
平成26年6月20日現在

事業実施主体名

平成26年度フードチェーン食育活動推進事業の概要

【体験活動】
・米作り体験(京都市）
　5月17日(土)：田植え
　7月30日(水)：草取りと生き物観察
　9月：稲刈り
　12月：餅つき
・牧場や農場の見学・体験
　6月18日(水)：完全放牧野生牛の牧場見学（北海道様似（さまに）町）
　7月16日(水)：農業高校の実習見学（三重県伊賀市）
・ベランダ・プランター畑での野菜作り（京都市）
　6月21日(土)：大豆の種まきと野菜の種入り泥団子づくり
　8月20日(水)：生ゴミ堆肥作り
  9月～2月：毎月開催
・食肉センター、食品加工現場見学（三重県伊賀市）
　7月16日(水)：牛の解体（脱骨）と精肉の実演
・料理教室
　6月22日(日)エネルギーがつくる料理（大津市）
　7月16日(水)：アウトドア料理教室（三重県伊賀市）
・地産地消料理人教室（京都市）
　11月：ロレオール伊藤勝康シェフ
　１月：ジビエ料理講習

【講習会等】
・食と農をつなぐセミナー・シンポジウムの開催（京都市）
　7月25日(金)：生産者トークとドキュメンタリー映画「夢は牛のお医者さ
　ん」上映会
　8月6日(水)：屠畜の文化を学ぶセミナー(イスラームと日本の文化の違
　い）
　8月20日(水)：「いのち  いただきます！ありがとう！元気野菜作りと元
　気人間作り」（吉田俊道先生講演会）
　10月24日(金)：牛と共に生きる元気で愉快な農業者シンポジウム
・味覚教育講座（京都市）
　9～2月：５回シリーズで
・成果発表交流イベント（京都市）
　10月24日(金)：畜産農家と消費者、研究者の交流食事会（畜産システム
　研究会との共催）
・WEBや冊子での広報活動
　Facebookページ「いただきます・ありがとう協働隊」
　http://www.nanzan-net.com/info/391

（株）きたやま南山

【連携先等】
・サークルワークス
・日本味育協会
・京都府立大学
・NPO法人スモールファー
　マーズ

主な取組内容

　本事業では、消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深める
ための体験活動などの食育活動を、フードチェーンを通じて一体的に行う取組の支援を行って
います。

【フードチェーン食育モデル事業】
  フードチェーンにおける食育活動を一連のものとして捉えて、消費者の系統的な理解と実践
を促進するためのモデル事業として、具体的には、
　①食や農林水産業に関する意識・実態調査の実施、農林漁業・加工・流通段階を通じた現場
　　体験などのコーディネート
　②農林漁業体験、加工・流通体験、健全な食生活の実践を促すための講習会等、食文化の継
　　承・発展活動の推進等フードチェーンを通じた食育活動の実践
　③訴求対象者の食意識や食行動の変化、食や農林水産業への理解度を調査し、事業の効果を
　　測定
　④事業で得られた成果の活用及び普及促進
等を行う取組に対して支援を行っています。

スケジュールが入っている事業者



事業実施主体名

生活協同組合コープこう
べ

【連携先等】
・ＮＰＯ法人兵庫農漁村
　社会研究所
・兵庫県漁業協同組合連
　合会
・ＮＰＯ法人こども環境
　活動支援協会

主な取組内容

【体験活動】
・産地見学、産地体験、生産者と消費者の交流の実施
　6月～1月までに13回実施予定

　6月2日(月)：兵庫県漁連
　6月7日(土)：赤穂市漁協
　6月19日(木)：赤穂市漁協
　8月9日(土)：兵庫県漁連
　9月11日(木)：浜坂漁協
　9月17日(水)：浜坂漁協

・栽培漁業、加工施設見学
　12月～2月末までに3回実施予定

【講習会等】
・魚食普及員・食育活動者による店頭での魚・魚食についての実
　演講習会
　6月：コープこうべ47店舗で、延べ75回開催
　7月～1月：延べ400回開催予定
・食育活動者育成のための連続講座

