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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。 

 

（１）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 

 

 新潟県は、第２次食育推進計画を定め、生涯にわたる健康づくりを目標に、家庭に 

おける共食を通じた子どもへの食育の推進及び新潟の食の理解と継承を基本的な方向

性として示し、推進している。 

 

（２）新潟県第２次食育推進計画 重点課題 

① 生涯にわたる健康づくり 

② 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

③ 新潟の食の理解と継承 

◆ 重点課題毎に指標を定め、施策を展開 

 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナル(以下｢当会｣)は、新潟県の認可を得て

｢平成 29 年度新潟県地域の魅力再発見食育推進事業｣を実施した。具体的には、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食育活動体験会を開催した。 

 

【参加者募集チラシの表面】(食文化の保護･継承、農業体験の機会、共食の機会) 
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２．事業の課題及び目的 

（１）事業実施地域での課題 
① 子育て世代や若い世代の課題として、20～30 代の朝食の欠食率の高さがあるため、

朝食の重要性を伝え、欠食率を下げることが重要である。 

② 失われつつある食文化（ごはんを主食とした日本型食生活等）や郷土料理の継承も

今やらなければならない取り組みである。 

③ 食事は単に食欲を満たすのみでなく、人と一緒に食べることで心も満たす、共食の

重要性も普及することが大切である。 

④ 食塩摂取量については、これまでの取り組みで効果は上がっているものの、一日の

摂取量を 10ｇとする取り組みや、野菜摂取量について一日 350ｇを目標とした取り

組みを続ける必要がある。 

⑤ 食や農への理解を深め、地域の魅力を再発見する取り組みとなるように、この食育

活動を進める必要がある。 

 

（２）課題を踏まえて、実施する事業とその目標 
上記(1)の課題を踏まえて、第２次新潟県食育推進計画の基本理念「食を通じて健全

な心身を培い、豊かな人間性を育む」と、キャッチフレーズ「にいがたの食で育む、   

元気・長生き・豊かな心」を共通の言葉としたうえで、「国内産や新潟県の農産物の使用

頻度を高める」、「日本型食生活を実践する」、「参加者が地域の食文化や農業、食品への

理解を深める」ために、以下の数的目標を掲げ、事業を実施した。 

 

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、食育リーダーの

育成、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 

イ）主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日２回以上、ほぼ毎日食べている

国民の割合の向上目標 

【現状】46.0％（H27新潟県）→【H29目標】50％ 

注）【H29目標】は MOAの調査結果（以下、同様） 

 

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目標 

【現状】0回 0名 →【H29目標】2回 20名 

 

③ 食材を購入する際に「国産や地域の食材を選ぶ」とする者の割合の向上目標 

【現状】42.2％（H28新潟県） → 【H29目標】52％ 
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３．食育推進検討会の開催 

◆検討委員名簿                  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事務局 

 

 

 

 

 

（１）第１回食育推進検討会【７月６日、青山コミュニティハウス(新潟市西区）】 

上記 2.(1)の課題を踏まえ、参加者に理解と実践が進むよう、以下の５点についての

計画の策定を行った。 

① 生活習慣病予防と食生活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 

② 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 

③ 食や農への理解を深める農業体験会の会場の選定 

④ 食を通して、人とひとをつなげる共食の場の選定 

⑤ 参加者のチャレンジシートを活用した食生活の改善を資格者が支援する実施運用 

 

（２）第２回食育推進検討会【11月 16日、小針青山公民館(新潟市西区）】 

上記の５点について、事業実績を踏まえた成果および課題の検証を行い、今後の方向

性を展望した。 

      

 

 

 

 

 

 

氏名 在住地 立場 
齋藤 眞憲 新潟市 ボーイスカウト新潟第 11団委員長 
渡辺 裕子 新潟市 栄養士 
髙津もろみ 新潟市 国際薬膳食育師 
板垣 和弥 三条市 新潟県有機稲ねっとわあく会長 
清水ハル子 長岡市 食生活改善推進員 
疋田 貞子 長岡市 食生活改善推進員 
水野  茂 柏崎市 柏崎家庭菜園グループ鍬の会事務局長 
中川文十郎 佐渡市 元佐渡市高齢者等福祉保健審議会委員 

