすびや料理を作ってみましたか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）作って食べた    ロ）作ってみようと思う

ハ）まだ作っていない

【事後／参加者用】

4

Ｑ６．あなたが作成した「チャレンジシート」の食生活の改善についてお聞きします。

（１）あなたが立てた食事習慣のチャレンジ項目をお書き下さい。

   （                                      ）

※弊社記入［ Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  Ｆ ］－［ １  ２  ３  ４ ］

（２）チャレンジ項目の実践状況はどうでしたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日実践できた      ロ）２～３日に１度実践できた

ハ）１週間に１度実践できた    ニ）あまりできなかった

（３）引き続き食事習慣の改善を継続しようと思いますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）とてもそう思う  ロ）ややそう思う     ハ）どちらとも言えない

ニ）あまり思わない  ホ）まったくそう思わない

Ｑ７．あなたは、「スマイルケア食品」について、どの程度理解が深まりましたか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）より一層理解が深まった    ロ）少し理解が深まった

ハ）あまり変わらなかった

Ｑ８．あなたは、食育のボランティア活動に興味がありますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）興味がある          ロ）少し興味がある

ハ）興味がない

Ｑ９．その他、気づいたことや感想などがあれば、自由にお書きください。

                                       

                                       

                                       

ご協力ありがとうございました。

【事前／参加者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

参 加 者 事 前 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業の一環として開催する食育活動体験会に参加していただき

ありがとうございます。

本活動が、皆様の食生活にどのような影響をもたらすのかを調査するため、体験会の前後にアンケート

を実施しております。ご協力をお願い致します。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．ご自身のことについてお聞きします。

（１）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（２）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男     ロ）女

（３）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代  ロ）20 代 ハ）30 代     ニ）40 代

ホ）50 代     ヘ）60 代     ト）70 代 チ）80 代以上

（４）あなたの現在の世帯状況は、次のうちどれですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）一人暮らし ロ）夫婦のみ    ハ）親と子ども

ニ）三世代同居 ホ）その他

（５）あなたの現在の職業について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）    ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦   ヘ）無職    ト）その他

【事前／参加者用】

2

（６）あなたが過去１年間に、食育セミナーや料理教室などの食育活動へ参加した回数を

教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）1 回      ロ）２回 ハ）３回以上 ニ）なし

（７）本日参加する食育活動体験会は何ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会   ロ）農業体験見学会   ハ）加工体験見学会

Ｑ２．あなたの食生活についてお聞きします。

（１）一日の食事回数は何回ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日３回   ロ）ときどき２回になる  ハ）毎日２回

ニ）毎日１回     ホ）その他（   ）回

（２）朝食は食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日食べる ロ）ときどき食べる    ハ）食べない

（３）前の質問で「イ）食べる、ロ）ときどき食べる」と答えた方にお聞きします。

主食は何を食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ごはんを食べることが多い    ロ）パンを食べることが多い

ハ）シリアルを食べることが多い   ニ）その他（            ）

※シリアルとは、オートミールやコーンフレーク、グラノーラなど、そのままで

食べられる穀物加工品のこと

（４）食事をするときは、どういった状況が多いですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ひとりで食べることが多い    ロ）誰かと一緒に食べることが多い

ハ）ときどき誰かと一緒に食べる

【事前／参加者用】

3

Ｑ３．日本型食生活についてお聞きします。

（１）日本型食生活を知っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）内容を含めて知っている    ロ）言葉は知っている

ハ）知らない

（２）一日にごはんを何回食べますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）１日に３回食べる        ロ）１日に２回食べる

ハ）１日に１回食べる        ニ）ほとんど食べない

（３）ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていますか。

（あてはまるもの１つに○）

※主菜とは、魚・肉・卵・大豆製品などを中心としたおかず、副菜とは、野菜を

中心としたおかず

イ）１日に３食、食べている    ロ）１日に２食は食べている

ハ）１日に１食は食べている    ニ）週に何食かは食べている

ホ）ほとんど食べていない

Ｑ４．日常の食材についてお聞きします。（あてはまるもの１つに○）

（１）食材の産地を意識して選んでいますか。

イ）外国産より国内産を優先する    ロ）国内産より外国産を優先する

ハ）特に気にしていない

（２）地元の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している       ロ）意識していない

（３）旬の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している       ロ）意識していない

【事前／参加者用】

4

（４）有機農法や自然農法を知っていますか。（どちらかに○）

イ）知っている       ロ）知らない

（５）前の質問で「イ）知っている」と答えた方にお聞きします。あなたは、有機農産物や

自然農法農産物をどれくらい使っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日使う         ロ）ときどき使う

ハ）あまり使わない      ニ）まったく使わない

Ｑ５．あなたは、ご自身の食生活を改善したいと思いますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）とてもそう思う      ロ）ややそう思う

ハ）どちらとも言えない    ニ）あまり関心がない

ホ）まったく関心がない

Ｑ６．「スマイルケア食品」を知っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）内容を含めて知っている   ロ）言葉は知っている

ハ）よく知らない

Ｑ７．あなたは、食育のボランティア活動に興味がありますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）興味がある      ロ）少し興味がある

ハ）興味がない

ご協力ありがとうございました。



 

13 

６．新たな食環境の創出に有効な食育活動体験会 

（１）成果のまとめ 

◆目標① 食育に関心を持っている人の割合…10％以上の向上 

・平成 32 年度までに、現状 75%から 90%以上にする 

 

 

 

 

◇結果① 日本型食生活について 

a）参加者 事後アンケート「日本型食生活について、どの程度理解が深まりました

か」の回答集計結果 

 
アンケートの回答

（％） 

「より一層理解が深まった」 53.3 

「少し理解が深まった」 41.1 

合 計 94.4 

 

◇検証① 結果の検証と要因 

a）検 証 

・第３次食育推進基本計画には「食育に関心を持っている国民を、現状 75％か

ら平成 32年度までに 90％以上にする」との目標を掲げている 

・本事業に参加した 94.4％の人が、日本型食生活の理解を深める結果となり、

この目標を達成することができた 

 

b）要 因 

・農林水産省提供の「日本型食生活のススメ」を用いたセミナーの効果が表れ

た 

・日本型食生活の具体的な「ごはんを主食に旬の野菜、大豆製品や魚を食べて

栄養バランスを整える」献立の調理実習と試食、懇談が効果的であった 
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◆目標② 栄養バランスに配慮した日本型食生活※の実践度…10％以上の向上 

・平成 32年度までに現状 57.7%から 70%以上にする 

※ 日本型食生活（ごはんを主食に、主菜、副菜を組み合わせた栄養バランスの良い

食事）を 1日 2回以上ほぼ毎日食べている人 

 

 

◇結果② 参加者の日本型食生活の実践結果 

a）参加者事後アンケート「ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていま

すか」の回答集計結果 

 事前アンケートの

回答（％） 

事後アンケートの

回答（％） 

1 日３食、食べている 32.0 31.4 

1 日２食は食べている 45.3 47.4 

合 計 77.3 78.8 

 

 

◇検証② 結果の検証と要因 

a）検 証 

・第３次食育推進基本計画には「主食、主菜、副菜を組み合わせた日本型食事を

1 日 2 回以上ほぼ毎日食べている国民の割合を、現状 57.7％から平成 32 年度

までに 70％以上にする」との目標を掲げている 

・本事業に参加した 78.8％の人が、日本型食事を 1 日に 2 食以上食べている結

果となり、上記の目標を達成することができた。ただし、参加の前後は 1.5％

の向上に留まり、目標とした 10％の向上に至らなかった 

 

b）要 因 

・目標達成が出来なかった要因として、体験会実施前の段階（事前）で、既に 77.3%

と高い割合で合ったことが上げられる 

 

  

結果 1.5％の向上 
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◆目標③ 特に食育が必要とされている若い世代（20代及び 30代、以下省略）の日本型食生

活の実践度について全体平均と比較する 

 

◇結果③ 参加者事後アンケート、1日 2回以上ほぼ毎日、日本型食生活「ごはんを主

食に、主菜、副菜のそろった食事をしている」と回答した人の、年代別、  

世帯状況別、職業別の各集計から、全体平均より低い結果は以下の通り 

 

a）年代別集計結果 

年 代 事後アンケートの回答（％） 

20代 55 

30代 66 

全体平均 79 

 

b）世帯状況集計結果 

世帯状況別 事後アンケートの回答（％） 

一人暮らし 74 

親と子ども 77 

全体平均 79 

 

c）職業別集計結果 

職業別 事後アンケートの回答（％） 

勤め（全日） 72 

勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 72 

学生 74 

全体平均 79 

 

◇検証③ 結果の検証 

・参加者への事後アンケート結果から、若い世代において、日本型食生活の実践度が

全体平均値 79%より 20代では 24％低い 55％、30 代では 13％低い 66％となった。

しかし、第 3 次食育推進基本計画の若い世代の目標としている数値 55％以上を達

成する結果となった 

・世帯状況別では、一人暮らしが最も低い 74％、次いで親と子ども世帯が 77％で  

あった 

・職業別では、若い世代の割合が多いと思われる勤め（全日）と勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）

が 72％と最も低く、次いで学生が 74％であった 

・上記の結果から、食育推進基本計画の冒頭に掲げられている「若い世代を中心とし

た食育」については、学生を含む若い世代の人に、「多様な暮らしに対応した食育」

については、一人暮らしや勤めの人に、特に食育が必要である事を改めて確認  

できた 
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◆主食、ごはん、食材などに関する意識調査の結果 

a）「主食は何を食べていますか」の回答集計結果 

 事前アンケート

の回答（％） 

事後アンケート

の回答（％） 

ごはんを食べる事が多い 72.1 75.8 

パンを食べる事が多い 20.1 18.1 

b）「一日に何回ごはんを食べますか」の回答集計結果 

 事前アンケート

の回答（％） 

事後アンケート

の回答（％） 

１日に３回食べる 47.7 51.3 

１日に２回食べる 41.5 40.8 

c）食材の産地と栽培方法に関する調査 

 事前アンケート

の回答（％） 

事後アンケート

の回答（％） 

外国産より国内産の食材を優先する 87.6 90.4 

地元の食材を意識して選ぶ 77.1 81.9 

旬の食材を意識する 86.9 90.2 

有機農法や自然農法を知っている 89.3 93.0 

有機農法や自然農法のものを「毎日使う」 32.4 33.3 

有機農法や自然農法のものを「ときどき使う」 47.1 52.0 

d）スマイルケア食の周知に関する調査 

 事前アンケート

の回答（％） 

内容を含めて知っている 5.4 

言葉は知っている 15.3 

 

 事後アンケート

の回答（％） 

より一層理解が深まった 21.5 

少し理解が深まった 62.8 

e）食生活の改善の継続に関する調査 

 事前アンケート

の回答（％） 

事後アンケート

の回答（％） 

食生活改善継続の必要性について「とてもそう思う」 33.8 49.3 

f）食育のボランティアに関する調査 

 事前アンケート

の回答（％） 

事後アンケート

の回答（％） 

興味がある、少し興味がある 85.1 86.4 
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◆まとめ 

アンケートの集計結果に見られたように、食育活動体験会の参加者に、食に対する

意識の変化が表れた。 

①日本型食生活の理解について 94.4%の参加者が、日本型食生活の理解を深めた 

②日本型食生活の実践について 78.8%の参加者が、1日 2食以上、日本型食生活

を実践となった 

この高い数値を得られたのは、食育活動体験会を開催するにあたって、食育資格者

への研修、広報が 2 年目の取り組みとして充実してきたこと。さらに使用した媒体

（各種資料や紙芝居）、啓発物（チャレンジバッジ・ペン）、実践を継続する体験会の内容

が、食生活の改善の意思や意欲の向上、更に体験会に参加する人同士の絆づくりに有

効であったためと考えられる。 

 

また、予想以上の割合の参加者が、国内産や地元でとれた旬のものを選び食べるよ

うになり、食べ方を変えていた。そして、食生活を改善するとの意識と行動の変化が

始まり、それを継続していきたいとの意欲を持っていることも確認できた。 

 

このことから本事業は、食や農林水産物への理解を深め、外国産より国内産を優先

することや地元のものや旬のものを意識する、有機農法や自然農法のものを使用する

といった消費行動を変え、国内や地域の経済に有意義な活動へもつながり、国内産 

加工食品や農林水産物の消費向上など、地産地消の意識向上に貢献できた。 
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（２）波及効果 

 
① 生活習慣病の予防・改善の一助 

実践のテーマとした「ごはんを主食に旬の野菜、大豆製品や魚を食べて栄養バラン

スを整える」との日本型食生活の理解と実践を通して、より一層ごはんを食べるなど

の食事の改善につながった。こうした食生活の改善への意欲が高まり継続すること

で、増加しているメタボリックシンドロームや生活習慣病の予防と改善にもつなが

る、国民の健康増進活動の一助となった。 

 

② 個人の実践から周囲の人へ波及 

本事業の取り組み方法として大切にした「学ぶ」「体験する」「継続する」は、個人

が主体的に取り組むための食育のステップであるが、その一方で、個人の理解と実践

が進む中から、家族や周囲の人にまで波及する事も確認できた。 

 

③ 食育による地域づくり・産業づくりへ 

食育活動体験会をきっかけに、参加者と講師、参加者と生産者、更に参加者同士が、

食育による健康づくりを進める関係、絆が深まった。こうした活動が地域に拡がるこ

とで、健康な食生活を支える地域づくり、産業づくりの基盤となることが確認できた。 

 

④ 健全な食生活に取り組む消費者とボランティアの拡がり 

食育活動体験会は、世代やライフスタイルの違いはあっても、それぞれ自らの食生

活を見直す有意義な機会となった。また学んで体験したことを継続することで、健全

な食生活に取り組む消費者やボランティアが増え、食育活動の拡がりにつながること

も確認できた。 

 

