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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 

静岡県では、第 3 次ふじのくに健康増進計画を定め、メタボリックシンドローム該

当者及び予備群が増加傾向にあることや、治療を要するハイリスク高血圧者の割合が

高いことなど、こうした課題の解消を通じて更なる健康寿命の延伸を目指している。 

また第３次静岡県食育推進計画「ふじのくに食育推進計画」には、「食を知る」、「食

をつくる」、「食を楽しむ」ことを通して、生涯にわたり望ましい食生活を実践する力

を身につけ、県民の健全な心と身体を培い、豊かな人間性をはぐくむことを目指し、

県民一人ひとりが主体的となり、様々な関係者が連携・協働する県民運動として推進

している。 

◆第３次静岡県食育推進計画「ふじのくに食育推進計画」 基本的施策 

基本的施策１「食を知る」食に関する基礎知識の習得 

基本的施策２「食をつくる」食をつくる機会の充実 

基本的施策３「食を楽しむ」食への関心の高揚と食文化の伝承 

基本的施策４「食の環境づくり」食育を推進するための体制づくり 

◆対策の重点 

（１）共食による豊かな人間性の醸成 

（２）ライフステージに応じた望ましい食生活の実現 

（３）連携・協働で進める食育の推進 

今回、一般社団法人ＭＯＡインターナショナルは、静岡県の認可を得て、「平成３０

年度 地域での食育の推進事業」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もって、県内の各地で食育活動体験会を開催した。 
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２．事業の課題及び目的 

本事業は、国の第３次食育推進基本計画の総合的な目標のうち、以下の課題をテーマと

する、地域での食育を推進する事業として「食育活動体験会」を開催する。 

 

≪重点課題１≫ 若い世代を対象とした食育の推進 

取り上げた理由／静岡県においては、主食・主菜、副菜を組み合わせた食事をしている

人は若い年代において (H25、男性 20 代 27.5%、30 代 21.0%、女性 20

代 25.9%、30代 36.5%)と全国値と比べて低い状況のため 

 

≪重点課題２≫ 多様な暮らしに対応した食育の推進 

取り上げた理由／静岡県「0歳から始まるふじのくにの食育」スローガンの一つ目に、「共

食による豊かな人間性の醸成」と記されており、家族と一緒に食事を

する回数を増やす必要があるため 

 

≪重点課題３≫ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

取り上げた理由/「静岡県の食育の目指すもの」には、「望ましい食生活を実践する力➡

健康寿命の延伸」と記されており、食生活をはじめとする生活習慣の

改善が必要なため 

 

≪重点課題４≫ 食の循環や環境を意識した食育の推進 

取り上げた理由／静岡県においては、地域の食材や食文化を楽しむ機会の提供を通して、

地産地消の推進を掲げており、県内や地域での食の循環を図るため 

 

≪重点課題５≫ 食文化の継承に向けた食育の推進 

取り上げた理由／静岡県においては、郷土料理や伝統料理等の活用の促進、農山漁村に

おける食文化伝承活動の促進を進めるとしており、地域の伝統料理や

食文化を知り伝える必要があるため 

 

今一つの目的は、静岡県の「ふじのくに食育推進計画」に示す、「食を知る」、「食をつく

る」、「食を楽しむ」ことを通して、生涯にわたり望ましい食生活を実践する力を身につけ、

県民の健全な身体を培い、豊かな人間性を育むことにある。 

 

具体的には、日本型食生活の普及促進、食文化を保護・継承する「食育推進検討会」の

開催、農林漁業体験の機会の提供を推進する「教育ファーム検討会」の開催、及び地域に

おける食育活動を総合的かつ効果的に推進するための「食育推進リーダーの育成」、郷土の

料理や地域の食文化の保護・継承や日本型食生活の実践に向け、子育て世代や若い世代を

中心に各世代を対象とする「料理講習会」の開催、農林漁業者の指導のもと、地域の関係

者との連携を図りながら、農作業を体験する「農業体験会」の開催、家族や地域のコミュ

ニケーションを図る「共食の会」を開催する。 
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こうした取り組みによって、参加者の健康寿命の延伸につながる食生活の改善を目標に、

国内産や静岡県の農産物の使用頻度を高める機会となるよう、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よう内容を工夫する。 

 

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、食生活が変わる行動変容を見据えた取り組みとなるよ

うに実施する。 

 

これらの取り組みを通して、国が定めた第３次 食育推進基本計画の目標一覧から、下記

６点の目標達成に努力する。 

＜目標番号 ３＞地域等で共食したいと思う人が共食する割合の向上 

＜目標番号 ９＞主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べて

いる国民の割合の向上 

＜目標番号１０＞主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べて

いる若い世代の割合の向上 

＜目標番号１４＞食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の

数を増加 

＜目標番号１５＞農林漁業体験を経験した国民の割合の向上 

＜目標番号１７＞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

ている国民の割合の向上 

 

そして、食による家族や地域のコミュニケーションを進め、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ち、生涯にわたり望ましい食生活を実践する力を身につ

け、「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 

（１）検討委員 ※市町順 

氏 名 所在地 立 場 
新實 芳江 静岡市 元気なまちづくりネット事務局長 
岡田 伊智子 浜松市 アートボランティアの会代表 

エバレット 美奈子 熱海市 食育指導員 
山本 成美子 熱海市 奥熱海クリニック 管理栄養士 
内田 恵子 焼津市 食養会代表 
中田 礼子 函南町 函南自然農法の会代表 
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（２）検討会の開催 

