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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 
 
◆第３次愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプラン 2020」 

○ あいち食育いきいきプラン(第 1 次計画)及びあいち食育いきいきプラン 2015(第 2

次計画)の特徴である「体」、「心」、「環境」に着目した食育を継承することにより、

健康で活力ある社会の実現を目指す 

○ 規則正しい食生活の実践などにより「健康な体をつくる」ことはもとより、感謝の

気持ちや食を大切にする心といった「豊かな心を育む」こと、食べ残しや食品の  

廃棄量を減らすなどの「環境に優しい暮らしを築く」ことを基本とする 

○ ライフステージと生活場面に応じた、切れ目ない食育の取り組み項目を定めている 

○ あいちの食育目標 

1-1食を通じて健康な体をつくるための目標 

1-2食を通じて豊かな心を育むための目標 

1-3食を通じて環境に優しい心を築くための目標 

1-4食育を支えるための目標 

 
今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、愛知県の認可を得て、「平成 29

年度 愛知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持って、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第 3 次愛知県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

や愛知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】６７．７％以上（MOA調査） 

※農林水産省編「平成 28年度版食育白書」より 

② 食育ボランティアに参加する人を増やす 

 

（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年度実績】開催数２会場、参加者数１７名 

【平成 29年度目標】開催数２会場、参加者数３０名（増加率７６％） 

（※30-17/17×100=76%） 

（３）料理講習会、農業体験会 共通の目標 

① 愛知県の農林水産物や有機農業、自然農法の農産物など、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 

【目標】参加前後に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 

第３次愛知県食育推進計画の目的達成に向かって、食育リーダー研修会及び料理講習

会、農業体験会の内容を検討し、その効果を検証する 

◇検討委員 

氏名 在住地 立場 
柴  維彦 名古屋市 名古屋療院 療院長，ドクター 

佐々木 美穂 名古屋市 管理栄養士，食育指導員 

森  泉 犬山市 元小学校教諭，食育指導員 

濱島 純子 大府市 保健師，食育指導員 

朝見 康世 名古屋市 明社会支部長，食育指導員 

平松 志津代 名古屋市 市民活動無添加な生活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代表，食育指導員 

丸尾 尚子 名古屋市 栄養士，食育指導員 

村田 真由美 名古屋市 保育士，食育指導員 

手塚 佐代子 豊橋市 前豊橋市食生活改善推進員会理事，食育指導員 

金枝 あや 豊田市 豊田市立寺部小学校 学校支援地域本部ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

岩瀬 恵美子 岡崎市 MOA 岡崎健康生活ﾈｯﾄﾜｰｸﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ，食育指導員 

 
◇事務局員 

三浦 基和（ＭＯＡインターナショナル 名古屋療院マネージャー） 

川合 晴彦（ＭＯＡインターナショナル 三河チーフ） 

勝本 和美（ＭＯＡインターナショナル 名古屋尾張食育担当） 

坂本真記子（ＭＯＡインターナショナル 経理担当） 

 

■第１回 食育推進検討会  

第１回食育検討会は、6 月 12 日、名古屋市東生涯学習センター会議室において、本

事業の目的と事業計画を報告し、教材、普及啓発資材、アンケート等の検討を行いまし

た。また参加者について若い世代の方が参加できるよう事業の内容を検討しました。 
 

■第２回 食育推進検討会 

第２回食育推進検討会は、11 月 30 日、名古屋市東生涯学習センター会議室におい

て、本事業の報告、アンケートの集計結果、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。 

◇会議の様子（写真） 

 

 

 

 
＜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 

第１回研修会は、三河地域は 7月 12日、名古屋尾張地域は 7月 25日に開催し、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

会で使うレシピや配布資料の確認等、実施に向けた具体的な研修を行いました。 

 

 

 

 

（２）第２回 食育推進リーダー研修会 

第２回研修会は、名古屋尾張地域は 11月 8日、三河地域は 2月 2日に開催し、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。 

◇名古屋尾張地域 

会 場：名古屋市（オフィスパーク栄第一ビル会議室） 

参加者：講師 2名、食育資格者 16名 

◇三河地域 

会 場：豊田市（豊田市環境学習施設 eco-T） 

参加者：講師 2名、食育資格者 11名  

◇三河地域 

会 場：岡崎市（東部センターむらさきかん） 

参加者：講師 2名、食育資格者 14名 

◇名古屋尾張地域 

会 場：名古屋市（オフィスパーク栄第一ビル） 

参加者：講師 2名、食育資格者 20名 

◇資料（一部） 

＜農林水産省 提供資料＞ ＜ＭＯＡ作成資料＞ 
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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と生活習慣病の予防

