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＜運営体制＞ 

全般的に高い満足度がみられた。とくに、配布資料（94.7％）、会場の選定（92.0％）、司会進行

（90.3％）について高い評価が得られた。※「大変よかった」＋「よかった」の合計 90％以上を高

い満足とした。 
 

 大変よかった よかった どちらともい

えない 

あまりよくな

かった 

よくなかった 大変よかった

+よかった 

案内、周知のていねいさ 33.9% 51.8% 12.5% 1.8% 0.0% 85.7% 

参加の申込手続きのしやすさ 36.6% 51.8% 10.7% 0.9% 0.0% 88.4% 

会場の場所・行きやすさ 48.7% 43.4% 5.3% 2.7% 0.0% 92.0% 

会場の快適さ 38.9% 45.1% 10.6% 4.4% 0.9% 84.1% 

司会進行 40.7% 49.6% 6.2% 2.7% 0.9% 90.3% 

配布資料 41.6% 53.1% 5.3% 0.0% 0.0% 94.7% 

 

■参加目的とその達成度 
 

＜参加目的と入手したい情報＞ 

 

 「今回研修に、どのような目的で参加しましたか」について、91.2％の人が「食育に関する情

報を入手するため」、ついで 60.2％の人が「今後の食育活動の方針、計画の参考にするため」

と回答した。（図１） 
 「食育に関する情報を入手するため」と回答した人のうち、「食育の取組事例に関する情報」

を回答した人が 72.5％となり、ついで 57.8％が「食育プログラムの企画・運営に関する情報」

と回答した。（図２） 
 

図１：「どのような目的で参加しましたか？」    図２：「どのような情報ですか？」 

  
 

＜スキル向上と実践意欲＞ 

 

 「食育活動の実務ノウハウが身についた」について、「そう思う」＋「ややそう思う」をあわ

せて、65.5％であった。（Ａ） 
 「今後の食育活動の方針や計画の参考になったか」について、「そう思う」＋「ややそう思う」

をあわせてと回答した人は、全体の 78.7％であった。（Ｂ） 
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「今回のキャリアアップ研修のどのようなところが役に立ったとお感じですか」 
 そう思う 

 

ややそう思う どちらとも

いえない 

あまりそう思

わない 

そう思わな

い 

食育に関する有効な情報が入手できた 48.2％ 44.6％ 4.5％ 2.7％ 0.0％ 

食育活動の実務ノウハウが身についた     (Ａ) 27.4％ 38.1％ 27.4％ 5.3％ 1.8％ 

今後の食育活動の方針・計画の参考になった (Ｂ) 39.8％ 38.9％ 16.8％ 3.5％ 0.9％ 

講師や他の参加者との交流の機会が持てた 40.7％ 36.3％ 15.9％ 7.1％ 0.0％ 

※（○印はそれぞれ 1 つだけ） 

＜自己の組織での実現性＞ 

 

企業／団体に所属する参加者を限定し、29 社／29 人へ「１年以内の実施する予定がある」を聞

いた。（電話インタビュー） 

・ 「予定あり」と回答した人は、8人（28％） 

・ 「予定がない」と回答した人は、21人(72％)。 

・ うち、11 人が「決定できる立場にない・決定する部署にない」、3 人が「時間がない」、3

人が「予算がない」、2人が「（規模が）大がかりなので」と回答した。 

 

総じて、企業、団体、自治体等の所属を問わず、知識や実践スキルの向上意欲は高いものの、そ

の者が組織の中に帰り、それらを実践、活用する機会に乏しいことが示唆された。 

 

＜研修会に対する参加者の感想（自由回答）＞ 

 

【東京】 
 

自由回答 所属 

折角の機会でしたので、午前中から終日の研修、また有料でも良かったかと思いました。農
水省賛助事業として、プログラム２、４のような内容は、食育担当者に正しい知識を広める
という意義があり、理解はできますが（そして内容も要点がコンパクトにまとまっており、
大変満足のいくものでしたが）、ともすれば他の資料からも学べる内容でもあるので、プログ
ラム１、３、５においてもう少し時間を頂いて、食育担当者ならではの視点で掘り下げた話
をもう少しゆっくり伺ったり、話し合ったりできればより良かったと感じました。 

