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（４）研修会の開催 

 

① 開催時間・場所 

企業/団体に勤務する者が、概ね就業時間内に終了する時間帯で設計を行った。 

近隣県、他県からの出席者への配慮から、各開催地域の主要駅近くの会場を確保した。 

 

＜実施場所＞ 

開催地 開催日時 会場名 所在地 

東京 27年 2月 17 日(火)  
13時 10分 
～17時 30分 

ベルサール八重洲 
東京都中央区八重洲 1-3-7

八重洲ﾌｧｰｽﾄﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾋﾞﾙ 

福岡 27年 2月 19 日(木) 
13時 10分 
～17時 30分 福岡国際会議場 福岡市博多区石城町 2-1 

仙台 27年 3月 2 日(月) 
13時 10分 
～17時 30分 ヒューモスファイヴ 

宮城県仙台市青葉区中央

1-10-1 ﾋｭｰﾓｽﾌｧｲｳﾞ 9F 

名古屋 27年 3月 4 日(水) 
13時 10分 
～17時 30分 ウインクあいち 

愛知県名古屋市中村区名駅

4-4-38 

札幌 27年 3月 5 日(木) 
13時 10分 
～17時 30分 札幌国際ビル 

北海道札幌市中央区北 4条

西 4-1札幌国際ビル 8F 

 

＜会場の様子＞ 

講義の様子 会場の様子 味覚体験での試飲 

交流を深める参加者 グループディスカッション 活発に意見交換が進んだ 

 
②  カリキュラムと指導内容 

 
【1】研修目的・流れの説明 ファイブ・ア・デイ協会 事務局長 入谷 靖子（１０分） 

 
【2】フードチェーン食育取組事例（        同        ）（３０分） 

  
1万人のニーズ調査の速報結果、研修の目的、プログラム構成とその狙いを解説。 

ファイブ・ア・デイ協会が 26 年度にパートナー企業と連携し取り組んだフードチェーン食

育体験の事例を紹介。収穫体験や工場見学など内容別、小売業・製造業など主体者別に企画

や運営のポイントを解説し、多様な全国事例を効率的に収集できる内容とした。 
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【3】健康・栄養・食文化の基礎講座 ｶﾛﾆｯｸ･ﾀﾞｲｴｯﾄ･ｽﾀｼﾞｵ/管理栄養士 竹内冨貴子（６０分） 

管理栄養士・料理研究家として、多数の健康レシピを開発し、実践栄養学の指導などアカデ

ミックな分野でも長年活躍し理論と実践経験の両面を併せ持つ講師選定による、「健康・栄

養」「日本型食生活・和食」について体系的に学ぶ集約型講座とした。 
 

【4】味覚体験デモンストレーション 5 A DAY食育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ/管理栄養士 齋木美江（３０分） 
小学校や幼稚園・保育園で食育講師を務める他、フードコーディネーターとして実践現場の

最前線で活躍する講師による味覚体験デモンストレーションを実施した。 

 

【5】食の安全・安心に関わる基礎知識 チームみらい技術士事務所 代表 新宮和裕（６０分） 
大手食品メーカーの製造部門で食品の安全・安心の問題に取り組んできたプロフェッショナ

ルが、国内外の食品事故の直近の実例を例挙し食の安全・安心の基礎知識を解説。フードチ

ェーンの安全に関わる用語を明確に説明し、問題の背景や防止策が理解できる内容とした。 
 

【6】グループディスカッション（６０分） 
グループ別の交流・意見交換の場とし、互いの食育活動や課題などについて発表しあい、そ

の後、共通の課題やテーマを見つけ出し、グループで１つの食育企画（仮説）をまとめ、発

表する演習を行った。 

 

※グループ分けについては、異業種間で活発に交流が図れるよう、あらかじめ事務局側が参

加者の所属する業種・業態などを考慮した座席指定の配置とした。（例：メーカー・小売業・

自治体・食育ボランティアを各１名以上ずつ各テーブルに配置） 

 