氏名 在住地 立場 
阿部  豊 ― 当会新潟チーフ 
斎木 幸作 ― 当会新潟ＭＯＡ食育指導員 
阿部 公博 ― 当会新潟経理担当 

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 

（１）第１回食育推進リーダー研修会【７月 13日、三条市総合福祉センター(三条市）】 

講師(高津もろみ、渡辺裕子)が、12 名の食育資格者へ本事業の課題及び目的・目標

と計画を伝え、調理実習を行うなど実施に向けた準備を行った。 

 

 

 

 

（２）第２回食育推進リーダー研修会【11月 16日、小針青山公民館(新潟市西区）】 

講師(高津もろみ、渡辺裕子)が、15 名の食育資格者と共に、本事業の課題・目標に

照らして、事業実績を踏まえた具体的な成果を挙げ、今後の課題や方向性を展望した。

またこの機会を利用して、より一層日本型食生活の普及に寄与すべく、大豆の特徴を 

生かした簡単な調理実習を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

５．食文化の保護・継承のための取り組み――料理講習会の開催 

地域の食文化の保護・継承のために、子育て世代や若い世代を対象にして、ごはんを

主食に主菜、副菜をバランスよく組み合わせた日本型食生活の実践を通して、下記の  

課題と食生活の改善に資する料理講習会を開催した。 

 

◆料理講習会 開催一覧 

開催日 開催地 参加者数 講師･サブ 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立 

８／９ 柏崎市 12 名 3 名 野菜手まり寿司･冷やしのっぺ･ナスとピーマンの味噌炒め 

８／20 三条市 18 名 3 名 同 上 

８／27 新潟市 12 名 3 名 同 上 

９／３ 新潟市 13 名 3 名 同 上 

合 計 － 55 名 12 名  
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◆ 料理講習会の課題 

・ごはんを主食に主菜、副菜の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のための取り組み 

・一日 10ｇ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 
① 開催日:８月９日 開催地:柏崎市･市民プラザ 

参加者：12名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・冷やしのっぺ・ナスとピーマンの味噌炒め 

    

イ）参加者の感想 

・普段は野菜が苦手な子供が、一緒に包丁をもって野菜を切り、お友達も同じように

鍋で煮て調理することで、野菜を食べることができました。子どもにとっては、 

とても意味のある料理講習会でした（30代女性） 

・安心安全な材料を使って、かわいい手まり寿司やお野菜をたくさん使った料理が 

作れるので、機会があればまた参加したいです（30代女性） 

・子育て世代の私たちは、手軽な料理は作りますが、のっぺや夏野菜の味噌炒めのよ

うな伝統的な和食のメニューはほとんど作る機会がないので、時々講習会でやって

いただきたいです（30代女性） 

・良い機会をいただきありがとうございました。毎日の食卓を見直していきたいと 

思いました（40代女性） 

 

ロ）講師の感想 

・事前に参加予定者の一人のお子さんが食物アレルギーであることが分かり、のっぺ

汁の具材のうち、ホタテだけを使わないように調理の工程を工夫しました 

・新潟県の伝統料理は、若い主婦や小さなお子さんたちには好まれないのではないか

と心配しましたが、みなさんが楽しんで美味しいと完食されていたので嬉しかった

です 
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② 開催日:８月 20日 開催地：三条市･井栗公民館 

参加者：18名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・冷やしのっぺ・ナスとピーマンの味噌炒め 

 

イ）参加者の感想 

・手まり寿司を孫と一緒に、楽しみながら作れたことが嬉しかったです（60代女性） 

・みんなと一緒にワイワイ作って食べることが楽しかった（10代男性） 

ロ）講師の感想 

・皆さんが楽しそうにされている姿が良かった 

・のっぺは郷土料理ですが、本来は冬の料理なので、旬と地産地消の観点から今後は

検討したいと思います 

 

③ 開催日:８月 27日 開催地：新潟市東区･中地区コミュニティセンター 

参加者：12名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・冷やしのっぺ・ナスとピーマンの味噌炒め 

       

