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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
②
③
④
⑤

若い世代を中心とした食育の推進
多様な暮らしに対応した食育の推進
健康寿命の延伸につながる食育の推進
食の循環や環境を意識した食育の推進
食文化の継承に向けた食育の推進

石川県は、第２次いしかわ食育推進計画において「食を知る」「食をつくる」「食を楽し
む」ことを通して、生涯にわたり望ましい食生活を実践する力を身に付け、健康な身体を
培い豊かな人間性を育むために、以下の重点施策を示し推進している。
◆第２次いしかわ食育推進計画
①
②
③
④

重点施策

適切な栄養管理等の食に関する正しい知識の習得
食を楽しむ力（育てる、調理する、食べる）の育成
健全な食生活や健康づくりに関する知識の習得
健全な食生活の実践

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、石川県の認可を得て「平成 29 年度
石川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もって、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（料理講習会、農業体験会）
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２．事業の課題及び目的
第３次食育推進基本計画及びこれを踏まえた、いしかわ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、下記の成果目標をもって、本事業に取り組んだ。
⑴ 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
① 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者の
割合を向上させる
② 料理講習会をきっかけに、食育に関わるボランティアに参加する人を増やす
⑵ 農林漁業体験の取組みを支援する「農業体験会」では、石川県内や地域の農林水産
業に対する理解度の向上を図る
① 農業体験会の参加者の増加を図る
⑶ 全事業について≪料理講習会、農業体験会

共通≫の目標

① 国産の農林水産物や自然農法、有機農法の農産物、地域の食品の価値を再発見し、
食品を購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」とする者の向上を目指す
⑷ 食育ボランティアの拡大を図る
① 食育活動体験会を通して、食育ボランティアを増やす

３．食育推進検討会の開催
第 1 回の食育推進検討会は、6 月 9 日、金沢療院会議室において、前記の課題を踏まえ、
参加者に理解と実践が進むよう、以下の 5 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
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）食や農への理解を深める農業体験会の会場の選定
ニ）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
■ 検討委員および事務局員
役職
検討委員

氏名
三林
寛

在住地
七尾市

立場
医療法人社団 藤聖会 金沢ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼｮﾝ ｳﾞｨｰｸ内科医

検討委員

中井

史花

金沢市

フードコーディネーター

検討委員

押野マリエ

金沢市

医療法人財団 玉川会 金沢クリニック管理栄養士

検討委員

湯村

佳弘

金沢市

食育指導員

検討委員

下川

高典

金沢市

菜園生活指導員

検討委員

千葉

征治

金沢市

食育指導員・青少年育成担当

検討委員

細川

洋幹

白山市

一般社団法人ＭＯＡ自然農法文化事業団普及員

検討委員

田中

秀雄

金沢市

株式会社エムオーエー商事北陸販売チーフマネージャー

検討委員

藤村シズエ

金沢市

市民ボランティア「あんやとう」代表

検討委員

長瀬美智子

金沢市

市民ボランティア「かきつばた」代表

検討委員

山田

清美

羽咋市

市民ボランティア「食育たんぽぽの会」代表

事務局員

吉澤

一浩

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル北陸地区事務長
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■第 1 回

食育推進検討会（於：金沢療院）

第 2 回、11 月 10 日の検討会は、上記の 5 点について、事業成果のまとめ及び
検証、今後の方向性をまとめた。
■第 2 回

食育推進検討会（於：金沢療院）

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、6 月 10 日、ＭＯＡ石川地域拠点において開催し、
講師（村田正一、下川高典）から食育資格者 52 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の確認等、実施に向けた具体的な研修を行った。
第 2 回食育推進リーダー研修会は、11 月 11 日、ＭＯＡ石川地域拠点において開催し、
講師(村田正一、下川高典)から食育資格者 39 名へ、食育推進検討会でまとめられた事業の
成果と検証の結果を伝え、今後の方向性を学び合った。
■食育推進リーダー研修会
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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
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、下記の課題と食生活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、若い世代の方々、子どもたちや子育ての保護者、関係者など

◆料理講習会の具体的な課題
イ) 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
ロ) 地域の野菜を活用したレシピの普及
ハ) 食文化としての和食や郷土料理の継承に向けた取り組み
（１）料理講習会
◆開催一覧
開催地