第１回の検討会は、５月２３日、ＭＯＡ静岡拠点において開催し、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４点についての計画の策定を行った。 
① 生活習慣病予防と食事の改善を図る食育推進リーダー研修会の内容の決定 
② 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、料理講習会や共

食におけるレシピの決定 
③ セミナー資料及び参加者アンケートの内容の検討 
④ 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 

第２回の検討会は、１０月３１日、ＭＯＡ静岡拠点において開催し、事業成果の報告

及び検証、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回研修会は、静岡市を含む県内６会場で開催し、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、料理講習会で使用する

レシピの確認等、実施に向けて具体的な研修を行った。 
第２回研修会は、事業成果のまとめ及び検証の結果を報告・共有し、今後の方向性

を学び合った。 

■食育推進リーダー研修会 開催一覧 

第 1回（6会場） 第 2回（8会場） 

開催地 開催日 参加者数 講師数 開催地 開催日 参加者数 講師数 

浜松市 6/7 11 2 浜松市 12/4 11 2 

沼津市 8/29 7 2 沼津市 11/7 6 2 

熱海市 6/5 5 2 熱海市 

9/30 

11/15 

11/16 

7 

35 

27 

2 

2 

2 

三島市 6/8 5 2 三島市 10/25 4 2 

焼津市 6/5 5 2 焼津市 12/5 5 2 

藤枝市 6/20 3 2 藤枝市 12/5 3 2 

合 計 6会場 36 12 合 計 8会場 98 16 
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■各会場の様子（上段 第１回、下段 第２回） 

   
沼津市会場(8/29)    熱海市会場(6/5)     三島市会場(6/8) 

    

浜松市会場(12/4)    熱海市会場(11/16)    焼津市会場(12/5) 

 

５．食文化の保護・継承のための取組 ～料理講習会の開催 

郷土料理など地域の食文化の保護・継承や日本型食生活の実践に向けて、子育て世

代や若い世代を中心とした各世代を対象に、下記の課題と食事の改善につながる料理

講習会を開催した。 

◆料理講習会の課題 

・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 
・地域の野菜を活用したレシピの普及 
・食文化としての和食や郷土料理の継承を目的とした取り組み 

 
（１）料理講習会 

■開催一覧（県内 7会場） 

開催地 開催日 参加者数 講師･サブ 地域の食材を上手に活かした日本型食生活の献立 

浜松市 8/11  13 3 
ごはん、真鯛の煮付、サラダ巻き、卵焼き、ミョウガの甘酢漬、ナ

スの煮びたし、肉入りきんぴら、味噌汁 

熱海市 
7/24  17 3 ごはん、蒸し野菜のネギソース、バンサンスー、味噌汁、プリン 

9/22  13 3 
ごはん、地魚のムニエル、野菜スティック、野菜ディップソース、

具だくさん味噌汁 

島田市 7/21  10 3 
ごはん、蒸しナスのネギソースかけ、野菜スティック、野菜ディッ

プソース、モロヘイヤの味噌汁 

藤枝市 7/28  14 3 手作りルゥーの夏野菜カレー 

伊豆の国市 9/22  12 3 ライスバーガー、旬の野菜のピクルス、ワカメスープ 

函南町 7/12  11 3 
ごはん、蒸し野菜のネギソース、野菜ディップソース、こんにゃく

と油揚げの煮物、夏野菜の味噌汁 

合 計  90 21  



6 

■各会場の様子 

① 開催地：浜松市（浜松市福祉交流センター） 開催日：8月 11日 

     
 

② 開催地：熱海市（認定こども園ＭＯＡあたみ幼児学園） 開催日：7月 24日 

     
 

③ 開催地：熱海市（いきいきプラザ） 開催日：9月 22日 

     
 

④ 開催地：島田市（しまだ楽習センター） 開催日：7月 21日 
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⑤ 開催地：藤枝市（藤枝福祉センター「きすみれ」） 開催日：7月 28日 

     
 

⑥ 開催地：伊豆の国市（伊豆の国市農業環境改善センター） 開催日：9月 22日 

     
 

⑦ 開催地：函南町（函南町西部コミュニティセンター） 開催日：7月 12日 

     
 

（２）料理講習会 ～参加者の声 

◇ 若い世代を対象とした食育の推進 
・子どもにも分かりやすく日本型食生活のお話をしていただき、親子で楽しみながら

学ぶことができたことが良かったです (伊豆の国市 30代 女性) 

・子どもがごはんをいっぱい食べ、普段は食べないコンニャクやインゲンも食べてい

たのを見ると、食材選びに気を配らないといけないと思いました (函南町 40代女性) 

・ツルムラサキを食べるのが初めてで、どんな味がするかドキドキしながら食べたけ

ど美味しかった。家で普段から料理のお手伝いをしているので、お母さんからいつ

も通りやれば大丈夫と言われて、ちょっと肩の力を抜いてでき、弟とも楽しく作れ

て良かったです (熱海市 10 代 女性) 
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・魚の皮がパリパリで、こんなに美味しいムニエルが作れたことに驚いた。作り方が