イ）参加者の感想 

・今までは自分の食べたいものを調理することが多かったのですが、今後はバランス

のとれたメニューに心がけます（20代女性） 

・仕上げのお皿選びと盛り付けをやってごらんと言われ、初めてで戸惑ったけど「バ

ランスよくできたね」と褒められて、嬉しかったです（10代女性） 

ロ）講師の感想 

・チャレンジシートを使用した生活習慣の改善が継続して実践できるように、講師が

参加者のサポートに努めます 

・自然農法産や有機農法産の食材を準備して調理しました。いつもより味が違って美

味しいとの声がありました 
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④ 開催日:９月３日 開催地：新潟市西区･新潟市黒埼市民会館 

参加者：13名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・冷やしのっぺ・ナスとピーマンの味噌炒め 

   

イ）参加者の感想 

・日本型食生活について、紙芝居で説明してくれたので分かりやすく、参考になりま

した（40代女性） 

・ちょっとした工夫で薄味でも美味しく食べられることを学びました(30代女性） 

・これからは肉よりも野菜が多い食事に切り替えていきたい（40代女性） 

ロ）講師の感想 

・参加している子供さんが包丁を使い、また調理後の食器を綺麗に洗ったりしている

のを見て驚きました 

・若い方たちに料理の心や手順などを伝える機会を、また持ちたいと思います 

 

（２）料理講習会のまとめ 

① 資格を活かして料理講習会を開催 

・心身ともに健康なまちづくりをしたいと意欲をもち資格をとった方が、地域で行っ

ている食育セミナーの他に、本事業の料理講習会へ参画し、市民に向けた食育活動

を行った（新潟市東区） 
 
② 県が認める食育推進事業への参加呼びかけ 

・昨年度の「元気なまちづくり」補助事業（美育活動）への参加をきっかけに、他の

団体に所属する奥さんたちとつながりができ、子育て世代の人たちへの呼びかけに

ご協力いただけた（柏崎刈羽） 

・小学生のお子さんを持つお母さんが、ママ友に積極的に声かけをしてくれて、３組

の親子さんが参加されました（新潟市西区） 

・このように各開催地では、新潟県が認める食育体験会への参加の呼びかけがスムー

ズに進められた 

 

③ 参加者の状況に応じた対応 

・参加者へ事前に食物アレルギーの有無を確認したところ、一部の人にアレルギーが

あり、そのうち一人のお子さんが要注意であることが分かり、のっぺの具材のうち

ホタテを使わないように対応した（柏崎刈羽） 
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・食卓に一輪の花を飾って食事をした際、その花に心を惹かれ「私も一輪挿しをやっ

てみたい」と要望された方へ、“美のあるくらし”をおすすめした 

 
④ 周囲の協力から食育活動の拡がりが生まれた 

・講師だけでは運営スタッフが足りなかったので、Ａさん（男性）へお手伝いをお願

いしたところ快く手を貸して下さり、会場での写真撮影や不足物資の調達にご協力

いただき、助かりました（柏崎刈羽） 

・地域の福祉施設を通じて「こども食堂」を運営している市民と知り合い、その方と

の協力関係が深まる中で、私たちの健康生活ネットワークで「みんなの食堂」を 

運営するようになり、今年はこの事業に参加できたことで、より活動に拡がりが 

出たと思います（三条大崎） 

 

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。 

◆ 一次目的：農業体験会に参加する人を増やす 

◆ 二次目的：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 

◆ 開催一覧 

開催地 実施日 参加者 
指導者 

・サブ 
主な作業内容 

新潟市 
1 回目 8/8 8 名 3 名 無農薬野菜の収穫体験、農場見学とダイコンの種まき体験  

２回目 9/24 4 名 2 名 農場見学と大根の間引き、イチゴ苗の植え付け体験 

合計 － － 12 名 5 名  

 

（１）農業体験会 
① １回目開催日：８月８日 開催地：今井農場(新潟市秋葉区)  参加者：８名 

主な内容：無農薬野菜の収穫体験、農場見学とダイコンの種まき体験 

     

イ）参加者の感想 

・これまでプランターといえば長細いイメージしかなかったが、丸いものもあること

を知った。これなら町の人でもやりやすいのではないかと思った（70代女性） 

・自然農法を実践されてきた農家さんの体験談は、とても貴重だった。何でも初めて

行う人は私たちが思う以上の苦労があるのだと感じた（50代女性） 
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ロ）指導者の感想 

