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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ます。 

◆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 

 
静岡県では、第 3 次ふじのくに健康増進計画を定め、メタボリックシンドローム該当

者及び予備群が増加傾向にあることや、治療を要するハイリスク高血圧者の割合が高い

ことなど、こうした課題の解消を通じて更なる健康寿命の延伸を目指している。 
また第３次静岡県食育推進計画「ふじのくに食育推進計画」には、「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

につけ、県民の健全な身体を培い、豊かな人間性を育むと示されています。 
 
◆第３次静岡県食育推進計画「ふじのくに食育推進計画」 基本的施策 
基本的施策１「食を知る」食に関する基礎知識の習得 

基本的施策２「食をつくる」食をつくる機会の充実 

基本的施策３「食を楽しむ」食への関心の高揚と食文化の伝承 

基本的施策４「食の環境づくり」食育を推進するための体制づくり 

 
◆対策の重点 

（１）共食による豊かな人間性の醸成 

（２）ライフステージに応じた望ましい食生活の実現 

（３）連携・協働で進める食育の推進 

 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、静岡県の認可を得て、「平成 29
年度 静岡県地域の魅力再発見食育推進事業」を実施しました。 

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、県内の各地で食育

活動体験会を開催しました。 
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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静岡県ふじのくに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、下記の成果目標を持って、本事業に取り組みました。 

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、食育ボランティアの増加及び農業体験参加者の増加、との課題

を持った、「若い世代を対象とした料理講習会」及び「農業体験会」を、県内各地で開催し

ました。 

取り組み内容としては、参加者の健康寿命につながる食生活の改善をテーマに、国内産

や静岡県の農産物の使用頻度を高める地域の魅力再発見の機会となるように、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機会としました。 

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

に実施しました。 

これらの取り組みを通して、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」、食育

推進計画の目標達成に向かい、以下の数値目標を掲げて取り組みました。 

◆数値目標 

（１）料理講習会における目標 

地域における食文化の保護・継承及び日本型食生活等を普及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 

【平成 28年】57.7%※ ⇒【平成 29年 目標】60.5%以上（MOA調査） 

※農林水産省編「平成 28年度版食育白書」より、性別年代別の割合について

は、静岡県ふじのくに食育推進計画にある数値を参照する 

 

（２）農業体験会における目標 

①農業体験会の開催数と参加者の増加を図る 

【平成 28年】         【平成 29年目標】 

開催数 3回 参加者数 20名 ⇒ 開催数 12回 参加者数 120名 

※増加率：１２０－２０／２０×１００＝５００％ 

 

（３）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」者の割合の向上を目指す 

【目標】前後に１０％の割合の増加を目標とする 
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３．食育推進検討会の開催 

◆検討委員 

氏名 在住地 立場 
内田恵子 焼津市 食養会代表 
岡田伊智子 浜松市 アートボランティアの会代表 
新實芳江 静岡市 元気なまちづくりネット事務局長 
中田礼子※ 函南町 函南自然農法の会代表 
兵藤恵美子 函南町 MOA 食育指導員 
山本成美子 熱海市 奥熱海クリニック 管理栄養士 

 
◆事務局員 

地福義雄（ＭＯＡインターナショナル 静岡食育担当） 
金沢高志（ＭＯＡインターナショナル 静岡東部食育担当） 
小菅豊弘（ＭＯＡインターナショナル 自然食運動推進本部課長） 

 
（１）検討会の開催 

第１回食育推進検討会は、6 月 24 日、静岡グランシップ会議室において、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 点についての計画の策定を行いました。 

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）食や農への理解を深める農業体験会の会場の選定 
ニ）食を通して、人とひとをつなげる共食の場の選定 
ホ）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回食育推進検討会は、１０月２６日、静岡グランシップ会議室において、本事業の

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

ました。 
 

 
 
 
 
 
 
 

※検討委員交代：中田礼子委員は、函南町在住の内田美樹委員に交代しました 

第１回食育推進検討会 第２回食育推進検討会 



4 

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 

第１回研修会は、６月 1 日、静岡市をはじめ県内の７会場で開催し、講師から食育 

資格者へ、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、料理講習

会で使用するレシピの確認等、実施に向けた具体的な研修を行いました。 

■第１回 食育推進リーダー研修会（県内８会場） 

開催地 開催日 講師数 参加者数 開催地 開催日 講師数 参加者数 

静岡市 6/1 2 5 三島市 6/28 2 15 

藤枝市(島田会場) 6/8 2 7 熱海市 6/29（午前） 2 12 

藤枝市 6/8 2 17 熱海市 6/29（午後） 2 6 

浜松市 6/11 2 21 沼津市 6/28 2 18 

合計 16 101 

◆講師 16 名、食育資格者 101 名 
 

 
 