分かりやすく、魚にかけたソースもそんなに難しいものじゃないのに味が凄く良か

った。コツやポイントも教えてもらったので、家でも作ってみたいです 
 (熱海市 10 代 男性) 

・意識しないと一日に一度もお米を食べない日があるんだと思いました。子供達のた

めにも、これからも一日２食お米を食べる事を意識したいと思います 
 (熱海市 30代  女性) 

 

◇ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 
・塩分をしっかり計ってみると自分の料理はずいぶん味が濃いんだと実感しました。

家族の健康や食習慣に直結するので気を付けたいです (函南町 40代 女性) 

・時間がない朝はお腹が満たされればいいと簡単に済ませがちですが、主菜、副菜を

意識し、毎食野菜を食べるように努めたいと思います。日頃の食生活を見直す機会

となりました (藤枝市 30 代 女性） 

・料理講習会を終え、チャレンジシートを毎日記入することによって、自分が１日ど

れ位歩いているのか、体重の変化や体調が今どんな状態なのか、自分の健康を気に

かける意識が芽生えました (熱海市 20代 女性) 

 
◇ 食の循環や環境を意識した食育の推進 
・食材選びはもちろん、作る工程にもこだわることが料理の楽しさにつながると感じ

ました (浜松市 20代 男性) 

・地元で採れた無農薬や昔ながらの作り方の野菜は、味があって美味しかった 
 (藤枝市 50代 女性) 

・野菜は日々食べていましたが、旬のものなのか迷いました。自分が何を食べている

のか意識する良い機会でした (熱海市 20代 女性) 

 
（３）料理講習会を担当した講師の学び 

・セミナーでは町の健康事情についてもお伝えしたいと思い、町の食育推進計画を確

認し、クイズ形式でお伝えをしました。大人だけでなく子どもたちも分からないな

がらも答えてくれて、親子で食生活について考えるきっかけになったのではないか

と思います (函南町) 

・セミナーで話すことで、こちらも勉強になり、相手の求めていることだと反応もよ

いので、ニーズに応じたセミナーになるようもっと工夫していきたいと思いました 
(熱海市) 

・１か月間のサポートは改めて聞くと構えてしまうと思い、日常の会話の中から、参

加者が気にしていることや取り組んでいる様子を聞くようにすると、自然と実践し

ている内容や変化を話してくれるようになりました (熱海市) 

・小さなお子様にも参加してもらえるよう、急きょ、低い机に新聞紙を敷き調理がで

きるよう準備したところ、お母さんと一緒に切ったり、盛り付けたりして、食育の

継承につながったと思います (熱海市) 
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６．教育ファーム検討委員会の開催 

（１）検討委員 ※市町順 

氏 名 所在地 立 場 
松本 浩 浜松市 ＭＯＡ自然農法文化事業団 浜松普及会 事務局 
谷口 輝男 熱海市 熱海 MOA 自然農法の会 事務局 
杉本 正徳 伊東市 ＮＰＯ法人伊豆の風 理事長 
岡田 善旦 焼津市 ＭＯＡ自然農法文化事業団 焼津普及会 事務局 
山崎 敏光 掛川市 ＭＯＡ自然農法文化事業団 小笠・掛川普及会 会長 
芹澤 進一 函南町 函南自然農法の会 相談役 

 
（２）検討会の開催 

第１回の検討委員会は、５月１６日、ＭＯＡ三島会館において開催し、本事業の主旨

を確認し、農業体験会の実施計画について検討。具体的な実施予定等を決定した。 

◆委員会のテーマ 

① 地域での食育の推進事業の目的を確認する 

② 食や農への理解を深める農業体験会の内容を検討し、会場を選定する 

③ 参加者にアンケート調査を行い、集計して事業の成果を整理する 

第２回の検討委員会は、１０月２６日、ＭＯＡ三島会館において開催し、事業の実施

結果を確認し今後の方向性をまとめた。 

 

    
第１回 教育ファーム検討委員会    第２回 教育ファーム検討委員会 

 

７．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。 
 ◆一次目的 体験会へ参加する人を増やす 
◆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 
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（１）農業体験会 

■開催一覧（県内 8会場） 

開催地 開催日 参加者数 講師･サブ 主な内容 

浜松市 10/13 30 3 無農薬無化学肥料のさつまいも、落花生の収穫体験 

熱海市 
7/29 13 2 食農セミナー、人参の種まき、試食 

9/8 14 3 食農セミナー、人参の間引き、大根の種まき、試食 

伊東市 
7/15 14 3 食農セミナー、枝豆、トウモロコシの播種、試食 

10/27 12 3 食農セミナー、枝豆・さつまいもの収穫、試食 

焼津市 10/28 10 3 さつまいもの収穫体験 

掛川市 10/22 34 3 
芋ほり体験とお米と野菜（みそ汁：大根、白菜、牛房、人参、葱、

里芋）の試食 

藤枝市 10/14 15 3 さつまいもの収穫体験 

伊豆の国市 
5/27  8 3 田植え体験 

10/7  6 3 稲刈り体験 

函南町 
7/21 23 3 食農セミナー、野菜の収穫体験 

9/2  5 3 じゃがいもの植付け、人参の種まき 

合 計 184 35  

 

■各会場の様子 

① 開催地：浜松市（松尾農園） 開催日：10月 13日 

     
 