・自然農法による水稲栽培の実体験の話をさせていただき、天候など自然条件に左右

され苦労が多いが喜びも大きいことを伝えた。今回は、家庭菜園に興味を持ってい

る方も来ていたので、少し実践的な話もさせていただいた 

・台風の接近による雨模様の中、当日は予定を一部変更して実施。短い時間の中で見

学と農業体験を急ぎ足でしなければならなかったが、開催できて良かった 

 

② ２回目開催日：９月 24 日 開催地：今井農場(新潟市秋葉区)  参加者：４名 

主な内容：農場見学、ダイコンの間引きとイチゴ苗の植え付け体験 

      

イ）参加者の感想 

・前回種を蒔いた大根の間引きを体験し、間引いた大根葉をもらえて嬉しかったです。

早速帰って料理したいです（50代女性） 

・苗を植え付ける直前に苗のポットを水の中に浸したり、植えた後の水のやり方が学

びになった。もっと土の説明や土作りなどの話も聞きたかった（50代女性） 

ロ）指導者の感想 

・天候にも恵まれ、和気あいあいとできて良かった。秋に向かって野菜の様子も見て

もらえて、２回継続する良さがあった 

 

（２）農業体験会のまとめ 
参加者に苗の植付や畑の管理等を体験していただき、農産物や農業に対する理解を

深めることができた。また、地域の生産者と消費者が交流するきっかけとなった。 
 

７．地域における共食の機会の提供 
食事を人と一緒に食べる重要性を普及するため、共食の機会を実施する。 

本事業を通して、共食を必要とする人を確認し、今後の普及方法を検討する。 

◆「食事を皆で楽しむ会」開催一覧 

開催日 開催地 参加者数 講師･サブ 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立 

７／20 佐渡市 14 名 3 名 野菜手まり寿司・夏野菜の具だくさん味噌汁 

８／８ 新潟市 ９名 3 名 同 上 

８／26 長岡市 ８名 3 名 同 上 

８／27 新潟市 11 名 3 名 同 上 

合計 － 42 名 12 名  
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（１）共食の会 
① 開催日：７月 20 日 開催地：佐渡市・あいぽーと佐渡 

参加者：14名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・夏野菜の具だくさん味噌汁 

        

イ）参加者の感想 

・今日の献立は、孫と過ごす夏休みのランチにぴったりだと思った。家で孫と一緒に

作るのが楽しみです（60代女性） 

・新たな知り合いができ、楽しい時間を過ごせた。とても楽しかった（70代女性） 

ロ）講師の感想 

・地元の食材を使った料理を市民同士で共に食べ、楽しく語らう場となり良かった 

・今回は主婦のみの参加だったが、次は子供も大人も一緒に楽しむ場を呼びかけたい 

 

② 開催日：８月８日 開催地：新潟市東区プラザ 

参加者：9名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・夏野菜の具だくさん味噌汁 

         

イ）参加者の感想 

・人参はあまり好きじゃないけど、手まり寿司の人参は食べられました（10代女性） 

・もっと食に対する配慮をしなければならないと思った（60代男性） 

・味噌汁は、味噌が少なくてもだしの風味がよく効いて、おいしかった（60代女性） 

・和食はバランスの良い健康食だということを再確認しました（50代女性） 

ロ）講師の感想 

・共食を提供する“食事を皆で楽しむ会”は、市民のための食育活動として必要なこ

とだと思った。次回はもっと準備を整えてやりたい 
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③ 開催日:８月 26 日 開催地：長岡市さいわいプラザ 

参加者：8名、講師･サブ：3名 

献 立：野菜手まり寿司・夏野菜の具だくさん味噌汁 

     

 

イ）参加者の感想 

・どうしても味噌汁が濃い味になりがちなので、気を付けて薄味にしたい(70代女性) 

・普段は調理をしないので不慣れながらも、こうして皆さんと作るのは楽しかった

（70代男性） 

ロ）講師の感想 

・食卓にお花を飾ったことで、参加者から大変喜ばれた。緊張せずに和やかな雰囲気

で和気あいあいとできたことが良かった 

・私自身、普段は食べ物の栄養面にばかり関心が行き、食事全体のバランスを忘れが

ちだったことに気付かされました 

 