開催日

参加者

講師･
サブ

羽咋市

8/5

８名

3名

ごはん、具沢山の味噌汁、白身魚のグリーンソース、なすの冷やし鉢

金沢市

8/20

35 名

3名

柿の葉寿司、具沢山の味噌汁、寒天恵比寿、フルーツ寒天

小松市

8/20

8名

3名

ごはん、具沢山の味噌汁、白身魚のグリーンソース、なすと牛肉のゴマみそ
炒め、大豆の五目煮

能美市

9/10

10 名

3名

白米とケチャップライスのおにぎらず、具沢山の味噌汁

金沢市

9/28

9名

3名

おむすび、めった煮、治部煮、即席漬け

地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立

① 開催日：8 月 5 日、開催地：羽咋市、参加者：8 名、講師･サブ：3 名
レシピ：ごはん、具沢山の味噌汁、白身魚のグリーンソース、なすの冷やし鉢

◆参加者の感想
イ) 食事が体を作るので大切ということは知っていたのですが、出汁を取り、そこ
から調理することで体に優しく、健康になると実感することが出来ました。
健康の為にも、自炊を心掛けようと思います。（30 代女性）
ロ) 野菜を食べない時もあるので、
「毎日、野菜を食べる」ことを目標としました。
ほぼ毎日実践でき、体調もよくなったような気がするので、引き続き野菜を
摂る様に心掛けます。（20 代女性）
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◆講師の感想
イ) サポートする中で「気を付けて食事をしている」との参加者の声から食生活の
改善に取り組む様子が伝わり、嬉しくなりました。今後も「元気になる食事法」
の実践について時々声を掛け、より健康になってもらいたいです。
② 開催日：8 月 20 日、開催地：金沢市、参加者：35 名、講師･サブ：3 名
レシピ：柿の葉寿司、具沢山の味噌汁、寒天恵比寿、フルーツ寒天

◆参加者の感想
イ) 核家族なので、郷土料理の実習は貴重な体験でした。具沢山の味噌汁は子供た
ちもお代わりをしてくれるので嬉しいです。平日は仕事の為、夕食は簡単なも
のになりがちですが、野菜をたっぷり摂るよう心がけたいです。（30 代女性）
ロ) 食育チャレンジシートを利用して毎食野菜を食べるようにしたところ、食事の
バランスが良くなり体重が減りました。普段歩いていないことに気づき、車ば
かりでなく歩くことも優先させたいと思いました。（30 代女性）
◆講師の感想
イ) 地元の子供会の役員の方が参加を呼びかけるなど運営面を手伝って下さり、昨
年以上にスムーズで楽に実施できました。終了後、参加者から「来年もやって
欲しい」との反響があり、資格者や子供会の皆さんと話し合いたいです。
ロ) 子供達にとって貴重な体験となったようで良かったです。このセミナーを通し
て、日本型食生活が各家庭に定着し、心身ともに健康な地域コミュニティが
形成されることを願っています。
③ 開催日：8 月 20 日、開催地：小松市、参加者：8 名、講師･サブ：3 名
レシピ：ごはん、具沢山の味噌汁、白身魚のグリーンソース、
なすと牛肉のゴマみそ炒め、大豆の五目煮
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◆参加者の感想
イ) 出汁を使うことで料理の味も良くなるし、調味料が少なくても満足できるので
今後も活用したいです。教わった料理法で、家族と楽しく食事をしたいと思い
ます。（30 代女性）
ロ) 食習慣の改善を目指し素材の味を活かした調理法に取り組みました。週に 3 回
程度しか実践できませんでしたが、健康のことを思うと、とても大事なことだ
と思いました。これからも薄味になるように頑張ります。（30 代女性）
◆講師の感想
イ) 若いお母さんたちは仕事をしている方が多く、調理する時間が限られている中
で、おいしい料理を手軽に作れるようなレシピを準備しました。
ロ) 簡単に出汁を取れるので、家庭でも実践してみたいとの感想が多かったです。
日本型食生活は日本人の舌に一番合うことを実感できました。

