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はじめに 

 

食育は人々の日常生活において最も重要な課題の一つであり、特に、高齢者

の食生活の改善は、今後一層高齢化が進む我が国において、継続的に取り組ま

なければならない課題であると考えられます。 

また、高齢者の食生活改善については、高齢者本人のみならず、いろいろな

場面で食事に携わっている人々の理解と実践活動が必要であり、その活動に対

して、基本的な考えや様々な実践ツールを提供し普及させることが重要になり

ます。 

このため、当協議会は、シニア世代自身の食生活の改善とともに、食育に関

する地域活動の活性化を図ることを目的に、農林水産省補助事業「平成 24 年度

食育実践活動推進事業」を実施しました。 

本事業においては、シニア世代の食生活の改善に関わる方や高齢者本人を対

象に、必要な知識を普及し、実践に結び付けて頂くために、「シニア食育講座」

を東京都、群馬県、新潟県で実施するとともに、講座で学習した知識を、地域・

企業を通じて広く普及し、活用されるよう、共食会等のモデル的な食育実践活

動を実施しました。 

本冊子は、事業の経過と成果を、各地で高齢者の食生活改善を実践している

方々に、食育活動の推進に広く活用していただくことを目的として、取りまと

めたものです。 

事業の推進に当たりまして、事業全般にわたりご指導いただいた事業推進検

討会委員や農林水産省の担当者の皆様、各地域で講座開催や実践活動の実施に

ご尽力いただいた地域団体の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 

平成 25 年 3 月 

シニア世代食育推進協議会会長 柴田 博 
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Ⅰ．事業実施要領 

 

 １．事業の趣旨 

シニア世代の食生活の課題である栄養バランスの偏り、不規則な食事、孤

食化、低栄養等を改善するとともに日本型食生活の普及を図るためには様々

な分野の企業・団体が連携して食育に取り組むことが重要である。 

このため、事業推進検討会の下に、企業・団体が連携してシニア世代の食

生活の改善に関わる人々を対象に、望ましい食生活のあり方を学習してもら

うことを目的として、東京都、群馬県及び新潟県で｢シニア食育講座｣を開催

する。 

また、食育講座に参加して得られた知識を地域・企業を通じて広く普及し、

活用されるよう、協議会構成企業・団体が各種の手法によりモデル的な実践

活動を実施する。 

食育実践活動の事業成果はホームページを通じて公開し、シニア世代自身

が取り組む食生活の改善とともに食育に関する地域活動の活性化が図れるよ

う普及・啓発を行う。 

 

 ２．事業の概要 

  本事業において、以下の事業を行った。 

①「シニア食育講座」の開催 

②食育実践活動の実施 

③ホームページの作成 

  ④「シニア食育講座」効果測定、食生活に関する意識調査の実施 

⑤成果報告書の作成・配付 

⑥事業推進検討会の開催 
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Ⅱ．事業内容 

 

１．「シニア食育講座」 

シニア世代の食生活の改善に関わる人々を対象に、望ましい食生活のあり

方を学習する「シニア食育講座」を東京都、群馬県及び新潟県で開催した。 

なお、東京都での「シニア食育講座」のうち、第 1 回から第 3 回までは非

補助事業であり、（公財）すこやか食生活協会の自主事業として行っている。 

 

（１）東京都における「シニア食育講座」 

   ①第 1 回｢シニア食育講座｣ 

   ・日時：平成 24 年 10 月 5 日（金）13 時～16 時 30 分 

   ・会場：南青山会館本館 3･4 号会議室 

   ・講義：｢シニア世代の食事摂取基準の考え方｣ 

        佐々木 敏（東京大学大学院 医学系研究科 教授） 

｢“共「食」のすすめ”｣ 

        足立 己幸（名古屋学芸大学健康・栄養研究所 所長） 

・参加者：シニア世代の食生活の改善に関わる方や関心のある方 37 人 

   ・主催：（公財）すこやか食生活協会 

 

  ②第 2 回｢シニア食育講座｣ 

   ・日時：平成 24 年 10 月 26 日（金）13 時～16 時 30 分 

   ・会場：南青山会館本館 3･4 号会議室 

   ・講義：｢味わいと咀嚼｣ 

        神山 かおる（食品総合研究所 食品物性ユニット長） 

       ｢食情報とフードファディズム 

～メディアに惑わされない食生活～｣ 

        高橋 久仁子（群馬大学 教育学部 教授） 

   ・参加者：シニア世代の食生活の改善に関わる方や関心のある方 35 人 

   ・主催：（公財）すこやか食生活協会 
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③第 3 回｢シニア食育講座｣ 

   ・日時：平成 24 年 11 月 16 日（金）13 時～16 時 30 分 

   ・会場：南青山会館本館 3･4 号会議室 

   ・講義：｢外から見た日本の食と食料事情 

        ～タンザニアとの比較でみえてくる特徴～｣ 

        中川 坦（前在タンザニア日本国特命全権大使） 

       ｢栄養ケア・マネジメント｣ 

        杉山 みちこ（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 教授） 

   ・参加者：シニア世代の食生活の改善に関わる方や関心のある方 22 人 

   ・主催：（公財）すこやか食生活協会 

 

④第 4 回｢シニア食育講座｣ 

   ・日時：平成 24 年 12 月 14 日（金）13 時～16 時 30 分 

   ・会場：南青山会館本館 3･4 号会議室 

   ・講義：｢高齢者の食生活と健康｣ 

        柴田 博(人間総合科学大学 保健医療学部学部長･大学院教授） 

        ｢フードデザート・買物難民問題の現状と対策｣ 

        岩間 信之（茨城キリスト教大学 文学部 准教授） 

   ・参加者：シニア世代の食生活の改善に関わる方や関心のある方 25 人 

   ・主催：シニア世代食育推進協議会 
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（２）群馬県における「シニア食育講座」 

  ・日時：平成 25 年 2 月 11 日（月・祝）13 時 30 分～17 時 

  ・会場：高崎市市民活動センター ソシアス（活動室） 

  ・講義：「健康寿命を延ばすための食事」 

        本多 京子（医学博士・管理栄養士） 

    「｢早寝早起き朝ごはん」のサイエンス｣ 

柴田 重信（早稲田大学 先進理工学部 教授） 

・参加者：地域の高齢者支援活動に関わっている方や関心のある方 77 人 

  ・主催：特定非営利活動法人じゃんけんぽん、シニア世代食育推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新潟県における「シニア食育講座」 