② 開催地：熱海市（梅原農園） 開催日：１回目／7月 29日、２回目／9月 8日 
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③ 開催地：伊東市（いとう瑞泉郷） 開催日：１回目／7月 15日、２回目／10月 27日 

     
 

④ 開催地：焼津市（松原農園） 開催日：10月 28日 

     
 

⑤ 開催地：掛川市（鈴木農園） 開催日：10月 22日 

     
 

⑥ 開催地：藤枝市（松永農園） 開催日：10月 14日 

     
 



12 

⑦ 開催地：伊豆の国市（健ちゃん農園） 開催日：１回目／5月 27日、２回目／10月 7日  

     
 

⑧ 開催地：函南町（伊豆陽なたビオファーム） 開催日：１回目／7月 21日、２回目／9月 2日 

     
 

（２）農業体験会 ～参加者の声 

◇食べ物への感謝が深まる 
・皆で田んぼの中に裸足で入り、稲を植えることができて、とても気持ち良かった。

貴重な体験から、米作りのたいへんさが少しですが味わえて、お米一粒一粒のあり

がたさを感じました。ありがとうございました (伊豆の国市 40 代 女性) 

・普段できない田植えが体験でき、楽しかったです。農家の人たちが頑張ってお米を

作ってくれていることが分かりました。これからは、今まで以上に感謝して、ごは

んを大切にしていきたい、また裸足で田植えがしたいです (伊豆の国市 30代 男性) 

・土の中から里芋や落花生が出て来た時感動した。私は収穫しただけだけど、ここま

で育てて下さった方に感謝です。野菜に対する愛が深まります (伊東市 70代 女性) 

 
◇生活を支える農業への理解が深まる 
・作物が生長するにはすごく時間がかかること、また雑草に負けると生長出来ないこ

と、自然の中で生きて、私たちの食物になることは、大変なんだと思いました 
 (熱海市 40代 男性) 

・今日は播種の体験をしましたが、播種前の畑の準備（堆肥の投入、耕起、草取り）

にたいへん手間が掛かることを学び、農業は単に種を蒔くだけではなく、一連の様々

な作業の積み重ねの中で成立するものであることを教えていただきました。作物を

育てる自然の力に感謝、そして、私たち食べる人の健康を考えて丁寧にコツコツと

自然農法で食べ物を作ってくださる農家に感謝でいっぱいです (熱海市) 
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・人参の播種後、発芽を揃えるために、ここまでしっかり鎮圧するとはおもっていま

せんでした。日ごろ、適当に家庭菜園をやっていますが、今回学んだことを活かし

て、作物の特長に応じた栽培管理を丁寧に行い、立派な野菜を作って行きたいと思

います (熱海市 70代 女性) 

・2 回目の 9 月には大根を播種しますが、その畑にマリーゴールドが満開でした。理由

を聞くと、線虫対策のため畑にすき込むことで、大根の肌をきれいにする効果があ

るとのこと。農薬を使用せず大根を収穫するために、丁寧に細やかな対策をされて

いることを知り、自然農法の食べ物は、食べる側も無駄なく工夫して食べる努力を

しなければと感じました (熱海市 20代 女性) 
 
◇農家への感謝や理解が深まる 
・作付はマニュアル通りではなく、何度か繰り返しやることで適した植え方（間隔や

時期）が定まることなど、普段見えない大変さを知ることができ、生産者への感謝

の思いが出てきた。貴重な体験でした (函南町 30 代 男性) 
・普段できない体験ができて良かった。楽しかった！セミナーも大変勉強になり、作

物ができるまで農家さんの大変さを改めて感じ、食物に対する感謝がより深まりま

した (函南町 50代 女性) 
・種まきも作物によって適した土の深さがあり、気候や気温を見極めて作付けしない

といけないこと、更に今年の気候は不安定であったので、農家も大変だと思いまし

た (熱海市 50代 女性) 

 
◇親子の絆が深まる 
・芋ほり、虫取り等、貴重な経験ができ、親子でとても楽しめました。（掛川市 30 代女性） 
・子どもと一緒に、お芋ほりや出てくる虫に夢中で、楽しくできました。おにぎりと

豚汁も良かったです (掛川市 30代 女性) 

・子ども達に野菜のでき方や普段土を触らせることが少なく、良い経験になりました 
(掛川市 30代 男性) 

・子どもたちと、芋ほり体験でいい汗を流した後、豚汁やおにぎり、ふかし芋を作っ

て食べて、とてもいい時間を過ごしました (掛川市 50代 女性) 
 
◇心身のリフレッシュにつながる 
・さつまいもの収穫は、傷をつけないように掘るのが難しく大変だったが、清々しい

空気の中で、身体を動かすことが出来て健康にすごく良いと思った (焼津市 60代女性) 
 

（３）農業体験会を担当した講師の学び 

・田植えと稲刈りだけであったが、参加者が喜んでいたことが嬉しかった。あんなに

喜んでもらえるなら、次回もやりたいと思った。次は除草作業などの管理も一緒に

出来るような内容にしたいと思う (伊豆の国市) 

・人参の播種、茄子の収穫、大根栽培予定の畑でのマリーゴールドの説明など盛りだ

くさんの内容となったが、栽培の各ステージ（段階）を学んでもらうことができた
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と思う。セミナーでは、人参の生理生態や栄養価の話をしたことで、播種と座学の