・小学生親子を対象にした兵庫の漁業・魚についての学習プログ
　ラムの実施
　7月24日(木)・25日(金)：垂水漁協
　8月1日(金)・2日(土)：兵庫県漁連
・店舗での学習会と調理講習会
　6月～1月末まで：60店舗で100回の実施を計画



事業実施主体名

一般社団法人四季旬鮮協
会

【連携先等】
・地方自治体
・八ヶ岳中央農業実践大
　学校
・関係漁協
・(財)高知県地産外商公
　社
・料理学校
・(株)エフデーネット

(株)ティー・ピー・カン
パニー

【連携先等】
・一般財団法人食品産業
　センター
・戸板女子短期大学
・ＮＰＯ法人サテライト
　ネットワーク
・(有)ヒルトップ
・イオンマーケティング
　(株)

【体験活動】
・農場（茨城・栃木・千葉・埼玉）にて行う農林漁業体験機会の提
　供
・店内での野菜苗植え付け体験
　8月23日（土）：イオンモール佐野新都市
・農林水産物の流通体験機会の提供

【講習会等】
・健全な食生活の実践を促すための講習会などの開催

【資料作成】
・食文化の継承・発展活動の推進

【体験活動】
・親子を対象とした関東近県での漁業体験ツアー、八ヶ岳中央農
　業実践大学校での農林業体験ツアー
・調理師学校生徒を対象とした高知県等での漁業体験、八ヶ岳中央
　農業実践大学校での農林業体験
・魚をさばく体験、キッズ、単身者等を対象とした料理教室等

(浜)漁船に乗船、漁業体験、干物等の加工体験、漁師メシ等
　真鶴：夏休み期間中２回
　8月23日（土）～24日（日）：すくも湾

(農村)野菜の収穫、養鶏、伐採等の体験と新鮮野菜の試食等
　季節の味わい、旬、素材の良さ等を体感してもらう
　八ヶ岳中央農業実践大学校
　7月26日（土）
　8月30日（土）
　9月27日（土）

（料理教室）
・フレンチレストランで
　6月28日（土）他５回実施
・キッチンスタジオ等で
　10月以降６回実施

【情報提供】
・食育や日本食へ関心を高めるためのWebサイトを開設

主な取組内容



事業実施主体名

東都生活協同組合

【連携先等】
・（農）船橋農産物供給
　センター
・ＪＡやさと（茨城県）
・（農）茨城県西産直セ
　ンター

南海放送（株）

【連携先等】
・えひめ愛フード推進機
　構
・南予地区（自治体、Ｊ
　Ａ、漁協、水産企業
　等）
・ミライオン(株)
・(有)プラスアルファ
・(株)コピー愛媛

別紙(体験内容）

主な取組内容

【体験活動】
・田んぼの準備、田植え、除草、稲刈り、脱穀、料理教室等
　2月22日(土)～10月25日(土)（12回）
　船橋農産物供給センター（千葉県）
・大豆の植付け、除草、収穫、納豆工場視察、料理教室等
　7月5日(土)～12月20日(土)（4回）
　JAやさと（茨城県）
・スイカの定植、ワラ敷き、収穫、試食等
　5月11日(日)～7月26日(土)（3回）
　茨城県西産直センター（茨城県）

【情報提供】
・家庭内食育活動支援

【体験活動】
・小中学生対象の屋外または施設内イベント。地元の旬の農水産品
　を会場に出展するとともに、その地域の農水産業従事者のトーク
　や紹介映像、さらには現場の見学などで参加者が体験学習。
・食育体験イベント
　7月26日（土）愛南町
　ホテルサンパーク

【講習会等】（食育講習会）
・親子を対象とした講習会形式のイベント。
・和食の基本となる旬の食材に関する知識や安心・安全に関する啓
　発、さらに地産地消メニューの情報（レシピ等）なども織り交ぜ
　る。
・食育講習会
　8月31日（日）西予市
　愛媛県歴史文化博物館

【体験活動】
・体験内容・実施日・行き先については別紙を参照願います。
（実施日決定分のみ）

・農業体験ツアーの実施
・北海道食文化の継承及び地域農産物の調理･加工体験

【講習会等】
・健全な食生活を促す講習会
・道内各地の農家の手作り料理を都市部消費者へ
　農家の方々の試食料理と札幌近郊の消費者との交流
　10月26日（日）
　サッポロさとらんど交流館

