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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 

 
北海道では、「どさんこ食育推進プラン」（北海道食育推進計画【第 3 次】）を策定し、

「地域における多様な食育の継続的な実践」を目標に、健康、産業、環境、文化の各分野

ごとに基本方針を定め、食育を進めている。 
 
★ 「どさんこ食育推進プラン」の基本方針 

① 食を通した健康の維持・増進 

② 地域に根差した食関連産業への理解と支援 

③ 環境の保全・食文化の継承 

④ 食育を推進する基盤づくり 

 
今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、北海道の認可を得て、「平成 29 年

度新北海道らしい食育推進事業」を実施した。実施にあたっては、上記の重点課題等を 

もとに、以下の課題と目標をもって、札幌・道央圏内の各地で食育活動体験会を開催  

した。 
 

★ 参加者募集チラシ（料理講習会・農業体験会・共食） 
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２．事業の目的及び内容 

第３次食育推進基本計画及び第３次北海道食育推進計画「どさんこ食育推進プラン」

に示されている具体的な計画目標に基づき、下記の目標をもって、本事業に取り組んだ。 
 

◆ 食育への関心度を向上させ、地域の食文化の保護・継承のため、栄養バランスに

配慮した日本型食生活の実践と、国内産や北海道産の農産物の使用頻度を高める

地産地消の啓発となるよう「料理講習会」「共食」及び「農業体験会」を開催する 

◆ 事業の実施計画を立て推進し、成果を検証する「食育推進検討会」を行うととも

に、道内の各市町において「食育推進リーダーの育成」を目的とした研修会を  

開催する 

◆ 健康寿命の延伸につながる食育をテーマに、当法人オリジナルのチャレンジシー

トを活用して、参加者が食習慣の改善にチャレンジする機会を設け、食育資格者

はそのサポートを担うなど、行動変容を見据えた取り組みとなるよう工夫する 

 
 

これらの取り組みを通して、日本型食生活を実践する力を身につけ、食に感謝する気

持ちをもつなど「食を通して人をはぐくむ」食育推進計画の目標達成に寄与する。 
 

★ 元気になる食事法チャレンジシート 
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３．食育推進検討会の開催 

■検討委員 

 
 
 
 
 
 
 

 

■第１回 食育推進検討会 

第１回の食育推進検討会は、６月９日、ＭＯＡアートホール北海道において、前記

の課題を踏まえ、参加者に理解と実践が進むよう、下記５点についての計画の策定を

行った。 
イ）生活習慣病の予防と食事の改善を図る食育推進リーダー研修会の研修内容の決定  
ロ）日本型食生活の理解と実践を進め、和食や郷土料理の継承を図る料理講習会の 

レシピの決定 
ハ）食を通して、人とひとをつなげる共食の場の選定 
ニ）参加者のチャレンジシートを活用した食事の改善を、資格者が支援する実施運用  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第２回 食育推進検討会 

第２回の食育推進検討会は、１月２８日、ＭＯＡアートホール北海道において、  

上記の５点に基づいて計画・実施した今年度の事業の成果のまとめ及び検証、今後の

方向性について検討した。 
 

 

 

 

 

 

氏名 立場 

安川 澄子 酪農学園大学 教授 

高橋 あゆみ 医療法人財団瑞泉会・ＭＯＡ札幌クリニック 管理栄養士 

佐々木 孝子 札幌市ボランティア登録団体「食輪の会」 役員 

伊達 光男 ＭＯＡ自然農法南空知普及会 会長 

古平 登志和 北海道ボランティア登録団体「すこやか健康生活ネットワーク」事務局長 

谷川 愛子 「ボランティアネットワークあはは」代表 

白川 裕一 （一社）ＭＯＡ自然農法文化事業団 北海道支所長 
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４．食育推進リーダーの育成及び活動の促進 

本事業遂行のため、食育推進リーダーの育成・支援を図る研修会を計３回実施。 
１回目は、６月２５日、札幌市生涯学習センター「ちえりあ」において開催し、講師

（高橋あゆみ、白川裕一）から資格者１００名へ、前記の課題および本事業の目的と計画

を伝え、料理講習会で使うレシピ等を確認した。 
また、北海道農政部 食の安全推進局の堀田貴明主幹より「どさんこ食育推進計画」に

ついて学ぶなど、事業実施に向けた具体的な研修を行った。 

■第１回 食育推進リーダー研修会 写真 

 
 
 
 
 
 

２回目は、７月１５日、「ＭＯＡカルチャーホール１０２」において開催し、講師（ＮＰＯ

法人日本食育インストラクター１級の小葉松弘恵さん）から、本事業で主に料理講習会・

共食・農業体験会を担う、子育て世代の１１名の食育資格者へ、食育の３つの柱である

「共食力」「選食力」「地球の食を考える」の学びと、本事業の目的・計画について、それ

ぞれが持ち寄った手づくり一品料理の試食も交えながら情報交換や意識共有を行った。 

■第２回 食育推進リーダー研修会 写真 

 
 
 
 
 

 
 

３回目は、１１月２３日、札幌市生涯学習センター「ちえりあ」において、食育資格者

７６名を対象に、実施した事業の事例の学びを中心に、今年の食育活動について振り  

返り、今後の方向性について、グループワーク等を通して学び合った。 

■第３回 食育推進リーダー研修会 写真 
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５．食文化の保護・継承のための取組～料理講習会の開催 

  郷土料理の研究や行事食などの地域の食文化の保護・継承、地域の食材や有機農法、

自然農法の農産物を活用した、日本型食生活の実践に向け、子育て世代や若い世代を対

象とした料理講習会を６カ所・全１１回開催した。このうち、３カ所について報告する。 
 
（１）料理講習会 

■開催一覧 

 
■主な開催内容 

① 栗山町・北海道介護福祉学校 

 開催日：８月２２日、参加者数：３５名、講師･サブ：６名（含,サポーター） 

 

 

 

 

 

 