よい相乗効果を上げることができたと思う。農業への関心、作物を育てる土の力、

自然のもつ力、作物を食べる事ができることへの感謝など、農業の価値を理解して

もらうよい機会となったと思います (熱海市) 

・今年も昨年同様にさつま芋の植え付けを行い、収穫を楽しみにしていましたが、今

までにない台風の襲来と酷暑に見舞われ、草取り等の手入れが行き届かなかったた

め、生育が良くなく、一時は収穫ができるかどうか危ぶまれましたが、小ぶりなが

ら何とか物にはなりました。そのようなことがあったので、多くの方に声をかける

ことが出来なかったが、10 名を超える方々が集まってくれた (焼津市) 

 

８．地域における共食の機会の提供 

６つの「コショク」に見られる、食を取り巻く様々な環境の変化や課題の解消に向か

い、栄養バランスに配慮した食生活を実践する市民を増やすため、各世代における共食

の場で食育活動を行った。 
 

（１）共食の会 

■開催一覧（県内 6会場） 

開催地 開催日 参加者数 講師･サブ 内 容 

静岡市 

9/13  10 3 七分づきごはん、秋野菜のサラダ、味噌汁 

9/22  8 3 おにぎり、煮物（里芋、筍、人参、コンニャク）、味噌汁 

浜松市 9/15  17 3 
ごはん、茄子の玉ねぎソース和え、鶏肉の塩麹漬け焼き、野菜スー

プ 

熱海市 8/5  24 3 
黒米ごはん、金目の煮付～新ごぼう添え、夏野菜の揚げ物、山芋と

わかめのみそドレ、味噌汁、牛乳かん 

富士市 9/2  20 3 
蒸し茄子のねぎソース、野菜スティック、ディップソース、モロヘ

イヤの味噌汁、ごはん 

焼津市 7/24  17 3 おむすび、具だくさん味噌汁、香の物 

合 計  96 18  

 

■各会場の様子 

① 開催地：静岡市（柳町公民館） 開催日：9月 13日 
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② 開催地：静岡市（はーとぴあ清水） 開催日：9月 22日 

     
 

③ 開催地：浜松市（ゆめ応援プラザ） 開催日：9月 15日 

     
 

④ 開催地：熱海市（熱海自然郷集会所） 開催日：8月 5日 

     
 

⑤ 開催地：富士市（富士北まちづくりセンター） 開催日：9月 2日 
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⑥ 開催日：7月 24日 開催地：焼津市（元ふたば保育園） 

     
 

（２）共食の会 ～参加者の声 

◇ 世代を超えた楽しい交流 

・子供会の役員をしていますが、同じ世代の母親だけでなく、年の違う方々と一緒に

食事をして、いろいろな考え方や伝統文化の話が出来て良かった (浜松市 40代 女性) 

・一人より皆で食べる方が楽しく、美味しく食べられました。共食が健康に良いこと

が分かりました (富士市) 

・声を掛け合い、楽しく団らんして、明るい笑顔で交流を深めることができました 
 (焼津市 60代 女性) 

・スタッフの皆さんのおもてなしなどが気持ち良く、みんなも明るく、和気あいあい

として、「おいしい物いっぱい有難う！」とお礼を言いたいです (焼津市 60代 女性) 

 

◇みんなと一緒に健康づくり 

・減塩を心がけることで生活習慣病が予防でき、チャレンジシートを記入し、自分の

目標を立てることで、皆さんと一緒に１か月間目標に向かって頑張ろう！という気

持ちになり、心が前向きになった１日でした (富士市) 

・食事習慣のチャレンジシートを記入し１か月間毎日実施していくと、翌日の朝、胃

の調子が良かった事が今回発見でき、これからも続けていきます (富士市 60代 女性) 

・食べすぎないように心がけましたら、胃の調子が良くなりました (浜松市 60代 女性) 

・食の大切さを実感しました。旬の野菜、生命力ある素材選び、調味料、そして調理

する方々の誠心をいただきました。ありがとうございました (浜松市 60 代 女性) 

・自分は一人で食事をしています。ついついテレビを相手に食事したり、同じような

ものばかり食べていたり、会話がないため簡単に済ませてしまったりする食事内容

です。今日の学びは自分のことのようで、大変勉強になり、先ず食生活の見直しが

大事だと分かりました (浜松市 60代 女性) 

・食生活の大切さを学び、見直していかなければいけないところが、いくつかありま

した。自然農法の蒸しナスと野菜スティックがたいへん美味しかったです。特にデ

ィップソースが良かったので、家で作ってみようと思います (富士市) 
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（３）共食の会を担当した講師の学び 

・市の食育推進計画や市民の健康状態を知らない参加者が多いことを知り、本活動を

継続して積み上げて行くことが大切であると感じました (富士市) 

・みんなで集まって食のことについて語り合う、お一人お一人の声を聞かせていただ

くことがいいなと思いました (静岡市) 

・チャレンジシートを記入して実践目標を決めた参加者の方へ、定期的に声をかける

だけでなく、自分も一緒にやることでお互いに継続することができました。目標の

「夜、寝る２時間前には食事をとらない」を続けたら、身体の調子が良くなり、お

互いに健康になることを実感できたので、良かったと思います (富士市) 

 

