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農林水産省 平成 29 年度補助事業 愛知県の魅力再発見食育推進事業報告書の概要 

 

 

 

１．国と愛知県の食育計画                 （一社)ＭＯＡｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

◆ 国・農林水産省の食育 

生活習慣病のまん延と少子高齢化社会を踏まえた 

第３次食育推進計画には、私たちが健全な食生活を

実践し健康な心と体を育て豊かな人間性を育む５つ

の重点課題が示されています 

 
①若い世代の食育 ②多様な暮らしの食育 

③健康寿命の延伸 ④食の循環と環境 

⑤食文化の継承に向けた食育の推進 

◆ 愛知県健康推進計画 ～健康日本２１あいち新計画 

目 

的 

すべての県民が 

「生涯を通じて健康で 

いきいきと過ごす」 

目 

標 

健康長寿あいちの実現 

・健康寿命の延伸 

・健康格差の縮小 

方 

針 

① 生涯を通じた健康づくり 

② 疾病の発症予防及び重症化予防 

③ 生活習慣の見直し 

◆ 愛知県食育推進計画 ～あいち食育いきいきプラン２０２０ 

≪プランの位置づけ≫ 

県民一人ひとりが食の大切さを 

理解して、主体的に食育に取り組む 

 ・規則正しい食生活の実践～健康な体をつくる 

・感謝の気持ちや食を大切にする～豊かな心を育む 

・食べ残しや食品の廃棄等を少なくする～環境に優しい暮らし 

２．食育体験会の目的と目標数 

 

 

◆ 日本型食生活を学ぶ「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一日２回以上、ほぼ  

毎日食べている人の割合を向上させる 
57.7% 国の現状 

 
67.7% ＭＯＡの目標 

◆ 地域の農業の理解を深める「農業体験会」の開催 

②農業体験会の参加者を増やす １７名 ＭＯＡの現状  ３０名 ＭＯＡの目標 

◆ 愛知県の食品の価値を再発見する 

③国産や愛知県産の食材を選ぶ人を増やす ―  
体験会の前後で

10％の増加 

３．食育推進検討会の開催         ４．食育推進リーダー研修会 

 

 

 

 

 

 

◆愛知県の食育推進計画の目標達成に向かって 

料理講習会と農業体験会を計画し、その効果を 

検証する 

・和食や郷土料理の継承を図る 

料理レシピの検討 

・県の食や農業への理解を深める

農業体験会の検討 

・体験会の効果を検証 

・開催日：6/12、11/30 

◆県の健康づくりと食育推進計画を学び、市民の

食生活の改善をサポートする研修会を開催する 

・食育体験会の目的と内容の確認 

・愛知県の食材を活用した調理実習 

・参加者の食生活の改善へのサポー

トを学ぶ 

・体験会の成果と今後の食育活動の学び 

・開催日：三河 7/12、2/2 

名古屋 7/25、11/8 食育関係者と事務局 

若い世代を中心に各世代を対象とした食育体験会を開催し、 

愛知県の食育推進計画の目標達成に向かう 
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５．料理講習会の開催 

 

 

◆ 開催一覧 

◆ 各地での料理講習会 
      

7/17 豊田市 8/27 豊橋市 9/25 豊橋市 9/27 岡崎市 8/3 春日井市 8/19 一宮市 

      

8/25 大府市 8/26 名古屋市 8/27 名古屋市 8/27 名古屋市 8/29 名古屋市 9/3 岩倉市 

      

9/9 春日井市 9/23 名古屋市 9/23 尾張旭市 9/9 名古屋市 9/18 名古屋市 9/24 弥富市 

      