④ 開催日：9 月 10 日、開催地：能美市、参加者：10 名、講師･サブ：3 名
レシピ：白米とケチャップライスのおにぎらず、具沢山の味噌汁

◆参加者の感想
イ）栄養バランスが整った食事を 1 日に 2 食は食べています。食材に関しては、
外国産よりも国内産を意識していますが、地元産までは意識していなかった
ので、地産地消について学んだことを活かし、今後は意識して選んでみようと
思いました。（30 代女性）
◆講師の感想
イ）小さい子供たちは、野菜を切ったり炒めたりすることが大好きなようで、この
時期を逃さないように、家庭でも親子で料理してあげることが、食育として
大事ではないかと思います。
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⑤ 開催日：9 月 28 日、開催地：金沢市、参加者：9 名、講師･サブ：3 名
料理レシピ：おむすび、めった汁、治部煮、即席漬け

◆参加者の感想
イ) 改めて食事の大切さを実感しました。昼食は自分一人の時も多いので、簡単
に済ませていますが、野菜を多くするなど、栄養バランスを考えるようになり
ました。最近、野菜を使ったお弁当を用意するように心がけています。
（40 代
女性）
ロ) 日々時間に追われていることもあり、いかに適当な食生活をしていたか改めて
分かりました。少しの工夫で食事がおいしくなるので、もっと努力して家族に
も喜んでもらえるように頑張りたいです。
（40 代女性）
◆講師の感想
イ) 献立は、郷土料理を中心に、食材を無駄なく使い切れるメニューとなるよう
に配慮しました。また、ご飯をおいしく食べて欲しいので、お米は前日に七分
づきに精米しました。お米のとぎ方やガス釜で炊いたご飯のおいしさに対する
反響が大きかったのには驚きました。おいしいご飯の炊き方は、母から子へ、
さらに孫へと伝えてもらえたら嬉しいです。
ロ) 食材は地産地消を意識し、地元産で体にも優しく安心で安全な有機農業や自然
農法産の材料を選ぶように努めました。治部煮を調理しましたが、地元の人で
もあまり作らないと聞き、郷土料理を伝えていく大切さを実感しました。
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（２）料理講習会のまとめ
① 参加者の声
◆郷土料理に対する理解が深まる
イ) 子供は酢飯が苦手なので、家では寿司をほとんど食べることがありませんでし
た。しかし、今日、子供は柿の葉寿司をおいしそうに食べているのを見て、とて
もビックリしました。とてもいいきっかけになりました。（金沢市 30 代女性）
◆出汁に関する理解が深まる
イ) 出汁を使うことで野菜の旨味がよく出て、とてもおいしくなると分かりまし
た。調味料に頼らなくても深い味つけができ、体にもよいので、これからは時
間がある時は出汁を取って料理するよう心がけたいです。
（金沢市 30 代女性）
ロ) 子供は野菜が苦手で家では余り食べませんが、出汁を使うことで野菜の味が良
くなるし、子供が野菜を食べていたので嬉しかったです。
（金沢市 30 代女性）
◆栄養バランスの整った日本型食生活の実践に繋がる
イ) 改めて食事の大切さを感じ、自分一人分の昼食は簡単でしたが、バランスを考
え、野菜を意識してお弁当を用意することが増えた。（金沢市 40 代女性）
ロ) 今後も意識して毎食、野菜を使うようにしていきたい。お米のとぎ方や食材本
来の味を活かした調理などを普段の生活に活かし、楽しい食事を心がけながら
家族にも健康になってもらいたいと思った。（金沢市 30 代女性）
◆課題、提案
イ) 栄養バランスの良い食事や、安心で安全な食べ物の大切さを、どのようにして
子どもに分かってもらうか、その点がまだまだ課題です。（金沢市 40 代女性）
ロ) 郷土料理は家ではほとんど作らないので、作り方などをもっと知りたいと思い
ました。（金沢市 40 代女性）
② 食育ボランティアの取組み、学び
◆事前準備
イ) 献立を作る時は、郷土料理を意識し、食材を無駄なく使い切るように工夫しま
した。また、食材は地元産の新鮮な野菜で、減農薬や有機農法など体に優しい
ものを選びました。お米は前日に七分づきに精米しました。
ロ) 参加を募る声かけが大変でした。若い人たちが対象だったので、基本的なこと、
簡単に出来ることから始められるように配慮しました。
ハ) 日本型食生活や元気になる食事法など、講義の内容を短時間で要点が伝わるよ
うに資料の作成で工夫しました。
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◆ボランティアをした感想、気づき
イ) 参加者が「柿の葉寿司は思ったよりも簡単に出来ておいしい」「子供と料理す
ることがないので、これからは手伝ってもらえる」「寒天恵比寿は嫌いで食べ
なかったが、意外においしかった」等の感想を聞き、大勢で学び、料理を作っ
て食べて、地域のコミュニティづくりに貢献できたと思いました。
ロ) 核家族が多い為、日々の生活に忙しく、子供さんと一緒にゆっくり料理する時
間がないと思いますが、この料理講習会がよいきっかけとなり、伝統的な食事
や日本型食生活が生活の中に根付き、若い世代に伝わっていけば嬉しいです。
ハ) お米のとぎ方や、お米のおいしさに対する反響が大きかったので、お米どころ
の石川県民として、日本人の主食となるご飯についてもっと学んでほしいと思
いました。参加者には、おいしい料理や、体や環境によい自然米や自然農法の
食材を食べてもらい、健康で幸せな生活を過ごしてもらいたいです。
◆石川県や町内会と連携して実施できた
イ) 昨年に続き、地元の子供会と連携して開催しました。子供会の役員の方々が、
参加を呼びかけるなど運営面を手伝って下さり、昨年以上にスムーズで楽に
実施することができました。
ロ）今年は、食材費を石川県から補助してもらえたので、経費の面で負担が軽く
なり、とてもありがたいです。参加者からは「とても楽しかったので、来年も
お願いします」と言われているので、ボランティアグループの仲間や子供会の
方たちと話し合いたいと思います。
◆課題、気づき
イ) 治部煮は郷土料理ですが、地元の家庭でもあまり作らないと聞いて、とても
驚きました。郷土料理や旬の野菜を使った料理を、多くの若いお母さんたちに
伝える機会が増えることも必要だと思いました。
ロ) 働きながら子育てをしている方や、若いお母さんは食事が洋風になりがちなの
で、一人でも多くのお母さんに栄養バランスの取れた日本型食生活の大切さを
伝えることが大事だと思いました。
ハ) 食物アレルギーの子供が多いこと、野菜の旬の時期が分からない方が多いこと
が分かりました。
ニ) 料理講習会はとても喜ばれますが、準備などが結構大変です。せめて食材の
領収書の書き方がもう少し簡単になると嬉しいです。
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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 ・生産者のほ場で植え付けから収穫までを体験する
・農作物を育て収穫して、食べる楽しさを体験する
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