④ 開催日：８月 27 日 開催地：新潟市西蒲区･漆山公民館 

参加者：11名、講師･サブ：3名 

献立：野菜手まり寿司・夏野菜の具だくさん味噌汁 

 

 

 

 

       

 

 

 

イ）参加者の感想 

・本当に楽しかったし、お米や野菜の味が美味しかった（50代女性） 

・手まり寿司のお皿に、紅葉の葉や笹を飾ると華やかになって良かった（50代女性） 

・食の話が勉強になった。自然農法のお米を酢飯にする前に、そのままで味わってみ

たかったです（60代男性） 
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ロ）講師の感想 

・当日までに必要なことを何回も打ち合わせし、役割分担や手順も確認し、調理の下

準備を細かくできたので、参加者に楽しんでやっていただくことができたと思う 

・日本型食生活の基本を、一緒に学ぶ機会を地域の方々ともてて良かったです 

 

 

（２）共食のまとめ 
① 参加者の募集 

・研修で学んだ「共食の機会の提供」の主旨を踏まえて、皆で話し合い、各自の身近

な人の中で、一人暮らしの人や食生活の改善を勧めたい人を参加対象としました 

 

② 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をかけた。感謝の言葉を述べられ、こちらも嬉しく

なった 

 

③ スムーズな進行に心がけた講師の姿 

・はじめに参加者の皆さんに、順番に自己紹介をしていただくことで、お互いに打ち

解けて、和やかに進めることができた 

・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

楽しんでやってもらうことができた 

・参加者が和めるように、一輪の花を花器に活けて食事の時に飾ったら、花があると

気持ちいいと言われ、嬉しかった 

・充実した人生を送るために、また心身ともに健康で暮らすために、このような食育

講座を楽しみながら積み重ね、家族はもちろん親しい友人や仲間、地域の皆さんと

支え合い、絆を深めつつ取り組んでいきたいと強く思う 

 

④ 周囲の協力 

・生産者から自然農法産のお米の提供があった 

 

⑤ 共食は地域のまちづくりにつながる食育活動 

・Ｈさんは、共食の会にＪＡ佐渡の女性会から９人を案内するなど、積極的に取り組

み、「人を集めるむずかしさも感じましたが、参加した皆さんが家庭でも喜んで実

践してくれたことが何よりの喜びです。健康長寿には日本型食生活や、地域の食材

の大切さなどを学べ、たいへん有意義でした」と話してくれました 

 

この声に代表されるように、共食の機会は食育を推進する仲間や市民に受け入れられ、

地域の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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８．事業成果のまとめ 

（１）第３次食育推進基本計画及び新潟県の食育推進計画の目標達成への寄与 
県民一人ひとりが、「輝いて暮らせる健康長寿の新潟県づくり」に向かって、「食を 

通じて健全な心身を培い、豊かな人間性を育む」ことをテーマとした食育活動体験会を

開催した。 

参加者の食生活の改善については、チャレンジシートを活用して、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実践を行なった。 

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身に

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新潟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て

取り組んだ。 

 

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、食育リーダーの

育成、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 

 

イ）主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日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～現状と今年度の目標数値 

 

【現状】46.0％（H27新潟県）→【H29目標】50％（MOA調査） 

 

ロ）調査方法 

食育活動体験会｢食文化｣｢農業体験｣｢共食｣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 

 

ハ）調査結果 

 ｢食文化の保護・継承（料理講習会）｣と｢共食の機会（食事を皆で楽しむ会）｣

の参加者への質問「ご飯を主食に、主菜、副菜のそろった食事をしていますか？」

の回答の集計結果 

 
  注）合計はアンケートの回収数（以下、同様） 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 回答数

①１日に３食、食べている 10 25.6 9 23.7 19 46.4 19 48.7 29 36.20 28 36.40

②１日に２食は食べている 19 48.8 20 52.6 16 39.0 18 46.2 35 43.80 38 49.30

③１日に１食は食べている 10 25.6 9 23.7 6 14.6 2 5.1 16 20.00 20.00 11 14.30 14.30

④ほとんど食べない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

合計 39 100.0 38 100.0 41 100.0 39 100.0 80 100.0 100.0 77 100.0 100.00

85.70

事後事前

食文化と共食の合計

割合（％） 割合（％）

80.00

回答内容

食文化の保護・継承（料理講習会） 共食の機会（食事を皆で楽しむ会）

事前 事後 事前 事後
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ニ）調査結果のまとめ 

｢１日に３食、食べている｣と｢１日に２食は食べている｣の合計は、事前は

80.0％であったが、事後には 85.7％となり、結果的に 5.7％向上し、目標とした

50.0％を達成することができた。 

 