(株)農協観光

【連携先等】
・ＪＡグループ北海道
・ＮＰＯ法人農村と都市
　を結ぶ応援団
・(株)アドバコム



事業実施主体名

(株)パソナ農援隊

【連携先等】
・(株)ＪＴＢ西日本
・嶋本食品
・フレッシュグループ
・才田農園
・北坂養鶏場
・(株)パソナふるさとイ
　ンキュベーション

主な取組内容

【体験活動】
・消費者の食に関する意識調査等各種調査の実施
・「フードチェーン食育体験モニターツアー(日帰りバスツアー)」
　内容：生産、加工・流通、消費の複数過程の取組と、講義を組み
　　合わせた「畑から食卓まで」を体感できる一貫性のあるモニ
　　ターツアーを実施。
　日程：9月～1月内で全12回実施
　場所：阪神圏内（ツアー内容による）

・農村コミュニケーション倶楽部(米作り食育体験プログラム）の実
　施
　内容：田植え～収穫祭まで、長期的スパンで行う食育体験プロ
　　グラムの実施
　日程：6月28日(土)、7月26日(土)、8月23日(土)、9月27日(土)、
　　10月25日(土)※全5回実施(雨天時等、状況により日程変更の可
　　能性あり)
　場所：フレッシュグループ(兵庫県淡路市)内

【講習会等】
・「フードチェーン食育スクール」（食に関するセミナー）の開催
　内容：食の安全・食材の栄養・食材の流通等をテーマに、食育・
　　食品・農林水産業に係る内容についてセミナーを実施
　日程：全10回実施（前期5回：後期5回）（単発参加可）
（前期カリキュラム）
　9月11日(木)、10月2日(木)、10月7日(火)、10月23日(木)、
　11月4日(火)
（後期カリキュラム）
　11月18日(火)、12月4日(木)、12月18日(木)、1月13日(火)、
　1月27日(火)
　場所：のじまスコーラ(兵庫県淡路市野島蟇浦843)

・淡路島ランチプレートコンテスト（地場産食材使用の創作料理コ
　ンテスト）
　内容：一品料理ではなく、給食のように主食、主菜、副菜をそろ
　　え、栄養バランスまで考えた内容の料理コンテストを開催。淡
　　路島の食材を活用し、かつ新しい料理の創造を図ることで、地
　　域食の知的財産を産む機会を作る。コンテストでは、
　　大賞(1名)・ファイナリスト賞(4名)を設けて、表彰式を行う。
　審査方法：書類選考→実演選考（ファイナル大会）
　ファイナル大会日程：8月1日(金)
　場所：のじまスコーラ(兵庫県淡路市野島蟇浦843)



事業実施主体名

みやぎ生活協同組合

【連携先等】
・ＪＡみやぎ仙南
・ＪＡみどりの
・宮城県漁協志津川支所
・(株)仙台水産

(株)流通研究所

【連携先等】
・ファームドゥ(株)
・神奈川県内若手生産者
・野菜ソムリエコミュニ
　ティかながわ

主な取組内容

【体験活動】
・体験交流型モデルツアーの実施
　生産・加工・流通・消費体験内容：小田原周辺での圃場見学、
　収穫・加工体験、農家交流、食育講座（品目：とうもろこし、
　米、梅等）
　7月13日（日）9:00～16:30
　あざみ野ガーデンズ（横浜市青葉区）集合・解散
　小田原周辺での圃場見学、収穫・加工体験、農家交流、食育講
　座（品目：夏野菜、ブルーベリー）
　8月9日（土）9:00～16:30
　あざみ野ガーデンズ（横浜市青葉区）集合・解散
※7月・8月分の応募締切は、6月30日（月）までですが、8月分につ
　いては、追加募集を予定しています。
 （詳しくは(株)流通研究所ホームページをご覧ください。）
・直売所における生産者と消費者との交流会
　生産者とのトークセッション、食育レシピの実演、食育パネル
　の展示等
　8月23日（土）または8月24日（日）15:00～17:00（予定）
　あざみ野ガーデンズ（横浜市青葉区）内Azamino Marche店頭