  ・日時：平成 25 年 2 月 17 日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

  ・会場：西コミュニティセンター 2 階大ホール 

  ・講義：「介護されたくないなら粗食はやめなさい 

－健やかシニアをめざして－」 

         熊谷 修（人間総合科学大学 人間科学部 教授） 

「食事力をみがいて健康寿命をのばそう！」 

       清水 依理子（管理栄養士・健康運動指導士） 

・参加者：地域の高齢者支援活動に関わっている方や関心のある方 102 人 

  ・主催：特定非営利活動法人新潟夕映えの会、シニア世代食育推進協議会 

  ・後援：新潟市、新潟市西区社会福祉協議会、社会福祉法人ゆうえい会、

夕映えの会 
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（４）講義の概要 

１）東京会場 

【第 1 回】 

講義１「シニア世代の食事摂取基準の考え方」 

講師：佐々木 敏（東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻  

社会予防疫学 教授） 

カルシウム摂取、血圧コントロール及び「噛む」と「寿命」の関係を

例として、自分の栄養素摂取量とその特徴(くせ)を知ることがまず大切

である。食べ物は病気を治すためではなく、病気にならないために存在

する。出所が不明な情報や「これだけで…」「すぐに…」とある情報は要

注意である。 

 

講義２「“共「食」のすすめ”」 

講師：足立 己幸（名古屋学芸大学健康・栄養研究所 所長）  

共食とは、調理などの食行動を含め、誰かと食事を共にすることであ

る。栄養(食事内容)、健康、人間関係や日常生活、地域活性化等の面に

おいて、共食は重要性を有している。実行へのヒントは、自分にとって

何が重要で何を実行するかを自分で判断し、自分の得意・強みを活かし

てやり方を決めることにある。 

 

 

【第 2 回】 

講義１「味わいと咀嚼」 

講師：神山 かおる（（独）農業・食品産業技術総合研究機構  

食品総合研究所 食品機能研究領域 上席研究員） 

おいしさの構成要因には、味や匂いなどの他に、舌触りや歯応えなど

のテクスチャーがある。咀嚼をしないと食品は味わえない。高齢期には

咀嚼機能が変化するため、安全においしく食べられるテクスチャーを食

品に持たせることが重要となる。これからは、高齢者の食実態、高い機

能性、利便性といった視点から食感をデザインした食品が必要となる。 
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講義２「食情報とフードファディズム 

～メディアに惑わされない食生活～」 

講師：高橋 久仁子（群馬大学 教育学部 教授） 

食べ物や栄養が健康や病気に与える影響を過大に信じたり評価する

ことを「フードファディズム」という。健康の維持増進には「栄養・運

動・休養」が欠かせないが、「栄養」すなわち「食」さえ良くすれば健康

は万全と考えること自体がすでにフードファディズムである。メディア

に惑わされない食生活を営むには、食情報のカラクリを見破る目を養う

ことが必要である。 

 

 

  【第 3 回】 

講義１「外から見た日本の食と食料事情 

～タンザニアとの比較でみえてくる特徴～」 

講師：中川 坦（（財）全国瑞穂食糧検査協会 理事長、 

前在タンザニア日本国特命全権大使） 

食のあり方は、歴史、気候風土や経済状況により規定される。日本と

対極にあるタンザニアの食生活を紹介する。タンザニアの人々にとって

食事とは空腹を満たすための必需摂取であり、まず生きていくため質よ

り量が優先している。一方、日本では食事は楽しみであり嗜好的感覚が

強く命を維持するためとの意識は低い。日本人は頭で食事をし、タンザ

ニア人は胃袋で食事をしている。 

 

講義２「栄養ケア・マネジメント」 

講師：杉山 みち子 

（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 栄養学科 教授） 

栄養ケア・マネジメントとは、個々人に 適な栄養ケアを行い、その

実務遂行上の機能や方法、手順を効率的に行うためのシステムで、栄養

状態を改善して、自立した日常生活を維持できる期間を長く保つことで

ある。食べることの大切さを認識し、地域・病院・施設の選択時には栄

養ケアへの取組み実態を知り、食べることを支援する配食・食事支援・

買物サービスに参加(あるいは創設)しよう。 
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【第 4 回】 

講義１「高齢者の食生活と健康」 

講師：柴田 博（人間総合科学大学 保健医療学部学部長・大学院教授） 

高齢者の健康は、手段的自立、知的能動性及び社会的役割について老

研式活動能力指標での健康診断と、食品摂取の多様性得点の 10 点法の算

出により判断できる。長寿で、高い生活の質を保ち、社会貢献にも積極

的であるためには、食品摂取の多様性と動物性たんぱく質の摂取が重要

な意味を有している。 

 

講義２「フードデザート・買物難民問題の現状と対策」 

講師：岩間 信之（茨城キリスト教大学 文学部 准教授） 

買物利便性が難しい人々の集住であるフードデザートは、高齢者の増

加、貧困の拡大、地域コミュニティの希薄化から生じる社会の「ひずみ」

である。都市部では孤立、貧困などの社会的要因、農村部では店舗の喪

失、交通手段の減少など地理空間的要因によるところが大きい。解決に

あたっては、地域社会、大手小売企業及び行政の協力による支援が有効

である。 
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２）群馬会場 

講義１「健康寿命を延ばすための食事」 

講師：本多 京子（医学博士・管理栄養士） 

（講義要旨） 

１．健康寿命が大切 

日本の平均寿命は男性 79 歳、女性 86 歳だが、健康寿命との差（2010

年）が男性で約 9 年、女性で約 12 年である。健康寿命を延ばすためには、

血管年齢、骨年齢、腸年齢、脳年齢が重要な機能を担う。 

 

２．血管年齢（血管年齢の若さを保つには、メタボ予防が大切）  

特定健診・保健指導の実施基準として、お腹周り、血糖値、血中脂質、

血圧があげられる。 

     ＜食べ方のコツ＞ 

①まずは、実だくさんの温かい汁ものや野菜料理から食べ始めましょう。 

②肉や魚の主菜は 1 品にして、副菜 2 品をそろえましょう。 

③朝食はしっかり、遅い夕食は軽めにしましょう。 

④揚げ物や炒め物は続けてとらないようにしましょう。 

 

３．骨年齢（骨は生まれ変わっていきます！骨の若さを保ちましょう！） 

破骨細胞の働きを抑え、骨芽細胞の働きを助けるビタミン・ミネラル

を摂取するよう心掛けましょう。 

＜食べ方のコツ＞ 

①牛乳とヨーグルトを合わせて、毎日 300ml とりましょう。 

②魚の缶詰や小魚（酢を合わせて）をとりましょう。 

③大豆製品（豆腐や納豆）を毎日、とりましょう。 

④青菜やごま、海草も忘れずにとりましょう。 

 