を図るため、下記の課題をもって、地域の伝統的な食文化を理解し、その継承につなげる

料理講習会を開催しました。 

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 

・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 

 

◆料理講習会の課題 

① 参加者が、食の知識と選択する力を習得し、愛知県産の農産物の使用頻度を高め、

農業や伝統食への理解を深めるように、調理メニューや食材を工夫する 

② チャレンジシートを活用し、参加者は自らの食生活の現状を知り、改善目標を決め

て実践する。講師は担当を決め、取り組みをサポートする 

③ 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  

取り組みにつなげる 

 

（１）料理講習会 

■開催一覧 

 

№ 開催日 参加者 講師・サブ 開催地 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立 

1 7/17 21名 3名 豊田市 米粉を使った生地のピザ、地元野菜のスープ、サラダ 

2 8/27 7名 2名 豊橋市 芽ひじきの炊き込みご飯、味噌汁、野菜のごま酢和え 

3 9/25 6名 3名 豊橋市 炊き込みご飯、味噌汁 他 

4 9/27 17名 3名 岡崎市 八丁味噌を使った料理（みそだれ、煮みそ）、豆腐ハンバーグ 他 

5 10/22 3名 3名 豊橋市 炊き込みご飯、味噌汁 他 

6 8/3 19名 3名 春日井市 おむすび、素麺づくり 

7 8/19 11名 3名 一宮市 葉っぱソーセージと夏野菜を使って簡単惣菜 

8 8/25 14名 3名 大府市 ご飯、汁物、夏野菜のお手軽料理、デザート 

9 8/26 11名 3名 名古屋市 「おいしいご飯の炊き方、出汁の取り方」「魚と野菜料理」 

10 8/27 5名 3名 名古屋市 ごはん・ナス、トマトスープ、ピーマンのシソ味噌炒め、きゅうりの甘酢漬け 

11 8/27 7名 3名 名古屋市 手こね寿司、きゅうりの冷汁 

12 8/29 6名 3名 名古屋市 親子丼、すまし汁、味噌和え 

13 9/3 10名 3名 岩倉市 おにぎらず、みそ玉 

14 9/9 16名 3名 春日井市 ご飯、味噌汁、鶏肉のチーズパン粉焼き、かぼちゃのソテー、漬け物 

15 9/23 12名 3名 名古屋市 土鍋炊きご飯、すまし汁、茄子の田楽、スイートポテト 

16 9/23 19名 3名 尾張旭市 手こね寿司、きゅうりの冷汁 

17 9/9 11名 3名 名古屋市 手ごね寿司、きゅうりの和え物、具だくさんみそ汁 

18 9/18 26名 3名 名古屋市 おにぎり、味噌汁、旬の野菜、豆乳プリン 

19 9/24 12名 3名 弥富市 おにぎり、味噌汁 

20 9/24 19名 3名 名古屋市 手作りこんにゃくのおでん、簡単味噌だれ 

21 9/27 8名 3名 知多市 手作りこんにゃくのおでん、簡単味噌だれ 

22 9/26 15名 3名 一宮市 みそ煮込みうどん 

23 10/29 21名 3名 名古屋市 きのこの土鍋炊き込みご飯、具だくさん味噌汁、旬の野菜小鉢 



6 

 

◆料理講習会の様子 ※（ ）は子どもの参加者数 

開催日：7/17、開催地：豊田市、参加者：21(15)名  開催日：8/27、開催地：豊橋市、参加者：7(4)名 

  

 

  

開催日：9/25、開催地：豊橋市、参加者：6名  開催日：9/27、開催地：岡崎市、参加者：17名 

  

 

  

開催日：8/3、開催地：春日井市、参加者：19(14)名   開催日：8/19、開催地：一宮市、参加者：11(5)名 

  

 

  

開催日：8/25、開催地：大府市、参加者：14(5)名  開催日：8/26、開催地：名古屋市、参加者：11名 

  

 

  

開催日：8/27、開催地：名古屋市、参加者：5(1)名   開催日：8/27、開催地:名古屋市、参加者：7 名 

  

 

  

開催日：8/29、開催地：名古屋市、参加者：6 名  開催日：9/3、開催地：岩倉市、参加者：10名 
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開催日：9/9、開催地：春日井市、参加者：16(5)名   開催日：9/23、開催地：名古屋市、参加者：12(7)名  