【講習会等】
・食卓コンテストの開催
　（10月・1月に募集予定）
・実践セミナーの開催（3月に東京、名古屋、大阪にて開催予定）

【体験活動】
・バケツ稲栽培コンテスト
　5月25日(日)、6月1日(日)に稲・土・バケツ・栽培日誌を配付、
　10月に栽培コンテストを実施します。600家族参加予定です。
・わが家の味噌作り体験

【講習会等】
・産直産地見学及び生産者との交流
・被災地訪問、バス視察



(参考)

事業実施主体名

ＮＰＯ海のくに・日本

【連携先等】
東京都内の消費者グルー
プ
・東京都内の商店街
・東京都内の小学校
・農産物、水産物の産地
　千葉県、神奈川県、群
　馬県

北日本港湾コンサルタン
ト(株)

【連携先等】
・北海道大学
・(株)アークス
・(株)ラルズ
・(株)ジョウヤマイチ佐
　藤
・(株)ジェンダーメディ
　カルリサーチ

生活協同組合コープさっ
ぽろ

【連携先等】
・(株)モーニング
・(株)エニシング
・北翔大学
・小樽商科大学名誉教授
　相内俊一氏
・各地キッチンスタジオ
・生産現場

主な取組内容

【体験活動】
・「和食の担い手と語る会」(都内小学校等で開催）
・「和食のふるさとを訪ねる会」（産地訪問、加工体験等の開催）

【講習会等】
・「“おうちの和食”フォーラム」開催

【各種資料の作成】
・こども向け＆おとな向け情報誌の作成

【体験活動】
・農林漁業体験機会の提供
　サケ漁、シジミ漁、イモ掘り、酪農
・農林水産物の加工・流通体験機会の提供

【講習会等】
・食の安全・食品表示講習会
・栄養バランス講習会
・和食文化講習会

【体験活動】
・健全な食生活をうながす料理講習会や生産者との交流
　8月から11月までの期間中：札幌･旭川･函館･帯広･北見の5つのキ
　ッチンスタジオで合計140回計画
・産地での農業・漁業体験を通じた生産者との交流と地場の食品工
　場見学
　8月から11月までの期間中：札幌･旭川･函館･釧路･苫小牧･北見･帯
　広･室蘭の8ヶ所で合計18回計画

【資料作成】
・小学生向けの食育プログラムを開発する取組
・「食べ物に感謝する」「野菜を好きになる」幼児向けの食育プロ
　グラムを開発
・北海道の食文化についての冊子作成



事業実施主体名

一般社団法人ＪＣ総研

【連携先等】
・農産物直売所
・東京家政学院大学
・日本大学
・(株)ＦＭ総研
・サロンピルゥファス
・(有)インターフェース
　トウキョウ
・生産者団体

主な取組内容

【体験活動・講習会等】
農産物直売所を拠点とした行動変容のための食育プログラムの実施

ＪＡ静岡市　茶業センター
・お茶博士になろう！
　8月：茶畑散策
　9月：秋摘み茶収穫体験＆製茶工場見学会
　11月：お茶の入れ方講習会
　12月：お茶のある暮らしフォトコンテスト
　1月：東京家政学院大学コラボ企画

ＪＡ伊達みらい　んめ～べ
・旬の食材食べ比べ教室（毎月1回）
　講師：生産者、食育ソムリエ等
・トマト博士になろう！
　7月：トマト料理教室
　8月：トマトのスイーツづくり
　9月以降：トマトの勉強会

ＪＡあいち中央　でんまぁと
・安城の野菜を学ぶ会
　講師：生産者、食育ソムリエ等
・ジャガイモ博士になろう！
　10月：収穫体験
　11月以降：料理教室等

ＪＡ千葉みらい　しょいか～ご千葉店、習志野店
・未就学児をもつ親と子供向け食育プログラム
　食習慣調査（気づき）
　農業体験（動機づけ）
　地場食材の活用講習会（実践）
　食育情報の提供（定着）