４．腸年齢（お腹すっきり、腸年齢の若さを保ちましょう！）   

食物繊維やオリゴ糖の摂取で腸内細菌のバランスを良くしましょう。 

     ＜食べ方のコツ＞ 

①根菜や豆類（食物繊維・オリゴ糖）をとりましょう。 

②ヨーグルトや納豆など発酵食品をとりましょう。 

③ひじきや乾物、きのこで常備菜を作りましょう。 

④おやつには、芋、果物、ドライフルーツ、干しイモ、甘栗などをとり

ましょう。 
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５．脳年齢（脳の若さを保ちましょう！） 

青魚や青菜の摂取とともに、バランスのとれた規則正しい食事をとる、

自分で調理するなど食習慣にも注意しましょう。 

＜食べ方のコツ＞ 

①食事代わりにおやつをとるのは止めましょう。 

②煮物にご飯だけではダメ。年をとっても、肉や魚・大豆タンパク質は

減らせません。 

③しっかり噛んで食べましょう。 

④塩分・油脂のとりすぎを防ぐために、市販の惣菜に頼りすぎないで賢

く利用しましょう。 

⑤自分で料理すれば、段取り力アップで脳が活性化します。 

 

 

 

講義２「「早寝早起き朝ごはん」のサイエンス」 

講師：柴田 重信（早稲田大学 先進理工学部 教授） 

  （講義要旨） 

１．体内時計とはなにか 

哺乳類においては、90 分周期(睡眠・覚醒)、約 24 時間周期(一般的)、

その他 1 月周期、1 年周期などのリズムで生体の働きと時間情報が深く

関わっている。このなかで、24 時間周期については、時計遺伝子が発見

され分子基盤がわかっている。 

 

２．体内時計と光リセット 

種々の疾病の症状には日周リズムのあるものがわかっており、例えば

喘息の症状は朝早くに悪化しやすく、心筋梗塞や脳梗塞は早朝から午前

中に起こりやすい、また、自動車事故は真夜中に多発するなど、日周リ

ズムは、いろいろな分野で重要性を持っている。体内時計に支配されて

いる睡眠時刻は、毎日少しずつ遅れていくが、起床時に光の照射がある

(朝日を浴びる)と 24 時間にリセットされ、眠る時間が早まり遅れなくて

済むが、寝入りばなに光があると体内時計が遅れ、ますます朝起きが辛

くなる。すなわち、「夜更かしは得意だが早起きは苦手」が一般的だが、

これは体内時計の周期が 24 時間より長いからであり、体内時計の乱れは、

健康に悪影響を与える。 
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３．体内時計と食・栄養の関係 

食物や栄養などの吸収や働きを考えると、摂取時刻によって栄養の働

きが異なる可能性がある。これらをサイエンスとして考えると、食事は、

栄養素の構成や摂取量のみならず「いつ食べるか」という摂取時間も重

要な要素である。体内時計は、食・栄養素の消化、吸収、代謝、排泄の

いずれの過程にも影響を及ぼし、同じ食べ物でも夜間に食べると太りや

すいと言われている。このことを解明するのが、「時間栄養学」である。

一方、体内時計の乱れは、健康に悪影響を及ぼすので、リセットする必

要があるが、朝日と同様に食事が体内時計に働きかけることで体内時計

をリセットすることができることがわかってきた。このことを解明する

のを「体内時計作用栄養学」とよぶ。 

 

４．体内時計作用栄養学 

体内時計は、光の刺激又は食事の刺激でリセットされる。 

①体内時計は、長い時間絶食後の食事の時刻に依存する(朝食のほうが夕

食より効果が高い)。ただし、食事量が多いと強力にリセットされる。 

②1 日 4 食以上の食事で均等に食べていると体内時計のリセットが生じ

ない(ダラダラ食いは体内時計をリセットしない)。 

③1 日 3 食で、夜遅くに 1 食食べるよりも、魔の時間(夜中)を避けて通

常の夕食と夜中に分食すると体内時計が乱れにくくなる。 

 

５．時間栄養学(食べ方と肥満) 

1 日 1 食より 2 食、さらに朝食にウェイトを置いた食餌のほうが太り

にくいという実験結果がある。食習慣が乱れて、夕食比率が高くなると

脂質代謝関連遺伝子の発現で内臓脂肪や体重が増加しやすくなる。これ

に対して、朝食をしっかり摂るバランスの取れた食生活が、肝臓の時計

リセットとダイエットに有効である。すなわち、乱れた食習慣を改善す

ることが肥満やメタボリックシンドロームの予防につながる。 
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３）新潟会場 

講義１「介護されたくないなら粗食はやめなさい 

－健やかシニアをめざして－」 

講師：熊谷 修（人間総合科学大学 人間科学部 教授） 

  （講義要旨） 

１．老化そのものに着目した健康施策 

高齢者に対する健康施策の目的は、地域で独立した生活を営むために

求められる能力“高次生活機能”の自立性の維持増進である。高次生活

機能とは「交通機関による移動」，「余暇活動」，ならびに「利他的活動」

など，日常生活動作能力より高い水準の能力をさす。人生の質を高い水

準で維持するための能力である。自立した生活を営む高齢者集団の長期

縦断研究は，からだの“老化そのもの”が高次生活機能障害の独立的な

リスクファクターになることを示している。高齢者のための栄養施策は，

老化の遅延を目指すものでなければならない。 

 

２．老化とからだの栄養状態の関係 

老化の進行程度は身体筋力の予備力に鋭敏に反映され，その代表変数

が 大歩行速度である。身体のたんぱく質栄養状態の指標である血清ア

ルブミンのベースラインの水準に規定される。すなわち，身体のたんぱ

く質栄養状態が良好な血清アルブミン値の高い高齢者ほど老化が遅い。

さらに強調しなければならないのはこの関係が臨床医学的には正常域と

される血清アルブミン値 3.8g/dL 以上の水準で認められている点である。

血清アルブミンは加齢に伴い漸次減少する。したがって加齢に伴い進行

する老化は，たんぱく質栄養状態が低下する普遍変化と捉えることが出

来る。筆者はこれを新型栄養失調と呼称することとした。齢に身を任せ

進む新型栄養失調を看過すれば老化は次第に加速され，虚弱化が促され

要介護リスクと疾病罹患リスクが高まる。 新の研究検証によりこれま

でノーマルレンジとされてきた血清アルブミン 4.1～4.2g/dL の水準で

は，すでに新型栄養失調であり，積極的な栄養改善を必要とすることが

明確となった。 
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３．要介護を予防する食生活 

「知的能動性」は老化に伴い も早く低下し，“人間の品性”の構成

要素として極めて重要な能力である。肉類や牛乳などの動物性食品と油

脂類をよく摂取する適度に欧米化した，いずれの食品群も排除すること

のない多様性に富んだ食事を営む高齢者ほど高次生活機能の障害リスク

が低い。キーワードは“食品摂取の多様性”である。食品摂取の多様性

は，主菜，副菜を構成する「肉類」，「魚介類」，「卵」，「牛乳」，「大豆・

大豆製品」，「緑黄色野菜」，「果物」，「芋類」，「海藻類」，「油脂類」の 10

食品群をとりあげそれぞれの食品群に対してほぼ毎日摂取していれば 1

点を与え，その摂取頻度で評価する。食品摂取の多様性得点は，要介護

を予防する保健活動の栄養改善プログラムとして取り入れる自治体が増

えている。 

 

