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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 

 
 
◆食育おきなわ うまんちゅプラン 

○ 県民一人一人が「食」の大切さを理解し、「食」に関する知識と選択する力を習得し、

健全な食生活を実践しましょう 
○ 主な取り組み 

1．家庭における食育の推進 
2．学校、保育所における食育の推進 
3．地域、職域における食育の推進 
4．食育の普及啓発、連携協力、支援の推進等 
5．生産者と消費者の交流促進等 
6．推進体制の整備 

 
 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、沖縄県の認可を得て「平成 29
年度 沖縄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次沖縄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、下記の成果目標を持って、本事業に取り組みました。 

具体的には、食育への関心度を向上、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

や沖縄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、植付け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取り組みました。 

 

◆達成すべき成果 

【１】食育推進検討会の開催 

 食育推進検討会を開催することにより、本事業において取り組む食育推進リーダー

の育成や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、農林漁業体験の機会提供の推進等の目標達成を図る。 
 
【２】食育推進リーダーの育成 

 各分野において専門的に食育活動を行うボランティアの活動を調整、コーディネー

ト等を行うことができる食育推進リーダーを 15 名育成することにより、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、農林漁業体験の

機会提供の推進等の目標達成を図る。 
 

【３】地域における食文化の保護・継承及び日本型食生活の普及促進を図る 

≪料理講習会≫における数値目標 

（１）栄養バランス等に配慮した日本型食生活の実践度について 

最新の食育に関する意識調査報告書（平成 29年 3月）によると、我が国で「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

割合は５９．７％となっており、本事業による料理講習会を通じ、栄養バランスに

配慮した食事を心がける人を増やすことを目標とする 

（２）食育の推進に関わるボランティア数について 

料理講習会をきっかけに、食育ボランティアに参加する人を増やす 
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【４】農林漁業に関する事業≪農業体験会≫における数値目標 

（１）農業体験者数の増加 

（ア）農業体験会の開催数と参加者数 

・28年度の開催数 １回  参加者数 17名 

・29年度の予定数 3会場 1回 参加予定延べ数 30名 

（イ）増加率 

３０－１７／１７×１００＝７６％ 

 

３．食育推進検討会の開催 

（１）検討委員 

氏 名 在住地 立 場 
金城 節子 那覇市 元那覇市食育推進協議会 会長 
山里 朝子 那覇市 社協登録団体 ちゃーがんじゅーかい 会長 
玉城 敏子 浦添市 元浅野浦婦人会長、現浦添市第二民児協 

安慶名 克己 うるま市 (一社)ＭＯＡ自然農法文化事業団沖縄支所・支所長 
新垣 恵梨子 那覇市 (一財)ＭＯＡ沖縄事業団幼児学園 副園長 
仲村 和河子 名護市 管理栄養士 (元学校栄養士) 
稲福 信子 名護市 社協登録団体 ニライカナイ 代表 

東江 あけみ 名護市 社協登録団体 ニライカナイ 副代表 
中邑 一雄 那覇市 食育指導員 

 

（２）事務局員 

濱里敏孝（ＭＯＡインターナショナル 沖縄食育担当チーフ） 
比嘉理仁（ＭＯＡインターナショナル 沖縄事務長） 
新里高清（ＭＯＡインターナショナル 経理担当） 

 
◆第１回 食育推進検討会 

日時：９月２０日(水) １０：００～１３：００ 

会場：一般財団法人ＭＯＡ沖縄事業団 沖縄青少年研修センター４階 会議室 

内容：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事の改善を図る食育資格者研修内容の決定 
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事の改善を、資格者が支援する 

実施運用 
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◆第２回 食育推進検討会 

日時：平成３０年２月１２日(月) １０：００～１３：００ 
会場：一般財団法人ＭＯＡ沖縄事業団 沖縄青少年研修センター ３階 講堂 
内容：本事業の報告、アンケート集計結果、成果の整理及び検証を行い、今後に   

向けた意見を出し合った。 

       
 

 

 

 

 
 

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 

日時：平成２９年９月２８日(木) １３：００～１６：００ 
会場：一般財団法人ＭＯＡ沖縄事業団 沖縄青少年研修センター ３階 講堂 
講師：大田京子、山里朝子 
参加者：食育資格者２１名 
内容：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、調理実習レシピの確認等、実施に向けて意識共有を図った。 

 

