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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
鹿児島県の健康づくり計画「健康かごしま 21」には、心豊かに生涯を送れる健康長寿県
の創造を目指し、全体目標として健康寿命の延伸と生活の質（ＱＯＬ）の向上が揚げられ
ている。
また、鹿児島県の第三次食育推進計画「かごしまの“食”交流推進計画」に掲げられた
鹿児島の新鮮で安心・安全な農林水産物及びそれを食材として積極的に活用する「健康で
豊かな食生活」の普及・定着する県民の増加の必要性が示されている。
～かごしまの“食”交流推進計画より～
「健康な食生活」とは

「豊かな食生活」とは

（１）安心・安全な食材を活用した食生活

（１）四季の変化に応じた旬の県産農林水産物を味わえる食生活

（２）多くの種類の食品を上手に組み合わせた食生活
・栄養バランスのとれた食生活
・食材の素材の特徴を生かした食生活
・食品の機能性を生かした食生活

（２）地域の伝統的な食文化を味わい､楽しめる食生活

（３）欠食のない規則正しい食生活

（３）生産者との交流等により､食材や産地のイメージが描ける食生活
（４）「食」を通したコミュニケーション豊かな食生活
（５）地域食材を生かした新しい料理･食品を楽しむ食生活

（４）食材に関する正しい知識や調理法を生かした食生活

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナル（鹿児島療院）は、鹿児島県の認可を
得て、「平成 29 年度鹿児島県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、国・県の食育推進計画の課題を基に、具体的な課題やテーマをもっ
て食育活動体験会を開催した。
◆食育活動体験会 参加者募集チラシ（料理講習会 1400 枚、農業体験会 500 枚 作成）

（表面）

（裏面）

（表面）
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（裏面）

２．事業の課題及び目的
第 3 次食育推進基本計画及びこれを踏まえた「かごしまの“食”交流推進計画」に示さ
れている「地産地消を基本とした健康で豊かな食生活の実現」に向けた具体的な計画目標
に基づき、下記の目標をもって本事業に取り組んだ。
◆食への関心が低い青少年や次世代を担う子供たちを対象に「ごはんを主食にした日
本型食生活」の普及を行い、生涯にわたり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、豊かな人間性を育めるよう「料理講習会」を開催する
◆鹿児島県産や国産農産物の使用頻度を高めるため、参加者が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「農業体験会」を開催する
◆健康寿命の延伸につながる食育の推進をテーマに、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工夫する
これらをもって、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
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
達成に寄与する。

３．食育推進検討会の開催
■ 検討委員
役職

氏名

在住地

検討委員

福司山エツ子

鹿児島市

鹿児島女子短期大学名誉教授

検討委員

木佐貫

鹿児島市

医療法人財団光輪会

検討委員

守山

かよ

鹿児島市

市民ボランティア「健康な人まち心をつくる会」事務局長

検討委員

林

裕子

鹿児島市

検討委員

白石

たみ

日置市

市民ボランティア「日置すこやかライフの会」代表

検討委員

上新

京子

いちき串木野市

市民ボランティア「めだかの学校・料理教室」代表

検討委員

西久保

鹿児島市

菜園指導員

検討委員

原田

靖巳

鹿児島市

食育指導員

検討委員

藤田

浩運

鹿児島市

食育指導員

検討委員

藪井

千明

鹿児島市

食育指導員

検討委員

宮島

一将

鹿児島市

一般社団法人ＭＯＡ自然農法文化事業団・普及員

恵美

良成

立場
鹿児島クリニック管理栄養士

市民ボランティア「健康な人まち心をつくる会」副会長

第１回の食育推進検討会は、6 月 28 日、鹿児島療院において、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）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
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第２回、平成 30 年 2 月 14 日の検討会は、上記の 4 点について、平成 29 年度事業
成果のまとめ及び検証、平成 30 年度事業計画と今後の方向性をまとめた。

第１回

食育推進検討会

第２回

食育推進検討会

４．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

第１回研修会は、7 月 20 日、ＭＯＡ鹿児島研修センターで開催。事務局より、食育
資格者 50 名へ、前記の課題と本事業の目的及び計画を伝え、講師（西久保良成・原田
靖巳）より、料理講習会及び農業体験会の具体的な内容について講義し、計画の実施を
具体化した。
■第 2 回

食育推進リーダー研修会

第 2 回研修会は、2 月 22 日、会場ＭＯＡ鹿児島研修センターにおいて開催し、講
師(西久保良成、原田靖巳)が食育資格者 38 名へ、事業成果のまとめ及び検証の結果
と平成 30 年度事業計画を食育リーダーに報告、鹿児島県民の健康状態や先進的な取
組み事例を紹介し、今後の方向性を学び合った。
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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
鹿児島県の食育推進計画に示す、
「地産地消を基本とした健康で豊かな食生活の実現」
に取組む。特に食への関心が低い青少年や次世代を担う子供たちを対象に「ごはんを主
食にした日本型食生活」の普及を行い、生涯にわたり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目的とする。
◆内容
・地域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

