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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。
⑴ 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
⑵ 青森県第３次食育推進計画～健康で活力に満ちた「くらし」の実現
青森県では、第３次食育推進計画に、健康で活力に満ちた「くらし」の実現を目標
に、ライフステージに対応した食育の推進と青森ならではの食の力を生かした「食」
及び健康を育む環境づくりの２つの基本的方向を定め、青森型食生活指針に示される
具体的な提案を発信し取り組みを進めている。
とりわけ県民一人ひとりが生涯にわたって食を考える習慣を身につけ、食を大切に
する心を持ち、心身ともに健康で、豊かな人間性を育むことに取り組んでいる。
◆重点課題
① 子どもの基本的な生活習慣の形成
②「和食」の推進と次世代への継承のための取り組み
③ 若い世代に対する食育の推進
④ 健康寿命の延伸につながる食育の推進
⑤ 環境にやさしい食品ロス削減の推進
今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、農林水産省、青森県の指導の下、
「平
成 29 年度 青森県地域の魅力再発見食育推進事業」を実施した。実施にあたっては、上記
の重点課題を基に、以下の課題と目標を持って、県内各地で料理講習会及び農業体験会を
開催した。
◆参加者募集チラシ
料理講習会
農業体験会
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２．食育体験会の目的と目標数
第３次食育推進基本計画及びこれを踏まえた「第３次青森食育推進計画」に示されてい
る具体的な計画目標に基づき、下記の成果目標を掲げ、当事業に取り組んだ。
◆食への関心が低い青少年や次世代を担う子供たちを対象に「ごはんを主食にした日
本型食生活」の普及を行い、生涯にわたり望ましい食生活を実践する力を身につけ、
健全な身体を培い、豊かな人間性を育めるよう「料理講習会」を開催する
◆青森県産や国産農産物の使用頻度を高めるため、参加者が地域の農業と食品への理
解を深め、栽培から食べるまでを体験できる「農業体験会」を開催する
◆健康寿命につながる食育の推進をテーマに、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工夫する
これらをもって、地域や家庭での食文化の継承につなげ、日本型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」、食育推進計画の目標
達成に寄与する。
■ 目的
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を促進する「料理講習会」
では、栄養バランスに配慮した食生活の実践度の向上を図る
若い世代、子育て世代を対象にした食育体験会を開催し、
青森県の食育推進計画の目標達成に向かう

■ 目標値
◆ 栄養バランスに配慮した食生活を学ぶ「料理講習会」の開催
食育活動の目的

現

状

29 年目標

①主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上、ほぼ
毎日食べている県民を増やす

62.4%

62.7%

県の現状

県の目標

②主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上、ほぼ
毎日食べている若い世代（20～30 代）の県民を増やす

８.４%

８.7%

県の現状

県の目標

③食品を購入する際に「国産や地域の食材を選ぶ」県民の割合
を向上させる

83.3%

83.6%

県の現状

県の目標

④食品を購入する際に「青森県産や地域の食材を選ぶ」県民の
割合を向上させる

70.8%

71.1%

県の現状

県の目標

◆ 地域の農業への理解を深める「農業体験会」の開催
⑤農業体験会の参加者を増やす

―――
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40 名
MOA の目標

３．食育推進検討会の開催
青森県の食育推進計画の目標達成に向かって、食育推進リーダーの研修会、料理講
習会と農業体験会を計画し、その効果を検証する。
⑴ 検討委員 ７名
氏名（敬称略）

立場

奈良

安規

一般社団法人 ＭＯＡ自然農法文化事業団

久保

薫

学校法人 青森田中学園

蒔苗

鐵子

青森市 健康づくりリーダー

青森中央短期大学

理事長

農学博士

学長

奈良岡

知代

青森市 消費者の会事務局

地代所

りみ

八戸市 ボランティア登録団体「菜食健美の会」会長

今
工藤

カツエ
美佳

五所川原市 保健協力員、喜良市地区婦人部防犯部長
弘前市 ボランティア登録団体「食育・美育はなか」代表

⑵ 事務局員
熊谷 徹（ＭＯＡインターナショナル
及川 実（ＭＯＡ自然農法文化事業団

青森チーフ)
東北支所)

① 第１回食育推進検討会～６月２７日
事業実施計画に基づき、以下の４点を中心に、具体的計画案を検討し決定
イ）生活習慣病予防と食生活の改善を図る食育リーダー研修会の研修内容の検討
ロ）日本型食生活の理解と実践を進め、和食や県産食材、郷土料理の継承を図る
料理講習会のレシピの決定
ハ）食や農への理解を深める農業体験会の内容の検討
ニ）資格者がチャレンジシートを活用した参加者の食生活改善を支援する実施運用
② 第２回食育推進検討会～１１月２８日
事業成果の検証と今後の課題を整理
第１回 食育推進検討会

