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事業成果報告 

 

【事業受託内容】 

 

１． 受託事業名：平成２６年度フードチェーン食育活動推進事業 

   区分：フードチェーン食育モデル事業 

２． 管轄省  ：農林水産省 消費・安全局 

 

３． 事業実施主体名：株式会社農協観光 

管轄部署名  ：北海道統括事業部 

 

４． 実施期間 ：平成２６年５月１５日～平成２７年３月３１日 

 

５． 事業費  ：１７,５６０千円（税別） 

 

６． 決算事業費：１４,３５８千円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 



【事業の概要】 

 食育をテーマに日帰り農業体験バスツアーを実施し、消費者が 

農業生産者と生産現場でふれあうことにより、農家が作った作物・食の

大切さを学ぶ機会を提供します。五感を刺激する農村で汗を流し農作業

を体験するバスツアーは食の現場の多様性を実感でき、食育の場として

高い効果が期待できます。 

都市でのイベントや体験会では、一度に複数のプログラムを提供するこ

とは難しく、場所の制限もあります。農業の生産現場に、マイカーや 

公共交通機関で行くには都市生活者ほど不慣れで困難であり、そのため

の環境整備も進んでいません。バスツアーであれば、効率的な農村滞在

が可能であり、受入側の体制やプログラムに合わせた人数・客層を設定

した系統的なプログラム作りが可能となります。受入れ農家も慣れない

都市や施設ではなく自らが生活し得意とする農村で消費者への PRがで

きます。例えば、農家の畑で採れたての食材を利用して生産者と消費者

が交流しながら楽しく食事をする『畑で試食会』などの実施も有効で

す。 

しかしながら、物見遊山のバスツアーと同じ販売をしたのでは、訴求対

象者が曖昧になってしまうので区別した募集が必要です。ツアーの内容

も食事に特化したプログラムをそろえるには、受入れ地域の情報やノウ

ハウがまだまだ不足しており調査と指導が求められています。 

 圃場での体験活動を「食育活動」へ高めるには、農家や JAだけでは

なく料理人や野菜ソムリエ等の先達との連携も必要になります。又、 

北海道の厳しい気象状況でもできる冬季体験プログラムを作成すること

で年間を通した活動が可能になります。ツアーの様子をウェブサイトや

フリーペーパーにより広く広報することで、多くの消費者の「食」と

「農」への関心を高め、健全な食生活の取り組みを浸透させることが期

待できます。農協観光北海道が農業体験企画『農感塾』で積み重ねた経

験をもとに食育活動を更に強化させ、消費者の安全・安心な食品への関

心や食への意識を高めることを目的に実践しました。 

 

 

 

 

 

 



【事業の成果目標＆達成状況】 

 

【成果目標】  

■都市農村交流の拡大に伴い「食」と「農」に対する都市住民の関心が

高まり農業体験経験者が２５％増。 

 

【達成状況等】 

■農産物直売所利用者へのアンケート調査を行なった結果、過去に農業

体験を経験された人は 55％で経験していない人は 45％でしたが、バ

スツアー参加者へのアンケートでは経験された人は 72％で経験されて

いない人は 28％でした。 

 今回の事業では日帰り農業体験バスツアーを 30回、参加者 820 名で

終えましたが、バスツアーへの応募者総数は 2,051名と大変多くの 

申し込みがありました。 

 

北海道において農業体験バスツアーの積極的な取組をおこなっている

旅行会社は少なく、通常の観光ツアーに観光農園の果物狩りを組み込

んだ旅行企画などが多少おこなわれている程度です。ツアーの内容も

観光ドライブインや道の駅などの無料の施設を利用して旅行代金を少

しでも安価な設定にしようとする傾向にあります。 

 

農業体験バスツアーを実施するためには、体験受入農家の調査や圃場

で可能な体験内容の調査などに要する時間と労力が不可欠であり、さ

らには繁忙期に農作業体験を依頼することから体験受入農家や関係箇

所との調整などにも苦慮しました。しかし観光農園とちがい本物の 

農業に触れることができると同時に、生産者の生の声を聴きながら、

消費者の要望や質問などで交流を深めていただくことができました。 

 

旅行代金としては補助金を利用して無料にすることも可能でしたが、

無料にすると物見遊山的になり農業に無関心な参加者も多くなる傾向

にあります。又、忙しい中で一生懸命に説明してくれる農家の方々の

話をきちんと聞かない参加者がいると、大変失礼なことになります。 

実際に農家の説明を聞かずにおしゃべりをして、当社担当者が他の 

参加者の目の前で厳重に注意したことも何度かありました。 



今回の農業体験バスツアーの参加者は、通常の観光ツアーとの違いを

理解されるとともに農業・農家を身近に感じたことから、帰路の車中

では「またぜひ参加したい」との声を多くいただきました。 

 