◆開催一覧
開催地

津幡町

白山市

白山市

実施日

参加者

指導者･
サブ

主な作業内容

1 回目

6/10

12 名

3名

田植え

2 回目

7/15

12 名

3名

豆の作付けとじゃがいもの収穫

3 回目

8/19

12 名

3名

お釜で炊飯、炊き立てご飯の試食

1 回目

7/19

13 名

1名

枝豆とバジルの定植

2 回目

8/9

9名

1名

ほ場の除草と追肥などの生育管理

1 回目

8/26

20 名

3名

無農薬野菜の収穫体験と試食

1 回目

8/26

18 名

3名

無農薬野菜の収穫体験と試食

96 名

17 名

合計（延べ）

（１）農業体験会
① 開催地：津幡町（生産者：折橋孝之）
1 回目開催日：6 月 10 日、参加者：12 名、指導者･サブ：3 名、作業内容：田植え

2 回目開催日：7 月 15 日、参加者：12 名、指導者･サブ：3 名、作業内容：作付けと収穫
3 回目開催日：8 月 19 日、参加者：12 名、指導者･サブ：3 名、作業内容：炊飯と試食
◆参加者の感想
イ) 田植えをした後、育成状況を見に、何度も子供と田んぼを訪れた。その都度、
稲が大きく育っているのを見て、子供はとても喜んでいました。今回の体験を
通して農家さんの大変さを実感しました。（30 代女性）
ロ) 田植えをしてから稲が実るまで、農家の方は水の管理をしながら秋まで育てる
ことを学び、とても大変だなと思いました。お米を食べる時は、農家の方々の
苦労を思い、感謝して食べたいと思いました。（10 代女性）
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ハ) 植えた苗がお米になって、そのお米がご飯になることが面白かったです。今、
田植えや稲刈りは機械でしますが、昔は人がしていたと聞いた時は驚きました。
（10 代女性）
◆指導者の感想
イ) お米に対する理解が乏しい子供もいるので、日本人として、主食に関しては
しっかりと学んでもらいたいです。また、田植えは日本の伝統文化として、
子供たちに継承していってもらいたいと強く思いました。
ロ) 参加者には楽しみながら、食の大切さと、農業への関心も持ってもらえました。
今後も環境保全という視点で、親子農業体験会を続けていきたいと思います。
ハ) 田植えから炊飯して消費するまで、一通り体験してもらいました。時期的な
ことから、稲刈りを体験してもらえなかったのが残念です。特に、お釜でご飯
を炊けることを知らない子供もおり、食を伝承する大切さも実感しました。

② 開催地：白山市（生産者：松任健康の里）
1 回目開催日：7 月 19 日、参加者：13 名、指導者：1 名、作業内容：定植

2 回目開催日：8 月 9 日、参加者：9 名、指導者：1 名、作業内容：育成管理

◆参加者の感想
イ) 農薬や化学肥料を減らす程、農家さんの手間は増え、大変な思いをしながら
作物を育てていることを学びました。私たちのことを考えて作って下さって
いるので本当にありがたいと思いました。（60 代男性）
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ロ) 除草も重労働だと分かりました。除草剤を使うと簡単だが、農家さんは様々な
工夫をしていることを知りました。野菜を食べる時は農家さんに感謝しないと
いけないと思いました。店頭に並んでいる野菜は見栄えがいいものばかりだが、
少しくらい曲がっていても味は同じということも体験できました。
（40 代女性）
◆指導者の感想
イ) 農家も消費者のことを考えて栽培、出荷しており、そのことをしっかりと伝え
ることができたので安心しました。作物に対して感謝する気持ちを持った参加
者もいたことが嬉しいです。
ロ) 石川県には加賀野菜や能登野菜など伝統野菜が多くあるので、農業体験を通し
て、食文化を継承することも出来ると思いました。

