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農林水産省 平成 29 年度補助事業 三重県の魅力再発見食育推進事業報告書の概要 

 

 

 

１．国と三重県の食育計画                   （一社)ＭＯＡｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

◆国・農林水産省の食育 

 

 

 

 

◆ヘルシーピープルみえ・２１ 

全体目標 基本方針  

◇健康寿命の延伸 

◇幸福実感を高める 

心身の健康感の向上 

生活習慣病対策の推進 一次予防、重症化の予防 

メンタルヘルス対策の推進 こころの健康の保持増進 

ライフスタイルに応じた健康づくり 適切な生活習慣の定着 

協創による社会環境づくり 地域、職域、関係団体等との協創 

◆第 3次 三重県 食育推進計画 

キャッチフレーズ 

赤ちゃんからお年寄りまで 

三重の地物でみんなで食育！ 

食育の目的 

県民の心身の健康と 

豊かな人間形成 

・食に関する知識と食を選択

する力を習得 

・望ましい食生活の実践 

 

２．食育活動の目的と目標数 

 

 

◆ 望ましい食生活の実践を学ぶ「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二回以上、ほぼ毎日食べ

ている人の割合を向上させる 
49.5% 県の現状 

 
50.0% 県の目標 

◆ 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 5 名 ＭＯＡの現状  20 名 ＭＯＡの目標 

◆三重県の食品の価値を再発見する 

③国産や三重県の食材を意識する人を増やす 72.0% 県の現状  75.0% 三重県調査 

◆食育ボランティアの拡大を図る 

④食育ボランティアを増やす 9 名 MOA の現状  12 名 MOA の目標 

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 

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 

子育て世代から高齢者までを対象とした食育活動体験会を開催し 

三重県の食育推進計画の目標達成に向かう 
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３．食育推進検討会の開催         ４．食育推進リーダー研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．料理講習会の開催 

 

 

◆開催一覧 

開催地 開催日 対象者 参加者 講師･サブ 地域の食材を活用した献立 

名張市 7/22 全般 10名 ３名 おむすび、味噌汁、鯖と夏野菜の酢豚風あんかけ、焼きシシトウ 

鈴鹿市 7/24 全般 ８名 ３名 生姜の炊き込みご飯、味噌汁、茄子の香味漬、きゅうりの酢の物、葛切り 

明和町 9/2 親子 12名 ３名 ごはん、豆腐ハンバーグ、味噌汁、茄子の香味漬、きゅうりの酢の物 

津市 9/8 全般 ５名 ３名 おむすび、味噌汁、にらたま、ピーマンのきんぴら、きゅうりの酢の物 

四日市市 9/9 全般 ８名 ３名 ごはん、味噌汁、だし、かつおと野菜の胡麻ドレ和え、ゴーヤの佃煮 

桑名市 9/21 子育て世代 ８名 ３名 ごはん、味噌汁、豆腐ハンバーグ、茄子の香味漬 

◆各地での料理講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆三重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 

・6/24、12/26 

 

◆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食育資格者研修会 

・食育体験会の目的と内容の確認 

・岐阜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 7/9、12/10 

 

テーマ ・三重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 

・食生活の改善からスタイルを見直そう～チャレンジシートの活用 

検討委員8名と事務局 

名張市 7月 22日 

参加者～・自分でおむすびを作れてうれしかった 

・みんなで一緒に料理することで勉強にな

った。調理法も楽しく有意義でした 

 

講 師～作って食べるだけでなく“楽しく”“感謝

して”をテーマにすることで、美味しさに

も影響することを伝えました 

鈴鹿市 7月 24日 

参加者～・食事は楽しく作り、美味しくいただくこ

とを実感できました 

・出汁をとって味噌汁を作り、ごはんを炊

くようになりました 

講 師～参加者から“美味しい”“家でも実践して

みる”との声を聞き、嬉しかったです。 

明和町 9月 2日 

参加者～野菜嫌いの子どもが、ピーマンやきゅうり

を残さず食べたことに驚きました 

講 師～子どもたちと一緒に楽しく実践できる機会

となりました。忙しいお母さんたちに手軽

に作れるレシピを提案しました 

津市 9月 8日 

参加者～薄味で野菜の甘味を感じる優しい料理でし

た。子どもや家族に食べさせようと思う 

講 師～簡単で食材の良さが分かるようにメニュー

を考えて提案しました 
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６．農業体験会の開催 

 