■参加者の感想 

・ 今回チャレンジシートを作成して約１か月、自分の食生活を見直すいいきっか

けになりました。いつも食べ過ぎていたけど、腹８分目でやめてみたら、とても

体が軽いです！！（10代・女性） 

・ 食事で偏食しないよう心がけた結果、体がすっきりし体重も減りました。これか

らも気をつけながら、生活をしていきたいです。（10代・女性） 

■講師の感想 

・ 学校側と事前に願いや目的を共有して臨みました。チャレンジシートの生活習慣

改善チャレンジのサポートはなかなかできませんでしたが、大半の生徒が食事習

慣を改善する意識を持ってもらえたようで良かったです。（アンケートの結果は

簡単にまとめて学校に報告しました） 

開催地 開催日 参加者 講師･サブ 内   容 

札幌市中央区 7 月 29 日 １５名 ３名 ごはんを中心に地元野菜を活用した料理講習会（カレーライス、野菜サラダ） 

札幌市東区 8 月 19 日 １２名 ３名 ごはんを活かす夏メニューの料理講習会 

栗山町 8 月 22 日 ３５名 ６名 介護福祉学校の生徒を対象とした日本型食生活の学びと料理講習会 

札幌市豊平区 9 月 02 日 ８名 ７名 ごはんを中心に旬の野菜、大豆、魚を食べる料理講習会 

千歳市 9 月 14 日 ２３名 ５名 だしで生活習慣を改善する ～だしの取り方，素材の味を活かした料理講習会 

札幌市西区 

9 月 06 日 ７名 ５名 子育て世代に向けた料理講習会 

7 月 18 日 １５名 ４名 
５回積み上げ－①『出汁の文化と美味しいお味噌汁 鰹節削り器の使い方』 

～数種の出汁の試飲、昆布の選び方と活用、鰹節削り器の使い方と調理実習 

8 月 22 日 ２１名 ４名 
５回積み上げ－②『箸の文化と発酵食品、麹料理、お箸の使い方』 

～お箸・お茶椀・汁椀の配膳や扱い方、旬の野菜と出汁を使った調理実習 

9 月 26 日 １６名 ４名 
５回積み上げ－③『ハレの日、豆の文化とお赤飯、蒸籠の使い方』 

～ハレの日の学び、お赤飯の歴史、和蒸籠・中華蒸籠の使い方と調理実習 

10 月 24 日 １５名 ４名 
５回積み上げ－④『一汁三菜、米の文化と新米に合う基本のおかず、土鍋の使い方』 

～お米の食文化と噛むことの重要性、土鍋でのお米の炊き方と調理実習 

11 月 28 日 １７名 ４名 
５回積み上げ－⑤『魚の文化と石狩鍋、砥石と包丁の使い方』 

～石狩鍋の由来、包丁の違いと用途・砥ぎ方、鮭を捌く体験と調理実習 

合計 １８３名 ４９名 （含,サポーター） 
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② 千歳市・千歳市民文化センター 

開催日：９月１４日、参加者数：２３名、講師･サブ：５名（含,サポーター） 

 
 
 
 
 
 
■参加者の感想 

・ いつもどうやって時間をかけず簡単に栄養のある食事を作るか、ということばか

りを考えていましたが、先生のようにだしを取って料理をすることが大切だと 

思いました。食事はできるだけ手を抜かないよう、家族のためにも意識していこ

うと思います。 
・ 健康のブームに乗って、何かを食べ過ぎたり、抜いたり、そういう食生活をして

いた時期もありましたが、ダシをとり、薄味を心がける、昔ながらの日本食が  

これからの年齢には大切なことを再認識しました。 

■講師の感想 

・ 参加した皆さんが楽しく調理して下さり良かったです。座学だけでなく、実体験

に基づく失敗談や実感している事も伝えることで共感が生まれ、学びが深まった

ようで勉強になりました 
 
 
③ 札幌市西区・MOAアートホール北海道（ボランティアネットワークあはは） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

願い ： ① 若い世代に和食を根付かせ、心身ともに健康な食生活を送る家庭を増やす 

② 受け入れ側（講師・食育指導員）が参加者を見つめ続け、声をかけ励まし    

合うサポート体制を確実に身に付ける 

内容 ： ・５回積み上げ式の料理教室を行う 

・和の食文化と和の道具を学ぶ「座学」と、一人ひとりが実際に触れる「調理

実習」を必ずセットにし、文化の背景を知ることで知識として理解を深め、

その後すぐに実習をする事で体感し、五感で感じてもらうことを大切にした 

対象 ： ・普段料理教室はハードルが高いと感じている子育て世代を対象とする 

・キッズスペースや見守りボランティアなどのサポート体制を設け、子連れで

も参加しやすい環境を備えた 
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【1回目】7月 18日「出汁の文化と美味しいお味噌汁 鰹節削り器の使い方」 

～数種の出汁の試飲、昆布の選び方と活用、鰹節削り器の使い方と調理実習 

 
 
 
 
 
 

  ■参加者の感想 

・ 今まで出汁について学んだことがなく、自分の家のたくさんの食材を迷子にさせ

ていたことに気付きました。これからは素材の持ち味を生かしたいです。（30 代） 
・ 主婦歴が長いのに、お出汁のテイスティングで素材を見破れずショック！これか

らも学び続け、本物を見極められるようになりたいです。（50 代） 
・ 日本人に生まれたのに、和の食文化を知らないのはもったいないことだったと思

いました。今日を機にお出汁を取った食卓を目指します。（30 代） 
 

【2 回目】8 月 22日「箸の文化と発酵食品、麹料理 箸の使い方」 

～お箸・お茶椀・汁椀の配膳や扱い方、旬の野菜と出汁を使った調理実習 

 
 
 
 
 
 

  ■参加者の感想 

・ お食い初めから死後の箸渡しまで、日本人とお箸の関係がこんなに深いものかと

初めて知り、また箸に神様が宿っているという話を初めて聞きました。わが家の

お箸は誰のものと決めずに使っていましたが、見直していきたいです（40 代） 
・ お箸にもたくさんの種類があることを知りました。父の古稀のお祝いにお箸をプ

レゼントしようと決めました。意味をわかって贈れるっていいですね。（30 代） 
・ 自分が子供達に伝えなかったら、そこで、食文化は途絶えてしまうと聞いてハッ

としました。愛情込めて子供達に伝えていきたいです。（30 代） 
・ 発酵食品のレパートリーが広がりました。薄味でも大満足の美味しさにびっくり

しました。家でも作りたいです！（30 代） 
・ 前回からの 1 か月間、自分が立てたチャレンジシートの目標を意識して過ごす

ことができました。これからも努力します。（40 代） 
・ 先月習った出汁取りを家でも実践するようになりました。旬の野菜を薄味で食べ

ることが美味しく感じられるように変わってきました。（30 代） 
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【3 回目】9 月 26日「ハレの日・豆の文化とお赤飯 蒸籠の使い方」 

～ハレの日の学び、お赤飯の歴史、和蒸籠・中華蒸籠の使い方と調理実習 

 
 
 
 
 
 
 
  ■参加者の感想 

・ お赤飯は難しいから私には無理と思っていたけれど、先生の話を聞いて、是非 

作れるようになりたい！と思えました。帰ったらすぐチャレンジします！（30 代） 
・ 蒸籠で炊いたお赤飯の美味しいこと！！もう絶対、蒸籠買います！（30 代） 
・ 先月習った出汁取りを家でも実践するようになりました。旬の野菜を薄味で食べ

ることが美味しく感じられるように変わってきました。（40 代） 
・ この講座を受けてから、素材の味を意識するようになりました、家族の反応もよ

くていつも楽しみです。（30 代） 
 
 
【4 回目】10月 24日「一汁三菜・米の文化と新米に合う基本のおかず 土鍋の使い方」 

～お米の食文化と噛むことの重要性、土鍋でのお米の炊き方と調理実習 

 
 