③ 開催地：白山市（生産者：松任健康の里）
1 回目開催日：8 月 26 日、参加者：20 名、指導者･サブ：3 名、作業内容：収穫と試食

2 回目開催日：8 月 26 日、参加者：18 名、指導者･サブ：3 名、作業内容：収穫と試食

◆参加者の感想
イ) 農業は人の体と命を支えているだけでなく、環境にも影響があることを初めて
知りました。とても貴重なことを学びました。農薬や化学肥料の使用回数を減
らすと農家さんの仕事は増えるが、消費者や環境のことを考えて野菜を育てて
いることに感動しました。（60 代男性）
ロ) 地元でとれた野菜を、地元の人達で食べる地産地消について学んだので、早速
地元の加賀野菜を買うように心がけようと思いました。（50 代女性）
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◆指導者の感想
イ) 家庭菜園の実施者や農業を体験したことがある人にも楽しんで貰えるよう
努力しました。農業は人や環境に影響があることや、安心で安全な農作物を
消費者に届けたいと願う農家もいることを参加者に理解してもらえました。
ロ) 食事はメニューも大事であるが、どのような食材を選ぶかということも大事に
なります。安心で安全な食材の大切さを伝えることが出来たように思います。
ハ) 子供達には収穫だけでなく、採ったばかりの野菜をその場で調理して皆で食べ
ることとセットにすれば、両方を学べるので効率的だと思いました。
（２）農業体験会のまとめ
① 参加者の声
◆自然や作物に触れることで喜びや感動が生まれる
イ) 畑の土がフカフカで温かかったのが気持ちよかったです。同じ畑でも元気に
育つ場所もあれば、そうでない場所もあり、育ち具合も 1 本 1 本違うので、
見ていておもしろかったです。（小松市 10 代女性）
ロ) それぞれの季節を通して、旬を感じることができました。野菜の育て方や収穫
の時期などを学ぶことができて楽しかったです。（津幡町 60 代女性）
◆農家の努力や苦労に対する理解が深まった
イ) 農薬や化学肥料を減らす程、手間がかかるので、自然農法や有機農法を実施
する農家さんはとても苦労されていることを学びました。私達の健康や安全
だけでなく、環境問題などを考えて野菜を育ててくれているので、農業がとて
も大切だということが分かりました。（金沢市 40 代女性）
ロ) 田植えをした後、子供と一緒に育ち具合を見に、何度か田んぼに行きました。
育っていく稲を見て、子供はとても喜んでいました。農家さんの大切さも感じ
ていたようで、とてもよい学びになっています。（金沢市 40 代女性）
◆食文化や伝統文化を継承する大切さの理解が深まった
イ) お釜でご飯が炊けることを知らない子供たちもいましたので、このような機会
も大切だなと思いました。火加減が難しそうでしたが、とても楽しんでいまし
た。炊飯ジャーを使えば何もしなくてもご飯が出来るので、昔の人の苦労と、
文明の利器のありがたさなどを学んでいたようでした。（津幡町 40 代女性）
② 指導者の取組み、学び
◆運営
イ) 自然に触れることで、自然と笑顔になっていくので、楽しむことを邪魔しない
ように心がけた。
ロ) 参加者の興味を引き出せるように心がけました。相手の話をじっくり聞くだけ
でも、相手が気づいたり、関心を示したりと行動に移してくれたので、よく
聞くことが大切だと実感できました。
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◆農家の努力や農作物への感謝に対する理解
イ) 作物に対して感謝の気持ちを持つようになった方もおり、生産者の思いが伝わ
ったので安心しました。
ロ) 農家は消費者のことを考えて作物を育てていることを伝えることができた。
そのような農家の努力を分かってもらえたことが嬉しい。
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７．事業成果のまとめ
（１）第３次食育推進基本計画及び石川県の食育推進計画の目標達成への寄与
県民一人一人が、生活習慣病の予防につながる食生活を実践する力を身に付けるた
めに、
「食を知る」
「食をつくる」
「食を楽しむ」をテーマとした、料理講習会と農業体
験会を開催した。具体的には、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
基本計画及び石川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。
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を促進する「料理講習
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
◆ 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者の