９．事業成果のまとめ 

（１）第３次食育推進基本計画及び静岡県の食育推進計画の目標達成への寄与 

事業の実施においては、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な実践を行う。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静岡県の食育推進計画の目標達成へ寄与す

るべく取り組んだ。 
 

① 地域における食文化の保護・継承や日本型食生活等の普及促進、食育リーダー育成、

共食機会の提供等に関する事業について 

 

◆【１食育推進検討会】【３食育推進リーダーの育成及び活動の推進】【４食文化の保

護・継承のための取り組み（料理講習会）】における数値目標 

 

◇ 栄養バランスに配慮した食生活について 

＜目標番号９＞についての目標値 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日食べている国民の

割合の向上 

・当事業(MOA)の目標：(MOA H29アンケート調査結果)60.5％➡63.5%以上 

（参考） 

・国の現状 57.7%➡平成 32年度 70%以上(第 3次食育推進基本計画) 

・静岡県の指標/現状 47.3％➡平成 34年度静岡県目標値 80％以上 

 

◇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

による意識調査を行い、参加者のアンケートを集計し、割合を算出した。 
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◇調査結果 

・事前では、「１日に３食、食べている」が 42.1%、「１日に２食は食べている」が

38.2%で合計 80.3%となった 

・事後では、「１日に３食、食べている」が 45.5％、「１日に２食は食べている」が

34.8%で合計 80.3%となり、合計数値に変化はみられなかったが、１日２食の人

が３食に食べる事につながり(2.4%の増加)、目標値の 63.5%に対しても 16.8%上

回ることができた 

 

◇結果の考察 

 「意識しないと一日に一度もお米を食べない日がある。子どもたちのためにも、

これから一日 2 食お米を食べることを意識したいと思う」「分かりやすく日本型食

生活のお話をしていただき、親子で楽しみながら学ぶことができた」の、参加者の

声に代表されるように、元々意識の高かった方は、家族のために継続の意識がめば

え、食事バランスについて曖昧だった方も、親子で一緒に楽しむことで、食事への

関心を深めることにつながったと、考えられる。 
 

◆【１食育推進検討会】【３食育推進リーダーの育成及び活動の推進】【４食文化の保

護・継承のための取り組み（料理講習会）】【５農業体験会】【７共食】における数

値目標 

 

＜目標番号１４＞についての目標値 

食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数の増加 

・当事業(MOA)の目標：MOA食育資格者現状 324名➡330 名(2%(6 名)増 ) 

（参考） 

・国の現状 34.4万人➡平成 32年度 37万人以上(第 3次食育推進基本計画) 

 

◇調査方法 
参加者に「食育のボランティア活動に興味があるか」を、アンケートによる意識

調査を行う。事後アンケートに「興味がある」もしくは「活動に参加したい」と回

答した人を集計する。その後、活動への参加者氏名、新規の食育ボランティア資格

者及び菜園生活資格者の取得者を掌握する。 
 

◇調査結果 

・料理講習会、農業体験会、共食の会において「食育のボランティア活動に興味が

ある」と回答した人は 95 名となった 
・また、「ボランティア活動に参加したい」と回答した人は 62 名となり、「時間が

あれば参加したいと」と回答した人は 127 名で、合計 189 名となった 
・新規に資格を取得した人は、食育ボランティア資格者 6 名、菜園生活資格者 6 名

の合計 12 名となり、目標の 6 名を達成することができた 
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◇結果の考察 
・回答者 211 名のうち 95 名（45%）の参加者がボランティア活動に興味を示して

いる。また、「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、208 名のうち 189 名（90.9%）と大変高い割合となった。市民とともに楽

しんで食育体験会を運営する食育ボランティアの姿が反映して、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たと考えられる 
 

◆【７共食】における数値目標 

＜目標番号３＞についての目標値 

地域等で共食したいと思う人が共食する割合の向上 

・当事業(MOA)の目標：現状 64.6％（国 H27）➡67%以上 

（参考） 

・第 3次食育推進基本計画における現状 64.6%➡平成 32年度 70%以上 

 
◇調査方法 

参加者に「共食の会に参加したいと思っていたか」を、アンケートによる意識調

査を行う。事前アンケートに「参加したい」と回答した人を集計する。 
 

◇調査結果 

【事前アンケート】 
・「共食の会に参加したいと思っていた」と回答した人は 46 名、「少し思っていた」

と回答した人は 15 名で合計 61 名（76.3%）となった 

 

◇結果の考察 
・地域で共食をしたい人をアンケートで調査した結果、76.3%の人が共食に参加し

たいと思っていたことが分かった。今回初めての調査であるが、国のＨ27年の測

定値 64.6%を超える割合であり、調査した地域で共食を望んでいる人が高いこと

がわかった 
 

＜目標番号１７＞についての目標値 

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

の割合の向上 

・当事業(MOA)の目標：現状値 41.6％（国 H27）➡47%以上 

（参考） 

・国の現状 41.6%➡平成 32年度 50%以上(第 3次食育推進基本計画) 

 
◇調査方法 

参加者に「伝統的な料理や作法を伝えているか」を、アンケートによる意識調査

を行う。事後アンケートに「行っている」と回答した人を集計する。 
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◇調査結果 