 
 
 
 

（２）第２回 食育推進リーダー研修会 

第２回研修会は、１０月３１日、熱海市をはじめ県内の７会場で開催し、講師から食

育資格者へ、食育推進検討会でまとめられた事業成果と検証の結果を伝え、今後の方向

性を学び合いました。 

■第２回 食育推進リーダー研修会（県内８会場） 
開催地 開催日 講師数 参加者数 開催地 開催日 講師数 参加者数 

静岡市 11/16 2 6 三島市 11/2 2 5 

藤枝市(島田会場) 11/21 2 5 熱海市 10/31 2 4 

藤枝市 11/21 2 10 熱海市 11/21 2 6 

浜松市 11/22 2 10 沼津市 11/5 2 20 

合計 16 66 

◆講師 16 名、食育資格者 66 名 

 
 
 
 

6/28三島市会場 

11/22 浜松会場 
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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、下記の課題と食事の改善につながる料理講習会を開催しました。 
 

◆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に向けた取り組み 

・１日あたりの食塩摂取量は、男 8ｇ未満，女 7.5g未満を目標とする 

・１日あたりの野菜摂取量は、350ｇを目標とする 

 

（１）料理講習会 

■開催一覧 （県内２１会場） 
開催地 開催日 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 

静岡市 

8/11   8 3 白身魚のグリーンソース、なすの冷やし鉢、大豆の五目煮、具沢山みそ汁 

8/26   8 3 白身魚のグリーンソース、なすの冷やし鉢、大豆の五目煮、具沢山みそ汁 

8/31   9 3 白身魚のグリーンソース、なすの冷やし鉢、大豆の五目煮、具沢山みそ汁 

島田市 

6/12   3 3 
グリーンピースご飯、じゃがいもソースのホイル焼き、ほうれん草のお吸い

物、小町麩のラスク 

7/10   9 3 野菜もとれるピラフ、ほうれん草とコーンの和え物、豆乳シチュー 

7/30   7 3 ご飯、きゅうりとわかめの冷やし浸し、はちみつ肉みそダレ、具沢山味噌汁 

藤枝市 

6/24   9 3 鯵の南蛮漬け、肉じゃが、野菜の豆乳マヨネーズかけ、味噌汁 

6/24   2 3 鯵のかば焼き、蒸し野菜 

7/ 8   8 3 鯵の南蛮漬け、肉じゃが、野菜の豆乳マヨネーズかけ、味噌汁 

浜松市 

6/24   7 3 地元産玉ねぎを使った豚まん 

9/ 3  11 3 茶飯、酢の物、卵焼き、かぼちゃの煮つけ、味噌汁 

8/27   9 3 
枝豆ご飯、なすの玉ねぎソースかけ、小松菜と生若芽のしょうゆ和え、人参

のごま和え 

焼津市 7/29   4 3 具沢山茶むすび、モロヘイヤとオクラのツナ和え、具沢山みそ汁 

熱海市 

8/ 6  20 3 鶏五目ご飯、生野菜とレモンドレッシング 

8/26  13 3 
豚肉と野菜の生姜炒め、餃子、バンサンスー、生野菜とみそドレッシング、

みそ汁、 

9/22  12 3 具沢山茶むすび、野菜の具沢山味噌汁 

三島市 9/ 2  10 3 鶏団子の甘酢あんかけ、豚汁 

沼津市 7/29  15 3 じゃがいものチーズ焼き 

富士市 7/30  12 3 夏野菜の具沢山味噌汁 

伊豆の国市 8/30   9 3 野菜手まり寿司、夏野菜のみそディップ、おすまし汁 

函南町 9/14  20 3 
茶飯、夏野菜の和風マリネ、緑茶の佃煮、ピーマンの甘辛じゃこ炒め、具沢

山みそ汁 

合計  205 63  

 

◆ 参加者数      ２０５名 

◆ 講師及び講師サブ数  ６３名 ※サポーター資格者４１名 
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■各会場の写真（紙面の関係上すべてではなく、抽出しています） 

① 静岡市 事業番号４－１，２，３ 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者及び講師の感想（事業番号４－２、会場：静岡市 松富公民館） 