⑤ 各県における食育活動が進展 

本事業を全国で行うことで、各県の食育推進計画の推進に寄与することができた。

鹿児島県においては、鹿児島市ほか地方公共団体と連携した活動を展開しており、 

大学生や若い世代が参加した先進的なモデルとして県知事表彰につながった。 

 

   
平成 28年度「かごしまの“食”活動表彰」  
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７．本事業を通しての学びと課題 

（１）本事業を通しての学び 

 
① 第 3次食育推進基本計画に示す食育の役割の理解 

第 3次食育推進基本計画には、食育の環（わ）と５つの重点課題として、私たちが

健全な食生活を実践し、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため

には、個人が健全な食生活を送るように意識し実践するだけでなく、「生産から食卓

までの食べ物の循環」や「生涯にわたる食の営み」にも改めて目を向け、それぞれの

環をつなぎ、広げていくことが大切と示している。 

本事業は、この計画に示す食育が持つ大きな役割について、参加者だけでなく進め

る側の食育資格者も理解を深め、実感をもてたことが大きな成果であった。 

 

 

 

② 食生活の改善・行動変容の取り組み推進 

本事業の主旨に示されていた体験会を機に、一人ひとりの行動変容を図るとのテー

マを受けた具体的な取り組みが、食育活動体験会でのチャレンジシートを活用した 

食習慣の改善に向けた取り組みであった。 

約半数の参加者が、「食生活の改善を継続していきたい」と答えており、この取り

組みを支援した食育資格者は、大きな達成感と、多くの学びや発見ができた。 

 

 

 

③ 食育の環を拡げる食育ボランティア 

本事業を通して市民が主体的に社会参加し、食育を通した市民同士の交流を生み、

地域コミュニティや健康なまちづくりにつながる、食育資格者・ボランティアを発信

元にした活動の環が各地に拡がった。 

今後も市民同士が主体性をもって楽しく活動できるように、食育活動体験会を開催

し、経験を通じて食に関する知識と、食を選択する力を習得し、健全な食生活のでき

る消費者が増え、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育む、健康なひ

とづくりとまちづくりに寄与する食育活動の拡がりを、大きな励みに努力していきた

い。 
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（２）今後の課題 

第 3 次食育推進基本計画を推進するためには、地方行政や関係団体と一体となっ

た食育活動を推進していくことが大切となる。 

今年度は、日本型食生活の理解度、実践度について、全国平均に比べて高い参加者

が多かったが、今後は、食育を必要とする若い世代や子ども、高齢者を始めとする 

単独世帯やひとり親世帯など、多様な暮らしに対応した食育も推進しなければならな

い。 

そのためには、地域における食育活動を推進するリーダー、食育ボランティアの育

成、身近な生産者や製造業者との連携強化が大切になる。 
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第 2章 食育活動体験会の報告 

１．各事業所の開催報告 

＜北海道地区＞ 

◇ はじめに 

北海道では 72 会場で、815 名の道民を対象に、料理講習会・農業体験

会・工場見学会を開催しました。 

 

 各エリアの開催報告 

［青少年］ 

～乳幼児、学生、青年、子育て世代の母親など 86名が参加しました～ 

ホクレンパールライス工場を見学し、「ごはん探検ツア

ー」コースで、工場スタッフに説明を受けながら、お米の

一生、歴史、精米から出荷までの各工程を、クイズに答え

ながら楽しく学びました。 

「お米の歴史が良くわかった」「たくさんの工程があっ

て私たちのもとにお米が届くんですね」などの反響があ

りました。 

子育て世代の母親たちが中心となって、岩見沢市の稲

葉ファームで、じゃがいもの収穫体験を行いました。 

農業を営む上での思いや苦労話を農家さんから聞かせ

ていただいたり、お米・じゃがいもについての学びの後じ

ゃがいもを収穫しました。 

家族揃って楽しく体験し、互いに親睦を深めました。 

 

［道央エリア］ 

～札幌市、石狩市、江別市、千歳市、岩見沢市、滝川市、小樽市など 41会場で 444名が参加しました～ 

札幌市豊平区では、夏休み中の親子を対象にした料理

教室を開催。大豆や旬の野菜をテーマにした食セミナー

を行い、豆腐ハンバーグなどを調理しました。初めて包丁

を持つ子、喜々として料理する子、苦手な野菜をきれいに

完食する子などがいました。 

帰宅後、家庭で食材について話す機会が増えたり、親の

手伝いをするようになるなど、食に興味を持った子ども

たちに様々な変化がありました。 
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栗山町では、福祉学校の 1年生 42名を対象に、料理講習会を行いました。 

食育セミナーのあとに、おむすびづくりと地元の旬の野菜を使用した一品料理などを 

調理しました。学生たちは盛り付けや配膳を協力し合いながら行い、大変楽しい雰囲気に

包まれました。「レシピをもらったので作ってみようと思います」と、早速実践に向かう声

も聞こえてきました。 

 

［道北エリア］ 

～旭川市、留萌市、稚内市、東川町、美深町などの 13会場で 134名が参加しました～ 

旭川市の料理講習会には 13名が参加し、生活習慣病に

焦点をあて、食生活を改善することの重要性や、バランス

のよい食のあり方、食材は旬のものを選ぶことなどを学

びました。 

高齢の方も多かったのですが、幅広い年代層で参加者

同士のコミュニケーションも図られ、普段食欲の少ない

方が、皆さんと一緒に食事をすることで「完食できまし

た」との声も寄せられました。 

 

［道東エリア］ 

～帯広市、釧路市、北見市などの 8会場で 94名が参加しました～ 

帯広市では、社会福祉協議会が市内 30か所に開設して

いる地域交流サロンの一つ「ふれあい北サロン」と協働し

て料理講習会を開催し、37名の市民が参加しました。 
参加者は、食育セミナーに熱心に耳を傾け、おむすび作

りにも楽しく取り組んでいました。 
 

後日、参加者に声をかけると、チャレンジシートで立て

た改善目標について「頑張ってやっているよ」「続けてい

るよ」との声が多数あり、生活習慣改善のきっかけづくり

になったようです。 
 

［道南エリア］ 

～室蘭市、登別市、伊達市、函館市、森町の 5会場で 63名が参加しました～ 

伊達市では、保健センターを会場に料理講習会を開催

し 16名が参加しました。 

保健センターの管理栄養士にご協力をいただいて、お

米のセミナーも行い、お米にまつわる学びや旬の野菜の

調理法にふれた参加者は、日本型食生活の大切さを感じ、

チャレンジシートで自分の生活習慣を見つめ、食生活の

見直しに取り組む課題を明確にしました。  
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＜東北地区＞ 

◇ はじめに 

東北地区内では、57 会場で 510 名の市民を対象に、料理講習会（52 会

場）、加工場見学会（1会場）、農業体験会（4 会場）を開催しました。 

今年度は、“おむすびセミナーと旬の野菜を食べること”をテーマに、

参加された方々へ日本型食生活の大切さと、スマイルケア食の理解を深め

ていただくことができました。 

 

 各県の開催報告 

［青森県］ 

青森市、弘前市、五所川原市、八戸市、十和田市、むつ

市の 13会場で開催し、133名が参加されました。 

写真は、五所川原市で行なわれた料理講習会の様子で

す。同市の食生活改善推進員の方々と連携しながら料理

講習会を行い、市民の健康増進に向かって一体となった

取り組みができました。「次はコンニャク作りを教えて」

と要望されるようになって来ています。 

 

［岩手県］ 

盛岡市、紫波町、花巻市、北上市、奥州市、宮古市、釜

石市、一関市、大船渡市の 15 会場で開催。130 名が参加

されました。 

写真は、花巻市で開催した「高源精麦」（白金豚の養豚

場）の見学会の様子です。 

当日は家族連れ 3 組をはじめ 17 名が参加され、高源が

使用している自家製の飼料を作付けしている農場を見学 

しました。参加者からは「トウモロコシを生産し、それを飼料に育成をし、安心・安全な

食肉を提供したいという生産者のこだわりに感動しました」との声が寄せられました。 

 

［秋田県］ 

秋田市、能代市、大館市、大仙市の 9 会場で開催し、

68名が参加されました。写真は、能代市で開催した料理

講習会の様子です。 

当日は「つばき会」が中心となり、チャレンジシート

と「おむすびセミナー」を行いました。参加者は、積極

的にお手伝いをして下さり､和気あいあいとした雰囲気

でおむすびを握りました。 
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［宮城県］ 

仙台市（泉区､青葉区､宮城野区､太白区､若林区）､亘理

町、塩竈市、石巻市、丸森町、気仙沼市、とみや市の 12

会場で開催し、114名が参加されました。 

写真は、5年前の大震災で被害を受けた南三陸町を会場

に開催した料理講習会の様子です。 

当日は、仮設住宅に住んでいる方にも声をかけながら

食育セミナーとこんにゃく作りを市民 13名が皆で楽しく

行いました。 

参加者からは、「毎月こうして皆が集まる機会ができてうれしい」「いつもの料理講習

会とは違い、生活習慣の見直しもでき、楽しかった」等の声が寄せられました。 

 

［山形県］ 

山形市、寒河江市、酒田市、鶴岡市、新庄市の 5会場で

開催。49名が参加されました。 

この写真は、新庄市の生産者の圃場とご自宅を開放し

て行われた農業見学会後のセミナーの様子です。 

参加者からは、「今日のセミナーは、実習（おむすび作

り）があり、参加型なのが良かった。おむすびは、相手の

思いが入る事で、美味しくなる事を知った」等の声が寄せ

られると共に、「チャレンジシートを通じて、生活習慣を

変えるサポートをしてくれるのはありがたい」等の声が

ありました。 

 

［東北療院］ 

東北療院では、３回の料理講習会を開催し、16 名が参

加されました。 

写真は、料理講習会の打ち合わせの様子です。左側の白

い服の方は、料理講習会に参加している管理栄養士の方

です。 

参加者からは、「普段何気なく食事の用意をしていたが、

今日から食べる人の健康も考えて作るようにします」と

の声がありました。 

講師から「これからも料理講習会を継続したいので、協力をお願いしたいのですが」と

話すと、「このような参加者目線で、楽しい料理講習会なら協力してもいいですよ」「私

達に出来る事があれば協力します」との返事があり、今後も料理講習会を継続していく

事となりました。  
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＜関東地区＞ 
◇ はじめに 

関東地区内（福島、新潟含む）では、118 会場 1,224 名の参加を頂いて

料理講習会、農業体験会、精米工場見学会を開催しました。 

この体験とチャレンジシートの実践を通して食生活を見直された方も

多く、１か月後の報告会では、パン食からごはん食に変わった方や、少し

痩せて体調が良くなった等の喜びの声が寄せられました。 

 

 各都・県の開催報告 

［東京都］ 

八王子市では、中学校の地域交流授業の機会に合わせ

て、生徒２４名を対象に料理講習会を行いました。 

「自分の生活習慣を見直すことが出来た。お米の歴史

の話を聞いて勉強になった」「出汁のとり方を丁寧に教え

て下さり、楽しかった」「チャレンジシートは生活を見直

すきっかけとなり、食や栄養について興味がわいたので

詳しく知りたい」「出汁をとった味噌汁はとても美味しか 

ったので家でも試してみたいです」「普段は気にしないで食べていたけど、これからはバ

ランスも考えながら食事をしたい」等の感想を頂きました。 

 

町田市では、小雨が降る中で、親子三世代の家族や、中

高生、青年の合計 11名が参加して、小山田緑地にある竹

村農園で援農体験会を実施しました。 

最初にカボチャの収穫体験を行い、新規開拓地や稲作

の田んぼを見学、ミニトマトを収穫し試食をしました。 

参加者は一様に農作業の大変さを学び、今度は秋に芋掘

りや稲刈りなど援農に来たいと思いを募らせていました。 

 

［茨城県］ 

神栖市では、２名の若いお母さんが同世代の親子を対象

に「親子でクッキング」料理講習会を開催しました。 

お二人のお子さんが通う小学校の教員３名も参加し、親

子８組が参加、サポーターとして地域の食育指導員も協力

して行われました。「子どもが初めて包丁をもって親子で料

理を作るのが楽しかった」「お米や野菜がとても美味しい」

「出汁を取った味噌汁も美味しい」との声がありました。 
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［栃木県］ 

栃木県では、稲刈り体験と精米工場見学を合わせて行

い、20名の参加がありました。 

天候不順で倒れている稲があちこちで見受けられたの

ですが、自然の力で育った稲はまっすぐ立っていたので、

その違いがよく分かりました。 

収穫体験（稲刈り）をした後、精米工場を見学しました。 

参加者からは「今は機械でやっているが、それでも農家の 

方々の大変さが分かりました。」「稲刈り体験から精米所で原料米から精米の出来るまで

を見せていただき、生産者の苦労を知る事ができ、お米を感謝して食べていきたい」と

の声がありました。普段は知らない精米所を詳しく見せていただくことができ、大変学

びになったようでした。 

 

［神奈川県］ 

茅ヶ崎市では５会場で開催し、8 月 25 日には「旬の野

菜を使った料理講習会」に地元商店街の方、管理栄養士の

方、市のサポートセンターの方、みそソムリエの方‥と

13名が参加してくださいました。 

当日は「アンケートとチャレンジシートの作成」、「出汁

とり」、「おむすびセミナーと実習」、「スマイルケア食の

紹介」などを実施しました。 

参加された方の中には「食生活を見直す良いきっかけとなりました」と話され、生活習

慣を見直すようになった方もいらっしゃいました。 

また「このような活動をぜひ定期的に実施してもらい、多くの方に参加してほしい」と

の声を多くいただき、今後は市の協力をいただき、料理講習会を継続して開催していく

運びとなりました。 

 