◆第２回 食育推進リーダー研修会 

日時：平成２９年１１月２３日(木) １３：００～１６：００ 
会場：一般財団法人ＭＯＡ沖縄事業団 沖縄青少年研修センター ３階 講堂 
講師：大田京子、山里朝子 
参加者：食育資格者２５名 
内容：食育資格者へ事業成果の中間報告をし、今後の方向性を学び合った。 

 
 
   

  

第１回食育検討会（9/20） 第２回食育検討会（2/12） 

第２回食育推進リーダー研修会（11/23） 
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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 

◆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、沖縄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。食育指導員は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 

□開催まとめ 

◆ 県内            ４会場 

◆ 参加者数         ４６名 

◆ 講師及び講師サブ数    １０名 

◆ 食育資格者(ボランティア)数   ９名 

 

□各会場の報告 

① 名護市～公設市場（調理室） 

   
 
 
 
 
 
 
 

◆参加者の感想 

・一人暮らしなので、食事はついつい「ながら食事」になりがちなので、週 2 回は

子供達と一緒に食べる事を心掛けたいと思った。(６０代 女性) 

・生活習慣病予備群の人が多く、このような場に参加して食の改善に目覚めて欲し

いと思った。(５０代 女性) 

 

◆講師の感想 

・農水省の事業として開催するところにまちづくりに向かう意味があり、誰もが 

安心して参加出来ると思いました。また、参加者は食に関心がある方、興味を  

持ち始めた方が参加して下さり、ニーズに応える事が出来たと思います。 
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② 那覇市首里～沖縄青少年研修センター（食堂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

・子供の朝食に、パンをよくあげる事が多かったのですが、講習会で子供の成長に

欠かせない朝食に気づき、ごはんを主食にバランスの取れた食事を心掛ける様に

なりました。(４０代 女性) 

・沖縄の島野菜を使った料理講習会はとても勉強になりました。子供も一緒に参加

したのですが、退屈していたので次回でも良いですが、子供と一緒に学べる講座

があれば良いなと思いました。(４０代 男性) 

・地元の食材で、こんな料理が出来るなんて思いもよらなかった。(７０代 女性) 

◆講師の感想 

・成長期にある保育園児等は、味覚の大切さなど学ぶ機会があると良いなと思い 

ました。また、子供と一緒に学ぶ光景を見ていると、微笑ましくもあり親として

地産地消の大切さを少しでも感じ取って下さったコメントもあり、親子で料理 

講習会に参加するのも大事だなと気づきました。 

 

③ 浦添市～中央公民館（調理室） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆参加者の感想 

・学んだ内容を自宅で継続して実施する事で、これが生活習慣になりつつある事に

感動しています。(５０代 女性) 

・講習会で、お味噌汁の作り方をしましたが、これまで自宅で作っていた内容と違

ったので作り方を変えてみたら、とっても美味しいとの事です。(６０代 女性) 

・食事は、毎日の生活を楽しく豊かに過ごす為に、大切だと思います。出来るだけ、

自分で料理を作り、家庭生活を充実する一助にしたいと思います。(６０代 男性) 
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◆講師の感想 

・若い娘さんと参加されている方もおられて、県産野菜を使った料理が家庭の食卓

に、日々並べられる様になると良いなと思いました。 

・県の食育事業として、公民館の事務所に話す事で、公民館側も積極的に参加募集

チラシを目立つ場所に置いて下さったりと、食育資格者として地域の健康づくり

に貢献しているという“お役立ち感”がありました。 

 

④ 那覇市～首里公民館 

 
 
 
 
 
 
 

 
◆参加者の感想 

・日頃は、手早く出来るメニューであったり、ワンパターンの料理しか出せていな

い事を反省しました。講習会では、パパイヤを茹でてミキサーにかけ、スープに

する調理法は目から鱗でした。とっても美味しかったです。今後は、島野菜で  

工夫した料理を出せる様に努力したいと思いました。(５０代 女性) 

・バランスの取れた食事を工夫する事と、楽しんで料理する事が食べる人の心の 

栄養になると勉強出来ました。(６０代 女性) 

 

◆講師の感想 

・母親と息子夫婦が、一緒になって参加していたのが、とっても嬉しかったです。

二世代が一緒になって学び合う事で、家族の絆が強くなり、楽しく食卓を囲む事

が出来るので、心と身体も栄養たっぷりかなと微笑ましかったです。 

・島野菜のパパイヤをスープにする事等、なかなか思いつかないですし、栄養素を

充分吸収出来る事から多くの方々が、色んな島野菜の料理方法を楽しんで研究 

して下さると、もっと島野菜の普及も上がるかなと思いました。 
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６．農林漁業体験の機会の提供 

 

