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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 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次三重県食育推進計画 

三重県では、第３次三重県食育推進計画（平成２８年度～平成３２年度）を定め、「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、県民の心身の健

康と豊かな人間形成を目的として、食に関する知識と食を選択する力を習得し、望まし

い食生活の実践にむけて、三重県の取り組むべき方針が定められた。 

・「みえの食育」に取り組む方針 

① 赤ちゃんからお年寄りまでの食育 

② みえの地物で食育 

③ みんなで食育 

④ 食卓囲んでコミュニケーション 

⑤ 学ぼう、食の安全・安心 

 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナル三重は、三重県の認可を得て、「平成２９

年度三重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持って、県内の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．事業の目的及び目標 

第３次食育推進基本計画及び、第３次三重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、「３．成果目標」を持って、本事業に取り組む。 

具体的には、食育への関心度を高め、地域の食文化の保護・継承のため、栄養バランス

に配慮した日本型食生活の実践を図る「料理講習会」及び農林水産業への理解を深める

「農業体験会」を開催する。そのために実施計画を立て推進し、成果について検証する

「食育推進検討会」を行うとともに、県内の市町において料理講習会を実施する「食育推

進リーダーの育成」を目的とした研修会を開催した。 

特に、健康づくりにつながる食育をテーマに、参加者が地域の農業や食品への理解を深

め、三重県産や国産の農産物の使用頻度を高める地産地消の啓発となるよう、料理講習会

や農業体験会の内容を工夫する。また当法人が作成したチャレンジシートを活用して、参

加者が食習慣の改善に取り組む機会とし、その取り組みを食育資格者がサポートし、継続

するとの行動変容を見据えた取り組みとなるよう実施した。 

◆ 料理講習会は子育て世代をはじめ、１人暮らしの高齢者まで、幅広い世代を対象に

県内６会場で開催 

◆ 地域の食文化や農林水産業への理解を深めるための農業体験会を１会場で２回積み

上げて開催 

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、食材や作る人に感謝する気持ちを持つなど、「食を通して人をはぐ

くむ」食育計画の目標達成に寄与することを目標とした。 

 

３．成果目標 

（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 ごはんを主食に、主菜、副菜を組み合わせたバランスの良い食事を一日２回以上、

ほぼ毎日食べている県民の割合の向上を目指す 

（２）農林漁業体験の取組みを支援する「農業体験会」では、三重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 

（３）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有機農法、自然農法の農産物、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 

（４）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 
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４．食育推進検討会の開催 

三重県の食育推進計画の目標達成に向かって、食育推進リーダーの研修会、料理講習会

と農業体験会を企画し、その効果を検証する。 

（１）検討委員 ８名 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事務局員 

氏 名 立 場 所在地 

佐藤 光一 ＭＯＡインターナショナル 三重チーフ 桑名市 

眞弓 俊也 
ＭＯＡインターナショナル 三重サブチーフ 

（食育指導員 講師） 
鈴鹿市 

 

第１回の食育推進検討会は、６月２４日、ＭＯＡ三重拠点において、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４点についての計画の策定を行った。 

イ）生活習慣病予防と食生活の改善を図る食育推進リーダー研修内容の決定 

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  

レシピの決定 

ハ）食や農への理解を深める農業体験会場の選定 

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 

■第１回 食育推進検討会（於：ＭＯＡ三重拠点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回、１２月２６日の検討会は、上記の４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。 

氏 名 立 場 所在地 

近藤 由美子 医療法人財団玉川会名古屋クリニック 看護師 桑名市 

眞弓 明子 管理栄養士 鈴鹿市 

板坂 康行 ＭＯＡ自然農法文化事業団 三重担当普及員 刈谷市 

加藤 銀三 芙蓉の会 会長 四日市市 

伊藤 清子 自然農法四日市普及会 役員 四日市市 

徳永 マサエ 伊賀市食生活改善推進協議会 会長 伊賀市 

中嶋 悦子 食と健康を考える会 代表 名張市 

柴田 隆弘 自然農法友の会 役員 名張市 
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５．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、７月９日、ＭＯＡ三重拠点において開催し、食育  

指導員講師が、食育資格者３５名へ、本事業の目的と成果目標を伝え、調理講習を行う等、

計画の実施を具体化した。 

 

■第１回 食育推進リーダー研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回研修会は、１２月１０日、ＭＯＡ三重拠点において開催し、講師が食育資格者  