◆料理講習会の具体的な課題
イ) 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
ロ) 地域の野菜を活用したレシピの普及
ハ) 食文化としての和食や郷土料理の継承とした取り組み
二) 一日 10ｇを目標とする減塩への取り組み
ホ) 一日 350ｇを目標とする野菜を食べる取り組み

の保護者、関係者など

（1）料理講習会
◆開催一覧
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

開催地

開催場所

開催日

参加者

いちき串木野市

働く女性の家

9/2

17 名

講師･サブ
3名

南さつま市

市民センター

9/9

9名

3名
3名

枕崎市

健康センター

9/14

12 名

鹿児島市（中央）

ＭＯＡレストラン

9/18

22 名

3名

薩摩川内市

ＭＯＡ北薩センター

9/18

13 名

3名
3名

南九州市

知覧公民館

9/18

11 名

鹿児島市（南部）

谷山市民会館

9/25

10 名

3名

日置市

中央公民館

9/30

10 名

3名

鹿児島市（西部）

ハートピアかごしま

10/14

8名

3名

鹿児島市（東部）

かごしま環境未来館

10/15

6名

3名

霧島市

国分シビックセンター

11/26

20 名

3名

鹿児島市（北部）

吉野公民館

12/10

9名

3名

※12 会場参加者合計 147 名

講師･サブ合計 36 名（他サポーター合計 26 名）

（2）料理講習会の献立
◆医療法人財団光輪会鹿児島クリニック管理栄養士・木佐貫 恵美先生監修
①９月～１０月 ：ごはん（7 分搗き）・白身魚のグリーンソース・ゴーヤチャンプル
さつま芋サラダ・かいのこ汁
②１１月～１２月：ごはん（7 分搗き）・鮭のごま味噌ソース・さつま芋サラダ・
れんこん甘酢和え・かいのこ汁
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（3）掲示用のぼり

10 枚作成（料理講習会・農業体験会に使用）

（4）配布資料
① デキる大人は食から違う（農林水産省提供）

② 元気になる食事法 6 ポイント（MOA 提供）

③ 元気になる食事法チャレンジシート（400 部作成：ﾘｰﾀﾞｰ研修 150 部、料理講習会 250 部）
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（5）食材～鹿児島の魅力再発見
① 米・野菜の農産物
鹿児島県内で自然農法に取り組む生産者の農産物を主に活用し、農薬・化学肥料に
頼らず、環境に負荷をかけない有機農産物の理解と利用促進に努めた。

② さつまいも
日本一の生産量を誇る“さつまいも”の歴史と文化、調理方法を伝え、県内での消
費拡大に努めた。
③ 枕崎産かつお節
食文化の継承と減塩のために出汁取りを実演。素材の持ち味を活かし、薄味でも
おいしく、健康的な食生活の基本として、出汁取りを提案した。
④ 旬のお魚
地元で水揚げされた魚を使用。お値段も手ごろな旬の白身魚を活用し、日本型食生
活の普及と地域資源の利用促進を提案した。
⑤ 国産大豆
日本の食文化に欠かせない大豆であるが国内自給率は低い。さらに欧米化した食生
活で消費量も減少している。鹿児島の郷土料理である“かいのこ汁”を学びながら、
食料自給率の向上と国産大豆の消費拡大に努めた。
⑥ 調味料
国産原材料を使用し、昔ながらの伝統製法で製造された無添加調味料を使用。昭和
30 年代後半頃まで、自ら大豆を栽培して、味噌や醤油を作る家庭が多くあったが、
昭和 40 年代の高度成長期とともに減少した。こうした歴史文化も若い世代に伝えた。
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（6）料理講習会の様子（県内 12 会場で開催）
① 開催日：9/2、開催地：いちき串木野市
参加者：17 名、講師･サブ：3 名