（１）開催まとめ 

◆ 県内           ２会場 

◆ 参加者数        １９名 

◆ 指導者及び指導者サブ数  ４名 

 

（２）各会場の報告 

① 中城村 佐久川紀成農園 

   

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

・今回の体験会は、玉葱の種植えでしたが、玉葱の種を初めてみて感動でした。  

農家の佐久川さんの話では６ヶ月で収穫出来る様になると聞いて、収穫までの 

手間暇かけて育てた玉葱を、美味しく食べているのかと思うと、生産者に感謝が

湧いてきました。(４０代 女性) 

・玉葱の種植えを、暑い日差しの中で、しかもマルチという日差しが反射する中で

の植付けは、大変な作業だと思いました。今日の参加者で、1,000 個の種植えを 

実施すると聞いて出来るのかなと思いましたが、皆で協力して時間内に終える事

ができ、皆で拍手しました。生産者の皆さんのご苦労に、本当に頭の下がる思い

でした。(６０代 女性) 

 

◆指導者の感想 

・今回の参加者が１０名を募集していると聞いて、1,000 個の種を準備したが、全

員で８名だったので、正直時間内で終える事が出来るのか心配でした。しかし、

皆さんが頑張って協力して下さったおかげで、予定通り終える事が出来たので、

皆で協力してする事が、自分達夫婦で２日かかる植付けを２時間で終えたのは、

ビックリです。本当にこのような企画をして下さった事に感謝です。 

・試食も、自家製野菜を使って自宅で作って来たのを皆さんに食べてもらったので

すが、皆さんが美味しいと言って下さり、本当に嬉しかったです。是非、島野菜

に興味をもっていただいて、食卓にいつでもあるように願いたいと思います。 
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②八重瀬町 知念美江子農園 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆参加者の感想 

・今回の体験会は、うずら豆の種蒔きでしたが、穴を軽く掘ってそこに豆を入れて

土をかぶせるのですが、一度に５個ずつ植付ける事で、収穫しやすいとの事から、

収穫の事まで考えて種まきをする事を学べて、ただ蒔けばいいというものでもな

いなと勉強になりました。(６０代 女性) 

・やさい市を毎月開催しているのですが、今日の体験会は、生産者の皆さんのご苦

労を感じる事が出来ました。また、心と身体に優しい作物を作られる気持ちも感

じることが出来て、生産者の真心のこもったやさい市を通して、消費者に真心の

バトンを渡さなければ申し訳ないなと感じました。(６０代 女性) 

 

◆指導者の感想 

・炎天下の中での作業なので、生産者のご苦労も体験する事が出来て、美味しく  

感謝して食べる事に繋がればいいなと思いました。 

・今日は、８名程と聞いていた参加者が、その倍の人数来てくれたので、驚きと嬉

しい思いでした。多くの消費者の皆さんに、地産地消の島野菜などを知って貰い、

健康になって貰う事が私達も嬉しいです。 
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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沖縄県の食育推進計画の目標達成への寄与 

本事業の実施計画に掲げた達成すべき成果に対する結果を検証します。 

 

◆達成すべき成果 

【１】食育推進検討会の開催 

食育推進検討会を開催することにより、本事業において取り組む食育推進リーダー

の育成や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、農林漁業体験会の機会提供の推進等の目標達成を図る。 

◇ 結果 

・日本型食生活を進めていく上で、資格者も勉強する必要性を感じた。その為に、

沖縄版バランスガイド等を使った食育勉強会を継続して積み上げる必要がある。 

・料理講習会による食生活習慣の見直しと、農業体験会を通して生産者のご苦労を

知り、植物の期間をかけて丹精込めて作る生産者の思いを勉強する意味では、  

生産者と消費者がマッチングできる共食に力を入れる必要があると感じた。 

 
【２】食育推進リーダーの育成 

各分野において専門的に食育活動を行うボランティアの活動を調整、コーディネー

ト等を行うことができる食育推進リーダーを 15 名育成することにより、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、農林漁業体験の

機会提供の推進等の目標達成を図る。 

◇ 結果 

・食育リーダー研修会に参加した方々の中から、今後の食育補助事業に参画したい

とする 15 名の資格者の候補が挙がり、目標を達成する事が出来た。 

・資格を活かして、自らの家庭の食生活を見直し、その体験を活かして市民の食生

活の改善に貢献していきたいとする食育ボランティアが増加してきた。 

 

以下の目標の調査方法は、食育活動体験会｢料理講習会｣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、結果を集計し、割合を