４．大規模介入研究で有効性が検証された栄養改善手段 

  老化遅延のための食生活指針 

  ＜食事の手立て＞  

１．欠食は絶対さける 

２．動物性たんぱく質を十分に摂取する 

３．魚と肉の摂取は１：１程度の割合にする 

４．油脂類の摂取が不足しないように注意する 

５．牛乳を 200ml 程度飲む 

６．調味料を上手に使いおいしく食べる（味覚閾値の上昇への配慮） 

  ＜知性の手立て＞ 

７．食材の調理法や保存法をよく知る（基礎的健康リテラシーの増進） 

８．食材を自分で購入し食事をつくる（高次生活機能の連結） 

９．会食の機会を豊富につくる（食事への誘い） 

10．余暇を取り入れた運動習慣を身につける（知的能動性の増進） 
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講義２「食事力をみがいて健康寿命をのばそう！」 

講師：清水 依理子（管理栄養士・健康運動指導士） 

  （講義要旨） 

１．健康寿命 

健康寿命とは「健康面の支障がなく自立して日常生活をおくれる期

間」で、平成 22 年の男性健康寿命は 70.42 歳、女性健康寿命は 73.62

歳。平均寿命との差は、男性は約 9 年、女性は約 12 年ある。健康寿命を

のばすポイントは「運動・栄養・休養」の三原則であり、食事力のみが

き方はライフステージ別に考える必要がある。 

 

２．食習慣を知る 

食事力をみがくには、まず、自分や家族の１日の食事のすべてを記録

して、摂取量や日頃どのようなものを食べているのか知ることが大事で

ある。 

 

３．食品の選択方法（「四群点数法」＊） 

食品を栄養学的な特徴に基づいて 4 つの食品群に分類する。第 1 群は

乳・乳製品、卵。第 2 群は魚介、肉、豆・豆製品。第 3 群は野菜、芋、

果物。第 4 群は穀類、油脂、砂糖その他。80kcal を１点として各食品群

の個々の食品を点数化している。1 日に 20 点（1,600kcal）を基本とし、

第 1 群、第 2 群、第 3 群は 3 点ずつ、第 4 群は 11 点となるように食べる

と、必要な栄養素を過不足なくとることができる。自分に必要な 1 日の

点数は、身体活動レベル及び年齢・性別により異なる。 

   （＊「四群点数法」は女子栄養大学の登録商標。） 

 

４．調理と料理の実践について 

食品の購入前に、1 人分の料理に必要な材料のグラム数と人数をかけ

て、1 回に購入する量を把握しておく。買い物の場では、1 袋、1 束が何

g 入りかを確認し、加工品を買うときには、栄養成分表示も見るように

する。また、1 回の購入分を、何日で食べきるか頭に入れて買う。例え

ば卵であれば、2 人家族で 1 日に 2 個消費する場合、10 個入り 1 パック

を購入すると、5 日で 1 パックがなくなる計算になる。残っていれば、「今

週は卵を食べなかった」という気付きも出てくる。このようにすれば、1

回 1 回の食事でどのくらい食べたか考えなくても、バランスよく、そし

てしっかり食べることができる。計画購入という形が栄養バランスをと
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っていく上でとても簡単な方法になる。 

 

５．何をどれだけ食べたらよいのだろうか 

まず、我が家の食事の「くせ」「傾向」「特徴」を意識する。調理方法

や肉の種類、肉と魚のバランス、緑黄色野菜・根菜を忘れていないか、

海藻、きのこ、芋、果物、乳・乳製品、調味料はどうかと考えていくと、

食事の特徴がわかってくる。次に、「四群点数法」を使って、同じ食品群

の中で何を増やして、何を減らせばよいか、また、何と何を入れ替えら

れるだろうかを考えて献立をたてる。食事はバランスも大切だが、おい

しいことが一番である。旬の食材を使い、たくさんの種類を食べること

を意識し、冷凍など保存法を工夫したり、電子レンジなどの調理器具を

活用しておいしく食べよう。 

 

６．まとめ 

健全な食生活を送るためには、継続した暮らしの食事を大切にするこ

とが必要である。毎日、毎食の栄養バランス完結型でなくてもよい。3

日間、4 日間、5 日間の継続した日々の暮らしの食事で、帳尻を合わせる

ようにするとよい。 
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２．食育実践活動 

｢シニア食育講座」で学習した知識を地域・企業を通じて広く普及し、活用

されるよう、モデル的に実践活動を実施した。 

 

（１）料理講習会 

「シニア食育講座（東京会場）」を受講者した地域団体「ミニデイ松原」

の会員を対象に、講座で得た知見を反映し、地域の高齢者が参加する「共

食会」を企画する際に必要となる高齢者に適した食事のあり方及び調理方

法を学習するための料理講習会を開催した。 

 

・日時：平成 25 年 1 月 31 日（木）13 時～16 時 30 分 

・会場：世田谷区上馬地区会館（調理講習会室） 

・講師：田口道子（料理研究家） 

・対象者：ミニデイ松原の会員 11 人 

・主催：シニア世代食育推進協議会 

・講習内容：高齢者に適した食事の献立の作り方、調理の基本及び噛みや

すさ・飲み込みやすさ等食べやすさの工夫について、｢共食

会｣で提供する献立に基づいて講師がデモンストレーション

形式で説明した。 
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（２）共食会 

「料理講習会」の受講者の有志が構成員となっている地域団体の「ミニ

デイ松原」が、自分達の居住する地域の高齢者に呼びかけて、食事を通し

て地域の絆を深める「共食会」を開催した。 

 

・日時：平成 25 年 2 月 24 日（日）12 時～14 時 

・会場：松原ふれあいの家（世田谷区） 

・参加者：世田谷区在住の高齢者 37 人 

・主催：ミニデイ松原、シニア世代食育推進協議会 

・献立：にんじんご飯（飯）、鯖の帛紗(ふくさ)焼き（焼き物）、アスパラ

ガスの白和え（和え物）、即席味噌汁（汁物）、里芋のミルク汁粉

（デザート） 
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（３）シニア食育セミナー 

今後、牛乳・乳製品以外にも宅配商品を広く取り扱うことにより、地域

の食生活改善に寄与していこうとする牛乳宅配業者及び宅配利用者を対象

として、シニア世代に適した食事のあり方及び弁当・惣菜を活用したバラ

ンスのよい食事の実践方法を学習する食育セミナーを開催した。 

 