入谷事務局長 竹内講師 齋木講師 新宮講師 

 
③ グループディスカッションの進め方 

 

【1】 各企業/団体ごとに、下記を附箋に書き出し、 

中央の模造紙（大判の白紙）に貼り付ける。 

A）実施したい食育活動（やりたいこと） 

B） 対象とする年齢層やグループ 

C） 課題と感じていること 

D） 自己の組織でできること  

E） 協力を依頼したいこと 

(自己の組織でできないこと） 

 

貼り付け例 
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※記載する内容については、「具体的であること」、「自己の団体・組織で実施可能なこと」、「協

賛もしくは有償」なのかを明確にすることを留意点とした。 

※具体的であることの具体例として、下記を示した。 

 

【2】 各企業が貼りだしたリストに基づき、共通の食育課題や、やりたいことを見つけ出し、

対応する食育企画を立案する。異なる視点でのアイデアや経験値などの意見を交わしなが

ら、１つの食育企画を決定していく。 

 

 

 

 

 

 

 

【3】各グループより、企画内容、協議したことを発表する。 

発表のルールは、課題、企画内容（誰を対象に、何をする）、目的、理由（なぜ）誰が、

何を担当するのかの順序をルール付けた。 

 

 

 

④ 各チームの発表内容 

 

【東京】 平成 27年 2月 17日（火）実施  

 

Ａチーム 

●社員の健康意識の向上を目指し、社員向け健康セミナーを実施する。 

●主催はチームメンバーの 1社（製造業）で、セミナーの開催場所は、自社内の交流スペースを活用する。小売

業と食品メーカーが食材を協賛し、食育講師（人材）を保有する企業が指導を行う役割とした。 

●定期的、継続的に開催するためにはどのようにしたらよいか、また効果測定をどのように調べるかが課題とし

て話し合われた。 

Ｂチーム 
●一人暮らしの高齢者の数は今後さらに増加が予想されている。そこで、シニア世代の健康管理支援を目指し、

シニア対象の一人メシ料理講習会を企画した。野菜を食べること、噛むことの大切さを伝える健康講座や、一人

で作る調理技術を指導内容として考えた。 

●運営は、チームメンバーの小売業、食品メーカーが分担する。募集は行政を主軸に行う。 

●課題は集客で、食に関心の薄い人、野菜不足の人こそが参加するよう、行政の告知協力が必要であると考えた。 

Ｃチーム 
●シニアが健康的な食生活を送れるよう、スパイスを活用した減塩調理と、一人世帯でもうまく野菜と魚が摂取

できる方法を伝える料理教室を企画した。 

●チームメンバーの小売業が主催し、食材は食品メーカーが提供する。料理は、フードコーディネーターが考案

し、指導にあたる。 

●食育のゴールをどこに設定するかと、費用対効果の捉え方が課題として挙がった。 

Ｄチーム 
●親子が一緒に料理することの楽しさや大切さを伝えるため、親子向け料理教室を企画した。減塩をテーマに、

調味料の選び方や野菜摂取の大切さなどを伝える内容とした。 
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●実習メニューは、チームメンバーの食品メーカーがレシピと食材を提供し、参加者の募集は小売業が担当する