算出しました 
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【３】地域における食文化の保護・継承及び日本型食生活の普及促進を図る 

≪料理講習会≫における数値目標 

（１）栄養バランス等に配慮した日本型食生活の実践度について 

最新の食育に関する意識調査報告書（平成 29 年 3 月）によると、我が国で「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」の割合は、 

５９．７％となっており、本事業による料理講習会を通じ、栄養バランスに配慮した 

食事を心がける人を増やすことを目標とする 

◇ 結果 

・料理教室の参加者アンケ―トＱ３（３）「あなたは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」の回答 

i. 事前回答 

「１日に３食、食べている」３０％ 

「１日に２食は食べている」４４％ 

合計 ７４％ 

ii. 事後回答 

「１日に３食、食べている」３０％ 

「１日に２食は食べている」５４％ 

合計 ８４％ 

（２）食育の推進に関わるボランティア数について 

料理講習会をきっかけに、食育ボランティアに参加する人を増やす 

◇ 結果 

・参加者アンケ―トＱ６（１）「あなたは食育のボランティア活動に興味があります

か」の質問に対して、「興味がある」と回答した人は１８名であった 

・また、Ｑ６（２）「ボランティア活動に参加したいと思いますか」の質問に対して、

「参加したい」と回答した人は１０名であった 

・今後これらの人に声をかけ、食育ボランティア活動に参加できるように進めたい 

 

【４】農林漁業に関する事業≪農業体験会≫における数値目標 

（１）農業体験者数の増加 

（ア）農業体験会の開催数と参加者数 

・28年度の開催数 １回  参加者数 17名 

・29年度の予定数 3会場 1回 参加予定延べ数 30名 

（イ）増加率 

   ３０－１７／１７×１００＝７６％ 

◇ 結果 

・農業体験会開催数 ２会場１回 参加者延べ数１９名 

・増加率 １９－１７／１７×１００＝１２％ 
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【５】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 

沖縄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％の向上を目標とする 

◇ 結果 

(ア) 参加者アンケ―トＱ４（１）「食材の産地は意識して選んでいますか」の回答 

事前回答「外国産より国内産を優先する」９２％ 

事後回答「外国産より国内産を優先する」９７％ 

(イ) 参加者アンケ―トＱ４（２）「沖縄の食材を意識して選んでいますか」の回答 

事前回答「意識している」８７％ 

事後回答「意識している」９７％ 

 

◇ 結果の考察 

・アンケート調査の結果を通して、主食に主菜、副菜のバランスが取れた食事を  

する結果が、前後で１０％向上した事は、良い講習会だったと考える。 

・また、沖縄の食材を意識して選ぶ人の割合が、前後で１０％向上した事からも  

良い講習会であり、体験会であったと伺える。 

・これらの結果を通して、食育と植物は生きている事との関わり合いを大事にして

いく必要があると言える。例えば、玉葱の植え付け等の体験と料理をする際の  

生きた植物として、料理する側の思いを込める大切さであったり、大事な食育と

して見つめる必要があると感じた。 

・生産者との交流から、家庭菜園に意識を持たせる工夫など、食育資格者の皆さん

と協力して、共食を進めていくとより学びが深まるのではないか。また、若い  

世代と共に、子供たちの農業体験としても良い内容になると考えられる。 

 

 

（２）波及効果 

・料理講習会を通して、家庭における食生活の改善にバランスの取れた食生活を 

意識するようになった事例もあり、家庭への波及効果も期待出来る講習会である。 

・仲間づくりに貢献する姿が出てきている事から、共助であったり、近所の助け  

合いというコミュニティづくりにも貢献できる取り組みである。 

・地域からも、まちづくりに貢献している取り組みとして認識されてきたことから、

行政と共に町づくりに貢献する団体として取り上げられるようになってきた。 

・料理講習会と農業体験会を共食事業として 30年度に実施する事で、より参加者の

皆さんが県産野菜への意識の向上に繋がったり、食生活改善に寄与していくので

はないかと考えます。 
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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 

氏名（ふりがな） はまざと としたか 
濱 里  敏 孝 

所属（部署名等） 

沖縄地区 
役職 
食育担当チーフ 

所在地 
（〒903-0807）沖縄県那覇市首里久場川町 2-8-2 
電話番号 

098-887-1490 
FAX 
 098-887-1490 

メールアドレス            URL 
t-hamazato@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

沖縄県支所

↓
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

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 8団体

食育資格者数 49名

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

沖縄県

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）

沖縄地区事務所

沖縄支所

指導員出向

沖縄総合

事務局



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇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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