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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 

 
本事業は、第３次食育推進基本計画の重点課題にある、若い世代を対象にした食育、

健康寿命の延伸につながる食育、食文化の継承に向けた食育を推進する「食育活動体験

会」を開催する。 

その目的は、山形県の「健康やまがた安心プラン」に掲げる「県民と地域社会がとも

に健康長寿やまがたの実現に向かって健康づくり県民運動を展開」に向かう実践指針に

基づいて、栄養・食生活の改善などの目標達成を進め、心身ともに健全な生活を送る  

県民の増加を願い、食育活動を推進することにある。 
 

また、山形県食育・地産地消推進計画に示す、いのちの源である「食」を見直し、「食」

を通じて築かれる人間関係の大切さを見つめ直すとともに、「食」を支える農林水産業

について、生産者と消費者が顔の見える関係を築き、「農」と「食」を近づけ豊かで活力

ある地域社会をつくっていくため、基本目標に示された食を学び伝える（食文化の継承）

などの食育活動を通して、健康で活力に満ちた「暮らし」の実現に向かうことも長期的

な課題である。 
 
今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、

山形県の認可を得て、「平成 29 年度山形県地域の魅力

再発見食育推進事業」を実施した。 
実施にあたっては、上記の課題を基に、以下の課題

と目標をもって、県内の各地で食育活動体験会を開催

した。 
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２．事業の課題及び目標 

第３次食育推進基本計画及び山形県食育・地産地消推進計画に示されている“やまが

たの豊かな食で作る「心」も「体」も健康ないきいき社会”の実現を本事業のテーマと

して、食への関心が低い青少年や次世代を担う子ども達を対象に「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、豊かな人間形成を育むことを目的とした。 
 

具体的には、食育への関心度の向上、栄養バランスに配慮した食生活の実践、地域の

食文化の保護・継承の普及、との課題を持って「食育推進検討会」や、実施計画を定め

食育活動を推進する「食育推進リーダー研修会」を実施し、県内の各地において「料理

講習会」を開催した。 

 

開催に際しては、健康寿命の延伸につながる食育の推進をテーマに、参加者が地域の

農林水産物や食品への理解を深め、国内産や山形県の農産物の使用頻度を高めることを

目標とした。 
また、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

う食育資格者がサポートした。 

そして、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さけ、

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

に向かい、以下の数的目標を掲げて本事業に取り組んだ。 

 

◆事業の目標（達成すべき成果） 

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を図る 

（１）料理講習会における数値目標 
① 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

者の割合を向上させる 
【国の現状】５７．７％ ⇒ 【平成 29 年目標】６０．７％ 

 
（２）国産や地域の食品についての数値目標 

① 食品を購入する際に「外国産より国内産を優先する」県民の割合を向上させる 

【平成 29 年目標】体験会の前後で１０％向上させる 

 
② 食品を購入する際に「山形県産の食材を意識して選ぶ」県民の割合を向上させる 

【平成 29 年目標】体験会の前後で１０％向上させる 
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３．食育推進検討会の開催 

第２次山形県食育・地産地消推進計画の目標達成に向かって、食育推進リーダー研修会

や料理講習会を企画し、その効果を検証する。 

 

◆検討委員 

氏名 在住地 立場 
斯波 弘典 山形市 ＭＯＡ美術館山形県児童作品展実行委員長 
片桐 弘子 天童市 食育指導員 
山田 奏太 南陽市 調理師 
六本木 隆 仙台市 ＭＯＡ食育講師 
東海林 淨子 中山町 食育指導員 

◆事務局員 

竹内 茂 （ＭＯＡインターナショナル 山形チーフ） 
木村 英喜（ＭＯＡインターナショナル 東北地区事務長） 

 
◆食育推進検討会 

第１回検討会は、８月６日、ＭＯＡ山形拠点会議室において開催し、前記の課題を

踏まえ、参加者に理解と実践が進むよう、以下の４点について、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）教材、普及啓発資材、アンケート等の検討 
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回検討会は、３月３日、ＭＯＡ山形拠点会議室において開催し、本事業の報告、

アンケート集計結果、事業成果の整理及び検証を行い、今後に向けた意見を出し合った。 
 

□会議の様子 
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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回食育推進リーダー研修会は、９月１０日、ＭＯＡ山形拠点会議室において 