３５名へ、事業成果のまとめ及び検証の結果、今後の方向性を学び合った。 

 

 

６．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。 

◆料理講習会の具体的な課題 

・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 

・地域の旬の野菜を活用したレシピの普及、また国内産や三重県産の食材の使用 

頻度を高める 

・食文化としての和食や郷土料理の継承とした取り組み 

（１）料理講習会 

◆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 
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＜各会場の概要＞ 

① 開催日：７月２２日、開催地：名張市、参加者：１０名、講師･サブ：３名 

レシピ：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

イ）自分でおむすびを作れてうれしかった。（10代女性） 

ロ）他の方と一緒に料理をすることでいろいろ勉強になった。教わることが多く、

調理（揚げ物）は面倒だと思い込んでいた調理法も楽しくでき、家でもやって

みたところ美味しくできた。有意義な講習会だった。（50代女性） 

ハ）食育のこと、地産地消の大切さを、調理を通して学べてよかった。（60代女性） 

 

◆講師の感想 

イ）旬と自然農法産の野菜を使うことで、素材の本来の味を感じてもらえるよう 

準備を進めた。参加者の様子からも「食への安全」の意識が高まっていること

を感じた。（60代女性） 

ロ）単なる作る、食べるだけでなく、「楽しく」、「感謝して」を事前に運営側で   

テーマとしたが、楽しみながら参加していただいたことで、美味しさにも影響

することが伝えられた。（60代女性） 

ハ）食材へのこだわりだけでなく、日々の健康を考えてもらいたいとの願いで実施。

参加者からも定期的に開催して欲しいとの要望があった。（60代女性） 

 

② 開催日：７月２４日、開催地：鈴鹿市、参加者：８名、講師･サブ：３名 

レシピ：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 
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◆参加者の感想 

イ）食事は楽しく作り、美味しくいただくことが講習会で実感できた。（70代男性） 

ロ）講習会から日本食に心がけている。（60代男性） 

ハ）だしを取って味噌汁、ごはんを炊くようになった。だしに関する知識を深めた

いと思った。（60代女性） 

 

◆講師の感想 

イ) 旬の野菜を中心にレシピを考えた。また当日は参加された方が楽しく体験でき

るよう、明るく笑顔で対応することに心がけた。事前の準備が重要だと感じた。

（50代女性） 

ロ) 参加者から「美味しい」、「家でも実践してみる」との声を直接聞き、こちらも

非常にうれしかった。（70代女性） 

 

③ 開催日：９月２日、開催地：明和町、参加者：１２名、講師･サブ：３名 

レシピ：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

イ）今回の料理が美味しかったので、また作りたい。（40代女性） 

ロ）子どもが野菜嫌いで嫌いなものは残すのに、今回ピーマンやきゅうりなどを、

残さず食べたことに驚いた。食材の違いや、一緒に作って楽しかったことが 

影響していると感じた。（30代女性） 

 

◆講師の感想 

イ）これまでこうした食育活動は自宅で開催していたが、今回は公共の施設でやっ

たことで、参加していただきやすかったと思う。県の補助事業だけでなく、  

定期的に食育活動をこのような場所で実施していきたい。（70代女性） 

ロ）盛り付けや、ランチョンマット、花サークルで、食事の場を明るくするよう  

工夫したことが参加者の方から喜ばれた。また子供たちも一緒に手伝ってくれ

る等、皆で楽しく実践できる機会になった。若いお母さんたちは仕事をしてい

る方も多く、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た。（70代女性） 
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④ 開催日：９月８日、開催地：津市、参加者：５名、講師･サブ：３名 

レシピ：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 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

イ）薄味だったが、野菜の甘みが感じられ、とても優しい料理だった。さっそく  

子供をはじめ、家族にも食べさせてあげようと思う。（30代女性） 

ロ）普段は仕事もあり、手軽に作れるもの、食べられるものを、との意識から、   

子供の健康を考えた食事へと見直すきっかけになった。（30代女性） 

◆講師の感想 

イ）なるべく簡単で食材の良さが分かるようなメニューを考え提案した。(70代女性) 

ロ）料理講習会を実施することで、自分自身の食生活を見直す機会にもなった。 

(60代女性) 

 