② 開催日：9/9、開催地：南さつま市
参加者：9 名、講師･サブ：3 名

③ 開催日：9/14、開催地：枕崎市
参加者：12 名、講師･サブ：3 名

④ 開催日：9/18、開催地：鹿児島市(中央)
参加者：22 名、講師･サブ：3 名

⑤ 開催日：9/18、開催地：薩摩川内市
参加者：13 名、講師･サブ：3 名

⑥ 開催日：9/18、開催地：南九州市
参加者：11 名、講師･サブ：3 名

⑦ 開催日：9/25、開催地：鹿児島市(南部)
参加者：10 名、講師･サブ：3 名

⑧ 開催日：9/30、開催地：日置市
参加者：10 名、講師･サブ：3 名

⑨ 開催日：10/14、開催地：鹿児島市(西部)
参加者：8 名、講師･サブ：3 名

⑩ 開催日：10/15、開催地：鹿児島市(東部)
参加者：6 名、講師･サブ：3 名

⑪ 開催日：11/26、開催地：霧島市
参加者：20 名、講師･サブ：3 名

⑫ 開催日：12/10、開催地：鹿児島市(北部)
参加者：9 名、講師･サブ：3 名
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（7）料理講習会のまとめ
① 参加者の声
◆地産地消・食の安心安全・環境保全型農業への理解が進む
イ）地元の自然農法のお米も食べてみたいと思います。出来上がった料理のお野菜がまた、
とてもおいしかったです。採りたてで無農薬、調味料にもこだわると、こんなにおい
しくいただけるんだなぁ～と感じました。（霧島市 40 代女性）
ロ）優しい食材でとてもおいしくいただきました。（いちき串木野市 40 代女性）
ハ）大変勉強になりましたし、さつまいもサラダに感動しました。お芋をさいの目で切っ
て作ることで正月のお重箱の一品にもなり、見栄えも良く、とても良かったです。
お隣の奥様にもお伝えしたら喜ばれました。

◆郷土料理に対する理解が深まる
イ）鹿児島の郷土料理や野菜など、食べてみたこと、作ってみたことがない料理があり、
学びがいっぱいでした。自分や家族の元気と健康のためにも、食事を見直して少しで
も体に良いものを作っていけたらいいなと思いました。（南さつま市 30 代女性）
ロ）郷土料理を知ったり、作ったりできたことがすごく嬉しかったです。ふくれ菓子、
みそ作りなども知りたいです。（枕崎市 30 代女性）
ハ）具だくさんのかいのこ汁が、多くの野菜を使った料理を作る機会が少ないので、食育
を考える良いきっかけになりました。（枕崎市 30 代女性）

◆出汁に関する理解が深まる
イ）だしを取る事で素材の味が引き出され、薄味で健康にもいい事に気づかされ、調味料
を少なくしていく食事作りに努めようと思いました。（いちき串木野市 40 代女性）
ロ）普段の味付けが濃いことに気付きました。今後は、食材の味を生かして少しずつでも
教えてもらったことを取り入れて料理ができるよう頑張りたいと思います。
（いちき串木野市 40 代女性）
ハ）普段、昆布としいたけの出汁を作っていましたがこれを機にかつお節なども使う様に
なりました。（霧島市 40 代女性）
二）講習会で出汁とりを学びました。薄味でも食が進み、食材本来の味が楽しめて良かっ
たです。（鹿児島市 20 代男性）

◆栄養バランスの整った日本型食生活の実践に繋がる
イ）バランスのよい食事作りに努力中です。また、小鉢を多くすることで自分自身が料理を
楽しめるようになりました。（いちき串木野市 40 代女性）
ロ）魚を意識して多く取り入れられるようになりました。また、ごはん、主菜、副菜、汁物
と、献立を考えるようになりました。（いちき串木野市 40 代女性）
ハ）一汁三菜を意識して作れるようになったりしています。（30 代女性）
二）初めて料理講習会に参加して、とても勉強になりました。色々な野菜を少しでも多く
食べてみようという気持ちになりました。（枕崎市 20 代女性）
ホ）普段の食生活を見直す良いきっかけになりました。なかなか副菜まで作ることがなか
ったので、これからはしっかり作ろうと思います。（枕崎市 20 代女性）
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② 講師の取り組み、学び
◆事前準備
イ）日頃料理教室に来られる方々がサポーターとして手伝ってくれた。事前に打ち合わせ
をし、役割を決め、それぞれが心配りをして当日を迎えることができたので、参加者
から喜ばれました。
ロ）メニューが鹿児島の郷土料理でしたので、歴史・由来などを調べてお伝えしました。
出汁取りをしながら、味覚を育てることが脳を活性化させ健康でいられる事、日本人
の身体は米を食べてきた歴史で作られていることなど、これまで学んできた日本型の
食事の大切さをお伝えしました。
ハ）市の食育課に行って広報をお願いしたり、市役所のロビーでチラシを配ったり、社協に
も足を運びました。行政の方々も快く協力して下さり、今回の食育活動が多くの方々
の協力で拡がっていくと思いました。