割合の向上について
◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】57.7%(H27)→【H29 目標】60.7%(MOA 調査)→【最終目標】70%(MOA 調査)
◇ 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
イ) 事前では「1 日に 3 食、食べている」が 23.7%、「1 日に 2 食は食べている」が
39.5%で合計は 63.2%
ロ) 事後では「1 日に 3 食、食べている」が 16.2%、「1 日に 2 食は食べている」が
51.4%で合計は 67.6%となり、4.4％増加し、数値目標 60.7%を達成した。
◇ 結果の考察
イ) 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上、食べている若者及び子育
て世代は 63.0%と、平成 27 年現状に対して高い割合であるが、食育活動の更な
る拡大が必要であると推察できる。
ロ) また、食育の大切さを家庭においてどのように子に伝えていけばよいかという
課題に対しては、子供が食を作る楽しさや苦労、大勢で食べる楽しさを体験する
ことで、食への感謝や理解が自然と身に付くことを確認し、食育活動体験会と
いう場の大切さを確認することができた。
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ハ) 更には、食育活動体験会に参加することで、日本型食生活の理解が深まり、実践
者が拡大することが示されていることから、最終目標 70%以上を目指すためにも
体験会の拡大と幅広い参加者の募集が、今後も必要であると推察される。
二) また、1 日 2 食以上となると、朝食においても栄養バランスに配慮した内容と
なることが望ましく、手軽な朝食メニューや前日の下準備の方法など、料理講習
会の中身も充実させることが大切であると推察される。
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
【現状】30 名(MOA 実績)→【H29 目標】50 名→【H32 最終目標】100 名
◇ 調査方法
農業体験会の参加者数を集計した。
◇ 結果
前年度 30 名、今年度 96 名であった。
◇ 結果の考察
イ) 石川県は南部を中心とした加賀平野や、輪島市には千枚田などがあり、稲作が
盛んである。また、加賀野菜や能登野菜などの野菜生産も根付いている。更には、
能登では「里山里海」が世界農業遺産に登録されており、身近に農業に触れる
環境が整っている。その一方で、都市部に行く程、県民の農業に対する意識は
あまり高くないことを確認した。
ロ) そのような中であっても、農業体験会の参加者は、健康や安心・安全な食に
対する関心が高いという傾向にあり、今後、参加者を増やすためには、健康や食
に関心を持つ県民への案内活動の更なる拡大が必要であると推察した。
③ 食品を購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」とする者の割合の増加について
◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】77.1％→【H29 目標】87.1％（MOA 調査）→【最終目標】90%(MOA 調査)
◇ 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、アンケート調査を実施
し、「食品を購入する際に、国産や地元の食品を意識して選ぶとする者」の、参加
前後の実態調査を行った。
◇ 調査結果
イ)「外国産より国内産を優先する」人は、事前の 82.2%から、事後の 88.5%へと 6.3%
増加した。
ロ)「国内産より外国産を優先する」人は、事前の 4.0%から、事後の 1.0%へと 3.0%
減少した。
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ハ) 特に気にしていない人は、事前の 13.9%から、事後の 10.4%へと 3.5%減少した。
二)「地元の食材を意識する」人は、事前の 66.3%から、事後の 69.8%へと 3.5%、
増加した。
ホ)「地元の食材を意識しない」人は、事前の 33.7%から、事後の 30.2%へと 3.5%
減少した。
◇ 結果の考察
イ)「外国産より国内産を優先する」人は、88.5%となり、平成 29 年の目標を達成
した。また「地元の食材を意識する」人は、事前の 66.3％から事後は 69％と
なり、3.5％増加した。
ロ) 地元産の野菜に対しては、「ブランド化により高価」というイメージやスーパ
ーなどへの出荷量が少ないということもあり、消費者が購入しにくい環境に