［福島県］ 

福島市では、区の集会所で料理講習会を開催し、当日は

９名、１か月後の報告会には８名が参加しました。 

参加者のＡさんは、ごはんの美味しさやごはん食の良

さを理解されて、パンとジュースで済ませていた昼食が

ごはん食に変わり、少しスマートになってきました。 

Ｂさんは食べすぎないにチャレンジされ、寝る前に運

動をして早めに寝るように努力されました。Ｃさんは味

噌汁に具を沢山入れるようになりました。 

みなさんから定期的な料理教室の開催の要望を受けて、11 月 4 日にコンニャクづくり

を行いました。次回は、味噌づくり教室の開催を予定しています。 
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＜北陸地区＞ 

◇ はじめに 

北陸地区では、44会場(料理講習会 39会場、農業体験会 4会場、加工見

学会 1 会場)で開催し、参加者は 438 名でした。 

主な内容として、おむすびセミナーと旬の野菜を食べることを通して、

日本型食生活の大切さを参加者に実感していただきました。 

 

 各県の開催報告 

 

［富山県］ 

富山県では、富山市、高岡市、射水市、小矢部市、魚

津市、氷見市、南砺市、朝日町、入善町など 13会場で

開催し、131名が参加しました。 

写真は、健康生活館を会場に、社会福祉協議会へボラ

ンティア登録している「プラチナ会」が主催した料理講

習会の様子です。 

参加した 11名の方々は、「この野菜は洗っている時 

から香りが違う」「シンプルな料理でも味が引き出されていて美味しい」など、生命力あ

ふれる野菜に感動されていました。 

 

［石川県］ 

石川県では、金沢市、小松市、加賀市、野々市市、白

山市、羽咋市、七尾市、能登町、志賀町、中能登町など

21会場で開催し、200 名が参加しました。 

写真は、地域コミュニティづくりを願ってセミナーを

積み上げている「駅西健康生活ネットワーク」が、地域

の公民館で実施した「親子で参加する料理講習会」の様

子です。包丁で野菜を切るのが初めての子どももおり、

夏休みの良い体験となりました。自然の力で育ったお

米も「おいしい」と好評でした。 

また、親子で参加する農業体験会を「松任健康の里」

で実施しました。子どもたちはスタッフから、環境に優

しい農業や地産地消の大切さ、大自然の恵みに感謝す

る大切さを学んだ後、畑に入って、夏野菜を収穫しまし

た。野菜を採る時に「ありがとう」と声をかける子ども

もいました。 

その後、収穫した野菜をトッピングしたピザを皆で

調理し、おむすびを主食においしく頂きました。 
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［福井県］ 

福井県では、福井市、鯖江市、坂井市、小浜市、越前

町など 9会場で実施し、93 名が参加しました。 

写真は、小浜市での料理講習会の様子です。講習会で

実施した「おにぎらず」は、手軽に作れ子どものおやつ

の代わりになると好評でした。 

また、管理栄養士による食事相談は「もっとゆっくり

と話を聞きたい」という反響が多く寄せられ、食育セミ

ナーや料理教室の積み上げを検討しています。 

越前町では、農業体験会を開催しました。参加者は「今

年はジャガイモが不作と聞いていたが、自然農法の畑

では、しっかりと稔っていて驚いた」と感心されていま

した。 

また、畑の土の柔らかさや、収穫したジャガイモの美

味しさにも感動され、生産者のご苦労を実感すること

ができました。 

 

 

 

［加工見学会］ 

金沢市では、創業 120年の老舗である「中初商店」を会場に、加工見学会を実施しまし

た。当日は、加賀料理の味覚を支えている味噌と醤油の特長や、糀の大切さなどを学び、

工場では製造工程を見学しました。参加者は、調味料、発酵食品の大切さの学びを深める

ことができました。  



 

29 

＜中部地区＞ 

◇ はじめに 

中部地区では 107会場で、884 名の県民を対象に、料理講習会・農業体

験会・工場見学会を開催しました。 

 

 各県･市の開催報告 

［愛知県 名古屋市］ 

名古屋市では、子ども会に呼びかけて、親子を対象

に料理講習会を開催。和気あいあいとした中で、紙芝

居風に「おむすびセミナー」を行いました。 

発芽玄米を見た子は、「夏休みの自由研究にする」

と言って「玄米が欲しい」とお母さんに要望していま

した。また、保護者がチャレンジシートを記入してい

る間に、子ども達は花器を作り、お花を飾った食卓で

食事をいただきました。 

 

［愛知県 豊橋市］ 

豊橋市では、「食を通して地域の皆さんを元気に」

との想いから、知り合いやお友達に声をかけ、料理講

習会を開催しました。 

当日は市の管理栄養士さんに出向いただいて、健康

セミナーを実施し、日々の生活習慣の改善のための 

アプローチを行いました。 

参加者からは「ごはんとおかずの食べる量のバラン

スが参考になった」「野菜から食べることが勉強にな

った」などの反響がありました。 

 

［長野県 軽井沢町］ 

軽井沢町では、「もぐファーム」が会場となり、農

場で収穫体験を行いました。 

「おむすびセミナー」を実施して、チャレンジシー

トを記入し食生活の改善目標を立てました。 

薪でごはんを炊く体験は、ワイルドな雰囲気にマ

ッチして、羽釜で炊いたごはんのおむすびの味は最

高でした。 

参加者からは「とても貴重な体験ができ、楽しく

感動的だった」との声が寄せられました。 
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［静岡県 沼津市］ 

沼津市では、「市の食育推進計画」と日本型食生活の普及を願い、保健センターと協働

した料理講習会を開催しました。 

保健師さんから、沿岸部は高血圧の方

が多く、市では塩分を控えた食事を推奨

していることを学び、指導員から「元気に

なる食事法」と「チャレンジシート」の説

明の後、参加者は食生活の改善の実践目

標を立てました。 

調理、試食後の懇談会では、参加者か

ら「こんなに健康に良いことに参加でき

て良かった」「また誘って欲しい」と、 

率直な感想が寄せられました。資格者は「今後も、市民の健康づくりをサポートする場と

して続けていきましょう」と、手応えを感じる一日となりました。 

 

 

［三重県 津市］ 

津市では、ごはんを主食に旬の野菜を活かした料

理をテーマに、料理講習会を行いました。 

「ごはんを美味しく味わってほしい」との思いを

込めたおむすびを、参加者の皆さんで交換しあい、

季節の野菜と一緒に味わいました。 

おむすびに、真心を込めることで、更においしく

なることを実感され、笑顔のこぼれる講習会となり

ました。 

 

 

［岐阜県 岐阜市］ 

岐阜市では、季節の野菜を使った料理

と、自分のために握る「手作りおむすび」

を体験しました。 

パン食が多い子ども達が、自分で握っ

たおむすびを美味しそうに食べる姿に、

驚きと嬉しさが入り混じった保護者の顔

が印象的でした。みんなで作って食べる

「共食」に、思わず舌鼓！ 
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＜関西地区＞ 

◇ はじめに 

関西地区では、100 会場で 1,060 名の市民を対象に、料理講習会、加工

体験見学会、農業体験見学会を開催しました。 

主な内容として、おむすびセミナーと旬の野菜を食べることをテーマに

実施し、日本型食生活の大切さを実感していただきました。 

 

 各府･県の開催報告 

［大阪府］ 

大阪府では、41会場で開催し、439名が参加され

ました。 

吹田市①の料理講習会では、旬の野菜を使った簡

単にできるおかずの作り方をレクチャーし、幅広い

年代層の主婦の方に好評でした。 

柏原市②では、男性がたくさん参加され、慣れな

い手つきながらも、みんなで楽しく料理を作りまし

た。 

岸和田市③では、親子で参加していただき、おむ

すびセミナーの後に、旬の野菜を使った具だくさん

のお味噌汁を作って食べました。夏の暑い時期でし

たが、子どもたちは残すことなく完食しました。 

 
また、青少年グループ、にじいろのＷＡ④が農業体験

会を開催し、夏野菜の収穫体験を行いました。 

「苦手なピーマンが甘くておいしい」と採れたての野

菜の味にびっくりしていました。 

 

 

豊中市⑤では、ボーイスカウトの子どもたちが精米工

場の見学会に参加しました。 

お米がどのように精米されて袋詰めにされているの

かを、親子で見学しました。自分の背丈ほどもある米袋

を見てびっくりする場面もありました。 
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［兵庫県］ 

兵庫県では、北は豊岡市から相生市、尼崎市、南は淡路島等

ほぼ全域の 26会場で 328名が参加されました。 

明石市⑥では、市民を対象に精米工場の見学会を開催。工場

の方の説明に熱心に耳を傾け、学びを深めました。 

また、豊岡市⑦では、親子を対象に中島農園で農業体験見学

会を行いました。子どもたちが自然の中で生き生きとしている

のが印象的でした。 

 

 

［和歌山県］ 

和歌山県では、和歌山市、海南市、有田市、田辺市等で開催し、

13会場で合計 111名が参加しました。 

岩出市⑧では、高校のバレー部の部員を対象に料理講習会を開

催。1か月間チャレンジシートを完璧に実践してくれました。 

食育セミナーでは、食事と健康について学び、校長先生も次回

を楽しみにしてくれています。 
 

また、印南町⑨では生産者の農場で農業体験見学会を開催。 
暑い中での作業でしたが、子どもたちのはしゃぐ声を聞きなが

らの楽しい体験会となりました。 
 

 

 

［奈良県・滋賀県・京都府］ 

奈良県では 8 会場 74 名、滋賀県では 7 会場 74 名、京都府で

は 5会場 34名が参加されました。 

奈良県大和高田市⑩では、料理講習会を開催。おむすびセミナ

ーでは、相手のことを思って握ったおむすびのほうが、自分のた

めに握ったものよりも、おいしいと感じた人が多く、皆さん驚い

ていました。 

滋賀県⑪では、次世代を担う青年たちとコラボして、高島市の

大辻さんの農場で、農業体験見学会を行いました。収穫体験もで

きて大満足の一日でした。 

京都市⑫では、料理講習会を開催し、旬の野菜を使ったちょっ

とおしゃれな料理レシピの実習が参加者から好評でした。  
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＜中国地区＞ 

◇ はじめに 

中国地区では 60会場で、686 名の県民を対象に、料理講習会・農業体験

会・工場見学会を開催しました。 

 

 各県･市の開催報告 

［島根県 出雲市］ 

島根県では、8会場で 78名が参加されました。 

出雲市では、地域の集会所で親子を対象に「おむ

すびセミナー」を開催。大人も童心に返っておむす

びを作り、「初めて子どもとおむすびを作ったので、

楽しかったです」「日本型食生活の基本の一汁三菜を

意識して、家族と話し合いたい」などの感想が寄せ

られました。 

子どもたちは、「初めて作ったので、難しかった。形が良くなくても、食べたら美味し

かった」と言って、小さなおむすびを６つも食べた子がいました。 

 

［岡山県 岡山市］ 

県東部地域では 13 会場で開催し、152 名が参加さ

れました。 

岡山市では、食育推進員の資格を取ったばかりの青

年、大学生、高校生が協力し、講座で得た知識と実習

で実感した「食育の大切さ」を友人、知人へ知らせよ

うと、夏野菜の収穫体験と調理実習を開催しました。 

参加した高校生は、苦手なトマトを食べ、「採れた

ては食べやすい」と大地の恵みの美味しさを実感して

いました。 

その後、おむすびづくりと、収穫した野菜を使った調理実習では、慣れない手つきなが

ら、資格者のアドバイスを受けて、楽しく調理していました。一人暮らしの社会人は「ご

はんを作るようにしたい」と、食生活を見直したいとの思いを語ってくれました。 

 

［岡山県 倉敷市］ 

県西部地域では 8会場で開催し、109名が参加され

ました。 

倉敷市では、公民館で親子対象の料理講習会を開催

し３６名が参加。おにぎりをはじめ５品を親子で調理

し、皆でおいしく食事をしました。 
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チャレンジシートの作成では、「無理のない生活改善をしましょう」との提案を受けて、

資格者と参加者のやり取りに、一同爆笑する場面があるなど、終始楽しい雰囲気の中で

講習会を終えることができました。 

 

［広島県 尾道市］ 

県東部では 10 会場で開催し、119 名が参加されまし

た。 
尾道市では、社会福祉協議会にボランティア登録し

ている「しまおもい健康生活ネットワーク」が中心とな

り、誰でも簡単に楽しくできる「おにぎらず」の料理講

習会を開催。 
あらかじめ準備した具材を、バイキング形式で選び、

思い思いのおにぎらずを作りました。 
参加者からは「見た目も綺麗で、何でも入れて良いのが良い。難しくないので急な来客

にも良い。今日は楽しかった。こういう体験は子どもたちも喜ぶと思う」等々、楽しい時

間となりました。 
 

［広島県 三次市］ 

県西部では 11 会場で開催し、124 名が参加。 

三次市では、料理講習会に 10 名が参加されまし

た。（写真はチャレンジシートの作成の様子） 

セミナーでは、ご飯を中心にバランスのとれた日

本型食生活について学び、参加者から「楽しく学ぶ

ことができました。また、このような機会があれば

ぜひ参加したい」「チャレンジシートをする事で自

分自身に何が足りないのかよく分かった」等の声が

ありました。 

 

［山口県 山口市］ 

県内７会場で開催し 69 名が料理講習会、農業体験

会に参加されました。 

山口市では、ごはんの炊き方、出汁のとり方を学

び、旬の野菜を使った具だくさんの味噌汁と出汁巻

き玉子を作りました。続いて、おむすびセミナーを

行い、皆さん口々に「おいしい」という声がでて、

「早速作ってみます」とコメントされていました。 

自炊をしている大学生は「今日から実践したい」と、早速かつおぶしや昆布などの材料

を買って挑戦してみる様子でした。最後に、食習慣のチャレンジシートで、自分の食習慣

を見直して、「今日から努力します」と皆さん言われていました。 ※鳥取県 3 会場 35名  
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＜四国地区＞ 