こととした。 

●課題は、親子を対象としているが、親の年齢が低いと減塩に対する問題意識が薄い傾向があり、参加者が集ま

りにくいかもしれないことが課題として挙がった。 

Ｅチーム 
●東京・三宅島産品の広報を担当するメンバーを中心に、廃棄されることもある島産サバの活用と価値向上を目

的とした、産地で食育とグルメを楽しむツアーの企画を考えた。 

●食材提供は、島と、チームメンバーの食品メーカーに協力を仰ぎ、運営は野菜ソムリエコミュニティーのボラ

ンティアが、募集は生協と情報企業が担当する。人員の輸送は、船会社に連携を持ちかけ運賃を格安にしてもら

い、実費のみ参加者負担とすることを想定した。 

●とはいえ安いツアーにはならないので、費用面が課題と考えた。 

Ｆチーム 
●親子、特にこれから子育てをするプレママ、プレパパを対象とし、農業体験ととれた野菜を使った料理教室を

企画した。 

●体験ほ場はチームメンバーのＪＡが手配し、料理教室の運営、場所、食材提供は、食品メーカーが担当する。

募集はメンバーの企業が持つラジオ広告枠や、小売店のチラシを活用して行う。また保育事業に携わるメンバー

が、園の保護者への参加を呼びかけることとした。 

●子どもと親とでは、食育で課題とすることが違うと考え、親世代と子どもたちを別々に集めて、それぞれのニ

ーズやレベルにあった食育授業を行う企画も必要ではないかということも話し合った。 

 

  
 

 

 

【福岡】 平成 27年 2月 19日（木）実施  

 

Ａチーム 
●食生活が乱れがちな単身男性の健康支援を目指し、単身男性層の関心が高い「大人の社会科見学」を兼ねた食

育バスツアーを企画した。 

●チームメンバーの栄養士が健康と食について説明し、野菜摂取の大切さを伝える。その後、ＪＡの提携農園を

訪問して、野菜が育つ現場を見学する。さらにドレッシング工場や、食品問屋の倉庫、スーパーの売場などを見

学して回り、最後に見学した野菜とドレッシングなどを使った料理講習を行う。バスはメーカー所有のキッチン

カーを活用する。 

●単身男性は食への無関心層が多いので、まずは興味をひくことでアプローチし、日々の食生活での実践を促す。

参加費用は 500円ほどの有料とし、おみやげの内容も検討した。 

Ｂチーム 
●幼い子を持つ母親、特に共働きで外食が多い人を対象に、手軽な料理教室を企画した。凝ったものを買ったり

作るのではなく、日頃からいかに野菜や果物をとるかをテーマとした。 

●野菜などはチームメンバーの青果卸企業が提供する。開催場所は、親子が多く集う場である病院と、フルーツ

カフェの、業態の全く違う 2カ所で実施することとした。 

●こういう活動は継続が大事なので、季節を変えて定期的に開催するためにはどうすればよいか検討を進めた。 

Ｃチーム 

●小売業が主催者となり、宮崎県の特産野菜の啓発を兼ねた食育活動を検討した。宮崎県産のピーマンやきゅう

りは、生産量が日本一でありながらも首都圏への流通が主で地元消費が少ないことから、スーパーへ来る地元の

主婦に献立の提案をし、実演試食などを行う企画とした。 

●チームメンバーのうち、小売業は場の提供や募集、行政も募集活動と食材提供に協力、情報企業は配付用レシ
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ピの制作や、マネキン実演販売の業務手配を行う。 

●当チームでは「食育」の言葉を使わず、「食楽」を活動テーマとすることも話し合った。 
 

   

 

【仙台】 平成 27年 3月 2日（月）実施  

 