◇参加者 

・日本型食生活を心がけていきたいと思います。子どもも喜んでおにぎりを食べて

いました（40代 女性） 

◇講師 

・事前のアンケートを見ると日本型食生活について８人中６人が知らないと答えて

いたので、若い子育て中の方々にも、もっと伝える必要があると感じた 

・若いお母さんたちに日本型食生活の意義を知ってもらうことは、未来の日本にと

っても大事なことだと思い、更に食育活動を進めたいと思います 

 
② 島田市 事業番号４－４，８，１０ 

 
 
 
 
 
 

 

◆参加者及び講師の感想（事業番号４－８、島田市六郷東公会堂「ひなた」） 

◇参加者 

・今までは料理のことはあまり意識していなかったけど、これから上手になりたい

のでまた参加します。（30代 女性） 

・味付けが薄くてもだしが効いて美味しかった。離乳食への取り分けメニューも 

でき、子どもも一緒に食べられてすごくうれしかった。（40代 女性） 

・だしをちゃんと取ったことがなく味が不安だったけど、とても美味しくてビック

リでした。家でもやってみたら家族が喜んで食べてくれました（30代 女性） 

8/31 柳町公民館（4-1） 8/11 松富公民館（4-2） 

7/30しまだ楽習センター（4-10） 
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◇講師 

・アレルギー対応食は、私にとっても大変勉強になりました。アレルギー持ちの 

お孫さんがいる知人にも、このような料理教室にお誘いしたいです 
・調理している時も食事の時も、お母さん同士の会話が弾み、とても良い雰囲気の

子育て支援だと感じました 
・この事業は、参加者のことを考えて託児の受け入れを行いました。お子さんの事

を気にしないで思う存分調理を楽しんでいる姿を見て良かったと感じました 

 
③ 藤枝市 事業番号４－５，６，７ 

 

 

 

 
 
 
 

 
◆参加者及び講師の感想（藤枝市大洲地区交流センター）  

◇参加者 

・素材の美味しさや基本に忠実に食生活を考えることが、とても大切だと改めて認識

しました。日本型食生活をなるべく取り入れたいと思います（30 代 女性） 
・普段、出汁はインスタントが多く口が慣れていて、かつおぶしや昆布でだしをとっ

たものは薄いと感じてしまうが、食生活を変えようと思った。時間はかかるけど、

健康で過ごしていくには大切なことになってくるので心がけたい（20 代 女性） 

◇講師 

・若い人たち、また男性の参加があり良かったです。初めてボランティアをする方達

と協力し合い、楽しい料理講習会ができて良かったです 
・小さなお子様連れの参加者には、子供さんの面倒をみたり、誰もが手持ち無沙汰に

ならないよう、そして直接食材に触れられるように気配りをしました 

 
④ 焼津市 事業番号４－９ 7月 29日焼津公民館 

 

 

 

 

 

 

 

6/24 藤枝市福祉センター

「きすみれ」（4-5） 
6/24 藤枝市高州地区交流

センター（4-6） 
7/8 藤枝市大洲地区交流

センター（4-7） 

7/29焼津公民館（4-9） 
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◆参加者の感想 

・静岡県の名産品を使った食材で、１つのおにぎりができるのがとても面白いと思い

ました。おにぎり１つで野菜も魚もとれて感動しました（40 代 女性） 
・たくさんの野菜を使っていろんなメニューを作れて、栄養がとれて良いと思いまし

た。自然農法の野菜をこれからも食事に取り入れたいです（30 代 女性） 
・講師が心と体の健康づくりに熱心に取り組んでいる姿に感動しました。正しい食事

の普及がとても大切と思います（50 代 女性） 

◆講師の感想 

・参加者の若い人たちに合わせたメニューにしたことで、子供たちは野菜も美味しい

と、好き嫌いなく全部食べていました。一緒に作って食べることで、参加者の表情

や言葉がどんどん明るくなっていくのを実感しました 
・若い親御さんがメニューについて関心を示し、和食の良さを感じられていました。

お子さんがごはんと味噌汁をしっかり食べる様子に驚いていたのが印象的でした 

 
⑤ 浜松市 事業番号４－１１，１２，１３  

 

 
 
 
 
 
 

 