・日時：平成 25 年 3 月 16 日（土）10 時～12 時 

  ・会場：ハイブ長岡 会議室 A･B（長岡市） 

    ・講義：｢シニア世代 健康長寿のための食生活のすすめ｣ 

        加藤 智子（管理栄養士） 

        ｢｢元気印｣のための食と健康＜実践編＞ 

～今日から実践できる食事の工夫と牛乳～」 

        関口 絢子（料理研究家、インナービューティスペシャリスト） 

  ・参加者：長岡市で牛乳販売（宅配）を行っている営業所関係者、 

牛乳宅配利用者 30 人 

・主催：株式会社 MILLS ミルズまるいち宅配センター、 

シニア世代食育推進協議会 
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３．ホームページ 

シニア世代食育推進協議会のホームページに、平成 24 年度事業の概要、取

組内容、食育に関する情報等を掲載し、事業内容の全国的な波及を目指した。 

 

シニア世代食育推進協議会ホームページ 

http://www.syoku-senior.net/ 

〈トップページ〉          〈シニア食育講座〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈食育実践活動－共食会－〉      〈食育情報－レシピ－〉 
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４．事業推進検討会 

   事業に関係する有識者、企業、団体の代表者を委員とする事業推進検討会

を設置し、取り組む内容、効果測定等に関する基本的事項を協議し、決定す

るとともに事業実施後の成果及び今後の食育への取り組み方向について検討

した。 

 

（１）開催日時：平成 25 年 3 月 22 日（金）14～16 時 

（２）開催場所：社団法人糖業協会 会議室 

 （３）検討内容：事業成果の報告、報告書内容の検討、今後の食育事業推進

方策の検討等 

 （４）検討委員名簿                                 （順不同、敬称略） 

氏 名 所 属 

柴田 博（座長） 人間総合科学大学 保健医療学部学部長・大学院教授 

足立 己幸 名古屋学芸大学健康・栄養研究所 所長 

武神 美之 ミニデイ松原 代表 

林  研司 
株式会社ニチレイフーズ 商品本部 健康価値事業部 

プロフェッショナル・マネージャー 

伊藤 浩巳 全国老人給食協力会 

佐藤 榮一 公益財団法人すこやか食生活協会 理事長 
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Ⅲ．効果測定 

 

１．「シニア食育講座」の効果測定 

（１）目的 

     ｢シニア食育講座｣の効果を測るため、講座終了後参加者にアンケート調

査を実施した。（P.35，36「シニア食育講座アンケート」調査票参照） 

 

（２）目標及び結果概要 

  ①目標 

〈1〉食育に対する課題及び問題意識を深めた人の割合を 60％以上とする。 

〈2〉「シニア食育講座」で得られた知識を食生活や業務活動に反映させよ

うとする人の割合を 60％以上とする。 

〈3〉シニア世代の食生活を改善するための多様なアプローチ手段を理解し

た人の割合を 60％以上とする。 

  ②結果概要 

〈1〉の目標については、講座を聴いて、高齢者への食育に対する課題及び

問題について「理解できた」「まあまあ理解できた」人は 97％だった

（群馬会場・新潟会場の問 2）。 

〈2〉の目標については、講座の内容で、自分の食生活の参考になることや

実践したいことが「あった」人は 93％、仕事や活動の参考になること

や実践したいことが「あった」人は 88％だった（群馬会場・新潟会場

の問 3）。講座の内容で、自分の食生活や仕事・活動において、参考に

なることが「あった」人は 93％だった（東京会場の問１）。 

〈3〉の目標については、講座を聴いて、シニア世代の食生活を改善するた

めの多様なアプローチ手段を理解した人は 64％だった（群馬会場・新

潟会場の問 2、3、4）。 
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 （３）調査結果 

１）群馬会場・新潟会場 

①性別 

  女性 男性 無回答 

全体(n=152) 77% 22% 1% 

群馬(n=56) 79% 21% 0% 

新潟(n=96) 76% 23% 1% 

 

②年代 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

以上 
無回答

全体(n=152) 1% 3% 4% 9% 40% 42% 1% 

群馬(n=56) 2% 5% 5% 11% 50% 27% 0% 

新潟(n=96) 0% 2% 3% 8% 34% 51% 1% 

 

③高齢者への食育に対する課題及び問題についての理解 

     講座を聴いて、高齢者への食育に対する課題及び問題について「理

解できた」とした人は、全体 52％、群馬会場 45％、新潟会場 56％、

「まあまあ理解できた」とした人は、全体 45％、群馬会場 55％、新

潟会場 40％であった。どちらの地域とも、9 割の人が、高齢者への食

育に対する課題及び問題について理解できていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

45%

52%

40%

55%

45%

3%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟(n=96)

群馬(n=56)

全体(n=152)

理解

できた

まあまあ

理解できた

理解

できなかった

無回答
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④講座の内容で、自分の食生活の参考になることや実践したいこと 

     講座の内容で、自分の食生活の参考になることや実践したいことが

「あった」とした人は、全体 93％、群馬会場 98％、新潟会場 91％で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

98%

93%

5%

3%

1%

1%

3%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟(n=96)

群馬(n=56)

全体(n=152)

あった なかった その他 無回答

【参考になること・実践したいこと】（主な回答を掲載） 
 
・バランスのとれた食事の工夫 
・料理に缶詰を取り入れることは手軽で栄養もとれるので実践

したい。 
・体内時計を考えて食事をしようと思う。 
・朝食を十分にとる。 
・動物性食品をとるようにしたい。 
・普段食べている物を書き出し、自分の食事内容を改めて確認

しようと思った。 
・買い物で栄養バランスを考える。 
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⑤講座の内容で、仕事や活動の参考になることや実践したいこと 

（高齢者を対象とした食に関する仕事や活動をしている方が回答） 

     高齢者を対象とした食に関する仕事や活動の参考になることや実践

したいことが「あった」とした人は、全体 88％、群馬会場 92％、新

潟会場 85％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

92%

88%

9%

5%

6%

8%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟(n=33)

群馬(n=26)

全体(n=59)

あった なかった その他

【参考になること・実践したいこと】（主な回答を掲載） 
 
・献立の組み合わせ方 
・缶詰の利用法を活かしたい。 
・バランスを考え、より体内に吸収しやすいよう工夫して（料

理を）作りたい。 
・当日のメニューの食材は、身体にどんな働きをしているか教

えてあげたい。 
・たんぱく質（特に肉）を上手に摂取するように勧めていきた

い。 
・食事の準備に非常に参考になった。 
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⑥シニア世代の食生活を改善するための手段 