9/24 名古屋市 9/27知多市 9/26 一宮市 10/29 名古屋市   

◆ 参加者の感想 

◇食を楽しむ 

・みんなで作って食事を楽しむことは、とても美味しくて楽しい！！ 

・楽しかったです。また来たいです。お料理や美味しいごはん、嬉しかったです 

◇親子で楽しむ食育 

・良い出汁を取ったり良い食材を使い、こんなに美味しいお料理を子どもと一緒に体験できた

ことが、とてもうれしいです 

・おにぎりとお味噌汁。いつもはこんなに食べないのに今日はたくさん食べて、よっぽど楽しく

ておいしかったんだと思います。とても良い時間でした 

◇日本型の食事 

・みそ汁の味の変化の違いを感じました。しっかりと出汁をとると調味料が少なくて済むこと

が分かりました 

・手ごね寿司の上に針しょうが、刻んだ大葉、刻みのりを飾ることで美しくなり、食欲をそそり

ました 

◇食生活の改善 

・食生活を改善したいと思っても出来ずにいましたが、ちょっとした工夫で出来ることがある

と気づけて、良い学びになりました 

 

開催地 開催日 参加者数 開催地 開催日 参加者数 開催地 開催日 参加者数 開催地 開催日 参加者数 

豊橋市 
8/27 

9/25 
10/22 

7 

6 

３ 

春日井市 
8/3 

9/9 

19 

16 

名古屋市 

8/26 

8/27 

8/27 

8/29 

9/9 

9/18 

9/23 

11 

5 

7 

6 

11 

26 

12 

名古屋市 
9/24 
10/29 

19 

21 

豊田市 7/17 21 
一宮市 

8/19 

9/26 

11 

15 

尾張旭市 9/23 19 

岡崎市 9/27 17 弥富市 9/24 12 

大府市 8/25 14 岩倉市 9/3 10 知多市 9/27 8 

テーマ ・愛知県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 
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◆ 講師･サブの感想 

◇若い世代の食育 

・出汁のとり方やお米のとぎ方などを実習に取り入れた「日本型食生活」の基本を伝えました。出汁

の味見をした子どもが、その美味しさに感動したようです 

・食後の後片付けを皆でしている姿は、学校教育やしつけの面でも良いと思いました。子どものころ

に料理を作って楽しむことで、将来料理を作ることが好きになってくれたらと思います 

◇地域の食材で日本型食生活を提案 

・夏野菜がたくさんとれる時期なので、新しい食べ方を見つけられるメニューを考えました 

・地域の夏野菜と地域の調味料である“味噌”を、暑い時期でもサッパリと食べられるように工夫 

して提案しました 

◇皆で協力して食育を進める 

・保育士としての知識と体験を活かして、食育の大切さを伝えることができました。これからも知識

を深めて、食育の大切さを伝えていきたいと思います 

・メニューはすぐに決まりましたが、地域で採れた夏野菜の調達は大変でした。長久手農場が協力 

して下さったおかげで必要な食材を準備でき、大変感謝しています 

６．農業体験会の開催 

 

 

◆ 開催一覧 

開催地 実施日 参加者 指導者･サブ 主な作業内容 

長久手市 
1 回目 8 月 27 日 15 名 3 名 レタスの苗の植付け 

2 回目 10 月 7 日 10 名 3 名 レタスの収穫 

あま市 
1 回目 9 月 14 日 5 名 3 名 レタスの定植・トマト夏野菜の試食 

2 回目 10 月 24 日 4 名 3 名 レタスの収穫 

◆ 農業体験会の様子 

 

 

 

 

◆ 参加者の感想 

・化学肥料や農薬に頼らなくても野菜が元気に、そして綺麗に育っているのを見て驚きました 

・畑に入って、とっても良く育っている野菜の収穫を体験でき、自然や土の力を実感することができ

ました。こういう機会が大切だと感じました 

◆ 指導者の感想 

・あいち長久手ファームが開催している自然農法セミナーに合わせて、農業体験会を開催しま

した。参加者は農業に対する意識が高く、実習においても積極的に質問され、熱気にあふれた

体験会となりました 

・前回定植したレタスの収穫作業を行いました。収穫ばさみの使い方や野菜の持っている機能性  

成分などを伝えながら、土に触れることの大切さや野菜が健康に良いことを感じていただけたと

思います。  

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 

・生産者の話を聞き、有機農業への理解を深める 

あいち長久出ファーム １回目：8/27 あいち長久出ファーム ２回目：10/7 

林農園(あま市) １回目：9/14 林農園(あま市) ２回目：10/24 
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７．食育活動の成果とまとめ 