ＪＡおきなわ　直売所
・島野菜を学ぶ会
　講師：生産者、食育ソムリエ等

【その他】
・直売所で働く食育の担い手を対象とした勉強会の開催
（例）
・食育プログラムの企画、教材作り
・消費者ニーズに合わせたレシピ、試食、半加工品のワークショッ
　プ　など



事業実施主体名

(株)シータス＆ゼネラル
プレス

【連携先等】
・ユニー(株)
・一般社団法人すこやか
　食育エコワーク
・(株)ルネサンス
・(株)スマートデザイン
　アソシエーション
・いばらき美菜部
・消費者問題研究所
・(株)エーツー
・(株)プランズ

公益財団法人すこやか食
生活協会

【連携先等】
・農業会議、ＪＡ
・(株)ハーベスト
・録音ディレクター

一般財団法人農村開発企
画委員会

【連携先等】
・各地域
（北海道標津町、山形県
　金山町、福島県本宮
　市、神奈川県小田原
　市、京都府京都市）
・相模女子大学

【体験活動】
・地元力によるフードチェーンを活用した食育活動プログラムの実
　施
　生産現場における農業の体験や地産地消推進の取組

【講習会等】
・地元のフードチェーンを活用した食育活動プログラムの実施
　お野菜探検隊になろう
　おさかな探検隊になろう
　３・１・２弁当箱法

【体験活動】
・農業の現場における座談会、農業体験、料理指導、農業指導
・加工現場における加工体験、座談会
・小売現場における講習会、ワークショップ、料理講習、AR(拡張現
　実)
・家庭で活かせる実践的アドバイス

【講習会等】
・生産加工流通の各現場での座談会
・食品表示にする講習

視覚障害者に対する食育活動
【体験活動】
・農業の生産現場体験
・流通・加工施設の機会・設備の認識及び施設の役割の理解

【講習会等】
・料理教室の開催
・食育学習会の開催

【普及活動】
・実践活動の音声版CD作成配布

主な取組内容



事業実施主体名

一般社団法人ファイブ・
ア・デイ協会

【連携先等】
・イオン北海道㈱
・㈱イズミ
・カゴメ㈱
・キユーピー㈱
・㈱スパーク
・生活協同組合コープお
　きなわ
・㈱ダイエー
・㈱とりせん
・㈱ベルク
・マックスバリュ西日本
　㈱
・マックスバリュ北海道
　㈱
・㈱丸久
・㈱丸合

別海町観光協会

【連携先等】
・(株)ＴＡＩＳＨＩ
・別海町グリーンツーリ
　ズム・ネットワーク
・(株)べつかい乳業興社
・サッポロライオン
・どさんこプラザ
・(株)ブレナイ社
・(株)コープトラベル
・札幌ベルエポック製菓
　調理専門学校

主な取組内容

【体験活動】
連携先全国13企業の食文化、郷土特性を生かした食育体験活動。
・田植え体験
・レタス収穫体験
・乳業工場見学
・サツマイモ掘り
・人参収穫体験
・もやし工場見学
・キャベツ収穫体験
・手作りウインナー体験
他
【資料作成】
・指導プログラムの開発・作成
・運営のための手順書作成
・学習指導要綱作成

開催場所：
・JA広島
・カゴメ工場
・キユーピー工場
・錦町農産加工
・読谷村漁協
・ホクト工場
・周南市梨園
（現時点）

【体験活動】
・生産現場学習ツアー
・観光客への食育ガイド
・加工体験ツアー
・北海道料理親子グランプリ

【情報発信】
・飲食店等における食育プロモーション
・催事におけるプロモーション
・食育情報発信媒体の配布
・メディアを通した食育情報の発信



事業実施主体名

ランドブレイン(株)

【連携先等】
・琉球大学
・ＮＰＯ法人食の風
・生産、加工、流通消費
　関係者

主な取組内容

【体験活動】
・農業漁業体験機会の提供
・農水産物の加工・流通体験機会の提供
　沖縄カマボコ、沖縄味噌、島とうふ、マグロ、ベビーリーフな
　ど

【講習会等】
・健全な食生活の実践を促すための講座等の開催
・食文化の継承・発展活動の推進

【資料作成】
・情報誌の作成と配布



 