ホ）結果の考察 

i. 体験会に参加することで食生活への意識が変わり、日本型食生活の実践者が

増加することが示された。 

ii. ｢食文化の保護・継承（料理講習会）｣、｢共食の機会（食事を皆で楽しむ会）｣

共に、資料「日本型食生活のススメ」「デキる大人は食から違う」を用いた

セミナーや調理レシピ「県産米と野菜を使った野菜手まり寿司」が効果的で

あったと推察でき、県民の健康増進に向かって継続した体験会が必要である 

iii. ただし、食文化の保護・継承（料理講習会）の参加者において「１日に３食、

食べている」人が 1.9％減少した点は、今後の課題とする 

 

② 農林漁業に関する事業 ≪農業体験会≫における数値目標 

イ）農業体験者数の増加 

【現状】0名（MOA実績）→【H29目標】20名 

ロ）結果 

農業体験会２回の参加者の合計は、12人であり、目標を達成できなかった 

ハ）結果の考察 

i. 農作物や土を観察し、生産者の話を聞くことで、地域の農業への理解と交流

が深まった 

ii. 台風が体験会の開催や参加に影響を与えたので、今後は開催時期を早めて、

夏休みの時期に開催したい 

 

③ 食品を購入する際に「国産や地域の食材を選ぶ」とする人の割合の増加について 

イ）現状と今年度の目標及び最終目標数値 

【現状】42.2％（H28新潟県） → 【H29目標】52％（MOA調査） 

ロ）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２回、アンケート調査を

実施し、「食材を購入する際に、国産や地域の食材を意識して選ぶ」とする人

の、参加前後の実態調査を行った 
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ハ）調査結果 

 ｢食文化の保護・継承（料理講習会）｣と｢共食の機会（食事を皆で楽しむ会）｣

の参加者への質問「日常の食材について、食材の産地を意識して選んでいます

か？」の回答の集計結果 

 

同様に質問「日常の食材について、新潟県の食材を意識していますか？」の

回答の集計結果 

 

 

ニ）調査結果のまとめ 

i. 国産や地域の食材を意識して選ぶ人を 52.0％とする目標に対して、｢外国産

より国内産を優先する｣人は、89.6％であり、目標を達成できた 

ii. 新潟県産の食材を意識して選ぶ人を 80.5％とするとの目標に対して、｢新潟

県の食材を意識して選ぶ｣人は、事前には 71.3％であったが、事後には 80.5％

となり、9.2％向上し、目標を概ね達成できた 

 

ホ）結果の考察 

i. ｢食文化の保護・継承（料理講習会）｣、｢共食の機会（食事を皆で楽しむ会）｣

共に、各会場の講師は地産地消に心がけて、国産や新潟県産の食材を用いた

調理実習を行い、日本型食生活と地域の魅力を再発見する必要性を訴えたセ

ミナーの効果が表れたと推察できる 

ii. 地域の食材を上手に活かした郷土料理や日本型食生活の献立が美味しく、参

加者に感動を与えたことが、新潟県の食材の魅力を再発見することにつなが

っている 

iii. ただし、食文化の保護・継承（料理講習会）の参加者において「国内産を選

ぶ」人が 0.4％減少した点は、今後の課題となる 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 回答数