◆食育ボランティアの感想、気づき
イ）若い世代・子育て世代の募集をするために保育園や子育てサークルに協力をお願いし
ました。身近な人にも声をかけると、快く参加してくれました。一人ひとりを大切にし
てお誘いすることが大切だと気付かされました。
ロ）学生や若い参加者が、調理実習が始まると楽しそうに話し合いながら調理していた
のが印象的でした。できた料理もおいしく、普段野菜をあまり食べない方も完食して
いました。

◆課題、気づき
イ）20 代～30 代の若い世代・子育て世代の親子を対象に料理講習会に取り組みましたが、
関心が薄く、苦労しました。若い世代を中心に、子供から高齢者まですべての世代に食
育は必要なので、参加者の幅を広げて取り組んでいきたいと思います。
ロ）現代の社会状況・健康問題への関心、人と人とのコミュニティを創って行こうと声かけ
をしました。若いご夫婦での参加が 2 組あり、今後も継続して学びたいとの声があり
ます。
ハ）若い人は家族の健康を考えて料理をしている人と、全く関心をもたない人に分かれて
いました。学んだことを家庭で実践された方から「子供が野菜を食べるようになった」
と嬉しい報告を受けました。
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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た。
テーマ

・生産者の話を聞き、農産物を育てて収穫し食べる楽しさを体験する
・農薬や化学肥料を使わないで育てる自然農法を体験する

イ) 一次目的
ロ) 二次目的

体験会へ参加する人を増やす
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）配布物
① 日本型食生活のススメ・食の生産・流通体験のススメ（農林水産省提供）

② 元気になる食事法 6 ポイント （ＭＯＡインターナショナル提供）

（2）開催一覧
開催地

実施回

実施日

対象者

参加者

指導者･サブ

鹿児島市

承認前

5/20

親子

25 名

３名

鹿児島市

第１回

7/28

親子

17 名

３名

鹿児島市

第2回

8/2

児童
保護者

29 名
３名

３名

南九州市川辺

第3回

9/30

親子

20 名

３名

日置市吹上

第4回

10/15

親子

８名

３名

鹿児島市

第5回

11/23

一般
親子

52 名

３名

※農業体験会参加者合計 154 名

主な作業内容
トマト・なす・さつま芋の植え付け
野菜バーベキュー （*承認前）
トマト・なす・ピーマンの収穫、さつま芋畑の管理
おむすびセミナー・出汁取り、具沢山みそ汁
トマト・なす・ピーマン、ブルーベリーの収穫体験
夏野菜サラダ・コロッケ、コンニャク作り
稲刈り体験・稲架かけ
おむすびセミナー・具沢山みそ汁
稲刈り体験・稲架かけ
おむすびセミナー・具沢山みそ汁
さつまいもの収穫体験
スプラウト・キッチンガーデン体験

指導者･サブ合計 18 名（他サポーター合計 9 名）
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（3）農業体験会の様子
承認前 開催地：鹿児島市 公益財団法人農業環境健康研究所 鹿児島研究農場
実施日：5 月 20 日 参加者：25 名、指導者･サブ：3 名
作業内容；トマト・ナス・さつまいもの植え付け 昼食：おむすび・野菜のバーベキュー

① 第 1 回 開催地：鹿児島市 公益財団法人農業環境健康研究所 鹿児島研究農場
実施日：7 月 28 日 参加者：17 名、指導者･サブ：3 名
作業内容；トマト・ナス・ピーマンの収穫、さつまいもの管理 昼食：おむすびセミナー・具沢山みそ汁・漬物

「社会福祉法人旭ヶ丘園」「ＮＰＯ法人ライフサポートかごしま」に協力をいただき、
福平校区の小学生や従業員のご家族が参加されました。
トマト嫌いの子がミニトマトを頬張り、中々飲み込めずにいたのが印象的でした。収穫
後は、出汁取りから具沢山の味噌汁づくり、みんなでおむすびを結んで食べました。自然
農法 50 年以上の福留さんのお米はとってもおいしいと評判でした。

② 第 2 回 開催地：鹿児島市 公益財団法人農業環境健康研究所 鹿児島研究農場
実施日：8 月 2 日 参加者：32 名、指導者･サブ：3 名
作業内容；トマト・ナス・ブルーベリーの収穫、さつまいもの管理、こんにゃく作り
昼食：かぼちゃコロッケ・スープ・サラダ

鹿児島市内の御所保育園児童クラブの児童 29 名・先生 3 名を受け入れました。真夏の
炎天下であったため、自然農法セミナー・夏野菜とブルーベリーの収穫体験は短時間にし
て室内でこんにゃく作りを実施。みんなで振って揉んで形を整えて、こんにゃくを作りま
した。きな粉・みたらしでわらび餅風に試食。こんにゃくが大人気でした。子どもたちは
楽しかった様子を両親に話したようで感謝の声を頂きました。
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③ 第 3 回 開催地：南九州市川辺 生産者 大坪誠治 圃場
実施日：9 月 30 日 参加者：20 名、指導者･サブ：3 名
作業内容；稲刈り・稲架かけ 昼食：おむすびセミナー・具沢山みそ汁