 
 
 
 

  ■参加者の感想 

・ お米にまつわるお話を聞いてからご飯を食べることで、なお一層お米の有難みや

美味しさを感じることができました。「固めの食材を取り入れる」をチャレンジ

項目に挙げていますが、少しずつでも家庭で実践できることで食生活が改善でき

ているかしら…と嬉しく思っています。引き続き頑張ります。（40 代） 
・ ぼんやりと「生活を改善したい」とは思っていても、なかなか始められずにいた

のですが、この講座に参加して、毎日の生活の中で、どこを改善するかと言うこ

とを具体的に考えるきっかけになりました。出汁取りライフを根付かせたいです。

（50 代） 
・ 旬の食材がとっても美味しいことが何より体にも心にも染み渡りました。薄味で

食材を生かすことが徐々にできるようになってきました。食材の宝庫北海道に住

んでいることが有り難いことだと再確認しています。（40 代） 
 



9 
 

【5 回目】11月 28日「魚の文化と石狩鍋 砥石の使い方・包丁の使い方」 

～石狩鍋の由来、包丁の違いと用途・砥ぎ方、鮭を捌く体験と調理実習 

 
 
 
 
 
 
  ■参加者の感想 

・ この講座に参加することで薄味生活に段々慣れてきました。「この位の薄味でい

いんだ」と確認ができ、合わせて野菜も多く取るように変わりました。（30 代） 
・ 切れ味の良い包丁があればどんどん料理がしたくなる事が分かり、ちゃんと研い

で、色々な魚を捌いてみたい、もっと魚を食べてみたいと思いました。（30 代） 
・ わが子が将来家庭を持ち子育てしていく中で、自分が育った環境（食育）を基に

していくことを考えると、現在の自分は後世に繋がる責任ある立場なのだとハッ

と気づかされました。日本人なのに知らなかった「日本の良さ」をもっと知りた

いし、今後も再確認しながら実践して行きたいです。（40 代） 
 

■講師及び講師サブの感想（５回を通して） 

 
 
 
 
 

・ 和の食文化と道具をセットにして講座内容を組み、HP や SNS を利用し広報したと  

ころ、募集開始と共にどの講座もすぐに定員を超える申込みがあり、驚きと共に嬉しく

思いました。内容、食材、環境等、全て惜しみなく参加者のためにセッティングでき、

会費も参加者思いでリーズナブルにできたので、総じて大成功だったと思います。 

・ 日本文化の深い学びや、使い慣れていない食材も、分かりやすくかみ砕いて伝えたこと

で、「取り入れやすい」「ハードルが下がった」「自分でもやれそう」という安心感を与え

ることができ、大きな橋渡しとなりました。 

・ 講座を通して食に気を付け始める参加者がたくさんいて嬉しい反面、帰ってから実践す

ると家族の反応は良い時もあれば悪い時もあり、家族の味覚や嗜好まで変えていくのは

時間のかかることだと痛感しています。例えば、せっかく薄味に気を付けてもご主人か

ら「お味噌汁の味が薄い」と言われ、戸惑ったり悩んだりと、１回の講座では解決でき

ないことも多くあります。今回５回積み上げ式にしたことで「出汁をもっと濃くしたり

具だくさんにしてみてはどう？」などのアイデアでサポートしながら、参加者を見つめ

続けることができ、少しずつ家族の味覚も育てていくことが出来、参加者の食に対する

意識が向上することで様々な変化が出ています。 
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（２）料理講習会のまとめ 

イ）進める中で現れた出来事 

・ 食事内容のみならず和の道具についても学ぶことで、食

生活全般に渡り見直す参加者が増えている。これまで使

っていたプラスチックの食器を見直し、子供へも陶器や

塗碗などを買い揃えるようになったり、蒸篭を購入し赤

飯や子供のおやつを作るようになったり、盛り付けを工

夫したり、子供たちと一緒に楽しむなど、栄養面だけではなく食生活、文化、躾など多

岐に渡る影響を個々の家庭へ与えることができた。 

・ 「出汁」をしっかりとり、その分、旬の食材を薄味で楽しむことが定着するなど、地元

の旬の味を最大限に引き出す学びを深めることができた。少しの調味料を使うことは、

調味料そのものの真価が問われる。「例え高価でも“本物”を取り入れて行きたい。その

分食べ物を大切に扱いたい」という価値観へ転換した参加者が多く、北海道産の農産物

を選ぶこと、賢い消費者になること、食品ロスに至るまで好影響を与えている。更には

健康であることが高騰する医療費を食い止めることに繋がり、地球環境に環境を守る 

など、食卓から様々な好結果を生む道筋を見出すことができた。 

・ チャレンジ項目を見続けサポートすることは、長期に渡り必要だと感じた。例えば、初

めの１か月はチャレンジ項目や習ったことをとても意識して過ごしてきたが、徐々に意

識が薄れてしまった参加者もいたが、５か月後には「途中、中だるみもあったけれど、

また講座で皆さんに会えると思うとピリッと気が引き締まり、頑張ろうと思えた。振り

返ると徐々に我が家の食卓も向上できていることがすごい。講師の先生、食育指導員の

皆さん、見守っていただきありがとうございました。」と感想を述べられた通り、サポー

トし続けることが重要だと感じている。 
 

ロ）参加者の心や行動の変化 

・ 「かつて“私の手料理よりもコンビニの方が美味しい”

と主人に言われたことで、料理への自信を失っていた私

は、家族を喜ばせるのは外食しかないと思い込んでいた

ので、この講座に参加しても“主人や６歳の息子の食習

慣を変えるのは容易ではない”と半ば諦めていました。

でも、この講座で私自身が感動したことを家でも実践

し、それを皆さんへ報告すると「頑張っているね」「美味しそうだね」と褒めていただけ

て、少しずつ私の心の穴を埋めていただけたように思います。それが自信になったのか、

「私、料理上手になってきているかも？！」と思えるようになりました。 
最近では主人の方から「今日は外食しないで家で食べるか」と言ってくれるようにな

り、頑張って出汁を取っていることが家族に受け入れられて来たんだと嬉しく思います。

母親が変われば子も変わると思うので、引き続き頑張っていき、いずれは“伝える側”

になっていきたいです。 
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・ ついつい子供が好きなものを作ってしまい洋食に偏る傾向があった参加者が、和食の 