第２回 食育推進検討会
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４．食育推進リーダーの育成及び活動の促進
第１回目は、７月１１日に開催し、講師（奈良安規）から、県内各地から集った本事業
の講師、補助講師を担う食育、農業系有資格者等４２名へ、前記の課題を伝え、当事業の
目的と実施計画を伝え、調理実習を行う等、計画の実施を具体化した。
第２回目は、１１月２３日に開催し、料理講習会及び農業体験会講師等資格者から、実
際のアンケート調査、チャンレジシートの取り組み、参加者の声を中心とした反響と事業
成果が報告され、講師（奈良安規）が総括し、今後の課題を整理した。
第１回 食育推進リーダー研修会

第２回 食育推進リーダー研修会
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５．食文化継承のための取り組み支援－料理講習会の開催
ごはんを主食に、主菜、副菜を組み合わせた日本型食生活の実践を目的とし、生活習慣
病の予防、下記の課題と、食事の改善につながる料理講習会を開催した。
◆テーマ
 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の学び～献立による調理実習
 食生活の改善からライフスタイルを見直そう～チャレンジシートの活用
 対象者は若い世代、子どもたちや子育て世代の保護者、関係者など
◆料理講習会の課題
 ごはんを主食に、主菜、副菜、栄養バランスの整った食事を１日、２回以上食べる取
り組み
 地域の野菜を活用したレシピの普及
 食文化としての和食や郷土料理の継承への取り組み
 １日８ｇを目標とする減塩への取り組み
 １日３５０ｇを目標とする野菜摂取への取り組み