①外国産よりも国内産を優先し
ている

34 87.2 33 86.8 37 90.2 36 92.3 71 88.6 69 89.6

②国内産より外国産を優先して
いる

1 2.6 1 2.7 0 0.0 0 0.0 1 1.2 1 1.3

③特に気にしていない 4 10.2 4 10.5 4 9.8 3 7.7 8 10.0 7 9.1

合計 39 100.0 38 100.0 41 100.0 39 100.0 80 99.8 77 100.0

回答内容

食文化の保護・継承（料理講習会） 共食の機会（食事を皆で楽しむ会） 食文化と共食の合計

事前 事後 事前 事後 事前 事後

割合（％） 割合（％）

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①新潟県産の食材を意識してい
る

24 61.5 29 76.3 33 80.5 33 84.6 57 71.3 62 80.5

②新潟県産の食材を意識してい
ない

15 38.5 9 23.7 8 19.5 6 15.4 23 28.7 15 19.5

合計 39 100.0 38 100.0 41 100.0 39 100.0 80 100.0 77 100.0

回答内容

食文化の保護・継承（料理講習会） 共食の機会（食事を皆で楽しむ会）

事前 事後 事前 事後

食文化と共食の合計

事前 事後
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（２）波及効果～参加者と資格者の声から 

① 個人の食生活の改善が周囲に拡がる 

家族の夕食づくりを週 5回担当しています。これまでの食習慣でみそ汁などが濃い

味付けになりがちなので、気を付けて薄味にしたいと思います(参加者) 

 

② 生活習慣病の予防と健康増進につながる 

チャレンジシートを作成してチャレンジ項目を決め、その日から努力されている事

が分かり、私達もそれが嬉しくて、参加者に声をかけサポートしました(食育資格者) 

 

③ 健康を支え合うコミュニティが生まれる 

充実した人生を送るために、また心身ともに健康で暮らすためにも、食育講座を 

積み重ね、家族はもちろん地域の皆さんと支え合い、絆を深めつつ取り組んでいき

たいと強く思いました(食育資格者) 

 

④ コミュニティの広がりから健康なまちづくりへ 

米や野菜を育て消費者に提供して下さる生産者は、生命力の強い新鮮で安心安全な

食べ物を提供してくれる、健康なまちづくりの担い手です(食育資格者) 

 

⑤ 参加者、講師、生産者が共に健康を支え合う、共助のコミュニティ 

～三条市で始まった「みんなの食堂」が食育事業に参画～ 

食育資格者が集まる「三条大崎健康生活ネットワーク」では、子供の貧困問題への

対応として平成 29 年５月から三条市大崎地域の井栗公民館にて、「みんなの食堂」

を毎月開催しています。 

８月には、本事業にも参画することで新たな参加者が増え、中には公民館の広報を

見て参加された方（40代女性/教員）もありました。２人のお子さんと参加された市

議会議員の方から「一人暮らしの老人も受け入れてほしい」との要望があり、今後は

検討して受け入れていきたいと思っています。地域には高齢者のコミュニティの場

として家を解放されている方もあり、2025 年問題も考えて、協力していきたいと  

思います。 

「みんなの食堂」の活動は始まったばかりですが、主婦が主体になっているネット

ワークの活動が、地域のまちづくりに役立てられるように、心配りしながら活動を

進めていきたいと思います。 

この他にも、三条市が行っている食育活動への協力や、県内の民間団体「有機稲作

ねっとわあく」との連携も、今後進めていきたいと思っています。 
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９．参考資料 

（１）実施体制 

 

（２）新潟県の窓口 

事
業
担
当
者
名
及
び
連
絡
先 

氏名（ふりがな）  あ べ ゆたか 
阿 部  豊 

所属（部署名等） 

（一社）ＭＯＡインターナショナル新潟 
役職 

チーフ 
所在地 
（〒950-2072）新潟市西区松美台 2-39 ＭＯＡ商事新潟店内 
電話番号 

025-267-2266 
FAX 
 025-267-2265 

メールアドレス            URL 
y-abe@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

新潟県支所

↓
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

（一社）ＭＯＡ

インターナショナル

新 潟
ＭＯＡ食育講師

食育推進検討会

食育ボランティア団体

ネットワーク

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

新潟県

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）

関東地区事務所

関東支所

指導員出向

北陸

農政局

東京療院



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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 2月 印刷 

平成 30年 2月 発行 

 

発行所 一般社団法人 ＭＯＡインターナショナル 

発 行 阿部  豊 

編 集 斎木幸作 

事務所 〒950-2072 新潟市西区松美台 2-39 ＭＯＡ商事新潟店内 

電 話 025-267-2266 

ＦＡＸ 025-267-2265 

ＵＲＬ http://www.moainternational.or.jp 
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