魅力や良さに気付き、出汁を取る生活に変わった。それだけでなく「家族の喜ぶ顔を  

想像しながら頑張りたい」「家族が心身ともに幸せになるご飯を作りたいという意識に

変わりました」「丁寧な食卓を心がけていきたい」と、多くの参加者の意識の向上が見ら

れた。 
 
 
ハ）講師及び講師サブの学び 

・ 単なる食の学びにとどまらず、伝統文化の伝承や子供たちの人格

形成、環境保全、そして何よりも健康づくりが医療費の削減に 

繋がる尊い取り組みであると肌で感じた。毎日の食卓の鍵を握る

女性たちが、何を考え何を選び、どう行動に移していくのかは、

日本を根底から変えてしまうほどの大きな動きになって行くと

感じた。 

・ 頭で理解する「正しい食事」よりも、心と体が喜ぶ「楽しい食事」を伝えることで、   

多くの共感を得ることが出来、参加者一人一人が向上しようと意欲的な姿が見られ、 

企画・運営して本当によかったと感じている。 

・ 笑顔の食卓を広めるため、自らも学びながら参加者と共に成長して行きたいと感じた。 
 
 
ニ）運営の協力者 

・ キッズボランティアさんの存在が大変有り難かった。小さな子を抱えていると、毎日が

目まぐるしく過ぎていくが、食への価値観や優先順位の付け方など、今こそ学び考えて

行かなければならない世代が、気軽に参加できたのはキッズスペースのお陰である。「食

が健やかな未来を切り拓いて行く」と実感した分だけ、家庭に定着している。 
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６．農林漁業体験の機会の提供 

（１）教育ファーム検討委員会の実施 

◆委員会のテーマ 

①「新北海道らしい食育推進事業」の目的を確認する 
② 北海道内や地域の食文化、農林水産業への理解を深めるために行う「農業体験会」

の内容を検討し、具体的な実施計画を策定する 
③ 可能な会場は参加者のチャレンジシートを活用した食生活の改善やアンケート 

調査を行い、その結果を集計して事業の成果を整理する 
 

◆検討委員 

氏名 立場 

伊達 寛記 「ファーム伊達家」代表 生産者 

小葉松 弘恵 「健やかサロン日日是好日」主宰、ＮＰＯ日本食育インストラクター１級 

白川 裕一 （一社）ＭＯＡ自然農法文化事業団 北海道支所長 

赤川 寛 （株）ＭＯＡ商事北海道販売 チーフ 

谷川 愛子 「ボランティアネットワークあはは」代表 

 

◆第１回 教育ファーム検討委員会 

   第１回検討委員会は、７月７日、「ＭＯＡアートホール北海道」において開催し、  

本事業の主旨の確認と、「農業体験会」の実施計画として会場の選定、スケジュールや

実施内容、使用する教材やアンケート・チラシ等について検討し、具体的な計画を策定

した。 

 

◆第２回 教育ファーム検討委員会 

   第２回検討委員会は、１月２６日、「ＭＯＡアートホール北海道」において開催し、

３回行った農業体験会の報告内容の確認と見えてきた課題、参加者の反響を踏まえて

今後の食育活動体験会に繋げる方向性等について意見交換を行った。 

 

□ 検討委員会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

第１回検討委員会           第２回検討委員会 
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（２）農業体験会の実施 

◆開催一覧 

№ 開催日 開催地・場所 参加者 作業内容 

1 8/9 名寄市「北海道瑞泉郷」 54名 
◎対象：小学生～大学生、青年 

食用油やパウダー加工用ひまわりの花びら摘み（収穫体験） 

2 9/10 岩見沢市「稲葉ファーム」 55名 
◎対象：子育て世代 

じゃがいもの生育過程の学び、いも掘り（収穫体験） 

3 10/9 札幌市白石区「ときの森」 33名 
◎対象：家族（親子） 

トマトの収穫体験、アウトドアクッキングの実習 

 
① 開催地：名寄市「北海道瑞泉郷」 

開催日：８月９日、参加者数：５４名、指導者数：６名（含,サポーター） 

作業内容；食用油やパウダー加工用ひまわりの花びら摘み（収穫体験） 

 

 
 
 
 
 
■参加者の感想 

・ ひまわりの花びらという小さなものでも人のためになったり、新しい利用方法に

使ったりできるということに驚きました（小学生） 

・ ひまわりを原料として、様々なものが作られていることを学びました。余すこと

なく使えるものは使うという「勿体ない精神」なんだなと思いました（高校生） 

・ 自然と触れ合うことで、生きる力が湧いてきました。みんなにもっと体験しても

らい、元気になってもらえたらと思います（高校生） 

■講師の感想 

・ 参加者は幼児から青年までと幅が広く、作業内容や話す内容、伝え方や言葉づか

いなどを考えながら企画・運営にあたりました。子供たちがそれぞれ色々なこと

を感じてくれたようで、いい機会を提供できました。 

 

② 開催地：岩見沢市「稲葉ファーム」 

開催日：９月１０日、参加者数：５５名、指導者数：９名（含,サポーター） 

主な作業内容；じゃがいもの生育過程の学び、いも掘り（収穫体験） 
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■参加者の感想 

・ こんなに昆虫を見たのも初めてですし、子供たちの生き生きした顔がとっても 

良かった！！微笑ましかったです。（50 代主婦） 
・ 普段はネットなどの便利な物ばかり使う生活だけど、今回の芋掘り体験で自然が

感じられたので良かったです。初めて出会った人とも交流できたので、良い機会

だなあと感じました。これからは、食料も含めて色々なものに感謝をして、「あ

りがとう」って言いたいです。（中学生） 
・ 毎日、食卓に並ぶまでに長い工程があり、たくさんの方が汗を流して頑張って 

いるということを、親子で体験し、学べたことで、娘との日常会話に大きな変化

がありました。「畑のお仕事をしているお兄さんも爪に土が入っちゃって取るの

大変なのかなあ」「少し腰が痛くなっちゃうね、きっと」「お芋が見えた時、かわ

いかったよね」「このお野菜はどこから来たんだろう」など、2 歳の娘なりに日

常生活の中で思い出し、想像しているようです。これからも共通の体験を通し、

たくさんの会話をして行きたいです。食事をよく食べるようにもなり、特にお芋

には愛着があるようです（30 代主婦） 
 

■講師の感想 

・ 農家さんの自然と向き合う姿を目の当たりにし、私たち消費者はどうあればいい

のかを考え、更に伝えて行きたいと感じた。 
・ 生命力を意識して取り組んだが、百聞は一見に如かずで、参加者の一人ひとりが

とにかく自然に触れ、五感で「感じる体験」が大切だと感じた。 
 

③ 開催地：札幌市白石区「ときの森」 

開催日：１０月９日、参加者数：３３名、指導者数：８名（含,サポーター） 

主な作業内容；ミニトマト収穫体験とアウトドアクッキング 

 

 
 
 
 
 
■参加者の感想 

・ 作業を通じて、食物を育てる大変さや有り難みが分かりました。（30 代主婦） 
・ 食の大切さを認識しました。農業体験後は、体が求めているものを取り入れるよ

うにしています。また前よりも産地を気にするようになりました。（30 代男性） 

■講師の感想 

・ 子供たちが元気いっぱいはしゃぎ、大人はのんびり過ごす、こんな贅沢な「自由」

はないと感じた。生きづらい世の中で、農業体験は子供にも大人にも「オアシス」

になると感じ、このような企画を毎年積み上げて行きたい。 
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（３）農業体験会のまとめ 