⑴ 料理講習会
◆ 開催一覧
№

開催地

開催日

参加者

講師・サブ

01

地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立

むつ市

6/25

24 名

3名

ごはんの炊き方、野菜寿司、野菜スープ

02

中泊町

7/18

09 名

2名

おにぎり、出汁取り＆味噌汁、野菜料理

03

むつ市

7/23

13 名

3名

ご飯の炊き方、おにぎり試食 他

04

五所川原市

7/26

12 名

3名

お米のとぎ方、うどん作り実習

05

十和田市

7/27

10 名

3名

夏野菜を使ったラタトゥイユ、茶碗蒸し 他

06

中泊町

8/04

05 名

2名

コンニャクづくり 他

07

五所川原市

8/21

06 名

3名

お米のとぎ方、おにぎり、出汁取り

08

弘前市

8/24

21 名

3名

お米のとぎ方、塩むすびの効能 他

09

十和田市

9/03

17 名

3名

ミニセミナー（ごはんの効能） 他

10

弘前市

9/17

06 名

3名

コンニャクづくり、おにぎり 他

11

五所川原市

9/19

08 名

3名

お米のとぎ方、出汁取り、コンニャクづくり 他

12

青森市

9/24

25 名

3名

ごはんを主食に旬の野菜料理

13

おいらせ町

9/27

07 名

3名

ごはん、和風サラダ、野菜スープ

① 開催日：６月２５日，開催地：むつ市，参加者：２４名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～ごはんの炊き方、野菜寿司、野菜スープ
◇参加者の状況・感想
 講師のお話や調理法を見て、いろんな発見があり、楽しかった。
 野菜の使い方がいろいろあり、参考になった。
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 みんなでわいわい作って楽しかった。
 野菜スープの野菜の出汁が出ていて
とてもおいしかった。
 ご飯の炊き方は実践しようと思う。
◇講師の学び・感想
 講師は、有機農法や自然農法の食材に
ついても造詣が深く、中でもスープの
出汁が良く出ていたことから、地元産
の野菜だからこそ素材の味が引き出
されたのではないかと、とても驚いていた。
 事前アンケート、チャレンジシートに時間がかかると思っていたが、皆さん若いとい
うこともあったのか呑みこみが早くて、思ったより早く出来た。
 早速、当日の夜に家庭で料理メニューを実践したり、食卓で話題にのぼったりした参
加者もあり、日常に生かされたことが何よりだと思う。
② 開催日：７月１８日，開催地：中泊町，参加者：９名、講師･サブ：２名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～おにぎり、出汁取り&味噌汁、野菜料理
◇参加者の状況・感想
 県が提案している減塩料理と、地産地消の課題をもって、毎月料理教室を積み上げて
いるので、参加者は、いつも熱心に参加していただいている。
 中泊町の栄養士さんが毎月、適切なメニューを準備してくれるので、参加者はとても
楽しみにしていた。
◇講師の学び・感想
 毎月料理教室を開催して、県が推奨している減塩料理の普及に、食生活改善推進員と
一緒に取り組んできたことが役に立った。
③ 開催日：７月２３日，開催地：むつ市，参加者：１３名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～おにぎり、アピオスパンケーキで海峡サーモンバーガー
◇参加者の状況・感想
 講師のお話や調理法を見て実習することで、いろいろな発見があった。
 トマトソースは講師が作ってきてくださったのですが、とても美味しかったので、作
り方を学びました。
 暑い季節なので、冷たいデザートに、ぜひババロアを作ってみたい。
 魚のピカタに薄力粉ではなく、強力粉を使った方がべたつかず、目から鱗でした。
 日本の野菜の農薬使用量が世界で第３位だということが分かり、国産だからと安心し
ないで対応していきたい。
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◇講師の学び・感想
 当初ハンバーガーに玉ネギを入れる予定はなかったのですが、自然農法産の玉ネギと
知り、それならと言って玉ねぎを使ってくれた。
 事前アンケート、チャレンジシートの記入がスムーズにいって良かった。
④ 開催日：７月２６日，開催地：五所川原市，参加者：１２名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～お米のとぎ方とうどん作り
◇参加者の状況・感想
 日本型食生活を良く知らなかったが知ることができ、国や県の食育推進計画も知るこ
とができた。
 「元気になる食事法」の 6 ポイントの説明や、チャレンジシートを記入する中で、食
生活の改善が必要であると気づけて、このような活動に参加して良かった。
◇講師の学び・感想
 事後報告会に併せて実施した、おにぎり＆出汁取りに参加された方が、次回の料理教
室にも友達を案内して、参加したいと食育セミナーが継続している。
 チャレンジシートを活用して、食生活の改善の必要性に気づかれた方がいた。
⑤ 開催日：７月２７日，開催地：十和田市，参加者：１０名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～夏野菜を使ったラタトゥイユ、茶碗蒸し、麹甘酒、寒天ゼリー