     シニア世代の食生活を改善するための手段としてあげられた回答を

8 項目に分類したところ、「自分で料理を作る」11 人、「食品や栄養素

をバランスよくとる」29 人、「知識の普及」11 人であった。 

 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食生活を改善する手段】（主な回答を掲載） 
 
 ・自分で献立をたて、料理を作る。〔自分で料理を作る〕 
 ・多人数で食事をする。〔共食〕 
 ・不足しがちなたんぱく質を心掛けてとるようにする。〔食

品や栄養素をバランスよくとる〕 
 ・自分の食生活を知ることから始める。〔食事内容を把握す

る〕 
 ・きちんと生活にめりはりをつける。〔生活のリズムを整え

る〕 
 ・空腹を感じることが少ないので、定期的な配食を受ける。 

〔配食や外食の利用〕 
 ・地域で簡単な講演等を数多く実施する。〔知識の普及〕 

11

2

29

5

2

3

11

5

8

1

10

0

2

1

2

0

3

1

19

5

0

2

9

5

0 5 10 15 20 25 30

自分で料理を作る

共食

食品や栄養素をバランスよくとる

食事内容を把握する

生活のリズムを整える

配食や外食の利用

知識の普及

その他

全体(n=80)

群馬(n=31)

新潟(n=49)
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２）東京会場 

①性別 

  女性 男性 

1 回目(n=32) 63% 38% 

2 回目(n=32) 66% 34% 

3 回目(n=20) 55% 45% 

4 回目(n=25) 48% 52% 

 

②年代 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

以上 
無回答

1 回目(n=32) 3% 16% 9% 25% 25% 22% 0% 

2 回目(n=32) 6% 3% 16% 31% 28% 13% 3% 

3 回目(n=20) 0% 25% 5% 30% 25% 15% 0% 

4 回目(n=25) 0% 24% 4% 24% 32% 16% 0% 

 

③講座の内容で、自分の食生活や仕事・活動において、参考になること 

講座の内容で、自分の食生活や仕事・活動の参考になることや実践

したいことが「あった」とした人は、1 回目 94％、2 回目 97％、3 回

目 95％、4 回目 84％、平均 93％であった。 

94%

97%

95%

84%

3%

4%

3%

3%

5%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1回目

2回目

3回目

4回目

あった なかった その他 無回答
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２．食生活に関する意識調査 

（１）調査の概要 

東京都内において 4 回にわたって開催したシニア食育講座の参加者 62

人を対象に平成25年2月に食生活に関する意識調査を郵送調査により実施

した。（P.37「食生活に関する意識調査」調査票参照） 

アンケートは、食生活（食事内容、食に関する行動、外部化行動）に関

する設問と心身の活動（社会的活動、食の社会環境）に関する設問につい

て、現状と 5 年後についてどのように考えているかを調査した。 

回答結果から、全般的に近い将来にはより望ましい食生活を過ごそうと

いう意思が見受けられている。個人や家族で対応可能な事項については、

実践活動が進んでいるが、地域的に、あるいは社会システムの構築により   

対応するような課題については、まだ難しい状況にあると考えられた。 

今後の食育推進活動については、個人的取り組みは、知識習得・意識共

有から実践・場づくりへと進めていくとともに、地域的社会的取り組みを

助長する方策を検討する必要性があると思われる。 

 

（２）回答者の属性 

参加者 62 人の内訳は、食品企業関係者 29 人食品業界団体関係者 16 人一

般市民その他 17 人で、そのうち 45 人から回答があった。 

年代別には、50 代 60 代が 26 人で、5 年後には 60 代 70 代が 28 人とほぼ

リタイヤする年代に移行すると考えられる。 

回答者数 

 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 N.A 計 

現在 

全体 

女性 

男性 

 

1 

1 

0 

 

6 

3 

3 

 

3 

2 

1 

 

11 

6 

5 

 

15 

6 

9 

 

5 

3 

2 

 

2 

2 

0 

 

2 

1 

0 

 

45 

24 

20 

5 年後 

全体 

女性 

男性 

 

0 

0 

0 

 

4 

3 

1 

 

4 

2 

2 

 

4 

2 

2 

 

17 

7 

10 

 

11 

7 

4 

 

3 

3 

0 

 

2 

0 

1 

 

45 

24 

20 

注：性別及び年齢を記載しなかった回答者が 1 人 
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（３）検討方法 

各設問に対し、回答を評点化して評価した。 

評点化の方法は、[（Ａ）あてはまる （Ｂ）ややあてはまる （Ｃ）あ

まりあてはまらない （Ｄ）あてはまらない]とした回答に対し、それぞれ 

[ 3 点  2 点  1 点  0 点 ]として評点を定めた。 

なお、問 17、問 39 及び問 40 については、価値判断が逆の設問であるの

で評点の評価を逆にしている。 

 

（４）結果の概要 

１）設問事項別集計結果 

食生活に関する事項については、食育の観点から望ましい実践活動が

相当普及しているのに対し、社会的活動や社会環境に関する事項につい

ては実践されにくいことが見られる。 

また、5 年後には、個々人の高齢化とともに社会的にも高齢化社会が

進むことが認識されている。 

食生活に関する設問、食事内容や食生活に関する行動については、男

女とも評点が比較的高評価であった。 

心身の活動に関する設問、社会的活動や食の社会環境に関しては、男

女とも評点が比較的低位にあった。 

 

①現在の状況として評点の高い事項(評点の高い順) 

（2 点以上） 

    ・毎食、ご飯やパン・麺類などの穀類を食べている。 

・朝食は、毎日食べている。 

・バランスのとれた食事をしている。 

    ・緑黄色野菜や根菜など多種類の野菜を食べている。  

    ・日頃楽しんでいる趣味を持っている。 

 ・日頃、バラエティーに富んだ食事をするよう心掛けている。 

    ・家庭に非常用の食品を常備している。 

    ・夕食の時間は、一定している。   

・食品表示は、注意して見ている。 

    ・小家族向けなど売られる食品の単位が小さくなっている。 

（1.8 点以上 2 点未満） 

・塩分の摂り過ぎに注意している。 

・生活習慣病に注意して食事をしている。 
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・誰かと一緒にお茶や食事をしたり飲みに行く。 

・毎週身体を動かすスポーツをしている。 

・食生活に関する講演会などに参加している。 

 

②現在の状況として評点の低い事項(評点の低い順) 

（1 点以下） 

・親や家族の介護をしている。 

・高齢者の支援活動をしている。 

・カルチャーセンター、市民講座などに参加している。 

・宅配弁当や宅配惣菜をよく利用する。 

・生鮮食品をコンビニで買う。 

・生鮮食品をネットショッピングで買う。 

・町内会や地元の行事の手伝いなどボランティア活動をしている。 

・栄養補助食品（サプリメント）を摂取して栄養バランスを補完して

いる。 

（1 点超 1.2 点以下） 

・外食をよくしている。 

・冷凍食品や保存食をよく利用する。 

・中食をよく利用する。 

・よく噛んでゆっくり食べている。 

・健康に関係する機能性成分を重視した食品を購入している。 

    ・1 日当たりのたん白質摂取量を概ね把握している。 

 