⑤ 開催日：９月９日、開催地：四日市市、参加者：８名、講師･サブ：３名 

レシピ：ごはん、味噌汁、だし（山形郷土料理）、かつおと野菜の胡麻ドレ和え、

ゴーヤの佃煮 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

イ）食に対する話が分かりやすかった。３食の食事がいかに適当だったかを実感。

一つひとつできることから改善する努力をしている。（70代女性） 

ロ）地元の食材に対して、以前よりも意識するようになった。（70代女性） 

◆講師の感想 

イ）料理講習会にご案内した友人から、「是非またこうした機会があれば声を掛け

て欲しい」といわれた。冬季に行っている味噌づくりも参加したいとのことで、

講習会を通して食の輪が拡大した。（70代女性） 

ロ）花サークルを用意し、食事をする際に食卓を彩り、楽しんでいただけるように

工夫をして実施した。（70代女性） 
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⑥ 開催日：９月２１日、開催地：桑名市、参加者：８名、講師･サブ：３名 

レシピ：ごはん、味噌汁、豆腐ハンバーグ、茄子の香味漬 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

イ）昼食はどうしても仕事終わりで簡単に済ませていたが、なるべくご飯を食べる

ようになり、食に対する「感謝」も意識できるようになった。（30代女性） 

ロ）食に対する大切さを知る機会となってよかった。多くの人に参加してほしい 

内容だと思う。（30代女性） 

ハ）普段の食生活を見直す良い機会になった。（30代女性） 

 

◆講師の感想 

イ）忙しいお母さんが手軽に作れて、子供さんができる限り野菜を摂りやすいよう

にメニューを考えた。（40代女性） 

ロ）地元の野菜の味を感じてもらえるように心掛けた。（40代女性） 

 

（２）料理講習会のまとめ 

① 資格を活かして料理講習会を開催 

心身ともに健康なまちづくり、人づくりを目指して、食育資格者が「地域の魅力再

発見食育推進事業」として料理講習会を行い、県内６会場、５１名の方が参加された。

参加された一人ひとりが、改めて普段の食生活を見つめ直す機会となった。 

 

② 食本来の持つ力（旬や地元の農産物の良さ）を感じた 

「野菜嫌いな子供が、ピーマンやきゅうりなどを残さず食べたことに驚いた」（30

代女性）、「薄味だったが、野菜の甘みが感じられ、とても優しい料理だったので、子

供や家族に食べさせてあげたい」（30代女性）といった反響があった。 

 

③ 出汁に関する理解が深まる 

イ）だしの取り方が理解できた。今までは忙しくてできなかったが、子育てが終了

し余裕ができたので、日常的にやれそうだと感じた。手作りの味噌玉を遠方に

暮らす息子に作って送ってあげようと思う。（50代女性） 

ロ）だしを取って味噌汁を作ったり、ご飯を炊くことが多くなった。（60 代女性） 
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④ 日本型食生活を通して、健康や食に対する意識が深まった 

イ）普段、運動等をしており、健康には注意している。食も大切なので、これまで

気を付けていることと、講習会で教えてもらったことをやっていこうと思う。

（60代女性） 

ロ）講習会で学んだ料理を家族に作って喜ばれた。自分自身、食への関心が高く  

なり、料理を作るのが楽しくなった。（20代女性） 

ハ）料理講習会がきっかけで料理が楽しくなり、家族からも「おいしい」と言われ

た。（40代女性） 

 

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 

・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 体験会への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 

◆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 

 

（１）農業体験会 

① １回目開催日：７月２５日、参加者：１７名、指導者･サブ：３名 

作業内容：ニンジンの播種とサツマイモの苗付け 

 

 

 

 

 

 

 

② ２回目開催日：１１月４日、参加者：１７名、指導者･サブ：３名 

作業内容：サツマイモの収穫と焼き芋 
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◆参加者の感想 

イ）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） 

ロ）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） 

ハ）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 

イ）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） 

ロ）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。 

 

（２）農業体験会のまとめ 

① 自然や作物に触れることで喜びや感動が生まれる 

イ）畑の土が柔らかくてびっくりした。（10代女性） 

ロ）今回の農業体験で食の安全性の大切さを実感した。また化学肥料や農薬が使わ

れていない畑だったので、安心して土に触り、その感触を楽しんでいる子供の

様子を見ていて、親としても体験させて良かったと感じた。（40代女性） 

 

② 農家の努力や苦労に対する理解が深まった 

イ）夏に蒔いたニンジンの出来が良くなかったが、逆に作物を育てるのは簡単では

ないことを今回の体験で教えてもらえた。（２０代 女性） 

ロ）農薬や化学肥料を使わないということは、除草などの作業が加わり大変だと 

いうことが分かった。いいものを作るには手間や愛情が必要だということを感

じた。（40代女性） 

 