◇参加者の状況・感想
 家でも料理を作っていますが、みんなで作る料理教室はとても楽しかった。
（小学生）
 自然の素材で作る料理は味もいいので、食べやすかった。
 野菜がとっても美味しく、ごはんを食べる量も多くなった。
 麹甘酒、寒天ゼリーもとても美味しく、家でも作ってみたい。
◇講師の学び・感想
 小学生もチャレンジシートに挑戦し、他の参加者と切磋琢磨して実践できていた。
特にシートの三角グラフが好評だった。
 ごはん食を中心とした日本型食生活は、短命県脱却に向かう食事法であり、ごはん・
みそ汁・野菜・そして、発酵食品として「麹甘酒」、
「寒天ゼリー」等々が生活習慣病
予防に期待がもてること。このような食事を３食きちんと食べる事をお伝え出来た。
⑥ 開催日：８月４日，開催地：中泊町，参加者：５名，講師･サブ：２名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～コンニャクづくり
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◇参加者の状況・感想
 「日本型食生活」の大切さを学ぶことが出来た。
 パンとか麺類は手軽で時間に余裕のない時に食べるが、パワーの秘訣はご飯だという
ことが判り、ご飯を食べるように心掛けたい。
 栄養バランスは毎日でなくとも、数日から一週間の中で整えてよいことが分かり、
忙しい中でも、今日学んだことを参考にしたい。
 「元気になる食事法とチャレンジシート」に挑戦してみたい。
 コンニャクが簡単に作ることができてびっくりでした。子どもと作るのが楽しみです。
◇講師の学び・感想
 農林水産省や県からの出版物を学び、チャレンジシートを活用して、自分の生活習慣
をセルフチェックして、日々の生活を見直してみるようにアドバイスをしながら、
チャレンジシートを作成した。
 生活習慣の改善に食育資格者ができることを、また自己管理を学び合った。
 農林水産省や県から提案された資料は説得力があり、安心して紹介が出来た。また、
日本の食文化であるコンニャクの良さを学び、家族でも楽しく作ることができ、皆さ
んに喜ばれた。
 若い方とは、中々時間がとれず、日時を決めるのが困難だったが、今回の料理講習会
は、いつでも可能な個人宅で実施することになった。
⑦ 開催日：８月２１日，開催地：五所川原市，参加者：６名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～お米のとぎ方、おにぎり、出汁とり
◇参加者の感想
 おにぎりが美味しかったです。日頃、お米、ご飯の大事さが薄れ、簡単に食すること
の出来る麺類やパン食が多かったことに気付かされた。
 日本型食生活の基礎となる出汁取りの大切さを学び、再認識できました。この鰹節を
使って家でもやってみたい。
 お米のとぎ方が全然違っていた、優しくとぐことが理解できた。
◇講師の学び・感想
 県の食育推進計画を参加者と学ぶことで、短命県からの脱却の鍵が、ごはんを主食と
した日本型食生活の実践にある、との理解が深まった。
⑧ 開催日：８月２４日，開催地：弘前市，参加者：２１名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～お米のとぎ方、塩むすび作り、簡単味噌汁、地域の野菜を使った料理
◇参加者の感想
 玄米が精米したお米よりもつるつるしている。お米のとぎ方が面白い。
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 きゅうりの調理法にびっくりした。簡単な味噌汁でも出汁が効いているとおいしいこ
とが分かった。
 アディアールの食べ方が分からなかったが試食でおいしさが分かった。もう少し食べ
たかった。
◇講師の学び・感想
 公民館との共催により、学区内の小学校３校と町内会の回覧板で広報活動に協力して
下さったり、受付開始３０分前には来場者があり、意欲的だったと思う。
 調理前の食材、米は玄米と白米の両方、野菜、塩等、本来の食材の元の形やにおい等
そのものを見せ、手に取って、食材そのものへの興味を深められるようにした。
 トマトの皮むきやきゅうりの切り方などを学び、調理が楽しいと感じてもらえた。
 県産の食材、自然農法産の旬の野菜は、素材本来の味を引き出すようシンプルな味付
けにして味わってもらった。
 地元農家の協力で野菜が調達できて、子供たちには、生産と調理が食材という「いの
ち、生命力」で繋がっていることを知ってもらえた。
 弘前市立東部公民館の女性教室指導員より連絡があり、次回の「ひまわり女性教室」
で料理教室講師の依頼をいただいた。
⑨ 開催日：９月３日，開催地：十和田市，参加者：１７名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～焼きおにぎり、インゲンの肉巻き、イカの酢味噌和え、きゅうりとみょう
がの漬物、スイカゼリー
◇参加者の状況・感想
 おにぎりを握ったり、包丁で切ってみたりして、とっても楽しかった。
 おにぎりを焼く事で別物の料理になり、とても美味しかった。
 日本型食生活はとても大切なことが分かりました。みょうがのキュウリ漬けはあっさ
りしてとっても美味しかった。家でも作ってみたい。
 レシピを家庭で実践している人がいて嬉しかったし、料理教室のメニューが浸透して
いて嬉しかった。