◇ はじめに 

四国地区では、25 会場で 235 名の市民を対象に料理講習会、加工場見

学、農業体験会を開催しました。主な内容として、おむすびセミナーと旬

の野菜を食べることをテーマに実施し、参加された方々に日本型食生活の

大切さを実感していただきました。 

 

 各県の開催報告 

［香川県 丸亀市］ 

香川県では、高松市、坂出市、丸亀市、小豆島町な

ど 7会場で開催し、70 名が参加しました。 

写真は丸亀市の料理講習会の様子です。旬の野菜を

使ったサラダ、焼き鳥など実際の調理実習を行い、お

むすびセミナーを実施しました。 

終始楽しくセミナーが進められ、皆口々に「おいし

い」という声が出ていました。 

特に、おむすびのお話や日本型食生活のお話には、

興味深そうに聞いていました。 

 

 

 

 

［香川県高松市］ 

高松市では、市内のコミュニティセンターで料理講習

会を開催し、参加者は 16名でした。 

「1 日の食事バランスを考え、一汁三菜を意識した食

生活を考えないといけない」「毎日ごはんを食べること

で栄養バランスが取れていることを学び、朝食にパンを

食べているので見直そうと思った」 

「おむすびのセミナーでは、おにぎりとおむすびの違

いが分かった。これからは、お米の粒を生かし柔らかく

するようにしたいと思う」「今までのセミナーと違い、チ

ャレンジシートから食生活を見直し、課題を見つけるこ

とも大事なことだと思った」等、感想をいただきました。 
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［徳島県］ 

徳島県では、吉野川市、徳島市、つるぎ町等、6会

場で料理講習会、農業体験見学会を開催し、60 名が

参加しました。 

写真は吉野川市で、公民館の行事として実施した時

の様子です。旬の野菜を使った手作り餃子教室と並行

して行うことが出来ました。参加した 11名の市民も、

非常に喜ばれていました。 

 

 

 

［愛媛県］ 

愛媛県では、松山市、東温市で料理講習会、農業体験

見学会を開催し、6 会場で合計 53 名が参加しました。 

写真は東温市での農業体験会の様子です。収穫した

カボチャと夏野菜でバーベキューの準備をしながら、

おむすびを作りました。 

みんなで収穫したカボチャを食べながら、いろいろ

な話も出来てよかったと喜んでいました。 

 

 

 

［高知県］ 

高知県では、高知市、南国市、いの町等の 6 会場で開催し、52 名が参加しました。 

写真は、いの町の小学校を会場におむすびセミナーを行った時の様子です。学校がチラ

シを配布して、呼びかけをしてくださり、おむすび、旬の野菜サラダ、ふわふわ卵焼きを

作りました。 

子どもたちからは「お父さんに食べさせたい」「帰って家族につくりたい」との感想を

いただき、家庭での食育につながる内容となりました。 
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＜九州地区＞ 

□はじめに 

九州地区では、44会場 444名の市民を対象に、料理講習会、加工体験会、

農業体験会を開催しました。 

主な内容として、「ごはんを中心に旬の野菜、大豆と魚を食べて栄養バ

ランスを整える」をテーマにレシピを作成し、参加者に伝えやすいよう工

夫して、日本型食生活と新鮮な地元食材の大切さを提案しました。 

参加者から「日本食の大切さを再認識し、家族へ伝えていきたい」「生き方を教え

てくれる料理教室でした」と歓びの声をいただき、より一層、食育推進の気運が高

まりました。 

  

 

 

 

 

 

 

▼料理講習会の開催 

【推奨メニューの内容】 

①主食・ごはん：環境に配慮したお米を 5分搗きにして「おむすびセミナー」を実施、ご

はんをしっかり食べる提案をしました 

②主菜・白身魚のｸﾞﾘｰﾝｿｰｽ：地元で水揚げされた白身魚をムニエルにし、すりおろした

きゅうりをグリーンソースにしてかけ、さっぱりと食べや

すくしました 

③副菜・なすの冷やし鉢：旬の夏野菜を食べること、冷やして漬け込むことで、うす味で

もしっかりとした味付けができることをお伝えしました 

④小鉢・大豆の五目煮：日々の食事に大豆料理を一品加えることをお伝えしました 

⑤具沢山みそ汁：かつお・昆布の出汁をとり、味噌の量を計量し適切な塩分量の目安を提

示。具沢山にすると野菜もたっぷり取れることをお伝えしました 

 

▼加工体験見学会の開催 

～佐賀 1会場で合計 8 名の方が参加されました～ 

佐賀県鳥栖市では、お米の物流と精米の様子を見学

する工場見学会を開催。生産から流通、お米が食卓に届

くまでの様子を学びました。 

一通り見て回った後「お米とおむすびセミナー」を行

い、それぞれが握った塩おむすびを食べていただきま

した。 

料理講習会 参加者 

福岡県 8会場 74名  大分県 5会場 45名 

佐賀県 2会場 36名  長崎県 4会場 33名 

熊本県 5会場 45名  宮崎県 2会場 16名 

鹿児島県 13会場 141名 
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▼農業体験見学会の開催 

～福岡 1会場、熊本 1 会場、鹿児島 2会場で合計 46名の方が参加されました～ 

生産者のお話と種まき・夏野菜の収穫体験を行い、昼食に

「お米とおむすびセミナー」を実施しました 
  

 

▼各県のトピックス 

［福岡県］ 

福岡市・久留米市から後援をいただき、市報を通じて参加者の募集を行うことができ

ました。北九州市では、市民センターが広報してくださり、別のセンターからも実施要

請がありました。 

 

［佐賀県］ 

昨年のモデル事業に参加された方が資格を取得して、今年の加工体験見学会の受入

れを担ってくださり、他団体と協力した食育推進が始まりました。 

 

［長崎県］ 

平戸市では、集落再編協議会と協力して開催ができました。市議を先頭に、地元有識

者と「健康づくりと地域活性化」に向けての協議が始まりました。 

 

［熊本県］ 

被災者の方が食育資格を取得し、料理講習会を担ってくださいました。お孫さんがア

トピーの方は、「実践すると孫が喜び、元気になってきている」と話されていました。 

 

［大分県］ 

臼杵市では、食生活改善推進員が食育資格を取得して、料理講習会を担ってくださ

り、市の要請で、農場での高齢者対象サロンが実施できるようになりました。 

 

［宮崎県］ 

宮崎市では、モデル事業で食育と健康づくりの仲間が増え、新たに食育推進員養成講

座が始まりました。 

 

［鹿児島県］ 

鹿児島市・薩摩川内市・いちき串木野市・枕崎市では、行政の協力や老人会、民生員

や食生活改善推進員の協力が得られ、健康づくり・食育の輪が拡がりました。 
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＜沖縄地区＞ 

◇ はじめに 

沖縄県では、9会場 97名の県民が、料理講習会および農業体験会に参加

していただきました。 

 

 

 各地域の開催報告 

［大宜味村］ 

大宜味村では、未来を担う子どもたちが主体と

なって農業体験会を開催し、親子やガールスカウ

トに所属している子たちなど、17名が参加しまし

た。 

日差しの照り付ける暑い中、それぞれ帽子を被

りながら裸足になって皆で田植えをしました。 

子どもと参加した親御さんからは、「始めは少

し田んぼに入るのを怖がっていましたが、少しず

つ慣れてきて、とても張り切って苗を植えていま

した。なかなか出来ない貴重な体験で、娘はもち

ろん私たちも一緒に楽しむことが出来ました」 

「お米を食べる時は感謝して食べようと話してくれて、こんな風に子ども達が土に触

れられたことに感動して、食卓で自然とお米の話が出たりする事が、食育になるのだと

感謝しています」等の声がありました。 

 

 

［北谷町］ 

北谷町では、公民館を会場に、旬の島野菜を使った

バランスの良い食事を意識した料理講習会を開催し、

９名が参加されました。 

 参加者の中に調理師の方がおられ、２テーブルに分

かれて調理実習を行う際、手早く調理するコツなどア

ドバイスをいただき、終始和気あいあいとした料理講

習会になりました。 

 実習後、チャレンジシートで改善目標を立て、実践

をお願いしました。参加者からは、「健康のためには、

食生活の面からも見つめ直すことが大事だと思いま

した」などの声がありました。 
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［那覇市］ 

那覇市では、4 会場で料理講習会を開催し、40

名の市民が参加されました。 

市内の保育園で、保育士 10 名を対象に行った

料理講習会は、「若い世代に日本型食生活の大切

さを知ってもらいたい」「保護者の皆さんにも伝

えてもらいたい」と、日本型食生活の大事さを 

若い母親層に広がっていくことを目的に実施し

ました。 

 

参加した保育士の方からは「お米に栄養素が沢

山詰まっていることを初めて知りました」とか、

「ごはんと味噌汁、野菜に魚を食べることで、栄

養バランスが整えられることを知りました」等の

声がありました。 

日常生活では「ファストフードをよく利用した

り、お肉中心の食生活であったりと、偏りがちな

食生活に気づいた」など、反省する声も多くあり

ました。 

 

 

 

久場川では、高齢者の方を対象に料理講習会を

開催し、14 名の方が参加されました。 

主な反響として「日本人はやっぱりお米をしっ

かり食べて、野菜も多く摂って栄養をつける事が

一番だと思った」「スマイルケア食を初めて知っ

た」「毎日の食事の摂り方や作り方を意識して生

活するようになった」などの声がありました。 

両親と同居され、食事のお世話を夫婦でされて

いるという男性の方は、「これからも、このような

会に参加したい。ボランティア活動にも興味があ

る」と意欲をもたれています。 
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２．食育活動体験会 参加者の声 

資格者による心のこもった丁寧な食育活動体験会は、参加者の日々の食生活に気づきを

与え、豊かな心を育むと共に、食べ物や食べ方を変えることで心や身体、そして考え方や

行動が変わるなど、多くの声が寄せられました。 

 

（１）日本型食生活の学びと体験 

 
① ごはんを主食に「おむすびセミナー」 

 おむすびを作る時、形を作るのが難しく、母がホイ

ホイやっているのを見て、“すごいなぁ”と思いまし

た(10代 女性) 

 子どもとおにぎりを作ることが楽しくなり、ごはん

を食べる回数が増えました。いろんな応用も教えて

もらってよかったです。（40代 女性） 

 力を抜いておにぎりを作ると味が変わることに気づ

きました。いつも相手の方を思いやり、生活したい

と思います（60代 女性） 

 相手を思いやって、力を抜いてできたおむすびは、

とても美味しく驚きました。とても参考になりまし

た（70代 女性） 

 

② 旬のお野菜「かんたんレシピ」 

 お味噌汁を具だくさんにすれば、簡単にたくさんの

野菜が食べられて良いと思いました（60 代 女性） 

 地産地消の旬の野菜、エネルギーあふれる食材にこ

だわって、お料理を楽しみたいと思いました。 

（20 代 女性） 

 お野菜をたくさん食べることが元気の源だとわかり、

お友だちにもすすめています（60代 女性） 

 お弁当に旬の野菜を入れたら、周りの人から「彩り

も良く美味しそう」と言われ嬉しかったです。旬を

感じるだけで、規則正しい生活が送れている気がし

ます。（20代 男性） 

 食材を買う時は価格を優先して、外国産を選ぶこと

が多かったのですが、地産地消に心掛けるようにな

りました。（40代 女性）  
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③ 食文化の継承「出汁とり」 

 昆布やかつお節で丁寧に出汁をとったのは初めてで、

うま味がとても感じられ感動しました。自宅で実践

してみたいと思います（30代 女性） 

 普段、味が濃くなってしまいがちでしたが、目安と

なる濃さが分かった。出汁のとり方は実践していき

たいです（30代 男性） 

 しっかり出汁を取ることで塩分を減らすことができ、

今まで美味しいと思っていた食品が、しょっぱく感

じるようになりました（30代 男性） 

 出汁を取るようになり、胃もたれしなくなりました。

鍋の中を、ジ～ッと見つめていると、旨味の成分が

だんだんと沁み出てくるのが分かって、楽しいです

（30代 女性） 

 食を考える時、栄養やカロリーを重視することが多

いと思いますが、本当に大切な視点は、心にあるこ

とに気づかされました（40代 女性） 

 うす味に心がけて、出汁をとるようにしてから、心

も体も優しくなるような気がします。味噌汁は、出

汁がきいているとお味噌の量が少なくても、素材の

味がよく分かり、美味しくいただいています 

（70 代 女性） 

 

 

（２）豊かな心を育む食育 

① 子どもたちへの食育“おむすびが美味しい”(中学生) 

 友達の握ったおむすびと自分の握ったおむすび、同

じお米なのに全然味が違っていた。父と母に感謝を

込めて、おむすびを作ってあげたい 

 おむすびと味噌汁はシンプルな食べ物だけど、とて

も温かさを感じる良いものだと思いました。この講

座を選んで良かったです 

 おむすびは自分で握るより、ほかの人に握ってもら

うほうが美味しく感じました。とても良い経験にな

ったと思います。楽しかったです 
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 お米や食について考えることが出来た。普段は気に

しないで食べていたけど、これからはバランスを考

え食事をしたいと思った 

 アンケートやチャレンジシートの記入で、自分の食

生活だけではなく、運動や休養についても見直すこ

とが出来ました。 

 

② 世代をこえた食育“お米と野菜が美味しい” 
（全国／世代をこえて） 

 炊き立てのご飯を握ったおむすびが、とても美味し

く、お米本来の味に気づかされました 

 出汁をとった手作りの味噌汁が、こんなにも美味し

いものだとは思わなかったです 

 いいもの、新鮮なものを食べて元気になったような

気がします。野菜の持つ素材の味を大事にして、 

子どもたちにも作ってあげようと思う 

 