事業実施主体名 主な取組内容 開催予定地

一般社団法人ファイブ・
ア・デイ協会

○フードチェーンを体系的に学習するた
 めの下記を骨子とした研修教材の開発と
 作成。
1.農林漁業体験・生産加工・流通現場体
 験の各種事例と導入方法

2.フードチェーン(生産から食卓までの流
 れ)の正しい理解とその指導方法

3.健康食生活に関する正しい理解とその
 指導方法・実践例

・東京(2回)※北海道・東
　北を含む
　大阪、名古屋、博多
を予定

【フードチェーンを通じた食育指導者キャリアアップ事業】
　フードチェーンを通じた食育推進の指導者育成のため、各分野において専門的に食育活動の
指導を行う者を対象に、フードチェーンにおける食育活動を一連のものとして理解し、推進・
指導を行うためのキャリアアップ研修を全国各地で実施する取組を支援しています。具体的に
は、
　(1)フードチェーンを通じて一体的に食育活動を行う先進事例を調査し、研修教材としても活
　　用できる事例集を作成
　(2)フードチェーンの各分野の食育指導者を対象に、①から⑥の各取組を理解させ、⑦のプロ
　　グラムを企画できるようにするキャリアアップ研修を全国各地で実施
　　①　農林漁業体験の取組
　　②　農林水産物の加工・流通体験の取組
　　③　健全な食生活の実践を促すための取組
　　④　食文化の継承・発展活動の推進のための取組
　　⑤　食品の安全性、食品表示に関する取組
　　⑥　味覚教育に関する取組
　　⑦　上記の取組を組み合わせたフードチェーン食育プログラムの企画・調整の実務
　　等
　(3)研修内容の理解度や研修成果の活用状況を調査し、事業の効果を測定
　(4)事業で得られた成果の活用及び普及促進
などを実施する取組を支援しています。



（株）農協観光の別紙

きのこの収穫体験
きのこを使った調理体験・試食
食育教室

じゃがいもの収穫体験
野菜の水耕栽培施設見学
酪農関係の施設見学

札幌大球キャベツ畑の見学・収穫体験
北海道を代表する郷土料理「石狩鍋」を学ぶ
収穫した野菜で「にしん漬」づくり体験

9月28日（日）

8月1日（金）

プルーンの収穫体験
プルーンジャムづくり体験
じゃがいも・かぼちゃの収穫体験

レタス・ブロッコリー・玉ねぎの収穫体験
こめ油クッキング体験
食育教室・直売所見学

人参（２種類）・ブロッコリー・きゅうり
の収穫体験
食育教室・直売所見学

トマト・ブルーベリーの収穫体験
西瓜畑の見学
夏野菜を利用しての調理体験

体験内容

親子

大人

親子

大人

9月23日（火）

実施日

9月3日（水）

10月12日（日）

大豆の収穫体験
豆を使った調理体験
食育教室・醤油工場見学

酪農体験
バター・カッテージチーズ作り体験
食育教室

菌床しいたけ・じゃがいも等の収穫体験
地場産作物を使った試食料理
食育教室

葉物野菜の収穫体験
そば打ち体験

完熟トマトの収穫体験
とうもろこし・大根の収穫体験
農産直売所の見学

レタス・ブロッコリー・玉ねぎの収穫体験
米油クッキング体験
農産物直売所見学

9月13日（土）

11月上旬

じゃがいも・大根等の収穫体験
地場産作物を使った試食料理
ピクルスづくり体験

8月8日（金）

10月7日（火）

稲刈体験
かぼちゃ・じゃがいもの収穫体験
食育教室

長ねぎ・ヤーコンの収穫体験
ヤーコン料理づくり体験
野菜の水耕栽培施設見学

親子

親子

10月20日（月）

8月30日（土）

9月11日（木）

方面 訴求対象

大人千歳市

千歳市

千歳市

札幌市

江別市

江別市 親子

仁木町・
赤井川村

親子

江別・岩見沢

新篠津村 親子

恵庭市・千歳市 親子 10月5日（日）

11月1日（土）石狩市厚田 親子

8月12日（火）

新十津川町

当別町 親子 9月14日（日）

大人

岩見沢市 大人

長沼・由仁町 親子

栗山・由仁町
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