◆参加者の感想 

・煮ものなど、ていねいに下準備することでより美味しくなることも分かったので、

時間のあるときには実践しようと思います 
・日本型食事の基本がわかり、ちょっとした工夫でとても美味しくなる事がわかり、

家族も喜んでくれました 
・地元の野菜や海産物を使った料理を食べる事を意識し、自分も休日には少しずつ料

理するようになりました 
・卵焼きが、出汁や他の具材を入れておいしくできるようになったことが、感激です。

これからも家庭での料理やお弁当づくりを頑張りたいと思います 
・習慣を変えるのは難しいことですが、考えるきっかけとなりました 
・夫が作ってくれる野菜を、生命力があるうちに食べる努力をするようになりました 

◆講師の感想 

・今は多くの人が、時間がなく慌ただしく過ごしている様な気がします。料理もどう

手を抜こうか、どう時間を短くしようかと、それが主流になっていますが、今回を

きっかけにして、もう一度見直し時間をかけた料理を作っていただきたいです 

6/24ＭＯＡ静岡西部会館

（4-11） 

9/3クリエート浜松 

（4-12） 

8/27 ゆめ応援プラザ

（4-13） 
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⑥ 熱海市 事業番号４－１６，１７，２１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆参加者の感想 

・出汁をとったりして、和食に心がけ、食品添加物をできるだけ使っていないものを

使うようになりました（40 代女性) 
・おいしく楽しく、食べたり作ったりすることができました。また、こんな機会があ

ったら参加し、学んだことを家でも活かしたいと思います（10 代女性） 
 
◆講師の感想 

・若い年代の方へ、今の食事が将来の自分にとって重要になる事を意識してもらい、

食材を選ぶ時や外食でも、できるだけ日本型食生活に努めてもらいたいと思い、セ

ミナーや調理講習をしました 
 

⑦ 沼津市 事業番号４－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

・保健師さんから塩分に注意するセミナーを聞いてから、ラーメンのスープは全部

飲まないようになり、家族にも話しました（３０代女性） 
・野菜には生命力があり、いっぱい食べなければと思いました。料理教室では子ど

もと一緒に料理して食べ、楽しく出来ました（３０代女性） 
・家の食事の質が家族の健康にかかわるので、作り手である母親として学べて、食

生活への意識が変わり良かった（３０代女性） 
・普段の食事もバランスに気を付けているつもりでも、具体的に振り返ることはな

かったので、チャレンジシートは役に立ったと思う（３０代女性） 
 

8/6ＭＯＡ瑞雲会館（4-16） 8/26ＭＯＡ瑞雲会館（4-17） 9/23ＭＯＡあたみ幼児学園

（4-21） 

7/29片浜地区センター（4-14） 
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⑧ 富士市 事業番号４－１５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 伊豆の国市 事業番号４－１８ 

 
 
 
 
 
 
 

◆参加者の感想 

・日本型の食事について調理法など楽しく学ぶことができたので良かった 

・講習会で作ったメニューを家で実践したら家族に好評だった。ちょっとした工夫

で楽しみながらしっかりと「食」と向き合えることができた 

 
⑩ 三島市 事業番号４－１９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑪ 函南町 事業番号４－２０ 

 
 
 
 
 
 

7/30原田まちづくりセンター（4-15） 

8/30農村改良センター（4-18） 

9/2生涯学習センター（4-19） 

9/14西部コミュニティーセンター（4-20） 
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（２）料理講習会のまとめ 

イ）地域の魅力再発見・・・地域の食材の良さを実感 

・地元の生産者が作ってくれた食材で、とてもおいしくできたので、家でもやって

みようと思いました 
・地域でとれた新鮮な野菜のおいしさを味わう良い機会となり、地域の魅力の再発

見につながる料理講習会となりました 
 

ロ）子どもの成長を再発見・・・調理を通して「食育」を実感 

・子どもが包丁を上手に使っている姿を初めて見て、驚きました。子どもの成長が

嬉しかったです 

・性格がおとなしく、あまり積極的でない我が子が、ジャガイモの皮をむいたり、

せん切りしたりと、初体験できたのが良かったです 

・家では（親の）私がやるからいいと言ってしまうのですが、子どもの好奇心や成

長を止めてしまうことに気づき、これからはもう少し手伝ってもらおうかなと思

いました 

 

ハ）講師の学びも深まる 

・子どもさんが、入れ替わり立ち代わりごはんを運ぶ姿を見て、子どもも人の役に立

てることが嬉しいこと、また、大人のように一人前に扱ってあげると子どもも言う

ことを聞くことが分かり、学びになりました 

・講師も参加者の姿に学ぶ、食を通して市民同士が学ぶ、本事業の料理講習会が絶好

の「食育」の機会となっています 

 