 

 パスタやパン、麺類と手早く簡単にできる食事が多

く、ごはんを食べる機会が少ないことに気づかされ

ました 

 パンが好きで、３食でも食べたいと思うほどのパン

好きが、家族を巻き込んでいることに気づかされま

した 

 

 食を通して感謝の心を学び、人との向き合い方とい

う点ですごく勉強になった。自分の介護の職にも生

かしていきたい 

 

 今日のセミナーでは、新しいことを学びました。勉

強したことを家庭でもやってみたいと思います 
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③ 心を込めると“美味しくなる”（子育て世代） 

 今日は、とても美味しかったです。お味噌汁は、カ

ボチャとなす、オクラなど、出汁のきいた味噌汁が、

とても美味しかったです 

 おにぎりとみそ汁と漬物というシンプルなメニュー

なのに、心を込めることで、こんなにも美味しくい

ただけることを知りました 

 来客の時は、肉や魚料理に意識が行くが、塩むすび

だけでも、十分なご馳走になると思った 

 このあと家でも作って、家族で食べてみたいです。

これからも一人で作れるように、頑張ります 

 今日のセミナーでは、何事にも気持ちを込めること

が大切なことを学びました。私の人生にとって、大

きな収穫でした 

 

 

④ みんなで食べると“美味しい”（ご高齢者） 

 自分で握ったおむすびが美味しかった。このような

機会がなかったので良い刺激になりました 

 

 一人暮らしで何時も孤食ですが、今日は大勢の人と

一緒に食べて楽しかった。元気をもらいました 

 いつもは夫婦だけの食事ですが、今日は賑やかで、

いろいろと話が出来ました。みんなで食べると美味

しいです 

 

 知らない人ばかりでしたが、すぐに打ち解けて話が

できました。“共食って、いいなぁ～”楽しかったで

す 
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（３）食生活の改善にチャレンジ 

 

① 食事習慣の改善について 

 料理講習会に参加させていただき、食生活が雑にな

っていたことに気づかされました。昼食でお野菜が

不足している時は、トマト一個でもいただくよう心

がけています（50 代 女性） 

 身についてしまった習慣を正すのは、とても根気の

いる事です。でも食べすぎないようにするには、 

よく噛んで、ゆっくり楽しみながら頂くことで、量

が減らせるのではないかと思いました（60 代 女性） 

 料理も楽をすることを考えてしまうと手抜きが多く

なって、反省です。ひと手間かけたお料理に心がけ

て、こころもからだも元気になるライフスタイルを

見つけてみます（60代 女性） 

「お米を 1日 2食にする」よう心がけていますが、今

のところ「時々2 食」です。バランスの良い食事、二

人で楽しい食事の時間を過ごしているつもりですが、

これからも努力します（60代 女性） 

 当たり前と思っていた食生活に改善すべき点がある

事を知り、とても良い学びとなりました。チャレン

ジします（80代 男性） 

 

② チャレンジシートについて 

 食生活セルフチェックは、生活に気づきを与えてく

れるので、いいことだと思います（60 代 女性） 

 チャレンジシートは、自分の生活状況が整理でき、

何が足りないのか浮き出てきて良いと思います 

（70 代 女性） 

 

 食事習慣セルフチェックは満点でしたが、項目に、

“これは習慣にした方が良い”と思えることがあり

ました。チャレンジシートをお手本にして、美しく

健康な老後のために、生活を改善していこうと思い

ます。（60代 女性） 
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 書類などがあるテーブルで、いつも一人だけの食事

をしています。このセミナーから、きちんと物を片

付けて、小さなお花をテーブルに置くようにしてい

ます。ありがとうございました（70代 女性） 

 

（４）食生活の改善を資格者が応援 

 料理講習会での学びとチャレンジシートで、自分の

日常生活を振り返る機会となり有難かったです 

 自分にできるチャレンジ目標を立て、努力したこと、

気づいたことや体調の変化を記録しています 

 (資格者が）声をかけてくれた時に、記録しているこ

とを伝えると、“すごいねぇ～”と、一緒になって喜

んでくれて、嬉しかったです 

 “応援してくれる人に応えたい”その思いが励みとな

って、ガンバレました 

 

 

◇「毎食、野菜を食べる」にチャレンジした O さん 

『今まで自分の食生活の改善を意識したことがなかったのですが、チャレンジシ

ートを書くことで、毎日意識するようになりました。毎日は実践できないです

が、出来ない時には“これではいけない”と思うようになりました』 

 

◇「食べ過ぎない」にチャレンジした H さん 

『出来たこと、出来なかったことを毎日、記録を付けることで、意識が高まりま

した。記録をつけるのが面倒な日もあったのですが、付けていると体調が変化

していくのが分かり、楽しくなり、充実感がありました』 

 

 

参加者の声から、今後の食育活動に活かせること 

 食育活動体験会で、初めて出会った人と一緒に調理をして、“みんなで食べ

ると美味しい”から始まる食育コミュニティは、地域の食育活動として定期

的な開催が、行政や市民から期待されています。 

 そして、チャレンジシートによる食習慣の改善をサポートする取り組みは、

自助をベースにした互助の健康コミュニティを育て、またソーシャルキャピ

タル、社会モデルとしての要素が、多く含まれています。  
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３．食育活動体験会を開催した資格者の学び 

今年度は、資格者の方々が大きく向上されました。その要因としては、食育資格者が事

前研修で学び、そして資格者の皆さんが熱心な準備を行って体験会を開催したことが上げ

られます。資格者一人ひとりのご努力に感謝して、ここにその一部を報告します。 

 
（１）事前準備に心がけたこと 

① 目的の確認 

 農林水産省が示す、新たな食環境づくりに役立つ食

育活動を進めるとのモデル事業の主旨を、お互いが

確認し合い準備しました（50代） 

 また、市の「食育推進計画」と、「食卓の日」「共助」

「減塩」等の施策を知り、資格者は、その内容も組

み込んだ料理講習会になるよう話し合いました 

 事前研修の学びから、食育活動の目的が健康なまち

づくりであることが深まり、参加者の呼びかけがス

ムーズにできました（50代） 

 体験会の事前準備で、目的を学び確認する話し合い

ができ、これまで以上に、資格者同士のコミュニケ

ーションを取れるようになりました（50 代） 

 モデル事業の目的を伝えることで、周囲の方が協力

して下さり、予想以上に大きな反響をいただきまし

た（60代） 

 

② 参加者の案内 

 町内には、ご高齢者で高血圧、糖尿病の方が多いの

ですが、食生活には関心が薄いように見受けられ、

その方々に声をかけ案内しました（50 代 女性） 

 参加者の募集から報告まで、Facebook などのＳＮ

Ｓを利用して、目で見て分かるように広報しました

（60代） 

 モデル事業のチラシを活用することで、市民の方々

やお友達にも声がかけやすくなり、案内がスムーズ

に出来ました（70 代） 
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③ レシピの作成 

 旬の食材・自然農法産を調べて、野菜の本来の味わ

いを分かってもらえるレシピづくりを、資格者同士

が話し合い作成しました（50代 女性） 

 旬の野菜を使ったレシピを、いろいろ調べて検討し

て、予め資格者が作って試食して好評なものを、当

日のレシピに採用しました（60代 女性） 

 参加者には一人暮らしの方が多いので、毎日、自分

で手作りに心がけて欲しいと思い、簡単なもの、 

すぐに作れるレシピにしました（70 代 女性） 

 

④ 会場づくり 

 会場が「和む」ようにと、花を飾ったり、明るくハ

キハキと感じ良くするように心がけました 

 会場に旬の野菜を展示。お米は玄米、２分、５分、

７分づき米、白米と並べて、見てもらうようにした 

 参加者を２つの班に分けて、誰かが手持ち無沙汰に

ならないように、皆が参加でき、心が通えるように

と資格者の役割を決め受け入れました 

 楽しくできて交流の場となるように、一人ひとりの

趣味や間柄などを紹介してから始めました 

 

 

⑤ チャレンジシートの作成 

 参加者が困らないように、担当者を決めてチャレン

ジシートが時間内で伝えられるようにしました 

 チャレンジ目標は、あれもこれもせず、自分にでき

そうな内容を書くようにアドバイスしました 

 参加者には、時々声を掛け合って、チャレンジ目標

が継続できるようにしていることを伝えました 
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（２）得意分野を活かした役割の分担 

① 資格者が協力して進められた 

 資格者が集まって食の会合を持つことができるよ

うになり、各々の得意分野を活かした役割の分担が

しっかりでき、協力し合えるようになりました 

（50 代） 

 当日の日程に合わせて、各自が何をどのようにした

らよいかを話し合い、細やかな準備をしました。そ

のおかげで、時間通りに進めることができました 

（70 代 女性） 

 若い人はテキパキしているので、受付や司会、アン

ケートやチャレンジシートの説明をしてもらいま

した（70代） 

 

② お互いに学び合えたこと 

 レシピを深めたり、どんな願いでやるのか、セミナ

ー内容など皆で勉強できたのが良かったです（40代） 

 セミナーを開催する側の気持ちや準備など、先輩の

アドバイスが勉強になりました（40代） 

 同じ目的をもって行動する喜び、楽しみを味わえ感

謝しています（50 代） 

 

③ 協力できて関係が深まった 

 自分一人では気持ちがあっても出来ないですが、一

緒にやろうと言ってくれたので、一歩前に進むこと

ができました（40 代） 

 これまでは皆さんとなじめなかったのですが、今回

は皆さんと一緒に事前の準備と勉強もできて楽し

かったです。資格者の連携プレイに満足しています 

（70 代） 

 今回のことをきっかけに、参加者も資格者も日本型

食生活の重要性を再認識され、意識してくださるよ

うになったと感じます。今後もモデル事業に関係な

く、活動を継続していきたいと思います（60 代） 
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（３）多くの方々と協力して開催 

 
① 家族と協力して 

 家族とセミナーや料理についての案や意見を交換

し合ったり、一緒に資料づくりをしました。そして、

参加者へ伝えたい内容が、うまく伝わるように何度

も練習しました 

 

 

② 町内の方と協力して 

 老人会の役員の方が、皆さんに声をかけて誘ってく

れたり、料理のお手伝いや食器を洗ったりと協力し

てくれました 

 ご近所の方と日本型の食事の大切さや、心と体の健

康づくりについて、これまでよりも深く話し合える

ようになりました 

 体験会に参加された町内会の方が、講習時に飾って

あった花に感動したということで、次回の「健康ま

つり」に参加したいとの申し出がありました 

 

③ 小学校と協力して 
 料理教室を地域の小学校で実施したいとの思いを

話したところ、校長先生から「いいことだから、や

りましょう」と、学校を会場に開催出来ました 

 

④ ＪＡと協働して 
 ＪＡの課長さんに相談することで、ＪＡが進めてい

る農業塾の生徒さんを対象に料理教室を開催でき

ました 

 

⑤ 社会福祉協議会と協力して 
 社協が開催している地域交流サロンの行事として、

37名の市民が参加され、おむすびづくりを、皆でワ

イワイ楽しくできました 
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⑥ 公民館活動として 
 地区会館のホームページを見て親子で参加された

方から「料理教室が楽しいコミュニティの場になっ

て良かった」との声をいただきました 

 
⑦ 議員さんと協力して 

 議員さんの声かけで、10名の方が参加されました 

 議員さんの婦人部の方が声をかけて、お友達を誘っ

て参加してくれました 

 

⑧ 他のボランティア団体と協力して 

 他のボランティア活動をしておられる方々と親し

くなり、お友達を誘って参加して下さるようになり

ました 

 月に一度、料理教室を開催していますが、そのなか

の 5名の方が、当日のお手伝いや受付を担当して下

さいました 

 

 

⑨ 行政と協力して 

 市の健康対策課の管理栄養士さんに出向いただい

て、市民の健康状況や市が進めている“もっと健康

になるための食べ方”のお話をしていただきました 

 保健センターの保健師さんに出向していいただき、

食生活指針について、セミナーをしてくださいまし

た 

 スマイルケア食の説明を、農政事務所の支部の方が

来てくださり、分かりやすく丁寧に話して下さいま

した 
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（４）食育リーダーとしての意識の高まり 

 
① 食生活の乱れ、食育の必要性への気づき 

 子育て世代の方は、仕事に追われ、早くて簡単なイ

ンスタント的な料理になる傾向が見られ心配です 

 野菜、魚の値段が高く、増々肉中心になって、野菜

や魚離れが気になります 

 一人暮らしの方は料理を作っても無駄が多いので、

コンビニやスーパーで惣菜を買う方が多くなって

いるのが気がかりです 

 今の社会を良くするには、食育を通して一人暮らし

の方、高齢者、そして子育てに悩んでいる人を巻き

込んでコミュニティを築いていくことが大切だと

思います 

 

 

 

② 自分の食生活を見直すきっかけとなった 

 生活習慣を変えることは分かっていても続かず難

しいことです。自分から変えないと家族の習慣も今

まで通りと思い、これを機会に変えることを決心し

ました（70代） 

 

 食育のボランティアとして、市民の方々に働きかけ

ていくためには、自分がしなければと思い、お米の

とぎ方、出汁のとり方を学び直すことで、家でも継

続して行えるようになりました（70代） 
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③ 食育活動への気づき 

 塩むすびと出汁をとって旬の野菜を具にした味噌

汁、シンプルなメニューでしたが、地元で生産され

た季節の生命力を大切にすることは、お料理の基本

として伝わったと思います 

 

 一人暮らしの方は、食生活が乱れていて、食生活の

改善が必要です。また、好き嫌いが多く自分で調理

をしていない人もいます。その人に出来ることは何

かを、気づいてあげることが大切だと思います 

（70 代） 

 