③ 農家から伝えたかったこと 

イ）作物を育てることを通して、愛情や感謝の心を持つことの大切さを伝えたかっ

た。参加された親子の多くが、楽しく、収穫した野菜を大事そうに扱ってくれ

ていたことから、こちらの願いが伝わったと思う。  

ロ）多くの人は、店頭に並ぶ農産物を目にすることはあっても、そこに至る過程を

知らないが、少ない機会ながら「野菜を育てる」ことが分かってもらえ、こち

らもうれしかった。 
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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三重県の第３次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、三重県の第３次食育推進計画の「赤ちゃんからお年寄りまで みえの地物で、

みんなで食育！」に基づき、「ごはんを主食にした日本型食生活」の普及と、望ましい

食生活を実践する力を身につけ、健全な身体を培い、豊かな人間性を育むことをテーマ

とした、料理講習会と農業体験会を開催した。 

加えて事業実施にあたり、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

基本計画及び三重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促進、食育リーダー育

成研修会における、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国民の

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】４９.５％（三重県）→【Ｈ２９県の目標】５０.６％（年１.１％増加） 

◆調査方法 

食育活動体験会の参加者に、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３４.０％、「１日に２食は食べている」

も３４.０％で合計は６８.０％ 

ロ）事後では「１日に３食、食べている」が３６.４％、「１日に２食は食べている」

が５０.０％で合計は８６.４％となり、１７.６％増加し、県の年１.１％増加の

目標に寄与することができた。 

◆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回以上食べている参加者は、８６.

４％と高い割合であるが、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良いかという

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）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

のメニューや学びの中身も充実させることが大切であると推察される。 

二）事前の調査から１日２回以上食べている参加者の割合が６８.０％と高かった。

これは参加者が、食に関心がある人が多かったことが考えられる。今後はさらに

幅広い募集が必要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 

平成２８年度の開催数 １回  参加者数   のべ５名 

平成２９年度の予定数 ２回  参加者予定数 のべ２０名 

◆調査方法 

農業体験会の参加者数を集計した。 

◆結果 

平成２９年度の開催数 ２回  参加者数 のべ３８名 

増加率     （３８－５）／５×１００＝６６０％ 

◆結果の考察 

イ）三重県は身近に農業に触れる環境が整っているが、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が確認できた。 

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、更なる案内活動の拡大が必要であると推察した。 

 

③ 食材を購入する際に「国産や県内産の食材を選ぶ」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（三重県産の食材を選ぶ） 

【現状】７２％→【Ｈ２９目標】７５％（三重県調査） 

◆調査方法 

食育活動体験会の参加者に、参加前と約１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９０.０％から、事後の１００％

へと１０.０％増加した。 

ロ）「国内産より外国産を優先する」人は、事前、事後とも０％であった。 

ハ）「三重県産の食材を意識する」人は、事前の６３.９％から、事後の１００％  

へと３６.１％増加した。 

◆結果の考察 

イ)「外国産より国内産を優先する」人は、事前の段階で９０％、事後では１００％

となり、本事業での参加者の意識がすでに高かったと推察される。 
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ロ）また、三重県産の食材に対しては、３６.１％増加、全ての参加者が本事業後

に意識するようになるなど、料理講習会で三重県産の食材を用いたことも大き

く影響したものと推察した。 

ハ）料理講習会では、地元生産者からの食材を活用したが、地元での食材を入手  

したいとの要望から、生産者と消費者の交流が始まり、生産者の指導により 

農産物を栽培する参加者が現れるなど、地産地消の動きも出てきている。 

 

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 

料理講習会の実施者（講師およびサブ講師を担う人材）数を新規で３名増加する

との目標（昨年は９名（農林水産省食育モデル事業））に対して１６名と、７名の

増加となった。またボランティアの意識調査においては以下の通りとなった。 

◆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) 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３８名 

◇ 結果の考察 

イ）回答者４４名のうちの８６％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 食習慣や、日常生活の改善への意識が高まる 