ホ）行政の協力を得られて 

 静岡県が認可した事業ということで、保健センターの職員や市の職員の出前講座な

ど、行政の協力が得られました。市の健康施策や食育推進計画のお話しを頂く中で、

具体的な取り組み課題が鮮明になり、参加者に実感していただくことができました 
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６．教育ファーム検討委員会の開催 

◆委員会のテーマ 

①地域の魅力魅力再発見食育推進事業の目的を確認する 
②食や農への理解を深める農業体験会の内容を検討し、会場を選定する 
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等を指導者が支

援する 
④参加者にアンケート調査を行い、集計して事業の成果を整理する 

◆検討委員 

氏名 在住地 立場 

芹沢進一 函南町 函南自然農法の会 相談役 

山崎敏光 掛川市 ＭＯＡ自然農法小笠掛川普及会長 会長 

鈴木 修 掛川市 ＭＯＡ自然農法小笠掛川普及会長 副会長 

松永 修 藤枝市 ＭＯＡ自然農法藤枝普及会 事務局長 

杉本正徳 伊東市 NPO法人伊豆の風 事務局長 

浜口一宏 熱海市 熱海ＭＯＡ自然農法の会 事務局員 

南 宣志 三島市 自然農法普及員 

三浦伸晃 藤枝市 自然農法普及員 

◆事務局員 

地福義雄（ＭＯＡインターナショナル 静岡食育担当） 
金沢高志（ＭＯＡインターナショナル 静岡東部食育担当） 
小菅豊弘（ＭＯＡインターナショナル 自然食運動推進本部課長） 
 

（１）第１回 教育ファーム検討委員会 

６月２日、MOA 三島会館会議室において、本事業の

主旨を確認し、農業体験会の実施計画について検討し、

具体的な実施予定等を決定しました。 
◆議題 

①地域の魅力再発見食育推進事業について   ②事業計画と予算計画について 

③「農業体験・見学会」の基本スケジュール及び実施予定について 

④開催申請書、報告書、参加者一覧表について ⑤教材、アンケ―ト、チラシについて 

 

（２）第２回 教育ファーム検討委員会 

１０月２７日、MOA 三島会館会議室において、本事業の実施結果を確認し、アン

ケート集計の結果を検証し、今後の課題を整理しました。 
◆議題 

①地域の魅力再発見食育推進事業成果の整理  ②事業の実施結果について 
③アンケート集計結果について ④今後の課題 ⑤事業報告書の作成について 
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７．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

催しました。 
 

 ◆一次目的 体験会へ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 

 
■開催結果 

  ◆会場数 12  ◆開催数 24回 ◆参加者数 209名(指導者除く) 

 