あるという意見があった。
ハ) そのような中、地元産の食材を意識する人の拡大に向けて、石川県産の食材の
良さや地産地消の大切さを更にアピールすべく、生産者と消費者の交流なども
交えながら、引き続き食育活動体験会の実施が必要であることが分かった。
④ まちづくりに参画するボランティアの増加について
◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】111 名→【H29 目標】117 名（MOA 調査）→【最終目標】145 名(MOA 調査)
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、参加後、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た。
◇ 調査結果
イ) 前年度 111 名 今年度 123 名
ロ）食育ボランティア活動への意識調査の結果、ボランティア活動に「参加したい」
「時間があれば参加したい」と回答した人の合計は 33 名
◇ 結果の考察
イ）回答者 37 名のうち 33 名（89%）の参加者がボランティアに関心を示しており、
食育活動体験会に参加することで、食育の推進に関わるボランティアをしたい
という意識の向上が図られると推察される。
（２）波及効果
① 食育事業に参加し食生活の改善に努力したことで、行動変容が起き、生活習慣病の
予防と改善につながった事例
イ) 普段、一人で食事をする時はパンやおにぎりなど、あるもので済ませているの
で、食事のバランスがよくなかったと気付きました。食育チャレンジシートを
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利用して毎食野菜を食べるように心がけ、ほぼ毎日実践できました。引き続き
食事習慣が更に改善するように努力したいと思いました。（金沢市 30 代）
ロ) 食育チャレンジシートでは、食事習慣の改善を目指し、寝る 2 時間前は食べな
いようにすることを目標としました。チャレンジ項目を意識することで、ほぼ
毎日実行できました。その結果、体重が少し減っていたので、食事習慣の改善
の大切さを実感することができました。普段あまり歩いていないことに気付い
たので、車ばかりではなく歩くことを優先したいです。（金沢市 30 代）
② 個人の理解と実践が進むことで家族や周囲に波及することが期待できる事例
イ) 仕事のため、平日の夕食は簡単なメニューになってしまいがちですが、具沢山
のお味噌汁があれば栄養バランスが整った食事に近づけることが分かった。
食育チャレンジ項目は主食、主菜、副菜が整うようにしました。具沢山のお
味噌汁を家で作るようにしたところ、子供たちもお代わりをして食べてくれる
ので嬉しいです。これからも、具沢山のお味噌汁や、旬の野菜をたっぷり使っ
た料理を取り入れていきたいと思いました。（金沢市 30 代）
ロ) 調理方法により野菜も甘くなって食べやすくなることや、栄養価も高くなる
こと、食事を楽しむ環境も大事であることなどを学びました。食育チャレンジ
シートでは、煮る、蒸す、炒めるなど工夫して苦手な食べ物を克服するように
取り組みましたが、週に 2～3 回ほどしか実践できませんでした。これからも
料理を楽しみながら家族の健康を守っていきたいと思います。また家族みんな
で笑い合いながら食事ができる環境を作っていきたいです。（金沢市 40 代）
③ 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が生まれる事例
イ) セミナー後、食生活のチャレンジ目標を実践できているか、食育資格者で役割
分担をして何度か声をかけました。その時の反響では「気を付けて食事して
いる」という返答だけでなく、「忘れていた」や「諦めてたけど頑張ってみる」
などの言葉もあったので、食習慣の改善は難しいだけに、お互いの支え合いが
大事になると実感しました。
ロ) 友人同士で参加された方は、セミナー後、食生活改善の努力目標の取組みで、
お互いに声を掛け合うことで、継続した実践に繋がったようでした。次回も
一緒にセミナーに参加したいねとも話しており、仲間同士による参加はお互い
の支え合いに繋がっています。
④ このコミュニティが広がる事で、健康な地域づくり、産業づくりに期待できる事例
イ) 田畑で楽しみながら、野菜づくりや稲作を体験してもらうことで、田植えなど
の伝統や、加賀野菜や能登野菜などの文化の継承に繋がっていくことを実感し
ています。特に、有機栽培や自然農法などは環境問題にも繋がるので、田畑を
健全な形で受け継いでいくことは、未来の子供たちの財産になるので、しっか
りと伝えていけるように努力しました。（菜園生活推進員）
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８．参考資料
（１）実施体制
助言・
指導