Ａチーム 
●東北地域は野菜の生産量が多いが、摂取量は実のところあまり伸びていない。そこで、野菜摂取量を増やして

健康になろうと呼びかけるため、主婦、特に有職主婦対象の料理教室を企画した。 

●チームメンバーの県が主催者となり、募集は、県から学校へ声をかけて、働く主婦の参加を促す。 

●提案するレシピは、県、コーディネーターなど班員各自がアイデアを持ち寄り提供する。 

Ｂチーム 
●子育て世代のパパを対象とした料理教室を企画した。子どもの野菜嫌い克服をテーマとし、家族で協力して子

育てをする環境づくりにもつながる料理教室を企画した。 

●チームメンバーの管理栄養士がレシピを提案し、料理教室では講師を担当する。小売業が会場を提供し、食品

メーカーは食材提供、行政が告知募集活動をする。 

●母親でなく父親限定の料理教室とすることで、父から家庭全部を巻き込んだ食育の取組となることを狙いとし

た。 

Ｃチーム 
●ひな祭りが近いということで、小学生を対象に、季節や行事の伝統食のよさ、大切さを伝えるための料理講習

を企画した。 

●チームメンバーの小売業が主催し、調理室と食材を提供、レシピ作成、地元生産者との連携推進も担当する。

調理の指導は食育コーディネーターと栄養士会が担当する。 

●課題は、参加者の募集。そして、遠距離在住のスタッフ同士がいかに連携して効率よく運営していくか、その

役割分担も課題の一つとして話し合った。 

Ｄチーム 
●「ハマの母ちゃんが教える簡単クッキング」と題し、親世代を対象に、魚嫌い・野菜嫌いな子どもを減らすた

めの食べ方教室を展開する。 

●地元漁協の協力を得て、サンマの捌き方やだしのとり方、ビニールやキッチンばさみを使った簡単な料理方法

や旬の食材の選び方を伝える。野菜たっぷりの汁物を作り、チームメンバーの管理栄養士による食のバランス講

座や生協の売場見学も行う。 

●世代間交流、地域交流を図りブログで活動を紹介しながら、この企画で生まれたレシピなどから、新たなご当

地産品の開発も目指していきたいと考えた。 
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【名古屋】 平成 27年 3月 4日（水）実施  

 