自然農法による米づくりを実施されている生産者の大坪誠治さんご夫妻に協力を
いただいて、稲刈りと稲架かけ体験をしました。おいしいおむすびと具沢山のお味噌汁
をいただきながら、自然農法のお話を伺いました。親子で参加のＹさんは貴重な体験が
でき、
「子供たちがまた行こうねと喜んでいる」と報告くださいました。

④ 第 4 回 開催地：日置市吹上 生産者 妹尾正信 圃場
実施日：10 月 15 日 参加者：8 名、指導者･サブ：3 名
作業内容；稲刈り・稲架かけ 昼食：ごはん・具沢山みそ汁・漬物

自然農法に取り組む妹尾正信さんご夫妻に協力いただいて、稲刈りと稲架かけ体験を
しました。昼食は、丹精込めて育てたお米やお野菜を奥様が具沢山のお味噌汁・お漬物に
して下さり、おいしく頂きました。農村の昼食を味わいながら、自然農法のお話・グリー
ンツーリズム受入れなど、農業と食育について貴重なお話を伺うことができました。

⑤ 第 5 回 開催地：鹿児島市 公益財団法人農業環境健康研究所 鹿児島研究農場
実施日：11 月 23 日 参加者：52 名、指導者･サブ：3 名
作業内容 さつまいも収穫体験・キッチンガーデン

第八回「健康と秋の収穫まつり」の会場にて、自然農法セミナー・さつま芋の収穫体験・
カイワレ大根のスプラウト・キッチンガーデンを実施しました。自然農法生産者から、
野菜を育てるには、愛情や声かけが大切な点を伺いながら、自然農法の土づくり、小さな
種がすくすくと成長していく様子と食べる楽しみを体験できました。
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７．事業成果のまとめ
（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
① 食文化の継承度
地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し、伝えている国民の割
合を 41.6%（現状：第 3 次食育基本計画より）から 5％向上させ 46.6％を目標とする。

◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】41.6%(H27) →【H29 目標(MOA)】46.6％

→ 【最終目標】50%以上（H32）

◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に日本型食生活の認知度について、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、結果を集計して割合を算出した。

◇ 調査結果
■事前アンケート
■事後アンケート
Ｑ．あなたは「日本型食生活」を知って Ｑ．あなたは「日本型食生活」について、
どの程度理解が深まりましたか？
いますか？
内容を含めて知って
いる
26人（21.3％）

より一層理解が
深まった
55人（47.0％）

言葉は知っている
44人（36.1％）

少し理解が深
まった
60人（51.3％）

知らない
52人（42.6％）

あまり変わらな
かった
2人（1.7%)

イ) 事前では「知っている」が 21.3%、「言葉は知っている」が 36.1％、「知らない」
が 42.6%であった。
ロ) 事後では「理解が深まった」が 47.0%、「少し理解が深まった」が 51.3%、「あま
り変わらなかった」は 1.7％であった。
◇ 結果の考察
イ) 事前アンケートで、日本型食生活について「知らない」と答えた方が 42.6％であ
ったが、事後アンケートでは、「より一層理解が深まった」人 47％、「少し理解
が深まった」人 51.3％、合わせて 98.3％の参加者の理解を深めることができた。
ロ）その要因として、
「デキる大人は食から違う」と「元気になる食事法 6 ポイント」
のリーフレットを使用し、講師がセミナーを行ったことが効果的であった。
ハ）また、料理講習会では、魚食・大豆を盛り込んだ日本型食事に、鹿児島の代表的
な伝統食「かいのこ汁」、鰹節（出汁）、さつま芋等、地元食材をベースに伝統的
な料理を実習したことも効果的であった。
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② 食生活指針の実践度
a) 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている人の割合の向上
主食、主菜、副菜を基本にバランスのよい食事をしている者の割合を 77.4％（現状：
かごしまの“食”交流推進計画の 28 年度県政モニター結果）から 3％向上させ 80.4％
を目標とする。

◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】77.4%(H28) →【H29 目標(MOA)】80.4% →【最終目標】80%以上(H32）
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、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、参加者アンケートを集計し、割合を算出した。