 他の団体とつながることで、多くの人たちに食育を

知らせることができて大変良いことです。また家族

など、少人数で継続することで、食育の趣旨を理解

していただける強みがあります。食育活動を拡大す

るには、この２つが大切だと思う（70 代） 

 

 

 

④ チャレンジシートを活用した健康づくり 

 参加した方が、チャレンジシートに感動され、自分

の生活習慣を発見することができたことを、とても

喜ばれました 

 親子が一緒に学び、作って食べて、食育を考える。

そして、家族でチャレンジシートに記入して、一緒

に確認できたことが良かったです 

 食育体験会での学び、食生活の改善を継続していく

ことが、健康へとつながると思う。参加された方々

の、食生活の改善を応援していきたい 
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（５）食育活動の喜びと活動の継続 

① 食育を伝える喜び、感謝される喜びを体験 

 おむすびと具だくさんの味噌汁、こんな簡単なメニ

ューなのに、その美味しさにびっくりされて、とて

も喜んでくれました（50代） 

「今日は楽しかった」「良い学びが出来た」「ありが

とう」と、参加者が口々に言ってくれました。こう

いう体験は初めてでした（若いお母さん） 

 一緒に料理教室を手伝ってもらった方の普段は見

せないイキイキした姿、表情に、“人のために役立

つことが、こんなにも人を元気にするのか”と驚き

ました（60代） 

 

② 資格者としての自覚と意識が高まった 

 食育体験会を開催して、自分自身が一番食育に関心

が持てたと思う（50代） 

 食育は、くり返し、くり返し寄り添いながら、共に

学び合い深めていくことが大切だと思いました 

（50 代） 

 1回きりのイベントにしたくない。この機会をスタ

ートとして、市民が健康になるためのセミナーを継

続していきたい（60代） 

 食育はとても大切なこと。行政をはじめ、他団体と

も協力し合い、より多くの方々に参加していただけ

るように努力したいです（60代） 

 

 

資格者の声から 今後の参考にしたい点 

食育体験会を開催した資格者の学びは、「自分自身が一番、食育に関心を持てた

と思う」の言葉に代表されるように、資格者自身が食育の必要性を誰よりも、高め

ることが出来たことです。 

 

そして何よりも尊いことは、資格者は今回の体験会を通して、“誰かに何かを与

える喜び、感謝される喜び”という、これからの人生にとって、最も大切なことに

気づくことができたことにあります。 

その気づきが、資格者としての意識や自覚を高めるきっかけ、転機となり、これ

までの姿勢を振り返り、前向きに大きく変わり始めています。 
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第 3章 アンケート集計から効果を測定する 

１．アンケートの集計 

（１）参加者アンケートの集計結果 

ａ）全ての食育活動体験会の参加者総数 

参加者数 6,393  

（単位：人。以下同様） 

 

 

ｂ）アンケートの回収数 

アンケートの種類 回収数 回収率 

事前アンケート 6,035  94.4% 

事後アンケート 5,611  87.8% 

 

 

ｃ）男女別アンケート数 

アンケートの種類 男性 女性 合計 

参加者数 6,393 

事前アンケート 918  5,114  6,032  

事後アンケート 815  4,790  5,605  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.2%

84.8%

男女別アンケート数 事前

男性

女性

14.5%

85.5%

男女別アンケート数 事後

男性

女性
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ｄ）年代別アンケート数 

アンケートの種類 10代 20代 30代 40 代 50代 60代 70代 80代

以上 
合計 

参加者数 6,393 

事前アンケート 398  187  402  512  587  1,638  1,722  578  6,024  

事後アンケート 327  166  371  467  563  1,557  1,597  556  5,604  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ）世帯状況別アンケート数 

アンケートの種類 一人暮らし 夫婦のみ 親と子ども 三世代同居 その他 合計 

参加者数 6,393 

事前アンケート 964  1,648  2,352  686  361  6,011  

事後アンケート 916  1,538  2,155  671  316  5,596  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.8%
3.0%

6.6%

8.3%

10.0%

27.8%

28.5%

9.9%

年代別アンケート数 事後
10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

6.6%
3.1%

6.7%

8.5%

9.7%

27.2%

28.6%

9.6%

年代別アンケート数 事前
10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

16.0%

27.4%
39.1%

11.4%
6.0%

世帯別アンケート数 事前

一人暮らし

夫婦のみ

親と子ども

三世代同居

その他

16.4%

27.5%
38.5%

12.0%
5.6%

世帯別アンケート数 事後

一人暮らし

夫婦のみ

親と子ども

三世代同居

その他



 

57 

 

ｆ）職業別アンケート数 

アンケートの種類 
勤め 

(全日) 

勤め 

(ﾊﾟｰﾄ･ｱ

ﾙﾊﾞｲﾄ) 

自営業 学生 
専業 

主婦 
無職 その他 合計 

参加者数 6,393 

事前アンケート 574  806  348  457  2,128  1,500  189  6,002  

事後アンケート 525  746  311  382  2,066  1,404  162  5,596  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ）地区別アンケート数 

地 区 参加者数 事前アンケート 事後アンケート 

北海道 815 791  753  

東 北 510 449  423  

関 東 1,224 1,151  1,070  

北 陸 438 416  398  

中 部 884 874  789  

関 西 1,060 993  931  

中 国 686 610  562  

四 国 235 235  231  

九 州 444 420  378  

沖 縄 97 96  76  

合 計 6,393 6,035  5,611  

 

ｈ）チャレンジシートの作成数 
チャレンジシートの作成 提出数 提出率 

参加者数 4,646  ※①72.7% 

※②82.8% 

※①参加者総数に対する率 

※②事後アンケート提出数に対する率 

9.6%

13.4% 5.8%

7.6%

35.5%

25.0%

3.1%

職業別アンケート数 事前

勤め(全日)

勤め(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ)

自営業

学生

専業主婦

無職

その他

9.4%

13.3% 5.6%

6.8%

36.9%

25.1%

2.9%

職業別アンケート数 事後

勤め(全日)

勤め(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ)

自営業

学生

専業主婦

無職

その他
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ｉ）参加者が選択したチャレンジ項目 

項目 回答数 割合 

A-1ごはんはお茶碗に軽く 1杯は最低食べるようにする 217  4.7% 

A-2毎食、野菜を食べる 743  16.0% 

A-3魚、お肉は合わせて、一日手のひら分くらいの量を目安にする 64  1.4% 

A-4煮豆や納豆、みそなどの豆製品を一日に 1 食取り入れる 110  2.4% 

B-1お米を一日 2食は食べるようにする 311  6.7% 

B-2主食・主菜・副菜がそろうようにする 409  8.8% 

B-3お肉よりも魚料理を多くする 160  3.4% 

B-4揚げ物や炒め物は 1食 1品にする 33  0.7% 

C-1旬の食材を食べて、味を知る 126  2.7% 

C-2なるべく地元産の食材を使用する 88  1.9% 

C-3手作り料理を心がける 116  2.5% 

C-4化学肥料や農薬・食品添加物の少ないものを選ぶ 95  2.0% 

D-1薄味を心がける 681  14.7% 

D-2だしをとるように心がける 280  6.0% 

D-3食材を少し大きめに切る 87  1.9% 

D-4少し固めの食材(ごぼうなどの根菜やきのこ類)を混ぜる 96  2.1% 

E-1朝食を抜かない 124  2.7% 

E-2寝る 2時間前は食べない 136  2.9% 

E-3食べ過ぎない 318  6.8% 

E-4お腹が空いてから食べる 63  1.4% 

F-1ながら食いをやめる 171  3.7% 

F-2食器やランチョンマット、お花を飾る、音楽を流すなどして楽しむ 135  2.9% 

F-3家族みんなで食べる 43  0.9% 

F-4煮る、蒸す、炒めるなど工夫して苦手な食べ物を克服する 40  0.9% 

合計 4,646  100.0% 

 

◇合計 53%の人が上位 5位(網掛けで表示)のチャレンジ項目を選び実践した。 

 

1 位 A-2 毎食、野菜を食べる…16% 

2 位 D-1 薄味を心がける…14.7% 

3 位 B-2 主食・主菜・副菜がそろうようにする…8.8% 

4 位 E-3 食べ過ぎない…6.8% 

5 位 B-1 お米を一日 2 食は食べるようにする…6.7% 
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２．アンケート集計の分析 

（１）日本型食生活の理解について 

a) 事前アンケート Q3.(1)「日本型食生活を知っていますか。」の回答の集計結果 

回答内容 回答数 割合 

内容を含めて知っている 2,719 45.1% 

言葉は知っている 1,971 32.7% 

知らない 1,224 20.3% 

無効 121 2.0% 

合計 6,035 100.0% 

 

 

 

 

 

b) 事後アンケート Q3.(1)「日本型食生活について、どの程度理解が深まりましたか。」

の回答の集計結果 

回答内容 回答数 割合 

より一層理解が深まった 2,992 53.3% 

少し理解が深まった 2,304 41.1% 

あまり変わらなかった 254 4.5% 

無効 61 1.1% 

合計 5,611 100.0% 

 

 

 

 

c) 日本型食生活の理解についての結果 

・「より一層理解が深まった」人は 53.3%、「少し理解が深まった」人は 41.1%、合計

94.4%の人が、食育活動体験会への参加を通して、「日本型食生活について」の理

解を深める結果となった 

 

  

45.1%

32.7%

20.3%

2.0%

内容を含めて知っている

言葉は知っている

知らない

無効

53.3%41.1%

4.5%
1.1%

有効層

94.4%

非有効層

5.6%

より一層理解が深まった

少し理解が深まった

あまり変わらなかった

無効

77.8％ 
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（２）日本型食生活の実践について 

① 日本型食生活の実践について 

事前アンケート Q3.(3)「ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていま

すか。」の回答並びに事後アンケート Q3.(3)「あなたは、最近ごはんを主食に、主菜、

副菜のそろった食事をしていますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

1 日に 3食、食べている 1,931 32.0% 1,760 31.4% 

1 日に 2食は食べている 2,734 45.3% 2,657 47.4% 

1 日に 1食は食べている 1,099 18.2% 984 17.5% 

週に何食かは食べている 183 3.0% 151 2.7% 

ほとんど食べていない 49 0.8% 25 0.4% 

無効 39 0.6% 34 0.6% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

b) 集計グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 日本型食生活の実践についての結果 

・事前では「1日に 3食、食べている」が 32%、「1 日に 2食は食べている」が 45.3%で、

合計は 77.3% 

・事後では「1日に 3 食、食べている」が 31.4%、「1日に 2 食は食べている」が 47.4%

で、合計は 78.8%となり、第 3 次食育推進基本計画にある数値目標「70%以上」を達

成する結果となった 

・事前と事後が 1.5%の向上となったのは、参加者に既に日本型食生活を実践している

人の割合が高かったためと考えられる 

・この 78.7%を有効層として、次ページから、年代別、世帯状況別、職業別を集計し、

結果を分析する  

32.0%

77.3%

31.4%

有効層:78.7%

45.3%

22.7%

47.4%

21.3%

18.2%

17.5%

3.0%

2.7%

0.8%

0.4%

0.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

1日に3食、食べている 1日に2食は食べている 1日に1食は食べている

週に何食かは食べている ほとんど食べていない 無効
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②-1 ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしている人-年代別集計 

a) 年代別集計表 

（n値：5571） 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代

以上 

合計 

回答者数 N 326  165  371  466  561  1,548  1,585  549  5,571  

1 日に 3食、食べている 93  22  55  81  108  459  649  291  1,758  

1 日に 2食は食べている 162  68  191  236  299  793  697  208  2,654  

1 日に 1食は食べている 49  58  105  126  141  263  205  36  983  

週に何食かは食べている 20  16  16  18  11  30  30  10  151  

ほとんど食べていない 2  1  4  5  2  3  4  4  25  

有効層合計 255  90  246  317  407  1,252  1,346  499  4,412  

有効層比率 78% 55% 66% 68% 73% 81% 85% 91% 79% 

 

b) 年代別集計グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 年代別集計の結果 

・20代が最も低く 55%、30代では 66%となり、第 3 次食育推進基本計画の若い世代の

目標数値 55%以上を達成していた 

・しかし、全体で比較することで、食育が必要とされている年代であることが顕著に

見えた 

・10代が高いのは学校給食や家庭での食事をしているためと考えられる  

93人

22人

55人

81人

108人

459人

649人

291人

162人

68人

191人

236人

299人

793人

697人

208人

78%

55%

66%

68%

73%

81%

85%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

ごはんを主食に主菜、副菜の揃った食事 年代別有効層の分析

1日に3食、食べている 1日に2食は食べている
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②-2 ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしている人-世帯状況別集計 

a) 世帯状況別集計表 

（n値：5562） 一人 

暮らし 
夫婦のみ 

親と 

子ども 

三世代 

同居 
その他 合計 

回答者数 N 907  1,520  2,149  670  316  5,562  

1 日に 3食、食べている 302  547  565  245  95  1,754  

1 日に 2食は食べている 373  723  1,083  313  156  2,648  

1 日に 1食は食べている 170  231  435  97  51  984  

週に何食かは食べている 51  18  55  14  13  151  

ほとんど食べていない 11  1  11  1  1  25  

有効層合計 675  1,270  1,648  558  251  4,402  

有効層比率 74% 84% 77% 83% 79% 79% 

 

b) 世帯状況別集計グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 世帯状況別集計の結果 

・「夫婦のみ」と「三世代同居」世帯が高い結果となった。食育が必要とされている

「一人暮らし」は、最も低い結果となった 

 

  

302人

547人

565人

245人

95人
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1083人
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74%

84%

77%

83%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一人暮らし

夫婦のみ

親と子ども

三世代同居

その他

ごはんを主食に主菜、副菜の揃った食事 世帯状況別有効層の分析

1日に3食、食べている 1日に2食は食べている
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②-3 ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事-職業別集計 

a) 職業別集計表 

（n値：5562） 勤め

(全日) 