イ）無化学肥料、無農薬の野菜を使って料理を手づくりし、普段使っている加工食

品や調味料に含まれている添加物についても意識するきっかけになった。子供

の食の安全を考えたとき、食材の選び方にもこだわりたい。（30～40代女性グ

ループ） 

ロ）仕事が忙しい時は簡単に済ませ、食べないこともあったが、なるべくバランス

の良い食事をとることを心掛けている。（30代女性） 

ハ）年齢に関係なく、健康問題は一生のことなので、今からでも食生活からウォー

キングなどにも心がけ、健康管理に努めたい。（60代男性） 

② 個人の食生活の改善が家族にも拡がる 

イ）「みんなで作ることが楽しく、勉強になった。調理が面倒に思うところもあっ

たが、家でさっそく講習会の実践をしたところ美味しくできた」（50 代女性） 

ロ）「講習会後に家族にさっそく食事を作ってみた。美味しいといわれ、自分もう

れしくなった」（20代女性） 

ハ）「料理講習会に参加後、調理に気を付けていると、家族から美味しいといわれ

るようになった」（30代女性） 
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③ 健康を支え合う地域コミュニティ 

イ）料理講習会にご案内した友人から、「ぜひこうした機会があれば声を掛けて欲

しい」といわれた。冬季に行っている味噌づくりも参加したいということで、

講習会を通して、食育の輪が拡大した。（70代女性 講師） 

ロ）料理講習会に友人と参加しましたが、今回都合で参加できなかった友人も多く

いた。こうした人のためにも、機会をもっと作ってほしい。（40代女性） 

ハ）料理講習会での地産地消、安全な食材の話から、地元の生産農家を紹介しても

らい、その方を講師として、親子で家庭菜園を実施しはじめた。（30～40代女

性グループ） 

 

  上記の①～③のように、本事業の食育活動体験会へ参加することで、個人の食育が

進み意識が変わり、食生活の改善へとつながる事実が寄せられている。このように 

行動変容が進むことで、増加している生活習慣病の予防と改善にもつながることが 

期待できる。 

  また、「食生活を改善したいか」とのアンケート調査に対して９５％が「思う」と回

答。調査のＱ５では食生活の改善について、「チャレンジシート」を活用し、具体的な

実践目標をたてられた方は１７名（参加者の３９％）ではあったが、「ほぼ毎日実践で

きた人」は２９％、「１週間に２～３度実践できた人」は７１％と、全ての方が生活改

善に取り組まれた。 

こうした個人自らが実践するための食育活動を進めることで、個人、更には家や周

囲の人にも効果が波及している。このような本事業の結果を、今後の食育活動の参考

としながら活動を継続していくことにより、健全な食生活を実践する県民、更には食

育活動に携わるボランティアの増加から、三重県の食育活動の拡大に繋げていきたい。 
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８．参考資料 

（１）実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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三重 
氏名（ふりがな） さとう   こういち 

  佐藤    光一 
所属（部署名等） 一般社団法人ＭＯＡインターナショナル三重（健康生活館みえ） 

役職  三重エリアチーフ 

所在地   （〒514-1118）三重県津市久居新町 1023-2 

電話番号  059-259-1580 FAX  059-259-1580 
メールアドレス                 URL 

ko-sato@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

三重県支所

↓
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

中部地区事務所

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 3団体

食育資格者数 40名

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

三重県

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）

健康生活館 みえ

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（対象者 １０歳以上） 

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？ 

  （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？（料理講習会・農業体験会） 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．三重県の食材を意識して選んでいますか？（料理講習会・農業体験会） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．あなたは、食育のボランティア活動に興味がありますか？ 

（料理講習会のみ） 

 

 

 

 

 

 

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

①１日に３食、食べている １５ ３４．１％ １６ ３６．４％ 

②１日に２食は食べている １５ ３４．１％ ２７ ６１．４％ 

③１日に１食は食べている １４ ３１．８％ １ ２．３％ 

④ほとんど食べない ０ ０．０％ ０ ０．０％ 

合計 ４４ ― ４４ ― 

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

①外国産よりも国内産を優先する ５５ ９０．２％ ６１ １００％ 

②国内産よりも外国産を優先する ０ ０．０％ ０ ０．０％ 

③特に気にしていない ６ ９．８％ ０ ０．０％ 

合計 ６１ ― ６１ ― 

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 ３９ ６３．９％ ６１ １００％ 

②意識していない ２２ ３６．１％ ０ ０％ 

合計 ６１ ― ６１ ― 

回答内容 
事前 事後 

回答人数 割合 回答人数 割合 

①興味がある １３ ２９．５％ １１ ２５．０％ 

②少し興味がある ２３ ５２．３％ ２７ ６１．４％ 

③興味がない ８ １８．２％ ６ １３．６％ 

合計 ４４ ― ４４ ― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇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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