開催し、講師（六本木隆、竹内茂）から食育資格者１４名へ、食育推進検討会で決定

された課題及び本事業の目的と計画を伝え、調理実習を行う等、計画の実施に向けた

具体的な研修を行った。 

第２回研修会は、３月４日、ＭＯＡ山形拠点会議室において開催し、講師（六本木

隆、片桐弘子）から食育資格者１０名へ、事業成果のまとめ及び検証の結果を確認  

して、今後の方向性を学び合った。 

□研修会の様子 

 
 
 
 
 
 
 

５．食文化の保護・継承のための取組～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。 

◆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一日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とした取り組み 

・一日８ｇを目標とする減塩への取り組み 

・一日 350ｇを目標とする野菜を食べる取り組み 

（１）料理講習会 

■開催一覧表 

№ 開催地 開催日 参加者数 講師･サブ 地域の食材を活用した献立 

1 天童市 6 月 20 日 42 名 3 名 キャベツとツナの春巻き 

2 天童市 10 月 1 日 13 名 3 名 キッシュ、油を使わないフライ 

3 南陽市 10 月 15 日 7 名 3 名 おにぎり、細巻き、コンソメゼリー 

4 鶴岡市 2 月 17 日 17 名 3 名 
むき栗でつくるカンタンおこわ、杏仁豆腐、中華風はるさめ、たた

きごぼうの揚げ甘辛、あさつきの酢味噌和え 

5 山形市 2 月 17 日 7 名 3 名 白菜入り餃子、ベビーホタテとひじきの混ぜご飯、芋煮、ゆべし 

（第２回食育推進リーダー研修会） 
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（２）料理講習会～各会場の報告 

① 開催日：6 月 20 日、開催地：天童市、参加者数：42 名、講師･サブ：3 名 
レシピ：キャベツとツナの春巻き 

 
 
 
 
 
 

◇参加者の感想 

・普段はニンジンを食べない子ですが、今日はおいしいと言って食べたことにビッ

クリしました（40 代女性） 
・３５０ｇの野菜の見本があったり、セミナーもキャラクターを使って野菜を食べ

る意味を子どもに分かりやすく伝えてもらえてよかった（30 代女性） 

◇講師の学び 

・担任の先生と打ち合わせを行うことで学校の要望がわかり、内容を検討すること

ができました 
・調理を工夫することで、野菜嫌いな子も残すことなく完食していました 

 

② 開催日：10 月 1 日、開催地：天童市、参加者数：13 名、講師･サブ：3 名 
レシピ：キッシュ、油を使わないフライ 

 
 
 
 
 
 
 
 

◇参加者の感想 

・子どもは料理を作る体験ができて、大きな学びになったと思います（40 代女性） 
・意識して野菜を多めにとっているつもりでも、一日の量で考えると少なかったり

することが分かったので、もっと野菜をとれるように工夫しようと思いました

（30 代女性） 
・素材の味を活かすことで、調味料が少なくても美味しくできる調理法を教えて 

頂き、学びになりました（30 代女性） 
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③ 開催日：10 月 15 日、開催地：南陽市、参加者数：7 名、講師･サブ：3 名 

レシピ：おにぎり、細巻き、コンソメゼリー 
 
 

◇参加者の感想 

・子ども達は「細巻きのお寿司は作るのが少し難しかったけど、楽しかった」「家

でもやってみたい」と、初めて挑戦した巻き寿司に感激していました 
・調理師の講師のアドバイスは、私たち（親）にとっても、とても参考になりまし

た。子どもに調理を伝えることは大切だと思いました 
・野菜の絵を使って野菜の持つ力を説明してくれたことで、子どもたちには野菜の

大切さが良く分かったと思います 

◇講師の学び 

・目で見て楽しい細巻き寿司に、子どもたちがとても興味を持って、一生懸命に 

取り組んでくれました 
 

④ 開催日：2 月 17 日、開催地：鶴岡市、参加者数：17 名、講師･サブ 3 名 
レシピ：むき栗でつくるカンタンおこわ、杏仁豆腐、中華風はるさめ、たたきごぼ 

うの揚げ甘辛、あさつきの酢味噌和え 
 
 
 
 
 

◇参加者の感想 

・祖父母と孫のペアでの調理実習は初めてでしたが、とっても楽しい実習体験と 

なりました 
・地元の野菜を活用した郷土料理はおいしくて、自分の身体に合った料理だと感じ

ました 

◇講師の学び 

・高齢の一人暮らしの方が多く参加されていました。一緒に参加したお孫さんが、

心を込めて祖父母にと頑張っている姿が印象的でした 
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⑤ 開催日：2 月 17 日、開催地：山形市、参加者数：7 名、講師･サブ：3 名 
レシピ：白菜入り餃子、ベビーホタテとひじきの混ぜご飯、芋煮、ゆべし 