 今日は家族で参加出来てとても良かった。特にチャレンジシートは自分の体質や、
生活習慣を見直すには良い機会となった。
◇講師の学び・感想
 今回はおやつ感覚で食べられるおにぎりにしましたが、若いお母さん方にはとても
好評でした。今後も美味しく食べられるごはんレシピを作っていこうと思う。
 人数が多かったので、事前アンケートを実施し、チャレンジシートを作成するのに
時間が必要だった。
 チャレンジシートを、１カ月間継続するのは根気がいることなので、チャレンジシー
トの項目を絞って課題を決めれば実践しやすくなると思う。
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⑩ 開催日：９月１７日，開催地：弘前市，参加者：６名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～手作りこんにゃく作り、おにぎり、野菜たっぷり味噌汁
◇参加者の状況・感想
 手作りのこんにゃくが、とてもおいしかった。わさび醤油で食べたら、お刺身を食べ
ているようでした。
 ごはんが熱くて、最初は握れなかったけど、上手に握れた。
 野菜たっぷりの味噌汁がおいしかった。
◇講師の学び・感想
 子供たちが喜んで何にでも興味を持ち、積極的に手伝い、参加してくれた。料理を
作る事を楽しんでもらえたのが良かったと思う。
 親子で料理している風景がとてもよかった。
 チャレンジシートは、生活習慣に繋がることなので、根気よく継続して活用していき
たい。
⑪ 開催日：９月１９日，開催地：五所川原市，参加者：８名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～お米のとぎ方、出汁とり、手作りこんにゃく作り、みょうがの味噌汁
◇参加者の感想
 日本型食生活を学び、日頃はお米やご飯の大事
さが薄れ、簡単に食べられる麺類やパン食が多
かったことに気づかされた。
 おにぎりとコンニャク、出汁のきいた味噌汁が
美味しかった。
◇講師の学び・感想
 第３次食育推進基本計画にそって、次の世代を
担う若い世代の方に、日本型食生活の大切さを
伝えることを意識して開催した。食事法の学び
とアンケート調査、チャレンジシートの活用など、やり取りする中で、食生活改善へ
の意識が高まり、料理教室を続けていきたいとの要望があり次回の開催が決まった。
 短命県の解消に向けて、今後も、若い世代の食生活改善を応援していきたい。
⑫ 開催日：９月２４日，開催地：青森市，参加者：２５名，講師･サブ：３名
※青森市のＨＰに掲載
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～イカのふんわり揚げ、ホウレンソウの胡麻和え、長芋すいとん
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◇参加者の状況・感想
 おばあちゃんとお母さんと一緒に料理
を作れて楽しかった。
 幼稚園児を連れてご迷惑をお掛けしな
いかと心配でしたが楽しくできた。
 長芋やジャガイモをすって料理するこ
とは無いので勉強になった。
 本当は嫁さんに料理を習わせたかった
ので、家で実演してみたい。
 家で料理するときはバタバタして子供
と料理することはあまりないが、今日は
一緒に楽しく出来てとても良かった。
 孫と参加出来て良かったし、お料理もおいしかった。次回も料理教室に参加したい。
◇講師の学び・感想
 調理実習は少し手間がかかったようですが、時間内にちゃんと出来上がり、皆さん
完食されて良かった。
 小さいお子さんもいたのですが、みなさんすすんで参加してくれてスムーズに出来て
良かった。
 一食分の栄養価は約５００キロカロリー、塩分２．３ｇで、お吸い物は少し薄いと
感じられたと思いますが、胡麻和えにも塩分がついているので、よいかと思う。
 少しチャレンジして薄味になれるのが良いのではないかと思います。家庭で再現でき
る料理だと思うので是非ためしてみて欲しい。
⑬ 開催日：９月２７日，開催地：おいらせ町，参加者：７名，講師･サブ：３名
◇講習会の具体的内容
 日本型食生活の学び
 調理実習～バーガー風おやつご飯、旬の野菜スープ、ブルスケッタ
◇参加者の感想
 こんなに沢山の料理が短時間ででき上がるとは思わなかった。
 身体に優しい野菜スープは美味しく、食卓にお花があったのも良かった。
 子どもたちは、ご飯とパン、野菜もよく食べていた。味の薄いスープは好まなかった
ようですが、和風サラダを良く食べていたのには驚いた。
◇講師の学び・感想
 ２歳の子供を持つお母さん方の参加が多く、食生活と健康について、若いお母さんに
学んでいただいたことが良かったと思う。
 お子さんを見ながらの調理と食事は大変であったと思います。子供に食べさせること
に精一杯のようだった。
 おいらせ町子育て支援活動として開催でき、会場の保育園長から有機農法や自然農法
で生産された食材を使った料理教室は初めてで、沢山の食材があることに感心されて
いた。笑顔で接しながら怪我や食中毒に気を付けて実施することが出来て感謝された。
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６．農林漁業体験の機会の提供
食や農業への理解を深めるため、生産者の話を聞き、農作業を行う、農業体験会を
開催した。
テーマ ・生産者の話を聞き、農産物を育てて収穫する楽しさを体験する
・農薬や化学肥料を使わないで育てる自然農法を体験する
イ）一次目的
ロ）二次目的