◇ 調査結果
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？
※事前アンケート

※事後アンケート
1日に3食、食べて
いる
29人（22.8％）

1日に3食、食べて
いる
19人（17.0％）

1日に2食は食べ
ている
66人（52.0％）

1日に2食は食べ
ている
67人（59.8％）

1日に1食は食べ
ている
29人（22.8％）

1日に1食は食べ
ている
24人（21.4％）

ほとんど食べない
3人（2.4％）

ほとんど食べない
2人（1.8％）

◇ 結果の考察
イ）事前アンケートの結果、「1 日に 3 食、食べている」人は 22.8％、「2 食は食べて
いる」人は 52.0％であった。合計で 74.8％が 2 食以上食べていた。
ロ）事後アンケートの結果、「1 日 3 食、食べている」人が 17.0％となり、「2 食は食
べている」人は 59.8％となった。合計で 76.8％となり、2％向上した。
ハ)「1 日に 3 食、食べている」人が 4.8％減少している点は、講習によって日本型食
生活の理解が深まった事と「ごはんを主食に主菜・副菜・小鉢・汁物」の理想的
な食事例を紹介したため、厳しく自己評価したためと推察できる。
b) 20～30 歳代の男女で朝食を５日以上食べる人の割合の向上
男性 54.2％・女性 69.8％（現状：かごしまの“食”交流推進計画の 28 年度 県厚生
連健康管理センターで実施する職場アンケート）から 3％向上させ、男性 57.2％・女性
72.8％を目標とする。

◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】男性 54.2%(H28) →【H29 目標(MOA)】57.2% →【最終目標】60%以上(H31）
【現状】女性 69.8%(H28) →【H29 目標(MOA)】72.8% →【最終目標】75%以上(H31）
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◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、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、参加者アンケートを集計し、割合を算出した。

※参加者の年代

※性別
10代
12人（9.6％）
20代
12人（9.6％）
30代
36人（28.8％）
40代
22人（17.6％）
その他
43人（34.4％)

Ｑ．朝食は食べていますか？

男性
13人（10.3％）

女性
113人（89.7％）

（全体）

※事前アンケート

※事後アンケート
ほぼ毎日食べる
111人（88.1％）

ほぼ毎日食べる
107人（89.9％）

ときどき食べる
8人（6.3％）

ときどき食べる
8人（6.7％）

食べない
7人(5.6)％

食べない
4人（3.4％）

Ｑ．朝食は食べていますか？

（20 代～30 代

※事前アンケート

男女）

※事後アンケート
ほぼ毎日食べる
43人（89.6％）

ほぼ毎日食べる
44人（93.6％）

ときどき食べる
4人（8.3％）

ときどき食べる
3人（6.4％）

食べない
1人(2.1％)

食べない
0人

Ｑ．朝食は食べていますか？

（20 代～30 代

※事前アンケート

男性）

※事後アンケート
ほぼ毎日食べる
3人（75.0％）

ほぼ毎日食べる
4人（80.0％）

ときどき食べる
1人（25.0％）

ときどき食べる
1人（20.0％）

食べない
0人

食べない
0人
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Ｑ．朝食は食べていますか？

（20 代～30 代

※事前アンケート

女性）

※事後アンケート
ほぼ毎日食べる
40人（90.9％）

ほぼ毎日食べる
40人（95.2％）

ときどき食べる
3人（6.8％）

ときどき食べる
2人（4.8％）

食べない
1人(2.3％)

食べない
0人

◇ 結果の考察
イ）事前アンケートの結果、20 代～30 代で「朝食をほぼ毎日食べる」人の割合は、
男性 75.0％、女性 90.9％であった。食育に対する関心度が高い県民が参加してい
たことが伺える。
ロ）事後アンケートの結果、20 代～30 代で「朝食をほぼ毎日食べる」人の割合は、
男性 80.0％、女性 95.2％で男性は 5.0％、女性は 4.3％向上した。
ハ）その要因として、食育資格者研修で「かごしまの“食”交流推進計画（第 3 次）」
の家庭における「食育」の推進の施策を学び、特に朝ごはんの重要性や質、食べ
方を伝えようと、目標を定め取り組んだことが結果として現れた。
③ 食育の推進に関わるボランティア数について
食育資格者102名中、平成28年度「新たな食環境に対応した食育モデル事業」
鹿児島会場（料理講習会及び農業体験会）の担い手資格者を37名から10％向上さ
せ、41名を目標とする。
◇ 現状と今年度の目標及び最終目標数値
【現状】37 名（36.2％･H28) →【H29 目標(MOA)】41 名（40.1％･H29）
◇ 食育ボランティア数の結果
【H29 実績】料理講習会ボランティア 講師･サブ 36 名＋サポーター26 名＝62 名
農業体験会ボランティア 講師･サブ 18 名＋サポーター09 名＝27 名
合計 89 名（達成率 217％）
◇ 結果の考察
イ）第 1 回食育推進検討会及び食育リーダー養成研修会において、本事業を通して食
育ボランティアの増加を図るとの目標を共有して事業を推進したことが良かった。
ロ）特に枕崎地域では、食育推進事業へのボランティアを目的に、市民からの要望で食
育推進員養成講座を開講することになり、10 名が資格を取得した。
ハ）
「あなたは食育のボランティア活動に興味がありますか？」とのアンケート調査で
は、食育ボランティア活動に「興味がある」人は、事前 21.7％から事後 28.0％へ
と 6.3％増加した。
ニ）このように、食育活動に参加することで、ボランティア活動に興味を持つ県民が増
えることから、地域の食や農に対する理解を拡げながら、食育活動の推進につな
がるコミュニティを深めていくことが課題となる。
16