 

 

 

 

 

 

（１）数的目標の結果 

食育活動の目的 現 状 29 年目標  結 果 

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人の割合を 

向上させる 

57.7% 国の現状 67.7% ＭＯＡの目標 

 

66.9％ 

◆結果の考察～ほぼ目標に近い結果となった。引き続き日本型の食生活の実践者が増えることで

県民の「健康な体をつくる」に向かって継続した体験会が必要である 

②農業体験会の参加者を増やす １７名 ＭＯＡの現状 ３０名 ＭＯＡの目標 
 ３４名 

◆結果の考察～２回積み上げ式の農業体験会の開催は初めてであったが、事前に検討を十分に行い、

計画的に広報できたことが結果につながった 

③-1 外国産より国内産を優先する人を増やす 85.8％ 事前調査 91.0% 事後調査 
 5.2％の向上 

③-2 愛知県の食材を意識して選ぶ人を増やす 44.7％ 事前調査 58.5% 事後調査  13.8％の向上 

◆結果の考察～地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立が美味しく、参加者に感動を与えた

ことや、生産者との交流などを通して、食材の魅力を再発見する結果となった料理講

習会や農業体験会が、有効であったと推察できる 

（２）食育活動の波及的効果 

◆子どもたちに食育が拡がる 

すごく楽しかった。もっといっぱいサツマイモを包丁で切りたい。おにぎりを作るのが楽しかった。

おみそ汁が美味しかった。家でもお手伝いしたい（参加者） 

◆食生活の改善への意識が高まる 
みそ汁は出汁そのものが美味しいので、味噌の量が少量でも十分に美味しくいただけました。出汁

とりは減塩につながり、健康な体をつくるのに必要なことなのだと分かりました（参加者） 

◆地域の農業への理解が深まる 
レタスの生育もよく楽しく収穫できました。参加者から「肥料も使っていないのに、何でこんなに

出来るの？」と質問があるなど、地域の有機農業の魅力が深まる体験会となりました（参加者） 

◆食育の環（わ）が拡がる 

生産者から土づくりや野菜の育て方のコツを聞いて、レタスの苗を植え、とても勉強になりました。

こうした機会をもっと増やしてほしいと思います（参加者） 

アレルギーの子どもでも安心して食べられるシロップを栄養士さんに考案してもらい、大好評で

した。専門職ならではのアイデアで、今後も協力して食育を進めたいと思います」（講師） 

 

 

 

 

 

講師からのメッセージ 

最初は学んだことを家庭で実践しても、

時間が経つとすぐに忘れてしまうので、 

料理講習会を定期的に継続して開催する

ことが大切だと思いました 

あいち食育いきいきプラン２０２０に示された指針「県民一人ひとりが食の大切さを理解し

て主体的に食育に取り組む」ことをテーマに、若い世代を中心に各世代を対象とした食育活動

体験会を開催しました。 

具体的には、愛知県の農業や食材を知り、それを活かした日本型の食生活を学び合い、食事を

楽しむことで「規則正しい食生活の実践」が身に付くように食育資格者がサポートして、愛知県

の食育計画の目標達成に向かって取り組みました。 

 

食育活動体験会 
みなさんのご支援ご協力ありがとうございます。 

詳しい内容はＨＰ http://www.moa-natural.jpまで 

（Ｈ30年 4月上旬掲載予定） 

http://www.moa-natural.jp/