■開催一覧 

開催地 実施日 会場 参加者 講師･サブ 主な作業内容 

藤枝市 
1回目 6/11 松永 

農園 

8 3 サツマイモ（紅あずま）苗の定植 

2回目 9/30 6 3 サツマイモの収穫体験 

焼津市 
1回目 6/18 松原 

農園 

17 3 サツマイモ苗の定植 

2回目 10/9 10 3 サツマイモの収穫体験と試食 

浜松市 
1回目 7/15 松尾 

農園 

9 2 サツマイモ苗の定植 

2回目 10/7 9 2 サツマイモの収穫体験 

掛川市 
1回目 6/22 鈴木 

農園 

7 3 サツマイモ（紅はるか）苗の定植 

2回目 11/19 11 3 サツマイモの収穫体験と、新米の試食 

掛川市 
1回目 6/11 

光陽 

の里 

4 3 
サツマイモ（紅はるか）苗の定植、人参の間引き、

ジャガイモの試食 

2回目 6/18 4 3 
サツマイモの収穫体験、人参の間引き、ジャガイモ

の試食 

熱海市 
1回目 7/29 MOA 

あたみ 

幼児学園 

3 3 サツマイモ畑の除草作業 

2回目 11/5 4 3 
(獣害のため）圃場の片づけ、残りのサツマイモの

収穫 

熱海市 
1回目 7/29 梅原 

農園 

19 3 ニンジンの種まき 

2回目 9/9 13 3 ニンジンの間引き等 

函南町 
1回目 7/15 伊豆 

ひなた 

ﾋﾞｵﾌｧｰﾑ 

19 3 ジャガイモ、ニンジン、キュウリの収穫体験 

2回目 10/15 3 3 (雨天のため)圃場見学と緑肥についてのセミナー 

函南町 
1回目 7/22 高橋 

農園 

14 3 トマトの脇芽とりと収穫体験 

2回目 10/7 4 3 サトイモの収穫・天日干し・出荷準備体験 

伊豆の

国市 

1回目 6/25 大仁 

農場 

8 3 田んぼの除草作業 

2回目 12/2 4 3 籾の脱穀・ワラの裁断と田んぼへの散布体験 

伊豆の

国市 

1回目 7/16 西島 

農園 

10 3 野菜の種まき 

2回目 11/20 5 3 生姜の収穫体験、サツマイモの試食 

伊東市 
1回目 7/15 伊藤 

農園 

9 3 田んぼの除草作業 

2回目 10/24 9 3 稲刈り体験 

合計     209名 70名  
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（１）農業体験会の報告 (紙面の関係で一部とする) 

① 開催地：藤枝市 事業番号５－２ 

◆参加者の感想 

・丁寧に作業しながら教えていただきました。前準備から夏の水やりなど収穫までの

管理をありがとうございました。野菜作りも心づかいが大切だと思いました。本当

に楽しい時間でした（40代 女性） 

・子供がさつまいもが大好きで、私の分までおいしそうに食べてました（30代 女性） 

・みなさんと楽しく体験させていただきました。ベテランの指導者のお話がとても  

アドバイスになりました（40代 女性） 

・事前と事後の準備、片づけをして下さった事に感謝します。何の不安もなく気楽に

参加できました。自然の野菜の美味しさを味わいました（60代 女性） 

 
◆指導者の感想 

・今回初めて親子で参加する方や、農業体験を今まで経験したことがない方には、道

具の使い方や作業の仕方について、特に注意を払ったり、皆さんが楽しく作業した

り会話ができるような雰囲気づくりが大切だと感じました 

・家庭菜園をしている参加者のお一人が、サツマイモの若いつるを使って、つくだ煮

を作っていると話され、驚きました。また、翌日私の家に早速調理した佃煮を届け

て下さり、とてもおいしく頂きました 

 

② 開催地：熱海市 事業番号 ５－７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆参加者の感想 

・日本にも、こんなに暑い雨のほとんど降らない時期に播種できる作物があること、

また、発芽し生育していく事実に驚いた。土には、厳しい条件下でも、そうした育

てる力があることも実感しました 
・人参の種子を初めて見た。目に見えないほど小さく、触ったらチクチクする種を、

一つひとつ等間隔で播くのは難しかった。こんな小さな種が人参になるのかと自然

界の不思議を覚えた 
・自分は調理師だが、農家の方が色々な作物を、除草から畑の準備、植え付け、栽培、

収穫と大変な作業をして、私たちに提供してくれていることを実感し、そのご苦労

に改めて感謝しました 

7/29梅原農園 1回目（5-7） 9/9梅原農園 ２回目（5-7） 
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◆指導者の感想 

・日ごろは消費者とのつながりがないが、こうした機会が設けられることにより、消

費者から、感謝の声を何度も掛けていただき、農業を続けていく上で励みになった 
・農業体験会を２回継続することで、消費者の地産地消への意識と自然農法などの環

境に良い農業を応援しようとの意識が強くなることを実感した 
 

③ 開催地：函南町 事業番号５－９ 
  
 
 
 
 
 
 
 
◆参加者の感想 

・化学肥料を全く使用しないで、農薬も使用基準の半分以下しか使わないルールで、

トマトを育てている生産者がこんなに近いところにいることに驚いた 

・サトイモが出荷されるまでにかかる手間が予想以上でした 

・最近、家族で畑を始めたので、直接農家の方から話を聞けて大変参考になりました 

 
◆指導者の感想 

・今回のような体験会を行うなど、農家と消費者が顔の見える関係を作っていくこと

が、地産地消を進めるきっかけになると思いました 

・参加者の生活習慣の改善を願って、チャレンジシートの実践を説明して取り組んで

もらいました。2回目までの間、作物の成長を伝えながらサポートをしました 

 
④ 函南町 事業番号５－８ 
  
 
 
 
 
 
 
 
◆参加者の感想 

・近所のスーパーでオーガニック野菜を購入する際お名前は見ていましたが、今回

の体験会場で驚きました。子どもたちにとって、普段食べている野菜がどんな所で

どんなふうに育つのかを知ってもらう良い機会になりました 

7/22高橋農園 1回目（5-9） 10/7高橋農園 2回目（5-9） 

7/15伊豆陽なたビオファーム 1回目（5-8） 10/15伊豆陽なたビオファーム 

2回目※雨天（5-8） 
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・学校では教えてくれない、自然とのふれあいを体験させることができ、子供たち