（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
【現状】開催数 2 回、参加者数 20 名(H28MOA 実績)
→【H29 目標】開催数 5 回、70 名→【H32 最終目標】100 名
◇ 調査方法
農業体験会の参加者数を集計した。
◇ 結果
開催数 6 回、今年度 154 名であった。（目標に対する達成率 224％）
増加率 154-20/20×100＝670％
（3）全事業について ≪料理講習会、農業体験会 共通≫の数値目標
国産や地域の食品について
鹿児島県産の安心安全な農産物・国産の農林水産物、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」とする者を、取り組みの
前後で 10％向上させる。
購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」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
【現状】75.1%→【H29 目標】85.1%（MOA 調査）→【最終目標】85%以上(H32)
◇ 調査方法
食育活動体験会の参加者に、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
Ｑ．食材の産地を意識して選んでいますか？
※事前アンケート

※事後アンケート
外国産より国内産
を優先する
101人 83.5％

外国産より国内産
を優先する
104人(89.7％)

国内産より外国産
を優先する
3人（2.5％）

国内産より外国産
を優先する
2人（1.7％）

特に気にしていない
17人（14.0％）

特に気にしていない
10人（8.6％）
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Ｑ．鹿児島県の食材を意識して選んでいますか？
※事前アンケート

※事後アンケート

意識している
75人（62.0％）

意識している
82人（69.5％）

意識していない
46人（38.0％）

意識していない
36人（30.5％）

Ｑ．旬の食材を意識して選んでいますか？
※事前アンケート

※事後アンケート

意識している
87人（71.9％）

意識している
95人（80.5％）

意識していない
34人（28.1％）

意識していない
23人（19.5％）

イ)「外国産より国内産を優先する」人は、事前の 83.5％から、事後の 89.7％へと
6.2％増加した。
「国内産より外国産を優先する」は 0.8％減少、
「特に気にしな
い」は 7.5％減少した。
ロ)「鹿児島県の食材を意識する」人は、事前の 62.0％から、事後の 69.5%へと 7.5％
増加した。
ハ)「旬の食材を意識する」人は、事前の 71.9％から、事後の 80.5％へと 8.6％
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 83.5％と平成 27 年度県政モニター
調査より、8.4％高く、意識が高い県民が集まっていたことが伺われる。
ロ）「鹿児島県の食材を意識する」人は、事前 62.0％と平成 27 年県政モニター
調査より 13.1％低かった。
ハ）子ども達の参加が多かったことが、県政モニター調査より低い結果になった
要因と捉えることができる。
ニ）県産食材といえば、
「黒豚・黒酢・黒牛」等、ブランド化による高価なイメージ
があり、一般消費者にとって購入しにくい環境にあるという意見があった。
ホ）野菜の販路においては、九州の地の利を活かして、県内で販売されるより、
全国流通で高値に取引される傾向がある。さつまいもは主に加工用として作ら
れている。こうした流通上の理由から、地元食材に対する意識が薄れている
ことが推察された。
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ヘ) 事前と事後アンケートを比較する中で、
「国産」で 6.2％、
「鹿児島県産」で 7.5％、
「旬」で 8.6％の意識向上の変化を確認できた。
ト）鹿児島県産の食材を意識する人の拡大に向けて、県産の食材の良さや地産地消
の大切さを更にアピールすべく、生産者と消費者の交流なども交えながら、引
き続き食育活動体験会の実施が必要であることが推察される。
（4）波及効果
食育事業に参加し食生活の改善に努力したことで、行動変容となり、生活習慣病の
予防と改善につながった事例
◆地産地消・食育の推進
イ）地元の自然農法のお米も食べてみたいと思います。出来上がった料理のお野菜がまた、
とてもおいしかったです。採りたてで無農薬、調味料にもこだわると、こんなにおい
しくいただけるんだなぁ～と感じました。（霧島市 40 代女性）
ロ）食育は非常に重要なので習慣として子どもたちにも身に着けさせたいと思います。
（枕崎市 40 代男性）