Ａチーム 
●朝食欠食改善と野菜摂取をテーマに、子どもと 20～40 代の主婦層とを対象とした親子料理教室を企画した。

野菜は朝食で 350gのうちの 100gをとれるメニューを提案する。 

●チームメンバーの自治体が募集、惣菜メーカーは野菜の簡単サラダや温野菜など栄養価の高いレシピを提供し、

小売店で連動したメニューと食材の提案を展開する。費用と食材の提供はＪＡが担う。 

●冬場は特に野菜消費量が落ちる傾向があることが課題で、そこで秋から冬に出回る野菜を活用して県民が朝食

と野菜を積極的にとる行動につなげていくことを考えた。 

Ｂチーム 
●野菜の摂取不足が問題になっていることから、その問題を解決するためのセミナーと親子料理体験教室を企画

した。 

●チームメンバーに栄養士など栄養学の修得者が多くいるので、彼らがセミナーと料理指導を担当し、小売業が

参加者の募集を担当、メーカーが工場見学の受け入れを行う。 

●課題としては、企画運営の人員確保が挙がった。 

Ｃチーム 
●野菜摂取量を増やすことを目指し、野菜の収穫体験と野菜を使った料理教室を行うバスツアーを企画した。 

●自治体が募集と移動手段のバスの用意を担当、チームメンバーの小売業でも募集告知する。体験用の農場は農

林水産事務所の手配で協力農家を探す。 

●一方、魚離れ対策も必要という意見もあり、魚の卸業者の協力・協賛による企画もあわせて行うことも検討し

た。 

Ｄチーム 
●小学校低学年の親子を対象とした農業と調理の体験ツアーを企画した。若いお母さん方が、子どもの健康のた

め、野菜に含まれている栄養が体の中でどう活用されるのかや、この野菜にはどんな働きが期待できるかなどを

学べる機会とする。 

●チーム全員で食育協議会を組織し主催・運営する。地産地消を掲げ、農家が地元野菜を紹介し、チームの面々

がそれぞれ指導に必要な食材とレシピを提供する。各務原のにんじんでスムージー、近江米は海苔メーカーと一

緒に手巻き寿司を提案するなど。募集は、行政が市のホームページやケーブルテレビを使って行い、小売業も会

員情報誌を使って告知する。 

●子どもが食べ物の好き嫌いをするのを、周りの大人が確定づけてしまわないようにすることが課題。子どもた

ちが、食べられなかった野菜も、自分たちが収穫し調理することで食べられるようになった、という体験を提供

したいと考えた。 

Ｅチーム 
●親子を対象に、森の中でのキノコ狩りと料理教室を企画した。子どもたちに命の大切さと食事のマナーを教え

ることと、親世代には、特にお父さん方に参加してもらって、健康教育、メタボ予防、生活習慣病予防などの内

容を伝えたいと考えた。 

●募集は自治体が担当し、企業が食材や講師派遣に協力する。レシピは、チームのメンバーが提供可能なものを

結集して考案した。餃子の皮に、きのこなど味噌味の具を包んで食べるメニューなど。調理指導は自治体栄養士

が担当する。 

●時間切れで検討しきれなかったが費用面は課題。 

Ｆチーム 
●高校生を対象とし、朝食をテーマにした工場見学と調理体験のツアーを企画した。小学校時代に食育授業を受

けても、学年が上がるにつれてそれを忘れ、大学生になると食生活が乱れる人が多いため、高校生の朝食にテー

マを絞った。 

●チームメンバーの食品メーカーが工場見学を協力、生協がバスを手配、食育ボランティアらがバランスのよい

食べ方の説明や料理を指導、自治体は募集を担当し、学校へ働きかける。 

●無関心層である高校生をどのように取り込むかが課題。チームメンバーの力を結集し、楽しい工場見学を盛り

込みながら学べる企画を考えた。 

Ｇチーム 
●小学生を対象にした収獲および調理体験ツアーを企画した。食育の課題は無関心であると考え、苦手意識を持

つ前の小学生が野菜になじむことを目指した。 

●自治体が体験ほ場と調理施設の貸出に協力し、指導はチームメンバーの食育ボランティアが行う。野菜が巻き

やすいパンがあるとよいという要望を受け、パンメーカーが「巻きやすいパン」を開発、提供する。伝統食の良
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さとともに新しい食べ方も提案し、おいしく楽しく野菜摂取を推進することを考えた。 

●費用面が課題だが、できれば行政からの補助金を頼りにして実現していきたい。 

 

   

 

 

【札幌】  平成 27年 3月 5日（木） 実施  

 