今回は小学生の子供がいる世代の親とのバスツアーを 21回（630 名参

加）実施しました。農業生産現場に行き、作物や食の大切さを学び、

子供に伝えて行く場の提供が出来たように感じます。 

貸し切りバス利用をすることにより、色々なことを参加者に伝えるこ

とが出来ました。ツアーの開校式では今回の事業（農業体験ツアー）

の趣旨を説明し理解してもらい、車中では、本日収穫作業を行なう野

菜の栄養成分や保存方法のお話の他にも食育クイズ（料理の問題・野

菜＆果物の問題・畜産の問題）や北海道が全国一位の農産物の説明を

行ないながら参加者に「食」と「農」に対する関心を高めて貰いまし

た。 

農家に訪問した時はきちんと挨拶をし、体験後はお礼の挨拶を全員で

行い、農家のお話をきちんと聞くことなどを徹底しています。 

そうすることがツアー参加者の一体感を生み、農業に対する意識がよ

り一層高まります。 

参加者の声としては・・・・ 

・親子で楽しく学べるツアーでした。 

・北海道に住んでいても農業に関して知らないことがたくさんあり勉

強になりました。 

 ・何気なく食べている米・野菜の栽培方法を知り、改めて生産者さん  

の大変さを知り、今以上に感謝し美味しく料理して食べようと思い

ました。 

 ・たくさんの人の手が食卓まで続いていることがわかりました。 

 ・収穫作業体験はもちろんですが、農家さんのお話を直に聞き、身近

な農業を感じました。 

・農家さんのお話で自分の育てた作物に自信をもっていることがよく 

伝わって、残さず食べようとか、美味しくないとか軽々しく言わない 

ようにしないとと思いました。 

・食べることの楽しさ・ありがたさを感じることができる体験ができ

ました。 

・農産物・水産物、一つ一つの製品を私達消費者に一つの製品として

届ける過程において本当に日々大変な思いで仕事をしている事が良

く解りました。 



・子供たちが食卓に上がる前の野菜を知る良い機会になるので、この

様なツアーはとても大切で、参加させて頂き感謝します。 

・こういう体験は子供に多く参加してもらい農業についての意識を高

めてもらいたいと思います。 

 

  以上の様な参加者の声を頂き、農業体験バスツアーは今後、今以上

に都市住民に関心が高まり、農業体験者の増加が期待されます。 

 

 

 

 

【成果目標】 

■農産物の調理加工体験や研修会を通して食育が浸透し健全な食生活を

実践する都市住民が 30％増。 

 

【達成状況等】 

■農家・漁家の方々から安全安心な地元食材を使っての調理体験や野菜

ソムリエ等から調理体験・食と健康についてのお話を交えながらの 

体験ツアーを実施しました。 

基本的にツアーでは参加者が自ら収穫作業体験をした野菜を利用して 

調理体験と関連させました。 

又、一部のツアーでは地元や北海道の郷土料理・行事食を取入れて調

理体験をしたりすることで五感を養い、味覚を育てながら料理ができ

る力を学んで頂きました。 

調理体験では野菜ソムリエ・農家のお母さん・漁協女性部の方々 

から手作りのレシピを作って頂き、4人～6人位のグループに分かれて 

体験をして頂きました。親子の場合は子供を中心に野菜を洗ったり、

切ったりの料理体験をして、他の子供たちと共同作業を楽しんで頂き

ました。今回のツアーではおかげ様で怪我をした子供は誰一人いませ

んでした。又、大人の調理体験ではあまり先生（ソムリエ・農家・漁

家の方々）の説明を聞かず、先に進んでしまい手遅れになってしまっ

たケースがあり、そのため大人のツアーでは調理体験の前に必ず勝手

に調理を進めないように注意をしています。 

 

 

 