食育推進検討会

（一社）ＭＯＡ自然農法
文化事業団

（一社）ＭＯＡインター
ナショナル

本部 事務所

本部 事務所

北陸支所

連携

講師要請

北陸地区事務所
石川県支所
↓
自然農法普及員

ＭＯＡ食育講師

金沢療院

支所につながる普及会、農
業生産者

指導員出向

北陸農政局

石川県

食育資格者養成講座、
料理講習会

講師出向
（セミナー・実習）

協力依頼

結果報告
各地の医療法人や
クリニック

食育ボランティア団体
ネットワーク
行政登録数 21団体
食育資格者数 111名

食生活改善推進員

市町

他のボランティア団体

広く市民・消費者を対象にする

（２）県との窓口
事
業
担
当
者
名
及
び
連
絡

氏名（ふりがな）
吉澤 一浩（よしざわ
所属（部署名等）
北陸地区
役職

かずひろ）

北陸地区事務長
所在地
〒920-0848
石川県金沢市京町２４－３３
電話番号

FAX

０７６－２５２－４１１４

０７６－２５２－１１３１

メールアドレス

URL

k-yoshizawa@moa-inter.or.jp

http://www.moainternational.or.jp
http://moa-natural.jp
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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？
事前

回答内容
回答人数

事後
割合

回答人数

割合

① １日に３食、食べている

9

23.7%

6

16.2%

② １日に２食は食べている

15

39.5%

19

51.4%

③ １日に１食は食べている

13

34.2%

12

32.4%

④ ほとんど食べない

1

2.6%

0

0.0%

合 計

38

－

37

－

※ 料理講習会のみ
Ｑ．食材の産地は意識して選んでいますか？
事後

事前

回答内容
回答人数

割合

回答人数

割合

① 外国産より国内産を優先する

83

82.2%

85

88.5%

② 国内産より外国産を優先する

4

4.0%

1

1.0%

14

13.9%

10

10.4%

③ 特に気にしていない
合 計

101

－

96

－

※ 調理講習会と農業体験会の合算
Ｑ．石川県の食材を意識して選んでいますか？
事後

事前

回答内容
回答人数

割合

回答人数

割合

① 意識している

67

66.3%

67

69.8%

② 意識していない

34

33.7%

29

30.2%

合 計

101

－

96

－

※ 調理講習会と農業体験会の合算
Ｑ．あなたは、食育のボランティア活動に参加したいですか？
回答内容

事後
回答人数

① 参加したい
② 時間があれば参加したい
③ そう思わない
合 計

割合

5

13.5%

28

75.7%

4

10.8%

37

－

※ 料理講習会のみ
以
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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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