体験会へ参加する人を増やす
参加した結果、地域の農産物やその加工食品を食べる人を増やす

⑴ 農業体験会
◆事業実施一覧
№

開催日

会場

回数

参加者数

指導者

メニュー

7 月 23 日

青森瑞泉郷（青森市）

1 回目

35 名

及川実

種蒔き、試食 他

10 月 9 日

青森瑞泉郷（青森市）

2 回目

19 名

及川実

収穫

5 月 12 日

南郷瑞泉郷（八戸市）

1 回目

17 名

川口茂雄

苗の定植

10 月 5 日

南郷瑞泉郷（八戸市）

2 回目

20 名

川口茂雄

収穫、試食

1

2

① 開催地：青森市 青森瑞泉郷農園（自然農法圃場）
１）一回目開催日：７月２３日，参加者：３５名，指導者･サブ：３名
◇主な作業内容
 種まきとジャガイモの収穫
◇参加者の感想
 種が小さく蒔くのは大変だった。大きく育っ
て欲しい。（小学生・女性）
 日頃は仕事で忙しく動き回っていて、余裕の
ない生活ですが、子供たちと野菜の種まきや
収穫体験など土や自然に触れることはとて
も新鮮だった。
 トマトが完熟していて美味しかった。毎日
トマトを食べているが、このトマトは特に
美味しい。
◇指導者の感想
【種まきについて】
 親子三代６人が種を分け合い、
「大きく育ってね」と語りかけて種を蒔いている小学
生の姿をみて、家庭菜園を通して家族の会話に温かみが感じられた。また目に見え
ない生命力に想いをかける姿が印象的だった。
 プランターでの種まきも行いましたが、指で植える穴を空け、お母さんと一緒に
種を蒔く仕草は協同作業をしていて愛情たっぷりの種まきだった。
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【収穫体験】（ジャガイモ）
 収穫に入った時は静かでしたが、時間と共に真剣に土の中のジャガイモを探す家族
連れをみて生活の根本を見せていただいている気がしました。収穫することは、人
間にとって特別な感情をもたらすことを学ばせていただいた。
【試食】
 トマトときゅうりを試食し、完熟したトマトを
食べていただきましたが、日頃は完熟トマトを
食べる機会が少なく、トマト本来の味と甘味が
感じられたようです。
 女性はトマトときゅうりを受け取り、「このま
までも食べられるのですか」と聞かれた。試し
に、そのままで食べていただいた。日頃は一般
栽培の購入したきゅうりを食べているためか、
ブルームの白い部分が農薬のように思われた
ようでした。
 「きゅうり本来の味がして、みずみずしい。美味しい」とのことだった。
２）二回目開催日：１０月９日，参加者：１９名，指導者･サブ：３名
◇主な作業内容
 サツマイモ収穫
◇参加者の感想
 「子供たちは初めてのサツマイモ掘り収穫体験
なので大変楽しみにしていました」と言って親子
で土を掘り、サツマイモのつるを引っ張り、サツ
マイモを取り上げ楽しんでいた。
 「サツマイモの収穫がはじめて」とお友達と参加
された小学生３人が、次々とサツマイモを掘り起
こし、大きなサツマイモを、お母さんに高く上げ
て見せていた姿が印象的であった。
 「サツマイモは茎になるのか、根になるのか」というクイズの問いをしたところ、
答えは「実際掘ってみれば分かるよ」と言ってサツマイモ堀りをした後、「答えは
何ですか」と尋ねられ、「掘ってみたらイモ
はどこに付いていましたか」と尋ねると、
「根
になっていた」と大きな声で、小学生が体験
を通して答えられたので、農業体験会をして
よかったと思った。
◇指導者の感想
 前回参加された方及び今回新たに参加され
た方々に清々しく参加いただけるよう、圃場
の草刈りを行い、環境の整備に努めた。また
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ミニセミナーでは、子供さん方の注意力を保つためクイズ形式のセミナーを行い、
まずは野菜や自然に興味をいただけるよう行った。特に青森の魅力について関心を
もっていただけるよう青森の特産を紹介した。
 疑問に思ったことは、体験を通して知るということが重要で、「体験会」として
農業や自然に興味をもち、地元の魅力に関心をもっていただく機会になればと願っ
ている。
② 開催地：八戸市 南郷瑞泉郷農園（自然農法圃場）
１）一回目開催日：５月１２日，参加者：１７名，指導者･サブ：３名
（第１回目は同農園にて、補助事業交付金 交付団体承認前の５月に実施）
◇主な作業内容
 サツマイモの定植、抹茶を点て服する
◇参加者の感想
 苗は、まっすぐに指すのではなく斜めにいれるのを初めて知った
 「大きくなれよ」と、言葉をかけて植えた
 今から収穫が楽しみです
 家で飲んだ時はお茶が苦かったけど今日はおいしかった
 初めてお茶を飲んだけど苦かった
 お菓子がおいしかった
 お茶を回す手が疲れた
◇指導者の感想
 新１年生を含めてのサツマイモ苗植え体験は、楽しく進めることができた
 しっかりと説明も聞いてもらえた
 教頭先生、学年担当の先生方にも協力をいただいた
 事前アンケートは、父兄の方の協力をいただき行った
 １０月の収穫体験までに生育状況を親子で見ていただくようにもお願いした
 今から収穫体験が楽しみだと言われています
２）ニ回目開催日：１０月５日，参加者：２０名，指導者･サブ：３名
◇主な作業内容
 サツマイモ収穫体験と試食会
◇参加者の感想
 一つのツルから、おいもがいっぱい出て
きてびっくりした。
 おいもが出てくるまで一生懸命掘った
のに途中で切れてしまい悲しかった。
 掘 っ た 芋 を 家 に 持 って 帰 っ て 家 族で
食べるのが楽しみです
 てんぷらにして食べたいと思いました。
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◇指導者の感想
 新１年生を含めてのサツマイモ収穫体験は、楽しく進めることができた。
 しっかりと説明も聞いてスタッフの手伝いをいただきながらできた。
 校長先生、学年担当の先生方にも協力をいただいてできた。
 事前アンケート同様、事後アンケートも、父兄の方の協力をいただき行うことがで
きた。
 家でも何か育てて収穫してみたいと言われた。
◇テレビ、新聞の取材
 ＲＡＢ青森放送（テレビ局）が取材にきて、食育活動収穫体験と報道
 デーリー東北新聞社の取材があり、食育活動の一環として報道