イ）進める中で現れた出来事 

・ 事前に行った調理実習（カレーの試作）では、その農園で採れた食材をふんだん

に使用し、どのように食材を生かせば農家さんも参加者も喜び学びが深まるかを

語り合い検討したことで、当日とても美味しいカレーが出来上がった。事前の準

備から食育指導員同士で協力し合い、わくわくした気持ちで当日を迎えられてと

ても充実していた。 
 

ロ）参加者募集中で現れた出来事 

・ 体験会によっては、当初は参加申し込みが少なかったが、開催日前ギリギリに 

なっての申込みが相次いだ。それに合わせて、受け入れ態勢を整え直しながら 

準備を進めていった。チラシやＳＮＳなどのツールを駆使し、参加者を募集した

が、すぐに申し込んでもらえるような魅力ある体験会となるよう、今後さらに 

一工夫することが必要だと感じた。 
 
ハ）参加者の心や行動の変化 

・ 「収穫って楽しい」「外で食べると美味しい！」という子供たちの実感や、「家族

揃って協力する」ことで、普段、ゲーム機やスマホ等では得られない「満足感」

を感じられたことから、自然がもたらす恩恵の深さは計り知れない。 
・ 農業体験会後、２歳の娘さんが「畑のお仕事をしているお兄さんも爪に土が入っ

ちゃって取るの大変なのかなあ」「少し腰が痛くなっちゃうね、きっと」「お芋が

見えた時、かわいかったよね」「このお野菜はどこから来たんだろう」など、   

体験会のことを思い出したり、食べ物に対して興味が湧いてきているとの報告が

寄せられた。食べ物が食卓に並ぶまでに長い工程があり、たくさんの方が汗を 

流して頑張っていることを、親子が共に体験し学ぶことで、日常の会話に変化が

生まれてきている。 
 
ニ）講師の学び 

・ 名寄市での体験会では、収穫したひまわりの花が、その後加工され、商品化され

ているが、その工程や完成した商品を参加者に紹介する機会を持つことができな

かった。収穫したものがその後どのようになったのか、農業体験会の内容によっ

ては、継続して農業や食育に触れる機会を設けたり、情報をお伝えすることで、

収穫から製造・加工・商品化までの流れを実感してもらう取り組みが必要になる。 
 
ホ）周囲の協力者 

・ 農園で採れたて野菜を料理に使用する予定が、収量が少なく使えなくなったが、

近郊農家さんが無償で提供してくれたことに心から感謝をするとともに、自然を

相手にする仕事は、「お陰様」や「支え合い」「助け合い」の精神が必要である   

ことに感動した。 
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７．地域における共食の機会の提供 

単独世代の増加などによる食の簡便化が進む事から、栄養バランスに配慮した食生活

を実践する道民を増やすため、共食の場の提供を試験的に実施する。 
  

■開催一覧 

 

 

 

 

 

 

（１）「共食」～みんなで食事を一緒に楽しむ会～ 

① 札幌市中央区 さゆり幼稚園  

開催日：１１月１６日、参加者数：８名、講師･サブ：６名（含,サポーター） 

 
 
 
 
 
 

■参加者の感想 

・ 今日は親子で参加しました。子供は、おむすびを自分で握れたことがとても嬉し

かったようで、５個も食べていました。勉強になった事も多く、家でも素手で  

おにぎりを作らせたいと思います。皆で食べると美味しいですね。（30代） 

・ 普段はラップでおにぎりを握りますが、今日素手で握ってみたら、ふんわり感が

残っていて、塩だけでも凄く美味しかったです。出汁も意外と簡単だったので、

帰って実践してみます。家でのおかずは、肉メインじゃないと物足りなさを感じ

ていたけど、こういう優しい味でも満足できるなんて驚きです。（40代） 

・ おむすびも漬物も自分で作ると子供が楽しんで食べてくれて驚きました。これ 

からは手間を惜しまず子供と一緒にごはん作りをしたいと思いました。（30 代） 

■講師の感想  

・ お母さんという存在をまるごと包んで肯定することを意識して行った。お互いの

日々の頑張りを認め、かけがえのない自分たちであることを、体を使ったワーク

などで工夫して行ったことで、とても和やかな雰囲気で開催できた。 

開催地 開催日 参加者 講師･サブ 内   容 

札幌市厚別区 7 月 31 日 ２３名 ３名 みなさんと一緒に料理を作り、楽しみながら食べる 

札幌市清田区 8 月 22 日 １０名 ９名 みんなで食べよう おいしいごはん 

札幌市 西区 8 月 24 日 ６名 ４名 一人暮らしや高齢の男性を中心に、いっしょに作って楽しみながら食べる 

札幌市 北区 8 月 24 日 ７名 ５名 食事をみんなで一緒に楽しむ 

北広島市 8 月 24 日 １３名 ６名 市の出前講座と食事を楽しむ 

札幌市手稲区 8 月 27 日 ５名 ３名 チラシずし、お米を使って資料の学びをしながら、楽しく語り合う 

石狩市 8 月 27 日 １０名 ９名 食事を作ると共にみんなで一緒に楽しむコミュニティ 

札幌市 西区 9 月 04 日 ８名 ３名 食育講座、旬の食材をお料理し、皆で囲んでいただく「共食」 

札幌市 南区 9 月 06 日 ９名 ３名 食事をみんなで楽しむ 

札幌市中央区 9 月 13 日 ８名 ３名 自然食の米飯とカボチャカレースープ、ナムルで食事を一緒に楽しむ 

札幌市 東区 9 月 15 日 ４名 ３名 映画を観て、オーガニックのお弁当をみんなで楽しもう 

札幌市 西区 10 月 12 日 ６名 ３名 食育講座、旬の食材をお料理し、皆で囲んでいただく「共食」 

札幌市中央区 11 月 16 日 １０名 ３名 北海道の旬を味わおう 

合計 １１９名 ５７名 （含,サポーター） 
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② 札幌市清田区・里美地区センター 

 開催日：８月２２日、参加者数：１０名、講師･サブ：９名（含,サポーター） 

 
 
 
 
 
 

■参加者の感想 

・ 共食の大切さを学べて良かったです。うちは主人と二人暮らしで、朝は忙しい

こともあり、一人で食べることもあったのですが、これからは二人揃って食事

をしようと思いました。（60 代以上・女性） 
・ チャレンジシートは、普段気にも留めない事項がピックアップされており、 

反省点が具体的に分かり、とても参考になりました。（60 代以上・男性） 

■講師の感想 

・ 食事を一緒にすると会話が弾む。会話が弾むと食が進む姿を、近くから見させ

ていただきました。 
・ 参加してくださった男性（８０代）が、お食事をしている間も、ずーっとご自

分の話をされていて、一人暮らしで、日頃から話を聴いて欲しいという思いが

おありなのだと感じ、共食の重要性を改めて実感しました。 
 

③ 札幌市北区・麻生きっちん「りあん」 

 開催日：８月２４日、参加者数：７名、講師･サブ：５名（含,サポーター） 

 
 