③5 年後の評点が高まる（0.4 ポイント以上高くなる評点の高い順）事項 

・よく噛んでゆっくり食べている。 

・夕食の時間は、一定している。 

・噛みやすさ、飲み込みやすさをアピールする食品が多いと思う。 

 ・町内会や地元の行事の手伝いなどボランティア活動をしている。 

 ・カルチャーセンター、市民講座などに参加している。 

    ・高齢者の食事をサポートする仕組みが出来ている。 

 ・親や家族の介護をしている。 

（特に性別により異なっていた事項） 

    ・生鮮食品をネットショッピングで買う。（女性） 

    ・塩分の摂り過ぎに注意している。（男性） 

 ・脂っこい食事を控えている。（男性） 
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④男女差の大きい（0.4 ポイント以上女性が高い評点の高い順）事項 

・1 日当たりのたん白質摂取量を概ね把握している。 

・1 日当たりのエネルギー摂取量を概ね把握している。 

・毎週身体を動かすスポーツをしている。 

・よく噛んでゆっくり食べている。 

・食品表示は、注意して見ている。 

・町内会や地元の行事の手伝いなどボランティア活動をしている。 

・生活習慣病に注意して食事をしている。 

・牛乳は、ほぼ毎日飲んでいる。 

・市販のダシ、たれ、スープの素などを使って調理することが多い。 

・緑黄色野菜や根菜など多種類の野菜を食べている。 

 

２）個人別集計結果 

すべての項目について回答のあった 41 人の評点の分布をみると、現

状と 5 年後とでは、明らかに食生活が改善されるあるいは改善しようと

いう意思が読み取れる。 

また、このことは、総評点が現在よりも 5 年後のほうが高い人は 30

人(73％)であり、一方減少または変化なしとする人は 11 人(27％)であっ

たことでも明らかとなっている。 

5 年後のほうが評点が高くなった 30 人のうち、男性は 18 人であった

のに対し女性は 12 人、また、減少または変化がないとした 11 人のうち

9 人が女性であったことから、男性の方が改善できる可能性を多く有し

ていると考えられる。 

これは、相当程度食生活に対し能動的に関わることが多い女性に対し、

比較的に食に関し受動的で勤労条件などから不規則な食生活を余儀なく

されることの多い男性が 60 代になると時間的にも余裕ができてくるこ

とに起因していることも考えられる。 

一方、5 年後に 70 歳代以上となる高齢者は 14 人(女性 10 人、男性 4

人)で、そのうち 5 年後の評点が減少または変わらないとした人が 10 人

で、回答者数の少なさから明確には言い切れないが、年齢が高くなると

食生活を変化させることが難しくなることが考えられる。 
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個人別評点分布 

    単位：人     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 年後に 70 歳以上となる人の評点 

                               単位：点 

年 代 70 代男 70 代男 80 代女 70 代女 70 代女 70 代女 80 代女

現 在 

5 年後 

62 

72 

78 

77 

(60) 

(54) 

57 

57 

72 

69 

58 

58 

(46) 

(46) 

評点差 +10 △ 1 (△6) 0 △ 1 0 ( 0) 

年 代 60 代男 60 代男 60 代女 60 代女 60 代女 60 代女 60 代女

現 在 

5 年後 

(44) 

(52) 

62 

68 

77 

76 

(67) 

(68) 

67 

67 

66 

66 

76 

75 

評点差 (+8) +6 △ 1 (+1) 0 0 △ 1 

注：評点がかっこ書きのものは、一部設問に無回答があり、回答部分のみの評

点を比較している。 

 

 

 

 

 

 

30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
個
人
別
評
点
一
覧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№
 

年
代
 

性
別
 

評
点
計
 

№
年
代
 

性
別
 

評
点
計
 

現
在
 

5
年
後
 

現
在
 

5
年
後
 

評
点
差

現
在
 

5
年

後
 

現
在
 

5
年
後
 

評
点
差
 

1
 

7
0
 

7
0
 

男
 

6
2

7
2

+
1
0

2
4

4
0
 

5
0
 

女
 

5
2

9
5

+
4
3
 

2
 

6
0
 

6
0
 

男
 

5
1

6
6

+
1
5

2
5

6
0
 

6
0
 

男
 

5
4

6
7

+
1
3
 

3
 

6
0
 

7
0
 

男
 

(
4
4
)

(
5
2
)

(
+
8
)

2
6

3
0
 

4
0
 

男
 

4
6

5
6

+
1
0
 

4
 

5
0
 

6
0
 

女
 

6
3

8
3

+
2
0

2
7

6
0
 

6
0
 

男
 

3
5

6
0

+
2
5
 

5
 

7
0
 

7
0
 

男
 

7
8

7
7

△
 
1

2
8

6
0
 

7
0
 

女
 

7
7

7
6

△
 
1
 

6
 

8
0
 

8
0
 

女
 

(
6
0
)

(
5
6
)

(
△
4
)

2
9

6
0
 

7
0
 

女
 

(
6
7
)

(
6
8
)

(
+
1
)
 

7
 

6
0
 

6
0
 

男
 

5
9

6
7

+
 
8

3
0

4
0
 

5
0
 

男
 

4
5

6
3

+
1
8
 

8
 

3
0
 

3
0
 

女
 

5
7

6
3

+
 
6

3
1

4
0
 

4
0
 

女
 

7
1

7
1

 
 
0
 

9
 

7
0
 

7
0
 

女
 

5
7

5
7

 
 
0

3
2

6
0
 

7
0
 

女
 

6
7

6
7

 
 
0
 

1
0
 

5
0
 

6
0
 

女
 

5
2

6
1

+
 
9

3
3

5
0
 

6
0
 

男
 

3
1

4
4

+
1
3
 

1
1
 

3
0
 

3
0
 

女
 

3
9

4
4

+
 
5

3
4

7
0
 

8
0
 

女
 

7
2

6
9

△
 
3
 

1
2
 

5
0
 

6
0
 

女
 

6
6

8
0

+
1
4

3
5

7
0
 

7
0
 

女
 

5
8

5
8

 
 
0
 

1
3
 

6
0
 

6
0
 

男
 

3
6

3
6

 
 
0

3
6

6
0
 

7
0
 

女
 

6
6

6
6

 
 
0
 

1
4
 

6
0
 

5
0
 

男
 

6
2

6
8

+
 
6

3
7

N
.
A
 

N
.
A
 

女
 

4
7

4
7

 
 