  

 

  

開催日：9/23、開催地：尾張旭市、参加者：19(13)名   開催日：9/9、開催地：名古屋市、参加者：11名 

  

 

  

開催日：9/18、開催地：名古屋市、参加者：26(16)名   開催日：9/24、開催地：弥富市、参加者：12名 

  

 

  

開催日：9/24、開催地：名古屋市、参加者：19(9)名   開催日：9/27、開催地：知多市、参加者：8(1)名 

  

 

  

開催日：9/26、開催地：一宮市、参加者：15名  開催日：10/29、開催地：名古屋市、参加者：21(13)名  
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◆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 

 

◇子供の食育 

・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 

※下処理前の食材を見たことがなかった子どもたちが、土のついた落花生や胡麻

の木を見たり、お米の発芽の様子を見てもらうことで、食材へ興味を持って   
もらうことができた 

 

◇親子で楽しむ食育 

・子どもと一緒に料理をする機会がないので良い経験でした。とても楽しく、子ども

の喜ぶ姿が一番うれしかったです 
・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 
・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 
・家族のために作ることが少なくなっていましたが、これからは家族への食事を大切

にしていきたいと思います 
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◆講師・サブの感想 

◇若い世代の食育 

・子育て世代の方々は、食についての興味があっても日々の忙しさに追われ、“子ど

もと一緒に料理をする”など、料理にかける時間や余裕をもてない家庭が多いのが

気になります 

・若い方々を対象とした料理講習会の開催に向かって参加を呼びかけ、4名の方々と

一緒に学ぶことができました 

・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 

・食後の後片付けをみんなでしている姿は、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、新しい夏野菜の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 

・赤みそは地域の宝物で身体に良いことを伝え、おみその上手な活用法に興味を持っ

てもらいたいです。また、親子が協力して料理を作り、コミュニケーションが図れ

るように工夫しました 

 

◇皆で協力して食育を進める 

・アレルギーの子どもに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 

・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 

 

◇食育活動体験会の継続 

・参加者の感想にもありましたが、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 
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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

しました。 

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 

・生産者の話を聞き、有機農業への理解を深める 

 イ）一次目的 体験会へ参加する人を増やす 

ロ）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 

 

（１）農業体験会 

■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 

① 会場：あいち長久手ファーム（長久手市） 

◇1回目 開催日：8月 27日                    ◇2回目 開催日：10月 7日 

作業内容；レタスの苗の植付け                 作業内容；レタスの収穫 

 

 

 

◇参加者の感想 

・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 
・化学肥料や農薬に頼らなくても、野菜が元気に、そしてきれいに育っているのを見て

驚きました 

◇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 

・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、

何でこんなに出来ているの？」といった質問が出るなど、地域の有機農業の魅力に 
関心が深まる体験会となりました 
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②会場：林農園（あま市） 

◇1回目 開催日:9月 14日                        ◇2回目 開催日：10月 24日 

◇1回目 作業内容；レタスの定植・トマト夏野菜の試食                作業内容；レタスの収穫 

 
  

  
 
 

◇参加者の感想 

・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 

・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。 
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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愛知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、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、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

基本計画及び愛知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。 

 
【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 

◆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】６７．７％ 

◆調査方法 

料理講習会の参加者に、参加前と約１か月後の２回、上記に係るアンケート  

調査を行い、結果を集計し、割合を算出した。 

◆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  

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

① １日に３食、食べている 29 
66.5% 

29 
66.9% 

② １日に２食は食べている 82 82 

③ １日に１食は食べている 56 33.5% 55 33.1% 

④ ほとんど食べない 0 0.0% 0 0.0% 

合 計 167 － 166 － 
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◆結果の要因（考察） 

・事前に、「1 日 3 食、食べている」及び「1 日 2 食は食べている」の回答の合計

が 66.5%と国の現状より高い結果となったのは、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と考えられる 

・結果は 66.9%となり、ほぼ目標に近い数値となった。引き続き日本型の食生活の

実践者が増えることで「健康な体をつくる」継続した体験会が必要である 

・各会場の講師は、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、愛知県産の食材を用いた献立・郷土料理の料理講習などを

行い、チャレンジシートを活用した食習慣の改善のサポートを行ったことが、

効果的であったと推察できる             （※資料は４ｐ参照） 

 