７．事業成果のまとめ
⑴ 第３次食育推進基本計画及び県の食育推進計画の目標達成への寄与
青森県第３次食育推進計画、健康で活力に満ちた「くらし」の実現を目標に、ライフ
ステージに対応した食育の推進と青森ならではの食の力を生かした「食」及び健康を
育む環境づくりをテーマに、若い世代の方々を対象に食育活動体験会を開催しました。
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参加者をサポートした。
その結果、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
いる県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
基本計画及び青森県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。
⑵ 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
① 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県民
の割合の向上について
◇ 青森県の現状と目標値
【現状】６２．４％（H28 年度）➡【目標値】６２．７％（H29 年度）
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、参加前と約一か月後の 2 回、上記に
係るアンケート調査を実施し、意識調査を行い、参加者アンケート
を集計し、割合を算出した。
◇ 調査結果
 事前アンケートの集計結果 ８０.８％
 事後アンケ―トの集計結果 ８２.０％
 結果 １．２％の向上
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◇ 結果の考察
参加者の意識レベルが高かったので、事前調査から高い値を示していた。
食育リーダー研修や地域の食材を活かした日本型食生活の講習会が効果を
高めた。
②

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
ている県民（２０～３０歳代）の割合の向上について
◇ 青森県の現状と目標値
【現状】８．４％（H28 年度）➡【目標値】８．７％（H29 年度）
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、参加前と約一か月後の 2 回、上記
に係るアンケート調査を実施し、意識調査を行い、参加者アンケ
ートを集計し、割合を算出した。
◇ 調査結果
２０～３０歳代の参加者に対する割合↓
↓参加者全体に対する割合
 事前アンケートの集計結果 ７５．０％
２０．３％
 事後アンケ―トの集計結果 ７７．２％
１７．８％
 結果
２．２％増加 ２．５％減少
◇ 結果の考察
今回取り組んだ料理講習会の内容は、若い年代の参加者にも効果的であっ
た。県の示している数値は、全世代に対する若い世代の割合であり、今回の
結果と比較できないため、調査方法を今後の課題とする。

③

食品を購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」県民の割合の向上
◇ 青森県の現状と目標値
【現状】８３．３％（H28 年度）➡【目標値】８３．６％（H29 年度）
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、参加前と約一か月後に意識調査を
行い、結果を集計し、割合を算出した。
◇ 調査結果
 事前アンケートの集計結果 ８４．１％
 事後アンケ―トの集計結果 ８９．２％
 結果 ５．１％向上し、目標値を達成した
◇ 結果の考察
地域での農業体験と青森県の食材を使用した調理講習を体験
することで、味覚と新鮮さを実感できたことが結果につながった。

16

④

食品を購入する際に「青森県産や地域の食品を選ぶ」県民の割合の向上
◇ 青森県の現状と目標値
【現状】７０．８％（H28 年度）➡【目標値】７１．１％（H29 年度）
◇ 調査方法
農業体験会の参加者に、参加前と約一か月後に意識調査を行い、
結果を集計し、割合を算出した。
◇ 調査結果
 事前アンケートの集計結果 ６３．５％
 事後アンケ―トの集計結果 ６９．１％
 結果 ５．６％向上したが目標値には届かなかった
◇ 結果の考察
食育活動体験会を通して、青森県産に対する意識が向上することが確認で
きた。引き続き青森県産の食材の良さを再認識する、継続した体験会が必要
である。

⑤

農業体験者の増加について
◇ 農業体験者の増加
 平成２８年度 実績なし
 平成２９年度 目標数 ４会場 のべ４０名
◇ 結果
 平成２９年度
開催数 ４会場 のべ９１名 目標達成
◇ 結果の考察
参加しやすい会場の選定、募集チラシを活用した案内など、一人でも多く
の県民参加を呼びかけた結果、目標の２倍以上の参加者数となった。マスコ
ミの協力もあり、今後更なる拡がりが期待される。