・事前で「伝えている」と回答した人は 34 人（43.0%）となった 

・事後で「伝えている」と回答した人は 48 人（63.2%）となった 

 
◇結果の考察 

伝統的な料理や作法を伝えている人が、20.2%向上した。共食の会において、例

えば熱海会場では、黒米ごはん、伊豆の地域料理 金目鯛の煮付、浜松市会場では、

茄子の玉ねぎソース和え、鶏肉の塩麹漬け焼きなどの食事を提供しその説明から、

地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な食事を伝えたことが、効果的であったと考

える。 
 

② 農林漁業体験に関する事業 

◆農業体験者数の増加【農業体験会】における数値目標 

＜目標番号１５＞についての目標値 

農林漁業体験を経験した国民の割合の向上 

・当事業(MOA)の予定数  8会場 12回 ➡ 参加者目標数延べ 120 名 

（参考） 

・平成 29年度 MOA実績数 12会場 計 24回   参加者数 207名  

 

◇計測方法 

・測定方法は、平成 30年度の参加者数を集計する 

 

◇調査結果 
・参加者数 目標 120名のところ、今年度 184 名であった。 

 

◇結果の考察 
・一会場あたり、昨年は 8.7 名のところ、今年は 15.3 名となった 
・会場となった生産者が、開催案内チラシを使って出会った人に案内したり、ＳＮ

Ｓを活用したりして積極的に呼びかけた。昨年参加した人も「一緒に参加しない

か」と声をかけ、参加者の増加につながった 
 

③ 全事業について 

◆全事業【食育推進検討会】【食育推進リーダーの育成及び活動の推進】【食文化の保

護・継承のための取り組み（料理講習会）】【農業体験会】【共食】における数値目標 

＜目標＞ 

食品を購入する際に「国産や地域の食品を選ぶ」とする人を増やす 

・当事業(MOA)の目標➡静岡県産を意識する人 66%以上 

（参考） 

・第 3次食育推進基本計画、学校給食における現状と目標値 

地場産物使用割合 26.9%➡平成 32年度 30%以上 
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国産食材使用割合 77.3%➡平成 32年度 80%以上 

・静岡県食育推進計画(第 3次)における現状と目標値 

地場産物使用割合 30.5%➡平成 34年度 45%以上 

 

◇調査方法 
参加者に「国産や静岡県産の食材を選んでいるか」をアンケートによる意識調査

を行う。事後アンケートに「選んでいる」と回答した人を集計する。 
 

◇結果 
●食材の産地は意識しているか 

・料理講習会、農業体験会、共食の会のアンケートにおいて、｢外国産より国産を優

先する｣と回答した人は、事前の 80.2%から事後の 89.3%となり、9.1%増加した 

 

●静岡県産の食材を意識して選んでいるか 

・料理講習会、農業体験会、共食の会のアンケートにおいて、「意識している」と回

答した人は事前の 69.6%から、事後は 73.1%となり、3.5%増加した 

 
◇結果の考察 
・参加者の 70％以上が既に国内産の食材を優先すると回答しており、本事業への参

加者が国産農産物を外国産より優先するとの意識が高い方が多かったと推察され

る 
・地域の生産者から静岡県産の食材提供の協力をいただき、この食材を活用できる

レシピを準備し調理実習をして味わうという一連の内容にしたことが、効果的で

あったと考えられる 
 
（２）波及効果 

◇食生活の改善につながる 

・薄味を心がけると、自分がいかに濃い味に慣れていたのかが分かりました。今は

薄味が美味しく感じられるようになりました。また、飲み物はコーヒーばかり買

っていましたが、最近無意識のうちに天然水やお茶に手が伸びています 

（20代 男性） 

・チャレンジシートで立てた目標である「毎食なるべく、特に朝を食べるように早

めに支度をすること」を実践することで、出勤する前に時間の余裕ができました。

朝食を食べない時よりも目が冴えて、野菜を食べることによってお通じも良くな

ってきています。これからも目標を続けて、ご飯を美味しく食べ、体の変化を楽

しみながら習慣づけていきたいと思います（20代 女性） 

上記の参加者の声に代表されるように、食育体験会への参加をきっかけに、食への

意識が高まり、食生活の改善につながっている。 
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◇個人の理解と実践が家族や周囲に波及する 
・チャレンジシートの実践は、だしを取ることを目標にしました。一緒に参加した

子ども達が、出汁を使った味噌汁の味を気に入ってしまったので、「家のお味噌汁

が美味しくない」と言われないように、毎回じゃなくても出汁取りをちょっと頑

張ってみたいです。「子ども達に出汁を取ってもらってもいいかな」とも思ってい

ます（30代 女性） 

上記のように多くの参加者が、チャレンジシートを記入して食改善に取り組み、そ

れが家族や周囲の人へも拡がる、こうした食育の普及につながった。 

 

◇共に健康を支え合う仲間が増える 

・毎日朝起きてラジオ体操、ストレッチをしているので体調が良くなって動けます。

時間の配分を考えて、人のためにボランティアにも参加させていただきたいです

（60代 女性） 

・食は日々の生活に欠かせないもの、一人ひとりの意識、知識の向上が大切だと思

います。ボランティアをされている皆さんの姿を見ていると、ボランティア活動

の内容や参加方法など教えてもらいたいと思いました（50代 女性） 

食育ボランティアの活動に興味を持ち、参加したいという人が地域にたくさんおら

れ、健康を支え合う仲間づくりにつながっている。 

１０．参考資料 

（１）配布資料 

① 元気になる食事法 6 ポイント       ② 私たちの食文化 

     
③「環境保全型農業」とは  ④ おいしい野菜を食べて笑顔の輪を広げよう！ 
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⑤ 元気になる食事法チャレンジシート 