勤め

（ﾊﾟｰ

ﾄ・ｱﾙ

ﾊﾞｲﾄ） 

自営業 学生 専業主

婦 

無職 その他 合計 

回答者数 N 523  744  310  381  2,053  1,390  161  5,562  

1 日に 3食、食べている 105  147  106  96  690  556  56  1,756  

1 日に 2食は食べている 271  385  139  185  1,000  595  76  2,651  

1 日に 1食は食べている 114  194  53  68  332  197  22  980  

週に何食かは食べている 24  18  10  31  29  33  5  150  

ほとんど食べていない 9  0  2  1  2  9  2  25  

有効層合計 376  532  245  281  1,690  1,151  132  4,407  

有効層比率 72% 72% 79% 74% 82% 83% 82% 79% 

 

b) 職業別集計グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 職業別集計の結果 

・日中在宅していると思われる職業層がやや高く、学生を含めて日中外出している職業

層がやや低い傾向が見られた  

105人
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106人
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72%
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74%

82%

83%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤め(全日)

勤め

自営業

学生

専業主婦

無職

その他

ごはんを主食に主菜、副菜の揃った食事 職業別有効層の分析

1日に3食、食べている 1日に2食は食べている

 
（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ） 
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（３）朝食の主食について 

「朝食をほぼ毎日食べる」、「ときどき食べる」と回答した人への質問 

事前アンケート Q2.(3) 並びに事後アンケート Q2.(3)「主食は何を食べていますか。」

の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

ごはんを食べることが多い 4,352 72.1% 4,255 75.8% 

パンを食べることが多い 1,212 20.1% 1,013 18.1% 

シリアルを食べることが多い  55 0.9% 52 0.9% 

その他 161 2.7% 114 2.0% 

無効 255 4.2% 177 3.2% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

b) 集計グラフ 

 

 

 

 

 

 

c) 朝食の主食についての結果 

・「パンを食べることが多い」人が 2.0%減り、「ごはんを食べることが多い」人が 3.7%

増える、という結果であった。「シリアルを食べることが多い」人は、前後ともに 0.9%

で、変化がなかった  

72.1%

72.1%

75.8%

有効層:75.8%

20.1%

27.9%

18.1%

24.2%

0.9%

0.9%

2.7%

2.0%

4.2%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

ごはんを食べることが多い パンを食べることが多い シリアルを食べることが多い その他 無効
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（４）ごはんを食べる回数について 

事前アンケート Q3.(2)「一日にごはんを何回食べますか。」並びに事後アンケート

Q3.(2)「あなたは、最近、一日にごはんを何回食べていますか。」の回答の集計 

 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

1 日に 3回食べる 2,880 47.7% 2,880 51.3% 

1 日に 2回食べる 2,506 41.5% 2,290 40.8% 

1 日に 1回食べる 565 9.4% 393 7.0% 

ほとんど食べない 36 0.6% 19 0.3% 

無効 48 0.8% 29 0.5% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

b) 集計グラフ 

 

 

c) ごはんを食べる回数についての結果 

・「1 日に 3 回食べる」人は 51.3%、「1 日に 2 回食べる」人は 40.8%、合計 92.1%で、 

高い割合で 1日に 2回以上ごはんを食べていることがわかった 

 

 

 

 

  

47.7%

89.2%

51.3%

有効層:92.1%

41.5%

10.8%

40.8%

7.9%

9.4%

7.0%

0.6%

0.3%

0.8%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

1日に3回食べる 1日に2回食べる 1日に1回食べる ほとんど食べない 無効
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（５）食材の産地の選択について 

① 外国産と国内産の食材に対する意識の変化について 

事前アンケート Q4.(1) 並びに事後アンケート Q4.(1)「食材の産地を意識して選ん

でいますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

外国産より国内産を優先する 5,288 87.6% 5,073 90.4% 

国内産より外国産を優先する 155 2.6% 93 1.7% 

特に気にしていない 565 9.4% 410 7.3% 

無効 27 0.4% 35 0.6% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

 

b) 集計グラフ 

 

 

c) 外国産と国内産の食材に対する意識の変化についての結果 

・「外国産より国内産を優先する」人は、事前の 87.6%から、事後の 90.4%へと 2.8%増

加した 

・「国内産より外国産を優先する」人は、事前の 2.6%から、事後の 1.7%へと 0.9%減少

した 

・特に気にしていない人は、事前の 9.4%から、事後の 7.3%へと 2.1%減少した 

・上記の結果から、体験会に参加することで、食材の産地を「特に気にしていない」人

が減り、「外国産より国内産を優先する」人が増える傾向が現れた 

  

87.6%

87.6%

90.4%

有効層:90.4%

2.6%

12.4%

1.7%

9.6%

9.4%

7.3%

0.4%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

外国産より国内産を優先する 国内産より外国産を優先する 特に気にしていない 無効
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② 地元の食材について 

事前アンケート Q4.(2) 並びに事後アンケート Q4.(2)「地元の食材を意識して選ん

でいますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

意識している 4,651 77.1% 4,594 81.9% 

意識していない 1,349 22.4% 965 17.2% 

無効 35 0.6% 52 0.9% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

 

b) 集計グラフ

 

 

 

 

c) 地元の食材についての結果 

・「地元の食材を意識する」人は、事前の 77.1%から、事後の 81.9%へと 4.8%増加した 

・「地元の食材を意識しない」人は、事前の 22.4%から、事後の 17.2%へと 5.2%減少

した 

・上記の結果から、体験会に参加することで、「地元の食材を意識する」人が増える

傾向が現れた 

 

 

  

77.1%

77.1%

81.9%

有効層:81.9%

22.4%

22.9%

17.2%

18.1%

0.6%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

意識している 意識していない 無効
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③ 旬の食材について 

事前アンケート Q4.(3) 並びに事後アンケート Q4.(3)「旬の食材を意識して選んで

いますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

意識している 5,246 86.9% 5,059 90.2% 

意識していない 756 12.5% 512 9.1% 

無効 33 0.5% 40 0.7% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

 

b) 集計グラフ 

 

 

 

 

c) 旬の食材についての結果 

・「旬の食材を意識する」人は、事前の 86.9%から、事後の 90.2%へと 3.3%増加した 

・「旬の食材を意識しない」人は、事前の 12.5%から、事後の 9.1%へと 3.4%減少した 

・上記の結果から、体験会に参加することで、「旬の食材を意識しない」人が減り、「旬

の食材を意識する」人が増える傾向が現れた 

 

 

 

  

86.9%

86.9%

90.2%

有効層:90.2%

12.5%

13.1%

9.1%

9.8%

0.5%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

意識している 意識していない 無効
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④ 有機農法や自然農法について 

事前アンケート Q4.(4) 並びに事後アンケート Q4.(4)「有機農法や自然農法を知っ

ていますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

知っている 5,390 89.3% 5,218 93.0% 

知らない 602 10.0% 358 6.4% 

無効 43 0.7% 35 0.6% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

 

 

 

b) 集計グラフ 

 

 

c) 有機農法や自然農法についての結果 

・有機農法や自然農法を「知っている」人は、事前で 89.3%と高い割合であったが、  

事後では 93.0%と、3.7%が増加した 

 

 

 

  

89.3%

89.3%

93.0%

有効層:93.0%

10.0%

10.7%

6.4%

7.0%

0.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

知っている 知らない 無効
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⑤ 有機農法や自然農法の農産物の使用頻度について 

事前アンケート Q4.(5) 並びに事後アンケート Q4.(5)「あなたは、有機農産物や自

然農法農産物をどれくらい使っていますか。」の回答の集計 

a)集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

毎日使う 1,954 32.4% 1,866 33.3% 

ときどき使う 2,844 47.1% 2,915 52.0% 

あまり使わない 627 10.4% 479 8.5% 

まったく使わない 101 1.7% 56 1.0% 

無効 509 8.4% 295 5.3% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

 

b) 集計グラフ 

 

 

c) 有機農法や自然農法の農産物の使用頻度についての結果 

・「毎日使う」と答えた人は、事前では 32.4%、事後では 33.3%と、0.9%増加した 

・「どきどき使う」と答えた人は、事前では 47.1%、事後では 52.0%と、4.9%増加した 

・「あまり使わない」と答えた人は、事前では 10.4%、事後では 8.5%と、1.9%減少した 

・「まったく使わない」と答えた人は、事前では 1.7%、事後では 1.0%と、0.7%減少した 

・上記の結果より、体験会に参加した人には、有機農産物や自然農法農産物の、使用頻

度を向上させる傾向が現れた 

・ただし有効層の内、「毎日使う」と答えた人は 39%であった（約 4 割の人が使ってい

る）  

32.4%

79.5%

33.3%

有効層:85.2%

47.1%

20.5%

52.0%

14.8%

10.4%

8.5%

1.7%

1.0%

8.4%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事前

事後

毎日使う ときどき使う あまり使わない まったく使わない 無効
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（６）スマイルケア食の周知について 

a) 事前アンケート Q6.『「スマイルケア食」を知っていますか。』の回答の集計 

回答内容 回答数 割合 

内容を含めて知っている 326 5.4% 

言葉は知っている 922 15.3% 

よく知らない 4,729 78.4% 

無効 58 1.0% 

合計 6,035 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

b) 事後アンケート Q7.『あなたは「スマイルケア食」について、どの程度理解が深ま

りましたか。』の回答の集計 

回答内容 回答数 割合 

より一層理解が深まった 1,208 21.5% 

少し理解が深まった 3,526 62.8% 

あまり変わらなかった 632 11.3% 

無効 245 4.4% 

合計 5,611 100.0% 

 

 

 

 

c) スマイルケア食の周知についての結果 

・事前では、「内容を含めて知っている」と回答した人は 5.4%、「言葉は知っている」と

回答した人は 15.3%であった 

・事後では、「より一層理解が深まった」と回答した人は 21.5%、「少し理解が深まった」

と回答した人は 62.8%であった 

・体験会では、農林水産省が作成した「スマイルケア食」についてのリーフレットを配

布し、スマイルケア食マークが付いた有機大豆入り玄米スティックの試食を取り入れ

たことが、周知の割合を高めた要因と考えられる 

 

  

5.4%

15.3%

78.4%

1.0%

内容を含めて知っている

言葉は知っている

よく知らない

無効

21.5%

62.8%

11.3%

4.4%

有効層

84.4%

非有効層

15.6%

より一層理解が深まった

少し理解が深まった

あまり変わらなかった

無効

20.7％ 
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（７）食生活の改善の意識について 

事前アンケート Q5.「あなたは、ご自身の食生活を改善したいと思いますか。」並び

に事後アンケート Q6.(3)「引き続き食事習慣の改善を継続しようと思いますか。」の回

答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

とてもそう思う 2,039 33.8% 2,766 49.3% 

ややそう思う 2,798 46.4% 2,184 38.9% 

どちらとも言えない 859 14.2% 303 5.4% 

あまり関心がない 202 3.3% 95 1.7% 

まったく関心がない 55 0.9% 13 0.2% 

無効 82 1.4% 250 4.5% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

b) 集計グラフ 

 

 

 

c) 食生活の改善の意識についての結果 

・食生活の改善について、事前では「とてもそう思う」人は 33.8%、「ややそう思う」人

は 46.4%で、合計 80.2%の人に改善しようとの意思があった 

・事後では「とてもそう思う」人は 49.3%、「ややそう思う」人は 38.9%で、合計 88.2%

となり、8%増加し、更に食生活の改善意欲を持つ人の割合が高まった 

  

33.8%

80.1%

49.3%

有効層:88.2%

46.4%

19.9%

38.9%

11.8%

14.2%

5.4%

3.3%

1.7%

0.9%

0.2%

1.4%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

とてもそう思う ややそう思う どちらとも言えない あまり関心がない まったく関心がない 無効
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（８）食育ボランティアへの意識について 

事前アンケート Q7. 並びに事後アンケート Q8.「あなたは、食育のボランティア活

動に興味がありますか。」の回答の集計 

a) 集計表 

回答内容 
事前 事後 

回答数 割合 回答数 割合 

興味がある 2,032 33.7% 1,817 32.4% 

少し興味がある 3,101 51.4% 3,032 54.0% 

興味がない 846 14.0% 617 11.0% 

無効 56 0.9% 145 2.6% 

合計 6,035 100.0% 5,611 100.0% 

 

b) 集計グラフ 

 

 

 

c) 食育ボランティアへの意識についての結果 

・事前では、ボランティア活動に「興味がある」と答えた人は 33.7%、「少し興味があ

る」と答えた人は 51.4%で、合計は 85.1%であった 

・事後では、ボランティア活動に「興味がある」と答えた人は 32.4%、「少し興味があ

る」と答えた人は 54.0%で、合計は 86.4%であった 

・上記の結果から、高い割合で食育ボランティアに興味を持っている人がいることが

分かった  

33.7%

85.1%

32.4%

有効層:86.4%

51.4%

14.9%

54.0%

13.6%

14.0%

11.0%

0.9%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事前

事後

興味がある 少し興味がある 興味がない 無効
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-謝 辞- 

本年度は、農林水産省の補助事業として食育活動体験会を開催することができ、農

林水産省から用意された資料をはじめ参加者募集用のチラシやポスター、会場の看板、

チャレンジバッジとペンなどのグッズも提供することができ、全国のＭＯＡ食育資格

者（ボランティア）が、食育活動体験会を開催する意欲の盛り上がりにつながった。 

 

また、地方行政も大変協力的であり、スムーズに開催することができ、数多くの会

場から今後もこのような食育活動を続けてほしいとの声をいただくことができた。 

 

農林水産省はじめ、関係各位の皆様に御礼申し上げるとともに、本モデル事業から

得たことを基に、今後は、地方自治体が進める食育推進計画の推進に参画し、食育活

動体験会の開催と食育を進めるボランティアの養成を進め、食生活の改善からライフ

スタイルを見直し、健康なひと健康なまちづくりに貢献していきたい。 
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□ 添付資料 食育活動体験会に使用した資料 