Ａチーム 
●働くお母さん方を対象にした大豆を使った料理教室を企画した。道産大豆を使い、おいしさと栄養をアピール

する。 

●チームメンバーの小売業が主催し、料理教室の場所提供は新聞社が、募集は、学校関係者が、ＰＴＡの保護者

たちに声をかけて参加者を集める。 

●課題は費用で、各社が分け合って負担することを考えた。 

Ｂチーム 
●小学 5・6 年生を対象に、大豆を収穫体験して、大豆から味噌を造る体験を通して味噌汁を作る企画とした。

大根やじゃがいもなどの収穫も体験し、朝食欠食を課題として、学校の総合学習の時間を利用して指導する。 

●チームメンバーの食品メーカーがフードチェーンのしくみや流れを説明。参加児童に味噌汁のレシピを考えて

もらい、そのレシピを薬局などの店頭に設置して配布することを考えた。生産者には行政から協力を依頼する。 

●費用はそれほどかからないということなので行政の方で予算付けを検討することを想定した。 

Ｃチーム 
●保育園児の母親を対象とした、手作り食べ比べ教室を企画した。市販のコロッケ、唐揚げ、ポテトサラダなど

と、自分たちでその場で作ったものと食べ比べてもらう内容とした。 

●募集はチームメンバーの役所が担当し、開催場所は保育園。実施時期は新入園でとまどう 5 月 15 日 5 時 30

分～6時 30分とした。参加費は 500円。30人集まれば 1万 5千円で、それなら材料費をまかなえると判断した。 

●課題は無関心層の取り込みと考える。任意参加ではなく、ある程度強制参加の形にして、食や健康に無関心な

母親にこそ参加を促す。そのため開催時間をお迎えの時間帯に設定した。 

Ｄチーム 
●高校生など若い世代に、生産現場体験や調理実習の講習会の開催を検討した。 

●小売業が場を提供し、チームメンバーのメーカーが商品サンプル提供などを行う。募集は、販売スタッフがチ

ラシ配布や広報活動に協力する他、教育関係者へのアプローチも行う。バスの手配や生産者の紹介、調整もチー

ムメンバーが分担して行う。 

●課題としては、調理場など体験学習の開催場所の確保や、市民への周知などが挙がった。 

Ｅチーム 
●小学生の親子を対象とした、味噌造りと調理の体験型企画を考えた。和食離れ、塩分の適切な摂取をテーマと

し、味噌汁の飲み比べや、手作り味噌と工場製品の比較、だしの話を盛り込み、親子で調理を体験し学ぶ内容と

する。 

●体験型の企画ということで、チームメンバーの味噌メーカーが主導し、味噌を簡単な行程で仕込み、できあが

った頃に調理体験を実施する。 

Ｆチーム 
●5歳児（年長）とその父親を対象にし、保育所などで作っている野菜の収穫体験と料理教室を実施する。好き

嫌いが出てくる年頃であることから、小・中学校へ上がった時のために好き嫌いの解消とバランスよく食べるこ

との習慣づけを訴求する。 

●野菜が多く出回る夏の開催を予定。費用はチームメンバーの行政が支援することとし個人負担のない形とした。 

●5 歳は食の好き嫌いがだんだん出てくる年頃ということで、5 歳にスポットを当てた。この年代で栄養バラン
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スを取っていなければ小・中学校に行き、身体的、精神的なバランスがとれない面が出てくるということで、好

き嫌いの解消を課題として企画を立てた。 

 

   

 

 

（５）事業効果の検証 

モデル研修としての評価を図るため、参加者への記述式アンケートを配布・回収し、＜研修

プログラムとしての有効性＞、＜参加者の満足度・目的達成度＞などの分析を行った。 
  

■ 研修プログラムとしての有効性 
 
①  異業種・業態・職種の異なる食育推進の交流の場であったか 

 業種・業態・職種の異なる食育推進者がかたよりなく集う機会提供となった。（図 1） 

 企業/団体・自治体・その他（地域自治体に登録する食育ボランティアや栄養士・管理栄養

士など）が、それぞれ 1/3 ずつとなった。交流の場としての高い評価の声も多く挙げられ

た。（P23～の自由回答） 

 担当する職務においては、食育活動の現場実務担当者が半数以上となった。（図２） 

 

図 1：参加者の所属企業 図 2：参加者の食育活動への関わり方 

  

 

② 参加者の満足度・目的達成度 

 

＜カリキュラム内容＞ 

 

総じて、すべてのカリキュラムは高い評価となっていたが、グループディスカッションの時間配

分が課題となっていた。（図 3) 
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【全体として】（講義内容・時間配分・講師）総合評価（「大変よかった」「よかった」の合計）は、 
1. 健康・栄養・食文化の基礎講座  95.6％ 
2. フードチェーン食育事例  88.4％ 
3. 食の安全・安心の基礎講座  87.4% となった。 

 
【講義内容】についての評価（「大変よかった」「よかった」の合計）は、 

1. 健康・栄養・食文化の基礎講座  95.5％ 
2. フードチェーン食育事例  89.3％ 
3. 食の安全・安心の基礎講座  83.9% となった。 

 
【時間配分】についての評価（「大変よかった」「よかった」の合計）は、 

1. 健康・栄養・食文化の基礎講座  87.5％ 
2. 食の安全・安心の基礎講座  87.4% 
3. 味覚体験デモンストレーション 72.6％ であったが、 
4. フードチェーン食育事例  62.5％ 
5. グループディスカッション  49.5％ となり、 

 
【講師】についての評価（「大変よかった」「よかった」の合計）は、 

1. 健康・栄養・食文化の基礎講座  96.4％ 
2. フードチェーン食育事例  89.4％ 
3. 味覚体験デモンストレーション 88.4% となった。 

 

図 3：カリキュラム評価 

 