     
 

（２）実施体制 

（一社）ＭＯＡ自然農法

文化事業団

本部 事務所

静岡県支所

静岡東支所

↓
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

静岡拠点

静岡東部拠点

食育資格者養成講座、

料理講習会
ＭＯＡ食育講師

教育ファーム

検討委員会

食育ボランティア団体

ネットワーク
静岡県行政登録数 17団体

静岡県資格者数 324名

広く市民・消費者を対象にする

連携

協力依頼

結果報告

静岡県

ふじのくに食の都

食育推進協議会

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

中部支所

指導者出向

（株）ＭＯＡ商事

本社 事務所

中部販売

連携

食育推進

検討会

県が開催する食育推進検討会

に出席し、食育の推進等につい

て検討し、関係者と連携する（10
月１日）

１ ⑴ ５⑴

１⑵⑶. ３. ４. ５⑴⑵ ７.

３

４. ５⑵ ７.

 
（３）県との窓口  

一般社団法人ＭＯＡインターナショナル 自然食運動本部 

静岡県熱海市田原本町 9番 1号 熱海第一ビル 9階 

電話 ０５５７－８４－２２６６ 

担当 小菅豊弘、藤居 博 
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（４）参加者アンケートの集計データ 

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？ 

回答数 回答数

① １日に３食、食べている　　 32 42.1% 30 45.5%

② １日に２食は食べている 29 38.2% 23 34.8%

③ １日に１食は食べている　 14 18.4% 13 19.7%

④ ほとんど食べない 1 1.3% 0 0.0%

合　計 76 100.0% 66 100.0%

回答内容
割合（％）割合（％）

80.3% 80.3%

事前 事後
食文化体験の保護継承（料理講習会）

 

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 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①興味がある 20 30.3% 22 64.7% 19 52.8% 34 45.3% 95 45.0%

②少し興味がある 41 62.1% 9 26.5% 14 38.9% 33 44.0% 97 46.0%

③興味がない 5 7.6% 3 8.8% 3 8.3% 8 10.7% 19 9.0%

66 34 36 75 211

事後
合計

事後事後事後事後
料理講習会 農業体験会（2日型） 農業体験会（1日型） 共食の会

回答内容

 

Ｑ．ボランティア活動に参加したいと思いますか 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①参加したい 10 15.6% 16 48.5% 13 36.1% 23 30.7% 62 29.8%

②時間があれば参加したい 50 78.1% 14 42.4% 20 55.6% 43 57.3% 127 61.1%

③そう思わない 4 6.3% 3 9.1% 3 8.3% 9 12.0% 19 9.1%

64 33 36 75 208

事後 事後 事後
合計
事後

料理講習会 農業体験会（2日型） 農業体験会（1日型） 共食の会
回答内容 事後

 
 
Ｑ．共食の会に参加したいとおもっていましたか 

回答数 割合（％）

① 思っていた 46 57.5%

② 少し思っていた 15 18.8%

③ 思っていなかった 19 23.8%

合　計 80

回答内容
共食の会

事前

 
 
Ｑ．地域や家庭で受け継がれてきた料理や作法を伝えているか 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

① 伝えている 34 43.0% 48 63.2%

② 伝えていない 45 57.0% 28 36.8%

合　計 79 76

事後事前
共食の会

回答内容
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Ｑ．食材の産地は意識しているか 
【事 前】 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①外国産より国産を優先する　 58 77.3% 44 95.7% 60 74.1% 162 80.2%

②国内産より外国産を優先する 1 1.3% 0 0.0% 9 11.1% 10 5.0%

③特に気にしていない　　　　 16 21.3% 2 4.3% 12 14.8% 30 14.9%

合　計 75 100.0% 46 100.0% 81 100.0% 202 100.0%

合計共食の会
回答内容

料理講習会 農業体験会

 

【事 後】 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①外国産より国産を優先する　 59 89.4% 32 94.1% 67 87.0% 158 89.3%

②国内産より外国産を優先する 1 1.5% 1 2.9% 4 5.2% 6 3.4%

③特に気にしていない　　　　 6 9.1% 1 2.9% 6 7.8% 13 7.3%

合　計 66 100.0% 34 100.0% 77 100.0% 177 100.0%

共食の会 合計
回答内容

料理講習会 農業体験会

 
Ｑ．静岡県産の食材を意識して選んでいるか 

【事 前】 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①意識している 46 60.5% 38 80.9% 58 71.6% 142 69.6%

②意識していない 30 39.5% 9 19.1% 23 28.4% 62 30.4%

合　計 76 100.0% 47 100.0% 81 100.0% 204 100.0%

回答内容
料理講習会 農業体験会 共食の会 合計

 

【事 後】 

回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％） 回答数 割合（％）

①意識している 43 67.2% 27 77.1% 58 76.3% 128 73.1%

②意識していない 21 32.8% 8 22.9% 18 23.7% 47 26.9%

合　計 64 100.0% 35 100.0% 76 100.0% 175 100.0%

回答内容
料理講習会 農業体験会 共食の会 合計

 
 

◇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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