 
 
 
 

◇参加者の感想 

・調理のお手伝いがいっぱいできた。自分で作ったものを食べるととても美味しい

と感じた 

◇講師の学び 

・若いお母さんから、家族に日本型食生活が浸透していくことを実感しました 
 

（３）料理講習会のまとめ（食育資格者アンケートより） 

① 参加者の募集 

リーダー研修で学んだ「地域の魅力再発見食育推進事業」の主旨を踏まえて   

食育ネットワークで話し合い、身近な人の中から、次世代を担う子どもたちや子育

ての世代、食育を勧めたい人に声をかけ、参加者を募集しました。 

② 健康な食生活の推進 

・初めて出会う人とも自己紹介をすることで、お互いがすぐに打ち解けて、和やかに

楽しく進めることができました 

・子どもの参加者には、レシピを一緒に読んだり、お皿への盛り付けを説明したり  

して、料理を楽しんでやってもらうことができました 

・心身ともに健康で暮らすためにも、このような料理講習会の機会を、資格者が協力

して開催することで、地域の皆さんと楽しみながらお互いに支え合い、絆を深め 

つつ取り組んでいきたいと思います 

③ 参加者の食生活の改善を応援 

チャレンジシートの作成を通じて、自分でチャレンジ項目を決めて、その日から

日々努力している人へ応援の声かけをしました。感謝の言葉をいただけるなど、  

こちらも嬉しくなりました。 

④ まちづくりにつながる食育活動 

料理講習会は、生産者から自然農法産のお米や野菜の提供をいただき、食育を  

推進する仲間や市民に受け入れられるなど、地域のコミュニティ、まちづくりに  

つながる活動となったことを、成果として整理できた。 
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６．事業成果のまとめ 

（１）第３次食育推進基本計画及び山形県の食育推進計画の目標達成への寄与 

“やまがたの豊かな食で作る「心」も「体」も健康ないきいき社会”の実現をテー

マに、子ども達や子育て世代、一人暮らしの方々を対象にした料理講習会を開催した。 
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食育資格者が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

基本計画及び山形県食育・地産地消推進計画の目標達成に寄与することを目標とした 
 

◇事業成果・効果の検証方法 

【成果目標１】 

① 日本型食生活の実践度 

第３次食育推進基本計画の数値目標には「栄養バランスに配慮した食生活の実践」、

具体的には日本型食生活（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国民の割合を現状の５７．７％から 

３２年度に７０％以上とする、となっている。これを指標に、平成２９年度は３％  

向上の６０．７％を目標値とした。 

◇栄養バランスに配慮した食生活の実践 

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者の割合 

平成２９年度目標値 ６０．７％ 
 

② 日本型食生活の実践度の結果と考察 

◇事業の実施前と実施後の比較 

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の割合 
事前 ８１．０％ ➡ 事後 ９１．７％ 

  ◇目標値６０．７％ 及び 平成３２年度の目標値７０．０％を達成した 

◇結果の考察 

（事前アンケートの結果から）当事業の料理講習会参加者は、全国の調査

値に比べ、日本型食生活の実践度が高い割合であったが、料理講習会に参加

して更に実践度を高める結果となった。 
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③ 日本型食生活の実践度の計測方法と検証方法 

◇計測方法 

料理講習会の参加者に、上記に係るアンケート調査を実施し、参加前と

参加後の意識調査を行った。 

◇検証方法 

各ネットワークから提出されたアンケート調査の結果は、事務局におい

て内容を精査し、合理性に欠けるものは集計から除外した。 
食育推進検討会において、集計結果に対する有識者の意見を求め、結果

の考察に加えた。 
 
【成果目標２】 

① 国産や地域の食品について 

◇食品を購入する際に「国産や地域の食材を選ぶ」とする者の割合 

平成２９年度目標値 取り組みの前後に１０％向上 

 