も喜んでいました 

 

◆指導者の感想 

・本来だったら積み上げて、じゃがいもの収穫を体験できる予定だったところ、２度

も天候に恵まれなかったのは残念だった 
・農作業に代えて緑肥のセミナーを行いましたが、参加者から「除草の手間が省け、

地球温暖化防止にも効果があることを知りました」「自然に優しい農業について学

ぶことができました」との感想を聞き、環境保全型の農業で活用している緑肥を知

ってもらえて良かったと思いました 

 
（２）農業体験会のまとめ 

イ）進める中で現れた出来事 

昨年までの体験会は１回で行っていましたが、今年は２回積み上げにしたことで、

参加者の理解が前に比べて良いとの実感が得られました 
 
ロ）参加者の心や行動の変化 

生産者や指導者の話を聞いたり、農作業を体験したりすることで、農産物や農業

のことを“単に情報として知っている”から、“実感を伴い分かった”というよう

に変わっていった。こうして、参加者の意識や行動が変化していく点が、まさに農

業体験会の狙いで、その通りであることが確認できました 
 
ハ）指導者の学び 

日頃、消費者との接点が少ない生産者にとって、消費者との交流の良い機会とな

り、消費者の声に励まされて生産意欲が向上した、との生産者の声が多くありまし

た。しかし、体験会を受け入れるには、先ず安全な作業になるよう、準備や片付け

など、たくさんの労力をかける必要があり、こうした理解のある生産者があって、

本事業を遂行できたと実感しました 
 
二）今後の課題 

i. 実施時期 

本事業の交付決定時期の関係で、開始が遅れ、既に播種や定植の時期が終わっ

ていて、品種が限定されてしまいました 
 

ii. 実施曜日 

若い人や親子の参加を呼びかけるには、平日の開催ではなく休日開催にする必

要がありました。そのために、播種や定植、収穫などの農作業の適切な時期と微

妙なズレが生じました  
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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静岡県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な実践を行い、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静岡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ました。 
 

【目標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を図る、 

料理講習会における数値目標について 

 

(1)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者の

割合の向上 

【国の現状】５７．7％ → 【平成 29年度目標】６０．５％ 

 

ロ）調査方法 

食育活動体験会｢料理講習会｣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、結果を集計し、割合を算出

しました 

 

ハ）調査結果 

 「料理講習会」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 

◆｢１日に３食、食べている｣と｢１日に２食は食べている｣と回答した者の 

割合の合計と結果  

◆ 参加前  ７２％ 

◆ 参加後  ７３％ 

◆ 結果   １％向上し、目標の６０．５%を達成出来ました 

 

ニ）結果の要因（考察） 

i. 体験会に参加することで食生活の改善への意識が変わり、日本型食生活の実

践者が増加することが示されました 

ii. 食育資格者の身近な人の参加割合が多かったため、日本型食生活を知ってい

たり実践している人が比較的多かったため、大きな変化には至らなかったと

考えられます 
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【目標２】農林漁業に関する事業 ≪農業体験会≫における数値目標について 

 

イ）農業体験者数の増加 

【平成 29年度目標】開催数 12会場、参加者数 120名 

 

ロ）結果 

農業体験会 開催実績 12会場 各 2回  計 24回 開催 

◆参加者数は、24回で合計 209名であり、目標を達成できました 

 

ハ）結果の要因 

① 教育ファーム検討会で計画された体験会の内容に、会場ごとの特色を記した

募集チラシが作成され、各市の食育ネットワークが若い世代、特に親子での

参加を呼びかけた結果、多くの参加となりました 

② 収穫前の獣害や 2 回目の開催に台風の影響を受けた会場も出たが、日程を延

期するなど、最後まであきらめずに開催しました 

 

【目標３】全事業≪料理講習会、農業体験会 共通≫の数値目標 

 

(1)国産や地域の食品について 

イ）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 

【平成 29年度目標】取り組みの前後に １０％ の向上 

 

ロ）調査方法 

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、「食品を

購入する際に、国産や地域の食品を意識して選ぶとする人」の実態調査を行い

ました 

 

ハ）調査結果 

 料理講習会と農業体験会の参加者への質問「日常の食材についてお聞きします

(1)食材の産地は意識して選んでいますか」の回答の集計結果 

①外国産より国内産を優先すると答えた人 

◆ 参加前 ８９．４％ 

◆ 参加後 ９１．７％ 

◆ 結果  ２.３％増加し、国の目標の８７％を達成しました 

 