①食育活動体験会配布資料 

ｱ）ごはんを中心とした「日本型食生活」のススメ 

 

ｲ）スマイルケア食をご存じですか 

 
［表 面］                  ［裏 面］  

をご存じですか？
スマイルケア食とは　

　噛むこと、飲み込むことが難しい方向けの食品だ

けでなく、そうした機能に問題はないものの、健康な

体を維持し活動するために栄養補給を必要とする方

向けの食品を含めた新しい介護食品の愛称です。

　

　

　今後、高齢社会が更に進展する中で、市場においてスマイルケア食が1つの商品

群として認知され、必要な方がそれぞれの状態に応じてスマイルケア食を選択でき

るよう、食品の特性に応じた　　　　　　　　のマークを表示する枠組みがスター

トします。
青 黄 赤

噛まなくてよい食品
（例:つぶのあるペースト食）

（案）

２

4

5

3

２
1
0

　　　　　この選び方にかかわらず、食べること

　　　　　について気になることがあれば、まず

　　　　　は専門職（医師、歯科医師、管理栄養

　　　　　士等）にご相談ください。
医師等の指導に従い選択してください。歯科治療、
口やのどの動きの訓練などにより、飲み込みに問題
がある方等でも、他の分類の食事が食べられるよう
になる場合もあります。
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ｳ）「元気になる食事法」パンフレット 

［表 面］ 

 
 

［うら面］ 
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ｴ）チャレンジバッジ（参加者用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｶ）スマイルケア食 玄米スティック 

 

  

  

ｵ）チャレンジペン（資格者用） 
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②元気になる食事法チャレンジシート 

 

［食事習慣］ 
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［運動習慣］ 

 

［休養習慣］ 
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③参加者用 事前アンケート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【事前／参加者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

参 加 者 事 前 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業の一環として開催する食育活動体験会に参加していただき

ありがとうございます。

本活動が、皆様の食生活にどのような影響をもたらすのかを調査するため、体験会の前後にアンケート

を実施しております。ご協力をお願い致します。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．ご自身のことについてお聞きします。

（１）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（２）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男     ロ）女

（３）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代  ロ）20 代 ハ）30 代     ニ）40 代

ホ）50 代     ヘ）60 代     ト）70 代 チ）80 代以上

（４）あなたの現在の世帯状況は、次のうちどれですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）一人暮らし ロ）夫婦のみ    ハ）親と子ども

ニ）三世代同居 ホ）その他

（５）あなたの現在の職業について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）    ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦   ヘ）無職    ト）その他

【事前／参加者用】

3

Ｑ３．日本型食生活についてお聞きします。

（１）日本型食生活を知っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）内容を含めて知っている    ロ）言葉は知っている

ハ）知らない

（２）一日にごはんを何回食べますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）１日に３回食べる        ロ）１日に２回食べる

ハ）１日に１回食べる        ニ）ほとんど食べない

（３）ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていますか。

（あてはまるもの１つに○）

※主菜とは、魚・肉・卵・大豆製品などを中心としたおかず、副菜とは、野菜を

中心としたおかず

イ）１日に３食、食べている    ロ）１日に２食は食べている

ハ）１日に１食は食べている    ニ）週に何食かは食べている

ホ）ほとんど食べていない

Ｑ４．日常の食材についてお聞きします。（あてはまるもの１つに○）

（１）食材の産地を意識して選んでいますか。

イ）外国産より国内産を優先する    ロ）国内産より外国産を優先する

ハ）特に気にしていない

（２）地元の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している       ロ）意識していない

（３）旬の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している       ロ）意識していない

【事前／参加者用】

2

（６）あなたが過去１年間に、食育セミナーや料理教室などの食育活動へ参加した回数を

教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）1 回      ロ）２回 ハ）３回以上 ニ）なし

（７）本日参加する食育活動体験会は何ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会   ロ）農業体験見学会   ハ）加工体験見学会

Ｑ２．あなたの食生活についてお聞きします。

（１）一日の食事回数は何回ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日３回   ロ）ときどき２回になる  ハ）毎日２回

ニ）毎日１回     ホ）その他（   ）回

（２）朝食は食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日食べる ロ）ときどき食べる    ハ）食べない

（３）前の質問で「イ）食べる、ロ）ときどき食べる」と答えた方にお聞きします。

主食は何を食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ごはんを食べることが多い    ロ）パンを食べることが多い

ハ）シリアルを食べることが多い   ニ）その他（            ）

※シリアルとは、オートミールやコーンフレーク、グラノーラなど、そのままで

食べられる穀物加工品のこと

（４）食事をするときは、どういった状況が多いですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ひとりで食べることが多い    ロ）誰かと一緒に食べることが多い

ハ）ときどき誰かと一緒に食べる

【事前／参加者用】

4

（４）有機農法や自然農法を知っていますか。（どちらかに○）

イ）知っている       ロ）知らない

（５）前の質問で「イ）知っている」と答えた方にお聞きします。あなたは、有機農産物や

自然農法農産物をどれくらい使っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日使う         ロ）ときどき使う

ハ）あまり使わない      ニ）まったく使わない

Ｑ５．あなたは、ご自身の食生活を改善したいと思いますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）とてもそう思う      ロ）ややそう思う

ハ）どちらとも言えない    ニ）あまり関心がない

ホ）まったく関心がない

Ｑ６．「スマイルケア食品」を知っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）内容を含めて知っている   ロ）言葉は知っている

ハ）よく知らない

Ｑ７．あなたは、食育のボランティア活動に興味がありますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）興味がある      ロ）少し興味がある

ハ）興味がない

ご協力ありがとうございました。
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④参加者用 事後アンケート 

  

   

【事後／参加者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

参 加 者 事 後 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業の一環として開催する食育活動体験会に参加していただき

ありがとうございました。

本活動が、皆様の食生活にどのような影響をもたらすのかを調査するため、事後アンケ－トを実施して

おります。ご協力をお願い致します。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．ご自身のことについてお聞きします。

（１）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（２）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男   ロ）女

（３）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代  ロ）20代 ハ）30 代 ニ）40 代

ホ）50 代    ヘ）60代 ト）70 代 チ）80 代以上

（４）あなたの現在の世帯状況は、次のうちどれですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）一人暮らし ロ）夫婦のみ ハ）親と子ども

ニ）三世代同居 ホ）その他

（５）あなたの現在の職業について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）      ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦    ヘ）無職   ト）その他

（６）あなたが参加した食育活動体験会は何でしたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会   ロ）農業体験見学会   ハ）加工体験見学会

【事後／参加者用】

3

（３）あなたは、最近、ごはんを主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていますか。

（あてはまるもの１つに○）

※主菜とは、魚・肉・卵・大豆製品などを中心としたおかず、副菜とは、野菜を中心としたおかず

イ）１日に３食、食べている  ロ）１日に２食は食べている

ハ）１日に１食は食べている    ニ）週に何食かは食べている

ホ）ほとんど食べていない

Ｑ４．最近の食材についてお聞きします。

（１）食材の産地を意識して選んでいますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）外国産より国内産を優先する    ロ）国内産より外国産を優先する

ハ）特に気にしていない

（２）地元の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している    ロ）意識していない

（３）旬の食材を意識して選んでいますか。（どちらかに○）

イ）意識している    ロ）意識していない

（４）有機農法や自然農法を知っていますか。（どちらかに○）

イ）知っている    ロ）知らない

（５）前の質問で「イ）知っている」と答えた方にお聞きします。あなたは、有機農産物や

自然農法農産物をどれくらい使っていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日使う      ロ）ときどき使う

ハ）あまり使わない   ニ）まったく使わない

Ｑ５．食育活動体験会で学んだ、おむすびや料理を作ってみましたか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）作って食べた    ロ）作ってみようと思う

ハ）まだ作っていない

【事後／参加者用】

2

Ｑ２．あなたの最近の食生活についてお聞きします。

（１）一日の食事回数は何回ですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）毎日３回   ロ）ときどき２回になる ハ）毎日２回

ニ）毎日１回   ホ）その他（   ）回

（２）朝食は食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日食べる    ロ）ときどき食べる      ハ）食べない

（３）前の質問で「イ）食べる、ロ）ときどき食べる」と答えた方にお聞きします。

主食は何を食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ごはんを食べることが多い    ロ）パンを食べることが多い

ハ）シリアルを食べることが多い   ニ）その他（            ）

※シリアルとは、オートミールやコーンフレーク、グラノーラなど、そのままで食べられる

穀物加工品のこと

（４）食事をするときは、どういった状況が多いですか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ひとりで食べることが多い    ロ）誰かと一緒に食べることが多い

ハ）ときどき誰かと一緒に食べる

Ｑ３．日本型食生活についてお聞きします。

（１）日本型食生活について、どの程度理解が深まりましたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）より一層理解が深まった   ロ）少し理解が深まった

ハ）あまり変わらなかった

（２）あなたは、最近、一日にごはんを何回食べていますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）１日に３回食べる        ロ）１日に２回食べる

ハ）１日に１回食べる        ニ）ほとんど食べない

【事後／参加者用】

4

Ｑ６．あなたが作成した「チャレンジシート」の食生活の改善についてお聞きします。

（１）あなたが立てた食事習慣のチャレンジ項目をお書き下さい。

   （                                      ）

※弊社記入［ Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  Ｆ ］－［ １  ２  ３  ４ ］

（２）チャレンジ項目の実践状況はどうでしたか。（あてはまるもの１つに○）

イ）ほぼ毎日実践できた      ロ）２～３日に１度実践できた

ハ）１週間に１度実践できた    ニ）あまりできなかった

（３）引き続き食事習慣の改善を継続しようと思いますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）とてもそう思う  ロ）ややそう思う     ハ）どちらとも言えない

ニ）あまり思わない  ホ）まったくそう思わない

Ｑ７．あなたは、「スマイルケア食品」について、どの程度理解が深まりましたか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）より一層理解が深まった    ロ）少し理解が深まった

ハ）あまり変わらなかった

Ｑ８．あなたは、食育のボランティア活動に興味がありますか。（あてはまるもの１つに○）

イ）興味がある          ロ）少し興味がある

ハ）興味がない

Ｑ９．その他、気づいたことや感想などがあれば、自由にお書きください。

                                       

                                       

                                       

ご協力ありがとうございました。
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⑤資格者用 事後アンケート 

  

  
 

【事後／資格者用】

1

農林水産省 平成 28 年度 新たな食環境に対応した食育活動モデル事業

資 格 者 事 後 ア ン ケ ー ト

この度は、農林水産省の食育活動モデル事業「食育活動体験会」にご協力いただき、

ありがとうございました。以下の質問にお答えください。

※このアンケートは後日集計結果を農林水産省へ報告し､今後の食育活動の参考にさせていただきます。

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル

Ｑ１．資格者ご自身の状況についてお聞きします。

（１）現在お持ちのＭＯＡの食育資格について教えてください。

（どちらかに○）

イ）MOA 食育推進員

ロ）MOA 食育指導員

（２）その他の食に係わる資格について教えて下さい。（あてはまるものに○）

イ）管理栄養士

ロ）栄養士

ハ）調理師

ニ）食生活改善推進員

ホ）その他（                        ）

（３）あなたのお住まいについて教えてください。

＿＿＿＿＿＿ 都 道 府 県 ＿＿＿＿＿＿＿ 市 区 町 村

（４）あなたの性別について教えてください。（どちらかに○）

イ）男

ロ）女

【事後／資格者用】

3

Ｑ３．参加者へのサポートをした資格者にお聞きします。

（１）参加者へはどのようなサポートを行いましたか。

（あてはまるものに○）

イ）声をかけた（電話やＥメールなどを含む）

ロ）共食（共に食事）をした

ハ）その他（                          ）

（２）参加者との関係についてお聞きします。

（あてはまるものに○）

イ）とても親しくなれた    ロ）あいさつや会話ができるようになった

ハ）あまり深まらなかった   ニ）その他（            ）

Ｑ４．資格者相互の連携についてお聞きします。

（１）今回の食育活動体験会で、資格者同士がお互い協力できましたか。

（どちらかに○）

イ）以前より協力できた      ロ）あまりできなかった

（２）（１）の質問で「イ）以前より協力できた」と回答した方にお聞きします。

どんな点が協力できましたか、お書き下さい。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

【事後／資格者用】

2

（５）あなたの年齢について教えてください。（あてはまるもの１つに○）

イ）10 代     ロ）20 代     ハ）30 代     ニ）40 代

ホ）50 代     ヘ）60 代     ト）70 代     チ）80 代以上

（６）あなたの現在の職業について教えてください。

（あてはまるもの１つに○）

イ）勤め（全日）   ロ）勤め（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ）     ハ）自営業

ニ）学生       ホ）専業主婦   ヘ）無職    ト）その他

Ｑ２．あなたが担当または協力した食育活動体験会についてお聞きします。

（１）あなたが担当または協力した食育活動体験会は何ですか。

（あてはまるもの１つに○）

イ）料理講習会

ロ）農業体験見学会

ハ）加工体験見学会

（２）開催にあたって心がけたことなどがあればお書き下さい。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

【事後／資格者用】

4

Ｑ５．地域の行政や他団体等の関係についてお聞きします。

（１）今回の食育活動体験会で、誰と協力できましたか。（あてはまるものに○）

イ）行政 ロ）学校   ハ）町内会   ニ）他団体（         ）

ホ）議員   ニ）その他（            ）

（２）協力できた内容についてお書き下さい。

                                  

                                  

                                  

Ｑ６．食育活動によるまちづくりについて、気付いたことや感想・要望等、自由にお書

きください。

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

ご協力ありがとうございました。



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇本資料の複製、および転載は、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルの了解を得たうえで

行って下さい。 
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