② 食育ボランティアに参加する人を増やす 

◆調査方法 

料理講習会の参加者に、参加後に上記に係るアンケート調査を実施し、結果を

集計し、割合を算出した。 

◆調査結果 

「料理講習会」の参加者への質問「あなたは、食育のボランティア活動に興味は

ありますか？」の回答の集計結果 

回答内容 
事後 

回答人数 割合 

① 参加したい 15 9.49% 

② 時間があれば参加したい 105 66.46% 

③ そう思わない 38 24.05% 

合 計 158 － 
 

◆結果の要因（考察） 

・「参加したい」約 9.5%と「時間があれば参加したい」約 66.5%、合計約 76%の人が

食育ボランティア活動に興味を持っていることが分かった 

・参加者と同じ市民が、資格を持って食育活動をボランティアで推進していること

を知り、これほど多くの参加者が興味を持ったと考えられる 

・このきっかけを大切にして、食育ボランティアを増やしていきたい 

 

【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 

◆農業体験者数の増加 

【平成 28年度実績】開催数２会場、参加者数１７名 

【平成 29年度目標】開催数２会場、参加者数３０名（増加率 ７６％） 

◆結 果 

【平成 29年度実績】開催数２会場、参加者数３４名（増加率１００％） 

（※34-17/17×100=100%） 
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◆結果の要因（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 

・各会場は、作付けから収穫まで、短期間ではあったが、作物や内容、日程を綿密

に考え、効率的に開催した 

【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 

◆目標数値 

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 

◆調査方法 

料理講習会と農業体験会の参加者に、参加前と約１か月後の２回、上記に係る 

アンケート調査を行い、結果を集計し、割合を算出した。 

◆調査結果 

「料理講習会」と「農業体験会」の参加者への質問「あなたは、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 

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

① 外国産より国内産を優先する 151 85.8% 151 91.0% 

② 国内産より外国産を優先する 2 1.1% 2 1.2% 

③ 特に気にしていない 23 13.1% 13 7.8% 

合 計 176 － 166 － 

◇９１．０－８５．８＝５．２％の向上であった 

「料理講習会」と「農業体験会」の参加者への質問「あなたは、愛知県の食材を     
意識して選んでいますか？」の回答の集計結果 

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 76 44.7% 96 58.5% 

② 意識していない 94 55.3% 68 41.5% 

合 計 170 － 164 － 

◇５８．５－４４．７＝１３．８％の向上であった 

◆結果の要因（考察） 

・国内産を選ぶ人が、事前で 85.8%と予想以上に高い割合であったが、事後では更

に 5.2%の向上であった。また、参加前より参加後に「国内産や愛知県の食材を 

優先する」と回答した人の割合は向上しており、国内産や地域の食材を用いた 

料理講習会や農業体験会が有効であったと推察できる 
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（２）波及的効果 

参加者や講師の感想から見えてくる食育活動の効果 

◆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」（小学生） 

 

◆子育て世代の食育が拡がる 

「子どもと一緒に料理をする機会がないので良い経験でした。とても楽しく、  

子どもの喜ぶ姿が一番うれしかったです」（お母さん） 
 

◆食生活の改善が拡がる 

「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） 

「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」（参加者） 

「家族のために作ることが少なくなっていましたが、これからは家族への食事を 

大切にしていきたいと思います」（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、何でこんなに出来ているの？』といった質問が出るなど、地域の有機農業の

魅力に関心が深まる体験会となりました（指導者） 
 

◆地域の食材を活かした食生活 

「赤みそは地域の宝物で身体に良いことを伝え、おみその上手な活用法に興味を 

持ってもらいたいです。また、親子が協力して料理を作り、コミュニケーション

が図れるように工夫しました」（講師） 

 

◆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に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） 
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８．参考資料 

（１）実施体制 

 

（２）県との窓口  

事
業
担
当
者
名
及
び
連
絡
先 

団体名 
一般社団法人ＭＯＡインターナショナル 愛知支部 

氏名（ふりがな）みうら もとかず 
三浦  基和 

所属（部署名等） 
中部地区事務所 名古屋療院 

役職 
 マネージャー 
所在地 
（〒461-0003）愛知県名古屋市東区筒井３－４－１７ ＭＯＡ名古屋会館 
電話番号 
 052-935-7022 

FAX 
 052-935-5163 

メールアドレス            URL 
m-miura@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

愛知県支所

↓
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

名古屋療院

食育資格者養成講座、

料理講習会

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
行政登録数 27団体

食育資格者数 184名

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

愛知県

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

（愛知支部）

中部支所

指導員出向



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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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