②静岡県の食材を意識していると答えた人 

◆ 参加前 ６２．６％ 

◆ 参加後 ６５．７％ 

◆ 結果  ３．１％増加しました 
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ニ）結果の考察 

 参加前に、「外国産より国内産を優先する」と答えた人は８９．４％で、「静岡

県の食材を意識して選ぶ」と答えた人は６２．６％と、予想以上に多い割合

でした 

 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立がおいしく、参加者に感動

を与えたことや、生産者との交流を通して、より一層国内産や静岡県の食材

の魅力を再発見する機会となったと推察できます 

 
（２）波及効果 

① 生命や自然の力への気づき 

 「ニンジンの種を初めて見ました。こんな小さな種がニンジンになるのかと、自然界

の不思議を感じました」生命や自然の力に気づく体験会となりました(熱海市 食育資格者) 

 

② 食生活の改善が家族に拡がる 

 講習会で作ったメニューを家で実践したら家族に好評でした。ちょっとした工夫で楽

しみながら、しっかりと「食」に向き合うことができました。(伊豆の国市 参加者) 

 

③ 生産者や農産物の魅力を発見できた 

 「農家の方が、除草から畑の準備や植え付け、栽培管理、そして収穫と大変な作業を

して野菜を届けられていることに改めて感謝しました」また「地元の生産者の新鮮な野

菜のおいしさを味わうことができました」など、地域の生産者や農産物の魅力を再発見

する機会となりました。 

 

④ 食育を支える地域コミュニティ 

 料理講習会には、市の職員の出前講座や保健センターの保健師さん、プロの調理師、

管理栄養士など様々な関係者にご協力いただき、官民一体の体験会が食育を支え合う、

地域コミュニティとして拡がりました。 
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９．参考資料 

（１）実施体制 

 
 

（２）県との窓口  

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル 自然食運動推進本部 
静岡県熱海市田原本町９番１号 熱海第一ビル９階 
電話 ０５５７－８４－２２６６ 
担当 小菅豊弘、藤居 博 

 
 
 

（一社）ＭＯＡ自然農法

文化事業団

本部 事務所

静岡県支所

静岡東支所

↓
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
（１）イ）ウ）

本部 事務所

（３）

静岡拠点

静岡東部拠点

食育資格者養成講座、

料理講習会

ＭＯＡ食育講師

（１）ア）、（５）ア）

食育推進検討会

教育ファーム検討委員会
※委員名簿別紙

（４）、（５） イ）

食育ボランティア団体

ネットワーク
行政登録数 17団体※

食育資格者数 311名
※第1事業実施主体の概要等に記載の通り

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

静岡県
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）

中部地区事務所
中部支所

指導員出向
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（３）参加者アンケートの集計データ 

 
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？」 

 

 
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？」 

 

 

問 「日常の食材について、静岡県の食材を意識していますか？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 回答数

①１日に３食、食べている 31 17.3 30 17.9

②１日に２食は食べている 98 54.8 93 55.3

③１日に１食は食べている 46 25.7 43 25.6

④ほとんど食べない 4 2.2 2 1.2

合計 179 100.0 168 100.00

72.1

回答内容

73.2

事後事前

食文化の保護・継承（料理講習会）

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外国産よりも国内産を優先し
ている

156 57.1 152 90.5 64 95.5 46 97.9 220 89.4 198 92.1

②国内産より外国産を優先して
いる

2 1.1 2 1.2 1 1.5 1 2.1 3 1.2 3 1.4

③特に気にしていない 21 11.7 14 8.3 2 3.0 0 0.0 23 9.4 14 6.5

合計 179 69.9 168 100.0 67 100.0 47 100.0 246 100.0 215 100.0

回答内容

食文化の保護・継承（料理講習会）

事前 事後

農業体験会

事前 事後

食文化と農業体験会の合計

事前 事後

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静岡県産の食材を意識してい
る

99 55.6 103 61.3 55 80.9 39 81.3 154 62.6 142 65.7

②静岡県産の食材を意識してい
ない

79 44.4 65 38.7 13 19.1 9 18.7 92 37.4 74 34.3

合計 178 100.0 168 100.0 68 100.0 48 100.0 246 100.0 216 100.0

回答内容

食文化の保護・継承（料理講習会）

事前 事後

食文化と農業体験会の合計

事前 事後

農業体験会

事前 事後



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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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