今回のツアーで収穫作業体験した野菜と調理体験との関連した内容を 

一部ご紹介します。 

〇トマトの収穫作業体験とトマトベースの煮込みハンバーグづくり 

〇加工用トマトの収穫作業体験とトマトたっぷりイタリアンそ～めん 

 づくり 

〇プルーンの収穫作業体験とプルーンのジャムづくり 

〇ブロッコリーの収穫作業体験とブロッコリーなどの野菜でピクルス 

 づくり 

〇じゃがいも・かぼちゃの収穫作業体験と「いもとかぼちゃの団子」  

〇稲刈り体験と新米おにぎりづくり 

〇漁業体験と鮭のチャンチャン焼づくり 

〇搾乳体験とバターづくり 

〇大豆の収穫作業体験と大豆料理づくり 

〇ヤーコンの収穫作業体験とヤーコン料理づくり 

〇札幌大球（キャベツ）・大根の収穫作業体験とにしん漬けづくり 

○そば打ち体験とそばの実ごはんづくり 

〇ホッキ貝の剥き方とホッキカレーづくり 

〇チコリの収穫作業体験とチコリ料理づくり 

 

又、料理体験では今まで知らなかったことも学びました。 

〇野菜からだしを取るには、野菜を入れる順番がある。 

〇プルーンジャムはパンやヨーグルトにつけて食べる他にもカレーに        

 入れても美味しい。 

〇お米の美味しい食べ方はごはんが炊き上がったら、すぐにしゃもじ  

 で混ぜること。 

〇ピクルス作りで人参など硬い野菜は熱湯でさっと茹でてから漬ける 

 と漬かりやすいです。 

〇ホッキ貝の調理のポイントは火を通しすぎないこと。沸騰したお湯 

 にホッキ貝を入れて 1～2 秒で茹であがります。 

〇巻きずしを切るのは難しいですが、包丁の刃に紙を水で貼りつけて 

 から切るときれいに切れます。 

〇野菜めしは野菜の葉や茎・むいた皮を利用して作ります。 

〇土鍋を新品で利用する場合は、土鍋が割れてしまわないように土鍋 

 に小麦粉を入れて水で沸騰させる「目止め」の処理が必要。 

 

 



昼食後は利用した食器を洗うなど後片付けも食育の一環として参加者

全員で行いました。 

ツアーによっては野菜ソムリエ等の方々から食育教室と題して   

「野菜のお話」「野菜と健康」「豆と健康」「健康寿命と食生活」 

「味覚の不思議」を学んで頂きました。 

 

以上の調理体験や食育教室でのお話を通して、今以上に食育が浸透し

て健全な食生活を実践できることを確信しています。 

 

 

 

 

【成果目標】 

■農産物直売所を利用する都市住民が３５％増。 

 

【達成状況・測定方法等】 

■農産物直売所利用者へのアンケート調査を行なった結果、「農産物を

普段どこで購入されるのか」に対して、1位「スーパーマーケット」

84％、2位「直売所」13％、3位「八百屋・他」3％の状況でした。

又、直売所の利用頻度については「毎週・月に数回」73％、「月に 1

回・ 数ヵ月に 1回」では 27％でした。 

 ツアー参加者への利用頻度は「毎週・月に 1回」は 24％でしたが

「月に 1 回・数ヵ月に 1回」が 76％と変化がありました。 

利用頻度こそ伸びませんでしたが、利用する割合が増えました。 

 札幌近郊の農産物直売所は件数も少なく、市内からマイカーで１時

間位かかる場所にあり、公共交通機関で行くには少し不便さを感じ

ます。又、冬期間は休みとなりますので１年の間で利用できる時間

が限られてきますので夏の時期に消費者がどれだけ足を運んで頂け

るのかが今後の課題となります。 

  

 

 

 

 

 

 



【得られた成果及び自己評価】 

 

■今回の事業では日帰りのバスツアーにて農業作業体験・調理加工体

験・食育をテーマにしたツアーを実施しました。通常の物見遊山的

なツアーでは無いことを参加者に伝え、農家の方や農業関係者・ 

野菜ソムリエの方々の説明等を子供も含め、きちんと聞く姿勢をお

願いし、体験後は農家の方々や野菜ソムリエ等に 普段なかなか聞

けない質問等の時間も設けました。 

現代に至っては特に農家さんとの接点も無く、ただスーパーマーケッ

トで野菜を購入するだけの生活環境の中で子供が畑に行って野菜を収

穫し、そこで試食をする機会が少なく感じます。今回のツアーは、き

らいなトマトやとうもろこしが畑で食べられるようになった等の声も

たくさん聞いています。 

 又、ツアー参加者のアンケートから「生産者へ感謝し、残さず食べ

ることが大切」「農産物や食品の選び方について詳しくなった」 

「栄養バランスや家族の健康を考えた食事が大切だと思った」 

「農家が身近に感じるようになった」「食や農業に対する理解が深ま

り、意識が向上した」「子供たちの食育を進める上で農業に関する体

験は必要だ」などの回答も頂き、当初の目標を達成することが出来た

と感じております。又、来年度以降の農業体験ツアーの開催の問い合

わせもあり、「今後も同様の農業体験ツアーを実施してほしい」など

といった声が聞かれ大変好評を頂きました。 

 今後、更に農業や生産者に対する理解を促進させるために農作業体

験と併せて、農家に宿泊をさせることが補助対象であれば大きな効

果が期待できると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【事業の取組実績】 

 