 

◆開催一覧 

開催地 実施日 対象者 参加者 指導者･サブ 主な作業内容 

津市 
1回目 7/25 親子 １７名 3名 ニンジンの播種、サツマイモの苗付け 

1回目 11/4 親子 １７名 3名 サツマイモの収穫 

◆農業体験会 1回目 

 

 

 

 

 

 

◆農業体験会 2回目 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

・ニンジンの種を初めて見た。この種がニンジンになるのかと不思議に思った。（10 代女性） 

・畑の土が野菜のベッドみたいにフカフカだった。（10 代女性） 

・娘が畑の土を楽しそうに触っていた。普段、土に触れることが少ないので、今回の農業体験は

良い機会となった。（40 代女性） 

◆指導者の感想 

・子供たちが興味津々で、またお母さんとの会話が弾んでいる様子に、こうした作物へ触れる機

会を今後も作っていきたい。（70 代男性） 

・自分で苗付けをしたサツマイモを収獲して焼き芋にして食べてもらったが、植付けから食べ

るところまで、親子で楽しみながら体験できたようで、参加者に好評だった。 

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 

・生産者の話しを聞き、有機農業への理解を深める 

作業内容：ニンジンの播種 

 

作業内容：サツマイモの収穫 

四日市市 9月 9日 

参加者～食の話しが分かりやすく、3 度の食事の

大切さを学び、努力しています 

講 師～「こうした機会があれば、声をかけて欲し

い」と言われ食育の輪が広がっています 

桑名市 9月 21日 

参加者～昼食にご飯を食べるようになり、食への

感謝も意識するようになりました 

講 師～手軽に作れて子どもが野菜を摂れるメニ

ューを考え、お伝えしました 

作業内容：サツマイモの苗付け 

焼き芋 
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７．食育活動の成果とまとめ 

 

 

 

 

 

 

（１）数的目標の結果 

 

 

 

◆結果の考察～高い数値の結果となりました。日本型の食生活の実践者が増えることが、県民の健康

づくりにつながる。こうした体験会を継続することが必要である 

 

◆結果の考察～参加者は健康や安心安全な食に関心が高い。今後、体験会の場を増やし幅広く案内活

動をすることで、更に参加者が見込まれる 

 

 

◆結果の考察～三重県の食材を活用した日本型食生活を学ぶ講習会が楽しくて“美味しかった”こと

が、意識を高めている。この意識が購買につながることが課題である 

 

 

◆結果の考察～ボランティア活動に参加したいと答えた人は 86％となった。食育体験会に参加する

ことで、食育ボランティアへの意識の向上が図られている 

（２）食育活動の波及的効果 

◆食生活や生活習慣改善への意識が高まる 

・食材の選び方やバランスの良い食事など、食生活からウォーキングなど健康管理に努めたい（参加者） 

◆個人の食生活の活動が家族にも拡がる 

・みんなで作ることが楽しく学びになった。参加後、調理に気をつけていると、家族から美味しいと言

われるようになった（参加者） 

◆健康を支え合う地域コミュニティ 

・「今回、参加できなかった友人も多くいた」「こうした機会があれば、声をかけて欲しい」「生産者

を講師に家庭菜園を始めました」など、健康を支え合う地域のコミュニティが拡がっている 

 

 

 

 

 

①主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を一日二回

以上、ほぼ毎日食べている人の割合を向上させる 49.5% 県の現状 50.0％ 県の目標 86.4% 

②農業体験会の参加者を増やす ５名 ＭＯＡの現状 20 名 ＭＯＡの目標 ３８名 

④食育ボランティアを増やす 9 名 MOA の現状 12 名 MOA の目標 16 名 

目 標 結 果 食育活動の目的 現 状 

参加者からのメッセージ 

料理講習会で学んだ料理を家族に作って

喜ばれました。自分自身が食への関心が高

くなり、料理を作るのが楽しくなりました。

（20 代女性） 

“赤ちゃんからお年寄りまで、みえの地物でみんなで食育！”をテーマに、子育て世代から高齢者

まで幅広い方々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、三重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「食に関する知識と食を選択する力を習得」し、「望ましい食生活の実践」が身に付くように、

食育資格者が参加者をサポートして、三重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） 

③国産や三重県の食材を 

意識して選ぶ人を増やす 
72.0% 県の現状 75.0％ 三重県調査 100% 

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