⑶ 食育活動の成果～健康長寿社会青森に向かう県民の健康リテラシーの向上に繋がった
①食育に関心を持つ人が拡がった
知っているつもりでいましたが、日本型食生活とは主菜と副菜のそろっている食
事だとは知らず、我が家は副菜のみのおかずの日がほとんどでしたので、これから
は子供のためにもバランスのよい食生活を心がけたいと思います。（40 代女性）
②地域コミュニティーづくりと共に地域に根差した食育が拡がった
食習慣の改善では「少し固めに調理する」を選んで取り組みました。よく噛むこ
とで満腹感がでて、食べ過ぎがなくなったと思いました。顎から脳の刺激は子ども
たけでなく大人にも良いので、これからも続けていこうと思います。（40 代女性）
③日本型食生活を理解する人が拡がった
講習会に参加してみて自身の生活を見直す機会ができたと思います。生活習慣を
変えることで、体調の変化を実感しました。継続することが大切だと思うので、こ
れからも意識していきたいと思っています。（20 代男性）
◇添付資料の食育指導員の報告参照
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⑷ 波及効果
① 食生活の改善への意識が高まる
 パンと麺類は手軽で時間に余裕のない時に食べますが、パワーの秘訣はご飯だと
いうことが分かり、これからはご飯を食べるように心がけます。（中泊町）
② 生産者と消費者は、食材という“いのち”でつながっている
 地元農家の協力のおかげで、地場産の野菜を準備することができ、子どもたちにも
生産者と消費者が食材という“いのち・生命力”でつながっていることを知っても
らえる良い機会となりました（弘前市）
③ 市民ボランティア、資格者の意欲が高まる
 ご飯を食べることをテーマに、今回はおやつ感覚で食べられる“おにぎり”にしま
したが、若いお母さんにはとても良かったです。もっとアレンジして美味しく食べ
られるご飯レシピを作っていこうと思います。（十和田市）
上記①～③のように、当事業の料理講習会へ参加することで、個人の食育が進み
意識が変わり、食生活を改善する。このように行動変容が進むことで、増加している
生活習慣病の予防と改善にもつながることが期待できる。
また、事後アンケートでは、食生活の改善について調査したが、
「チャレンジ項目の
実践状況として「ほぼ毎日実践できた人」と「１週間に２～３度実践できた人」の合
計は５０．６％であり、半数以上の人が、食生活の改善を実践できた。
さらに、９６．８％の参加者が、引き続き実践を続けようと思うかについて「とて
もそう思う」と「ややそう思う」と回答している。
こうした個人が主体的に取り組むための食育活動を進めることで、個人の理解と
実践が進むだけでなく、家族や周囲の人への波及効果も現れている。
このような当事業の結果を、今後の食育活動の参考とし活動を継続していくことで、
健全な食生活に取り組む県民やボランティアが増えるとともに、食育活動の拡がりに
つなげていきたい。
⑸ 事業の報告と活用
当事業の実施内容と結果を記した本報告書を、青森県をはじめ食育活動体験会を開催
した所在の市町行政や関係者へ報告するとともに、ＭＯＡインターナショナルホーム
ページに掲載する。また、次年度以降の食育活動に活用する。
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８．添付資料
⑴

青森県の魅力再発見食育推進事業を実施して～食育指導者の報告

19
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⑵ 参加者アンケート集計結果
Ｑ．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？
事前
事後
回答人数
割合
回答人数
割合
①１日に３回食べる
16
25.3% 計 80.8％
36
37.8% 計 82.0％
②１日に２回食べる
35
55.5%
42
44.2%
③１日に１回食べる
11
17.4%
16
16.8%
④ほとんど食べない
0
0%
0
0%
合計
※63
―
95
―
※事前アンケート総数 103 から未記入等を除外し 63 とした
回答内容

Ｑ．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？20～30 代
事前
事後
回答人数
割合
回答人数
割合
①１日に３回食べる
2
7.2% 計 75.0％
5
22.7% 計 77.2%
②１日に２回食べる
19
67.8% ※20.3%%
12
54.5% ※17.8%
③１日に１回食べる
7
25%
5
22.7%
④ほとんど食べない
0
0%
0
0%
合計
28
22
―
※アンケート回答者全体(事前 103、事後 95)に対する割合
回答内容

Ｑ．食材の産地は意識して選んでいますか？
事前
事後
回答人数
割合
回答人数
割合
①外国産よりも国内産を優先する
53
84.1%
83
89.2%
②国内産より外国産を優先する
1
1.6%
3
3.2%
③特に気にしていない
9
14.3%
7
7.5%
合計
63
―
93
―
回答内容

Ｑ．青森県の食材を意識して選んでいますか
回答内容
①意識している
②意識していない
合計

⑶ 掲示用のぼり

事前
事後
回答人数
割合
回答人数
割合
40
63.5%
65
69.1%
23
36.5%
29
30.9%
63
―
94
―

20 枚作成（料理講習会・農業体験会に使用）
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⑷ 基本スケジュール
◇料理講習会

◇農業体験会

①受付、事前アンケート記入
②食育セミナー
③献立説明、調理実習
④チャレンジシート記入
⑤約 1 ケ月後、事後アンケート記入

①受付、事前アンケート記入
②食農セミナー
③農業体験実習
④チャレンジシート記入
⑤約 1 ケ月後、事後アンケート記入

⑸ 配布資料
①デキる大人は食から違う（農林水産省提供）

②元気になる食事法 6 ポイント（MOA 提供）

③元気になる食事法チャレンジシート（MOA 提供）
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⑹ アンケート
◇参加者事前アンケート

◇参加者事後アンケート
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◇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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