 
 
 
 

■参加者の感想 

・ 皆で食べたことが楽しかったです。幸福で、食が進みました（60代以上・女性） 

・ バランスのとれた献立で、煮魚の味付けが特に良かった。みんなで食事がとれて、

参加してよかったです。（60代以上・女性） 

■講師の感想 

・ まちづくりを進めている役員や料理を作って下さる方と、事前に「共食」の願い

や内容について学び合い、当日訪れる参加者が楽しく和めるように、一人ひとり

がミニ花器にいけた花を食卓に飾るなど、目からも楽しんでいただけるよう心が

けました。参加者に好評で良かったです。 
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④ 札幌市西区・助産院エクボ（ボランティアネットワークあはは） 

 開催日：1回目‐９月４日、2回目‐１０月２日 

 
 

 
 
 
 

■参加者の感想 

【1回目の感想】 

・ いつも食事と言えばいかに手を抜こうかと考えていたし、食べる時は一人寂しく

無言で食べていたけど、皆で食べるととても美味しく心も潤いました！妊婦さん、

子育て中のママと関われて、独りじゃないんだ！と心強かったです！（20代） 

・ みんなで食べると身体だけじゃなく、心にものすごーくいいと感じました。同じ

妊婦さんや生まれたての赤ちゃん、先輩ママさんと話せる空間がすごく学びで、

ホッとする空間でした。時短でお手軽メニューを学び、これなら自分でも出来る

と思えたので実践したいです。（20代） 

・ 普段食べることが作業になったり、栄養のためだけに食べることしか考えていな

くて、子どもをあやしながら立ったまま食べていたりと、言い方は悪いけど餌の

ようになりがちでしたが、人とお話ししながら一緒に食べると、とても楽しかっ

たです。難しい料理じゃなくてもシンプルで食材を生かしたごはんって幸せだな

と思いました。（20代） 

・ 普段何気なく食べているご飯がひと手間かけるのと、皆で食べる事で、こんなに

美味しくなることが分かり、家で家族とも分かち合いたいと思います。（30 代） 

 

【2回目の感想】 

・ 2回にわたり素敵な方達と会えて元気になりました。食べられる事で良く眠れる

し、イライラしなくなるなど、すべてがプラスに働くことを、この 2回で体感す

ることができました。自分の生活を見直し、変えるきっかけになり、生活レベル

がどんどん向上するのを実感しています。皆さんと食のお陰でお産に向けてのパ

ワーをもらいました。（30代） 

・ 皆で食べるごはん、おいしくて幸せでした！だしの話や食材を無駄にしない使い

方など、とても勉強になりました。見た目も大事にしながら、和食づくり、これ

からもう少し頑張ってみようと思います。（30代） 

・ これまで加工食品が好きだったのですが、チャレンジシートや前回の学びから、

この 1か月間、加工食品を使わない努力をしています。前回、ひと手間加えるだ

けで美味しくなることを体験したので家でも実践するようになり、素材の美味し

さを楽しめるようになりました。特にお出汁の利いたお味噌汁を目指して家でも

ちゃんと出汁を取るようになったら、主人がとっても喜んで食べてくれるように

なり、自信がつきました。（20代） 
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・ 前回食べる事が作業になっていたと話しましたが、あれ以来楽しく食べる努力を

しています。特にお米がいいと教えてもらったので３食ともご飯をたべるように

したところ、母乳の出が断然良くなり、息子がおっぱいをたくさん飲んでくれる

ようになり、そのお蔭でよく寝てくれるようになりました。これまでは寝てくれ

ないから料理する時間がなかなか取れないとか、上のお姉ち

ゃんとの時間が取れないと悩んでいたけど、一気に解消でき

て、お料理をする時間も出来て、お姉ちゃんとご飯を作った

り一緒に遊ぶ時間が取れるようになりました。私の体調もよ

くなって、ご飯を食べる事でこんなにも好循環が続くなんて

驚いています。ただお米代が半端なくかかります(笑)（20代） 

 
 