１． 事業推進会議の開催 

➀開催日時：5 月 28 日（水）9時～17時 

開催場所：札幌市内  

参加人数/9名 

 協議事項●フードチェーン食育活動推進事業 

     ●提案事項の計画について 

     ●農業体験ツアーについて 

     ●消費者交流試食会について 

     ●消費者意識調査 

 

➁開催日時：6 月 2 日（月）13時～17 時 

 開催場所：札幌 

 参加人数：5 名 

 協議事項●農業体験ツアー作成について 

     ●農家・消費者交流試食会について 

     ●消費者意識調査について    

 

➂開催日時：7 月 28 日（月）13時～17 時 

 開催場所：札幌 

 参加人数：10名 

協議事項●農業体験ツアーの実施対応について 

（合意形成・共有化） 

    ●農家・消費者交流試食会について 

    ●冬期バスツアー企画について 

    

➃開催日時/10 月 14 日（火）13時～17 時 

 開催場所：札幌 

 参加人数：13名 

    協議事項●冬期企画体験バスツアーの実施対応について 

         （合意形成・共有化） 

        ●農家・消費者交流試食会について 

         （合意形成・共有化） 



 

２． 各種調査の実施  

➀地域資源実施プログラム 

体験現場の調査・体験受入先とのコーディネート 

実施時期：5月～9 月 

 

➁都市部消費者の食育農業に関する意識調査（アンケート） 

  

 実施日：7月 12日（土）・19日（土） 

 調査場：とれたてっこ南生産者直売所（札幌市） 

  

 実施日：7月 13日（日）・20日（日） 

 調査場：くるるの杜 農産物直売所（北広島市） 

 調査場：のっぽろ野菜直売所（江別市） 

 

 回収結果 とれたてっこ南生産者直売所 123名 

      くるるの杜 農産物直売所  316名 

      のっぽろ野菜直売所     361名 

                  計 800名 

 

➂体験ツアー参加後の食育活動、農業に関する意識・実態の 

 変化を調査（アンケート） 

  

 体験ツアー回数：30回 

 アンケート調査人数：大人 529 名・子ども 280名 

 

３．農業体験ツアーの実施 

    ➀道内各地の圃場での農作業体験   

     実施回数：19回（親子 15回・大人 4 回） 

          札幌発着 15 回 旭川発着 4回        

     参加人数：536 名 

    ➁道内各地で調理加工体験と食育講習会 

     実施回数：11回（親子 6回・大人 5回） 

          札幌発着 7回 旭川発着 2 回 

          帯広発着 1回 北見発着 1 回 

     参加人数：284 名 



    ➂農家・消費者試食交流会 

     開催日：10月 26日（日） 

     開催会場：札幌市「さとらんど交流館」 

     参加人数：174 名（有料者）※有料同伴者を含めると 300名位 

４． 事業成果の活用及び普及 

 

  ➀ツアー実施報告 

  ・当社、農感塾 HPにて随時掲載 

   農業体験ツアーに関する情報を発信しているホームページ  

   『農感塾』への体験ツアーの様子などを掲載し、食・農に 

   対する関心度を一層高めた。 

   （『農感塾』http://www.ntour.jp/gt/hkd/） 

  ・こども環境情報誌掲載 

      札幌市内の小学校へ配布している「エコチル」へ農業体験

ツアーの実施記事を掲載し食・農に対する関心度を高め

た。    

   掲載回数：4 回（8月・11 月・1 月・2月） 

   部数  ：各 10万部 

  ➁成果報告書の公表で食・農に関する意識向上と食育の浸透    

      を普及 

     ・アンケート結果の公表、事業総括を農協観光ホームページ

（農感塾）及びエコチル紙面（10 万部）に記事掲載。 

      エコチル掲載日：3月 

 

 

５． 事業経費内訳 

    

   １．事業推進会議の開催    563千円 

   ２．各種調査の実施      733千円 

   ３．農業体験ツアーの実施  10,846千円  

   ４．事業成果の活用及び普及  2,216千円  

          合計          14,358千円 

         

 

※アンケート調査結果については別途、資料を作成しています。                              