0
 

1
5
 

5
0
 

5
0
 

男
 

6
0

7
2

+
1
2

3
8

8
0
 

8
0
 

女
 

(
4
6
)

(
4
6
)

(
 
0
)
 

1
6
 

5
0
 

5
0
 

男
 

5
1

5
6

+
 
5

3
9

6
0
 

6
0
 

男
 

4
4

5
2

+
 
8
 

1
7
 

5
0
 

N
.
A
 

男
 

4
9

6
5

+
1
6

4
0

2
0
 

3
0
 

女
 

3
9

5
6

+
1
7
 

1
8
 

N
.
A
 

6
0
 

女
 

6
6

7
4

+
 
8

4
1

5
0
 

5
0
 

男
 

3
7

5
0

+
1
3
 

1
9
 

3
0
 

3
0
 

男
 

5
7

5
8

+
 
1

4
2

6
0
 

7
0
 

女
 

7
6

7
5

△
 
1
 

2
0
 

5
0
 

6
0
 

女
 

6
7

7
4

+
 
7

4
3

3
0
 

4
0
 

男
 

3
5

3
8

+
 
3
 

2
1
 

3
0
 

4
0
 

女
 

4
6

5
8

+
1
2

4
4

6
0
 

6
0
 

女
 

6
4

6
3

△
 
1
 

2
2
 

5
0
 

5
0
 

女
 

4
5

5
6

+
1
1

4
5

5
0
 

6
0
 

女
 

5
3

7
4

+
2
1
 

2
3
 

6
0
 

6
0
 

女
 

5
4

6
1

+
 
7

 
 

 
 

 

31



32



33



34



農林水産省｢平成24年度食育実践活動推進事業｣シニア食育講座アンケート 

 このアンケートは、講座にご参加いただいた皆様の高齢者の食育に対する意識について調査す

るものです。ご協力下さいますようお願いいたします。 

 

（あてはまる数字に１つ○を付けてください。） 

問１ 講座を聴いて、高齢者への食育に対する課題及び問題について、理解できましたか。 

１．理解できた 

２．まあまあ理解できた 

３．理解できなかった 

 

問２ 講座の内容で、あなたの食生活の参考になることや実践したいことがありましたか。 

１．あった （                                  ）

２．なかった（                                  ）

３．その他 （                                  ）

 

問３ 高齢者を対象とした食に関わる仕事や活動をしている方におたずねします。講座の内容で、

仕事や活動の参考になることや実践したいことがありましたか。 

１．あった （                                  ）

２．なかった（                                  ）

３．その他 （                                  ）

 

問４ シニア世代の食生活を改善するには、どのような手段がとれると思いますか。 

 

 

  

問５ 本日の講座のご意見・ご感想などをお聞かせください。 

講義１について 

 

講義２について 

 

全体について 

 

 

～あなたご自身についてお聞かせください～ 

（Ｆ１）あなたの性別を教えてください。 

１．女性    ２．男性 

（Ｆ２）あなたの年齢を教えてください。 

１．20代  ２．30代  ３．40代  ４．50代  ５．60代  ６．70代以上 

ご協力ありがとうございました。 

（参考）「シニア食育講座アンケート」調査票（群馬会場・新潟会場）
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農林水産省｢平成24年度食育実践活動推進事業｣シニア食育講座アンケート 

 
 このアンケートは、ご参加いただいた「シニア食育講座」についてお伺いするものです。 

アンケートにご記入いただいた内容は、集計して公表いたしますが、個人が特定されるような

情報を開示することはありません。アンケート調査にご協力ください。 

 

問１ 本日、ご参加いただいた講座についてお伺いします。 

 １ 講座の内容で、あなたの食生活や仕事の活動において、参考になることがありましたか。 
 

１．あった（参考になったこと：                          ）

      

２．なかった                                   

 

３．その他（                                   ）
 

 

 ２ 本日の講義について、ご意見・ご感想などをお聞かせください。 

講義１について 

 

 

講義２について 

 

 

全体について 

 

 

 

問２ 今後、講座で取り上げてほしいテーマなどがありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

～あなたご自身についてお聞かせください～ 

（Ｆ１）あなたの性別を教えてください。 

１．女性    ２．男性 

 

（Ｆ２）あなたの年齢を教えてください。 

１．20代  ２．30代  ３．40代  ４．50代  ５．60代  ６．70代以上 

 

ご協力ありがとうございました。 

（参考）「シニア食育講座アンケート」調査票（東京会場） 
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Ⅳ．今後の食育推進方策について 
 
食育活動は、食についての関心や理解が高まり、食生活が改善されるばか

りでなく、生きがいや世代間コミュニケーション、社会との接点の創設・関

係強化にもつながるものと考えられる。このような観点に立って本事業にお

ける食育活動を実施することとした。 
まず、理論的啓蒙普及活動としては、地域リーダーや食に関係する事業者

を対象に、「シニア食育講座」を開催するとともに、そのモデル的実践活動と

して、講座での学習内容を地域・企業を通じて広く活用されるよう共食会、

食育セミナー等を実施した。 
シニア世代の食生活改善に関する基礎知識の習得を主な目的とした東京会

場では、食育を実践するうえで必要となる専門的分野の状況を広く概観的に

呈示することができた。 
今後、特定分野に偏することなく幅広く新しい知見を得る機会を継続的に

提供していくことが、食育推進に重要な役割を果たすと考えられる。 
地域活動や企業の実践活動への応用を主な目的とした群馬及び新潟会場で

は、地域団体の支援活動や企業活動において必要となる基礎知識とその活用

手法について理解を深めてもらうことができた。 
今後、地域活動の活性化と地場産業の食材供給に関して、基本的な知識と

実践方法を習得する機会を各地で設定していくことが必要と考えられる。 
なお、これらの場を企画する際に、より幅広く参加者や協力者を得るため

の効果的な手立ての検討が大きな課題となっている。 
つぎに、実践活動としては、「シニア食育講座」を受講した地域団体の関係

者の共食会と、企業の宅配事業の販売促進活動を活用した企業関係者及び顧

客を対象とする地域セミナーを実施した。 
共食会は、外部講師による指導方法、調理技術等の講習を踏まえて、地域

高齢者を対象として実施した。 
  地域セミナーにおいては、食育の知識が販売活動に有効となると同時に顧

客の健康維持増進にも役立つことについて理解を深めた。 
  シニア世代に対する食育については、地域活動を媒体として、リーダー等

の実践者と地域住民の双方への働きかけが有力な手法である。このためには、

食育に関する基礎知識の習得と地域活動の継続的な実施手法について理解あ

る地域リーダーを育成することが課題となる。 
  今後、地域リーダーの育成を図るため、シニア世代の望ましい食生活の知

識や調理技術、共食会を企画・運営する手法等の学習機会を提供していくこ

とが必要と考えられる。  
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