◆食生活の改善の意識が高まる
イ）日本型食生活において知っているつもりでいましたが、主菜（肉魚・玉子・大豆の
おかず）、副菜の揃っている食事だとは知らず、副菜のみのおかずの日がほとんどで
したので、これからは成長期の子供のためにもバランスのよい食生活を心がけたいと
思います。（霧島市 40 代女性）
ロ）バランスのよい食事作りに努力中です。また、小鉢を多くすることで自分自身が料理
を楽しめるようになりました。（いちき串木野市 40 代女性）

◆食生活の改善から健康増進へ
イ）講習会に参加してみて、自身の生活を見直す良いきっかけになりました。目で見てど
こが足りないのかを把握することができ、運動と合わせて食事の大切さを改めて感じ
ることができました。少し習慣を変えることで、体の変化も出てきて驚いています。
継続することが大切だと思うので、これからも意識していきたいと思っています。
（鹿児島市 20 代男性）
ロ）今回の食事習慣改善チャレンジでは、食材を少し固めに調理することに取り組みま
した。よく噛んで食べることを意識することで、満腹感が出て食べ過ぎる回数が激減
しました。子どもは顎の発達にもつながり、これからも続けていこうと思います。
（鹿児島市 40 代女性）
ハ）鹿児島の郷土料理や野菜など、食べてみたこと、作ってみたことがない料理があり、
学びがいっぱいでした。自分や家族の元気と健康のためにも、食事を見直して少しで
も体に良いものを作っていけたらいいなと思いました。（南さつま市 30 代女性）
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◆食育を支え合う地域コミュニティ
イ）皆様とても親切で、子供を二人連れて参加しましたが子守りをして下さったり手伝っ
て下さったおかげで上の子供も調理を体験でき、一緒に楽しめてありがたかったです。
（霧島市 40 代女性）
ロ）ボランティアの方々が進んで声をかけ合いながら調理をしてくださって、わきあいあ
いの楽しい雰囲気の中で行えてよかったです。今回の参加を機に、食事を作ることが
以前より楽しく思えるようになりました。（枕崎市 30 代女性）
ハ）みんなで子育ての悩みなどを話せる場になって楽しかった。（鹿児島市 20 代女性）
二）楽しく料理ができて、調理方法も覚えられたので、また時間が合えば参加したいです。
（鹿児島市 30 代女性）
ホ）食育活動体験会は、市報での参加者の募集をはじめ、保健センターの協力や、健康増進
課職員が出向してのセミナー、他にも地域の調理師、管理栄養士など、様々な関係者の
ご協力のもとに開催することができ、官民一体の食育コミュニティとして拡がりが
生まれたと思います。

◆今後の課題、提案
イ）子供の体に良い食事を作ってあげたいと思うが献立が思い浮かばなかったり、おいし
く作れないことが多い。意識することで変えられることがあると思うので時間をみつ
けて献立を考えたり、添加物の少ない食事ができるようにしたいです。
（南さつま市 30 代女性）
ロ）食育が教育現場でも高い関心を持たれているため、もっと子供たちも参加出来たり、
知ることができる場が増えるとよいと思いました。（鹿児島市 20 代男性）
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８．事業の結果の報告と活用
本事業の実施内容と結果報告書を作成し、鹿児島県をはじめ食育活動体験会を開催し
た所在の市区町行政や関係者へ報告するとともに、ＭＯＡインターナショナルホームペ
ージに掲載する。また、次年度以降の食育活動に活用する。
（1）実施体制
助言・
指導

食育推進検討会

（一社）ＭＯＡ自然農法
文化事業団

（一社）ＭＯＡインター
ナショナル

本部 事務所

本部 事務所

九州支所

連携

九州地区事務所

鹿児島県庁

講師要請
ＭＯＡ食育講師

鹿児島支所
↓
自然農法普及員

鹿児島療院

支所につながる普及会、農
業生産者

食育資格者養成講座、
料理講習会

指導員出向

講師出向
（セミナー・実習）

協力依頼

結果報告
各地の医療法人や
クリニック

食育ボランティア団体
ネットワーク
行政登録数 7団体
食育資格者数 102名

食生活改善推進員

市町

他のボランティア団体

広く市民・消費者を対象にする

（2）県との窓口
氏名（ふりがな）たお のりかず
峠
敬和
所属 鹿児島療院
役職 サブマネージャー
所在地 （〒891-0115）鹿児島県鹿児島市東開町５－２ 鹿児島療院内
電話番号 099-266-3331
メールアドレス
n-tao@moa-inter.or.jp

FAX 099-266-3337
URL
http://www.moainternational.or.jp
http://moa-natural.jp
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