■講師の感想 

・ 参加した皆さんの行動力が素晴らしいと思いました。紹介したレシピやコツなど

を自宅で即実行してくれて嬉しく思いました。育児に家事に、何かと慌ただしく

過ごしているだろう皆さんには、完璧じゃなくても良いので、皆で食を楽しんで

ほしいと思います。 

・ 出産を機にお母さんの立場になり、そうすると家族の健康を大事に考える役割が

突然やってきます。そんな怒涛の産前産後の大切な時期に、素敵な皆さん同士が

出逢えたことが何よりでした。本当に一人ひとり素敵な女性の集まりで、感心し

ているし、見ていてとても気持ちが良かったです。 

・ 若い人たちが頑張っている姿を見て刺激を受けています。自分達の時代とは色々

と事情が変わってきていて、子育てしにくい世の中になってきていますが、こう

いう場所があって本当にホッとしています。こんなコミュニティの場がどんどん

拡がって楽しい子育てができる世の中にしていかないといけないですね！ 

・ この事業を通して、予想以上に参加者が自分自身を見つめ、真剣に取り組み、さ

らには好結果を生んでいることに感動とやりがいを感じました。今回は一回完結

型ではなく、二回積み上げ型で行うことで、一人一人を大切に見つめる場づくり、

何でも安心して話せるコミュニティづくりへとつながったと思います。初回に

「自分は一人じゃない」という安心感を得ることで、自分自身を大事にする営み

ができ、次に家族の健康に意識を向けて実践する意欲が湧いたのではないかと思

います。 
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（２）共食のまとめ 

イ）進める中で現れた出来事 

・ 事前会合を持った際、協力いただいた助産師から「高齢者はもちろん、子供もマ

マも孤食が増えていて放っておけない社会問題であり助産院に駆け込んでくる

ママも孤独が原因で歯車が合わなくなっている人も多くいる。共食と言うテーマ

はまさに社会問題に向き合うことに繋がるので一緒にアクション起こしましょ

う。」とコメントをいただき、一緒に進める中で、普段いかに孤食の方が多いか

を痛感した。 

・ 若いママ達からは「誰しも一度は育児ノイローゼになりかけているはず。その時

に寄り添ってくれる存在があれば、あとは自分で解決して行ける。食だけじゃな

く、育児自体に孤独を感じている人が多くいて、依存ではなく自分の力で乗り越

えて行けるようなサポートが欲しい」という声を多数いただいた。 

 
ロ）参加者の心や行動の変化 

・ 多くの参加者が「自分は一人じゃない」と言う安心感を得ることで、まずは自

分自身を大切にすることができた。その感情をしっかり感じ、味わうことで、

次に家族の健康に意識を向け実践する意欲が湧いた方が多かった。まずは自分

自身を労わることが、参加者の心に届き行動に移していけること実感。 

・ 「ご飯を食べる」ことで、良好な母乳分泌、睡眠時間や親子の時間の確保など全

てがプラスに働き、好循環を生んだ事例から、「ご飯を食べる」ことや共食がも

たらす好結果を目の当たりにした。 
・ 共に食べるだけではなく、学びの時間も設けることで、より一層チャレンジシー

トが活用できた。 
 
ハ）講師の学び 

・ 初対面の方と楽しく食事を囲むためにフラットな関係で過ごせるよう、相手に寄

り添う努力をした。特に「教える側」「教えられる側」という関係性を作らない

ようにし、何でも話せる「安心安全な場づくり」を心掛けたことで、より一層こ

ちらの願いを受け入れてもらえた。何かを伝えようとするときは、まずは自分た

ちの心を開き、相手のことを知る努力が効果的だと身にしみて感じた。 
・ 家族が食事を共にするだけで「幸せホルモン」のオキシトシンが分泌され、家

族愛が深まり幸せ度数が上がるという研究結果を元に学んだが、共食を通して

心の通うコミュニティづくりに繋がっている手応えが感じられた。 

 
ニ）周囲の協力者 

・ 共食は他の事業と比べて事前準備が少なく、気軽に手伝ってもらうことができた。

掲げた願いを事前に共有することで、様々な方が次々と協力してくれ、お互いに

構えず、肩の力を抜いて開催できた。力み過ぎないのが功を奏したのか、参加者

の反響もとても良かったことから、今後も更に取り組んで行きたい。 
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８．事業成果のまとめ 

（１）第３次食育推進基本計画及び北海道の食育推進計画の目標達成への寄与 

事業の実施においては、チャレンジシートを活用して、参加者が食に対する意識を 

変え、地域の食材や、それを活かした料理を食べるなど、行動が変わる「行動変容」を

見据えた取り組みとなるように取り組んだ。 
そこから、地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えて 

いる国民を増やすことにつなげ、栄養バランスに配慮した食生活を実践する力をつけ、

食に感謝する気持ちを持つなど、「食を通して人をはぐくむ」ことで、第３次食育推進

基本計画及び北海道の食育推進計画の目標達成に寄与することを目標とした。 
 
① 地域における食文化の保護・継承及び日本型食生活等の普及促進、食育リーダー

育成研修会、共食の機会の提供における、栄養バランスに配慮した食生活の実践

度について 

  「主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を１日 2 回以上、ほぼ毎日食べている国

民の割合の向上について」 

◇ 北海道の現状と本事業実施における目標 

【現状】44.2％（H27）→【H29 目標】47.2％（MOA 調査） 

◇ 調査方法 

食育活動体験会参加者に対し、「事前」と「事後」（約１カ月後）の２回（特に

料理講習会と農業体験会）、上記に係るアンケート調査を実施し、意識調査を

行い、その結果を集計した。 

◇ 調査結果 

・ 事前では、「1 日に 3 食、食べている」が 22％、「1 日に 2 食は食べている」

が 44％で、「1日 2回以上」が 66％となっている。 

・ 事後では、「1 日に 3 食、食べている」が 23％、「1 日に 2 食は食べている」

が 43％で、「1日 2回以上」が食べているが 66％となり、ほぼ横ばいとなっ

たが、目標数値 47.2％を上回った。 

◇ 結果の考察 

・ 「1 日 2 回以上食べている」割合は、事業実施前後で 66％と増減はなかっ

たが、5 回積み上げ参加者は 2.9％増加、1 回のみ参加者は 1.9％減となった。

1 回のみより、継続して参加した人の方が数値の上昇が見られることがこと

から、連続して参加することで、食に対する意識と行動に変化が出てくるこ

とが推察される。 
 

② 農林漁業に関する事業 ≪農業体験会≫における数値目標 

◇農業体験者数の増加 

【前年度体験者】９８名（MOA実績）→【H29目標体験者】１２０名 

◇結果 

今年度１４２名（増加率４４．１％） であった。 
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◇結果の考察 

・ 昨年より参加者が増えた要因として、料理講習会や共食に参加した方に積極

的に声をかけたり、ＳＮＳの活用など、食育資格者を中心にした積極的な声

かけができたことがある。特に、農業体験会の初参加が半数を超えたように、

普段の食育活動の中で、新しく食育活動に繋がった人たちを特に意識して声

をかけた。 

・ また、３会場で実施した農業体験会のそれぞれの場所や内容に応じて、声か

けの対象者も変えるなど、できるだけ多くの方に体験してもらうための工夫

が、参加者の増加につながった。 

 

（２）波及効果 

  【助産院エ・ク・ボでの共食の取組】 

    札幌市西区の助産院「エ・ク・ボ」にて、妊婦さん&産婦さん対象に「共食の機会

の提供」として、「エクボごはん会」を二回積み上げで開催した。 

    自然分娩や母乳育児を願うママたちの駆け込み寺とも言えるこの助産院は、札幌

市の“産後ケア”発祥でもあり、院長の高室典子先生（北海道助産師会代表理事）

と以前より繋がりがあった食育指導員の一人が、「医療介入に頼らず自然分娩をし

たいのなら、妊婦のうちから家族の健康に向き合い、毎日を健やかに過ごす努力を

して行く」ことや、「北海道は生後１歳未満の離婚率がナンバーワンの県で、この

現状をなんとかしたい。妊婦の時からジャンクフードしか食べていないお母さんや、

赤ちゃんの抱き方も分からずに駆け込んでくるお母さんも時々いて、高学歴の人に

限ってそうだったりする」ことなど、北海道の女性を取り巻く様々な課題や社会問

題について聞いていたことがきっかけとなって、この事業を「エ・ク・ボ」で開催す

ることとなった。 

    事前の打ち合わせでは、高齢者だけではなく、子供たちもママたちも孤食が増え

ていて放っておけない社会問題となっていること、育児自体に孤独を感じている人

も多いことなど、「孤食」に向き合うことは育児の孤独からの解放と、より自立し

た女性の育成に繋がることを確認した。 

    ２回にわたる共食事業を振り返り、当初の予想以上に参加者が自身や家庭での食

生活を見つめ、真剣に取り組み、好結果を生んでいる。 

参加者同士、コミュニケーションを図ることで、「自分は一人じゃない」と言う

安心感を得ること、自分自身を大切にすることができ、家族の健康に意識を向け実

践する意欲に繋がっていったようで、初めての妊婦さんが初めから母としての自覚

を持ち完璧にこなすことはできないが、「エクボごはん会」での共食事業を通して、

出逢う人や得る情報によって、自分も人も大切にする一人一人が、母としての向上

心をも芽生えさせることができ、この事業の意図する内容を大きく上回る人材育成

に手応えを感じた。 

そして、まだまだワーストワンが数多くある北海道の健康事情に対して、「共食」

を通して心の通ったコミュニティを今後も育み、見守り、取り組んでいきたい。 
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９．参考資料 