② 国産や地域の食品についての結果と考察 

◇結果 

  ・食材を購入する際に外国産より国内産を優先する人 
  事前 ７８．６％ ➡ 事後 ９１．７％ 向上１３．１％ 
 

  ・食材を購入する際に山形県産を意識する人 
  事前 ６９．０％ ➡ 事後 ８７．５％ 向上１８．５％ 
 
◇いずれも計画した目標値（参加前後に１０％向上）を達成した 
 
◇結果の考察 

料理講習会で国産や山形県産の食材を活用することで、地域の食材の

良さ、美味しさに気づき、食品を購入する時に地域の食材を選択する意識

を高める結果につながった。 
 

③ 国産や地域の食品についての計測方法と検証方法 
◇計測方法 

食育活動体験会の参加者に、上記に係るアンケート調査を実施し、参

加前と参加後の意識調査を行った。 

◇検証方法 

各ネットワークから提出されたアンケート調査の結果は、事務局にお

いて内容を精査し、合理性に欠けるものは集計から除外した。 
食育推進検討会において、集計結果に対する有識者の意見を求め、結果の

考察に加えた。 
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◇波及効果 

① 行動変容につながる食育活動 

当事業の料理講習会に参加することで、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など、「健康やまがた安心プラン」に掲げる「健康寿命

の延伸」及び「社会全体で支援していく環境」づくりへの波及効果も現れてきた。 
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、家族や周囲の人にも波及している。 
 

② 地域のコミュニティにつながる食育活動 

 講習会においては参加者と講師、アシスタントとなる食育資格者が、互いに協力して

地域の健康づくりと環境保全を願う「自助と互助」の関係の推進が図られている。 
こうしたボランティアネットワークの食育活動が地域に拡がることで、健康な食生活

を支える地域のコミュニティづくりを進めることに繋がる効果的な働きとなっている。 
 

③ 市民ボランティアの増加につながる食育活動 

当事業の結果をまとめ、地域の魅力の再発見に効果的な食育活動を見出し、今後の食

育活動の参考とする。また、それを活かした食育活動を継続していくことで、健康な食

生活に取り組む県民やボランティアが増え、更に食育活動の拡がりにつながっている。 
２９年度に食育資格者（ボランティア）が増加し２３名となり、地域の食育活動の拡

充が進んでいる。 
 

◇事業の結果の報告と活用 

本事業の実施報告書を作成し、山形県をはじめ食育活動体験会を開催した所在の市区町

行政や関係者へ配布、報告をするとともに、４月にはＭＯＡインターナショナルのホーム

ページに掲載し、他の食育推進団体等が使用できるようにする。 
また、広報誌への掲載や食育イベント等への資料の配布提供など、広く普及を働きかけ、

次年度以降の食育活動に活用する。 
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７．参考資料 

（１）実施体制 

 

 
（２）県との窓口  

ＭＯＡインターナショナル 
山形県チーフ 竹内 茂 
メールアドレス s-takeuchi@moa-inter.or.jp 

 
  

（一社）ＭＯＡ自然農法

文化事業団

本部 事務所

山形県支所

↓
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

東北地区事務所

山形地域食育担当

食育資格者養成講座、

料理講習会

管理栄養士

栄養士

調理師

食育指導員

食育推進検討会

食育ボランティア団体

ネットワーク
食生活改善推進員

食育資格者

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

山形県

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）

東北支所

指導員出向

東北農政局

登録
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（３）参加者アンケートの集計データ 

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？ 

回答内容 
事前  事後  

回答人数 割合  回答人数 割合  

①１日に３回食べる 17 40.5% 
計 81.0％ 

13 54.2% 
計 91.7％ 

②１日に２回食べる 17 40.5% 9 37.5% 

③１日に１回食べる 8 19.0%  2 8.3%  

④ほとんど食べない 0 0%  0 0%  

合計 42 ―  24 ―  

   

Ｑ．食材の産地は意識して選んでいますか？ 

回答内容 
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 33 78.6% 22 91.7% 

②国内産より外国産を優先する 1 2.4% 0 0% 

③特に気にしていない 8 19.0% 2 8.3% 

合計 42 ― 24 ― 

 

Ｑ．山形県の食材を意識して選んでいますか 

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

①意識している 29 69.0% 21 87.5% 

②意識していない 13 31.0% 3 12.5% 

合計 42 ― 24 ― 

 
 
（４）基本スケジュール 

◇料理講習会 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ヶ月後、事後アンケート記入 
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（５）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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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。 

 

 
 

 

 

 

農林水産省 平成 29年度 補助事業 

地域の魅力再発見食育推進事業 報告書 

 

平成 30年 3月 印刷 

平成 30年 3月 発行 

 

発行所 一般社団法人 ＭＯＡインターナショナル 
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