（１）実施体制 

 

 

（２）北海道との窓口 

 
事
業
担
当
者
名
及
び 
連

絡 

団体名  一般社団法人ＭＯＡインターナショナル 
氏名（ふりがな） だて やすお 

伊達 誉朗 
所属（部署名等）北海道地区事務所 
役職 事務長 
所在地 
（〒063-0804）北海道札幌市西区二十四軒４条２丁目８－３１ ＭＯＡアートホール北海道 
電話番号 011-615-2010 FAX 011-615-2011 
メールアドレス            URL 
y-date@moa-inter.or.jp           http://www.moainternational.or.jp                                      

http://moa-natural.jp 

 

（一社）ＭＯＡ自然農法

文化事業団

本部 事務所

道央エリア

↓
自然農法普及員

支所につながる普及会、農

業生産者

（一社）ＭＯＡインター

ナショナル

本部 事務所

北海道地区事務所

食育資格者養成講座、

料理講習会

ＭＯＡ食育講師

食育推進検討会

教育ファーム検討委員会

ＭＯＡ食育ボランティア団体

ネットワーク
行政登録数 56 団体

資格者数 759名

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

北海道
助言・指導

市町

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

講師要請

講師出向

（セミナー・実習）

ＭＯＡｱｰﾄﾎｰﾙ北海道

北海道支所

菜園指導員出向

http://moa-natural.jp/
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（３）参加者アンケートの集計データ 

  ① 層別集計 

   ⒜ 参加者数       ※1 乳幼児含む  ※2 対象は 10歳以上  ※3 事後ｱﾝｹｰﾄなし 

食育体験会 

参加者数 

計 
アンケート（※２） 

対象者（※１） 事前回答数 事後回収数 回収率 

料理講習会 １８３ １７１ １２７ １１３ ８９％ 

農業体験会 １４２ ９０ ８８ ５６ ６４％ 

共食（※３） １１６ １１６ １１５  

合計 ４４１ ３７７ ３３０ １６９ ７９％ 

 
   ⒝ 性別・年代別 

食育体験会 
アンケート 

回答数 

性別 年代 

男 女 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 他 

料理講習会 １２７ ２３ １０４ ３２ ８ ４１ ２１ ２５ 

農業体験会 ８８ ４０ ４８ ４５ １０ ２６ ４ ２ ０ 1 

共食 １１５ １３ １０２ ０ ７ １２ ８ ８ ８０ 

合計 ３３０ ７６ ２５４ ７７ ２５ ７９ ３３ １１６ 

 

   ⒞ 職業別数 

食育体験会 
アンケート 

回答数 

職業 

会社員 

公務員 
パート 自営業 主婦 学生 無職 他 

料理講習会 １２７ １７ １９ ４ ４５ ３４ ５ ３ 

農業体験会 ８８ ２０ ４ ２ １２ ４７ ２ １ 

共食 未実施 

合計 ２１５ ３７ ２３ ６ ５７ ８１ ７ ４ 

 

  ② 最近の食生活について 

   ⒜ 朝食は食べていますか？ 

 
事前 事後 

ほぼ毎日食べる ときどき食べる 食べない ほぼ毎日食べる ときどき食べる 食べない 

料理講習会 
１０８ １４ ５ ９２ １７ ４ 

８５％ １１％ ４％ ８１％ １５％ ４％ 

共食 
１０９ ２ １ 

未実施 
９５％ ２％ １％ 

 

 ⒝ 食事は誰かと一緒に食べていますか？ 

 
事前 事後 

誰かと一緒に １人で食べる 誰かと一緒に １人で食べる 

料理講習会 
１０３ ２４ ９６ １７ 

８６％ １４％ ８１％ １９％ 

共食 
７３ ３７ 

未実施 
６３％ ３６％ 
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  ③ 「日本型食生活」や「食育」について 

   ⒜ 1 日にごはん（お米）を何回食べていますか？ 

食育体験会 
事前 事後 

３回 ２回 １回 ０回 ３回 ２回 １回 ０回 

料理講習会 
４２ ５６ ２９ ０ ４１ ５２ １６ ４ 

３３％ ４４％ ２３％ ０％ ３６％ ４６％ １４％ ４％ 

共食 
２７ ７３ １０ ０ 

未実施 
２３％ ６３％ ９％ ０％ 

農業体験会 
４７ ３４ ５ １ ２８ ２３ ５ ０ 

５３％ ３９％ ６％ １％ ５０％ ４１％ ９％ ０％ 

 

   ⒝ 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？ 

食育体験会 

事前 事後 

１日に 

３食 

１日に 

２食 

１日に 

１食 

ほとんど 

食べない 

１日に 

３食 

１日に 

２食 

１日に 

１食 

ほとんど 

食べない 

料理講習会 
２８ ５７ ３２ １０ ２６ ４９ ３２ ６ 

２２％ ４５％ ２５％ ８％ ２３％ ４４％ ２８％ ５％ 

共食 
４４ ５５ １２ ２ 

未実施 
３８％ ４８％ １０％ ２％ 

農業体験会 
２４ ４１ １６ ５ １３ ２５ １５ ３ 

２７％ ４７％ １８％ ６％ ２３％ ４５％ ２７％ ５％ 

 

  ④ 日常の食材についてお聞きします。 

   ⒜ 食品を購入する際、北海道産の食品を選んでいますか？ 

食育 

体験会 

事前 事後 

選ぶ 

どちらか

といえば

選ぶ 

どちらか

と言えば

選ばない 

ほとんど

選ばない 
選ぶ 

どちらか

といえば

選ぶ 

どちらか

と言えば

選ばない 

ほとんど

選ばない 

料理講習会 
６４ ４３ ６ １４ ５７ ２ ２３ 

５０％ ３４％ ５％ １１％ ６９％ ２％ ２８％ 

共食 
７９ ３３ １ ０ 

未実施 
６９％ ２９％ １％ ０％ 

農業体験会 
４６ ３３ ４ ５ ３４ ２１ ０ １ 

５２％ ３８％ ５％ ６％ ６１％ ３８％ ０％ １％ 

 

   ⒝ 旬の食材を意識して選んでいますか？ 

食育 

体験会 

事前 事後 

意識 

している 

意識 

していない 

意識 

している 

意識 

していない 

料理講習会 
９０ ３７ ８２ ３０ 

７１％ ２９％ ７３％ ２７％ 

共食 
１０６ １ 

未実施 
９２％ １％ 

農業体験会 
６４ ２１ ４５ １１ 

７３％ ２４％ ８０％ ２０％ 

以上



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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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