企業・団体 

一日５皿のお話が聞きたかったです。 企業・団体 

今後の食育活動のヒントをたくさんいただきました。 企業・団体 

竹内先生のご講義が、現代の日本人の生活習慣病と密接な、具体的な食生活を取り上げての
内容でしたので、よく理解でき勉強になりました。ありがとうございました。そして、５Ａ
ＤＡＹ協会の皆様、大変お世話になりました。今後共、宜しくお願い致します。 

企業・団体 

弊社で参加している活動を理解する為に参加。ただ内容については、ほとんど知っているも
のであったのが残念でした。 

企業・団体 

限られた時間で難しいとは思いますが、具体的な紹介の時間の割合を増やして頂くと、より
参考になったと思います。 

企業・団体 

研修ありがとうございました。食の大部分を担う「親」への食育が、ますます重要になると
実感致しました。他社様事例など大変参考になり、今後大いに役立ちそうです。当社から複
数部門での参加となり、申し訳ございませんでした。 

企業・団体 

今回の研修は一方的な講義ではなく、様々な業種の方とディスカッションや交流ができ、非
常に有意義な時間となりました。メーカーや小売業、自治体の方とディスカッションができ、
それぞれの食育担当とアイデアや悩みなどを共有できたことが、大きな収穫でありました。
このような機会を作って頂いた関係者の皆様に、とても感謝しております。ありがとうござ
いました。 

企業・団体 
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研修内容に関する満足度は高かった。ただ、参加者の職種が多彩だったので、グループディ
スカッションではかみ合わないところがあった。ファイブ・ア・デイ協会としては、資金的
問題はあるが、継続してこういった研修会を行って欲しい。 

企業・団体 

日本橋から行けば良かったのですが・・・、東京駅からの地図が分かりづらく、迷子になり
ました・・・。当選の知らせもわりと直前でしたので、もう少し早く分かると助かりました。
Ｇｒｏｕｐディスカッションは各社の悩みなどがリアルで、非常に参考になりました。もう
少し時間かけてやりたかったです。他テーブルとの交流時間も持てたら、尚良かったです（是
非欲しかったです）。 

企業・団体 

他の企業、団体との交流をもう少し期待していたので、少しそこが物足りなかったです。テ
ーマを用意せずに、また発表する時間をなくせば、もっと交流できる時間があったかもしれ
ません（かなり盛りだくさんのテーマだったので、仕方なかったかもしれません）。ただ、皆
さん社会人のため短時間でも協力して話し合いができて、すごいなと思いました。 

企業・団体 

もう少しだけ時間に余裕があれば、グループの方以外とも交流できたと思いました。内容は
十分広く深いものだったので、充実していたと思います。 

企業・団体 

半日で、ギュッと短い時間で効率的に学べたことは、とても良かった。しかし、もう少し時
間をかけても学びたいとも思いました。 

企業・団体 

食育についての実務を、もっと厚めにして頂ければと思います。実際のプログラムなどでも
具体例を多く紹介して欲しいです。 

企業・団体 

今日は有意義な研修となりました。本当にどうもありがとうございました。こちらの食育士
のお勉強にも興味がありますので、是非機会がありましたら参加させて頂きたいと思います。
今後共よろしくお願い致します。 

企業・団体 

幅広く網羅されている内容で、非常に勉強になりました。良かったです。企業はあくまで企
業活動の中で、持っているノウハウや資産をいかに生かして、食育を含めたＣＳＲなどに貢
献するべきだと思っています。一方で、企業自身が気付いていない（当たり前だと思ってい
る）ことの中に、そのアイデアもあると思います。プロモーションと食育の境い目も、実は
きちんと分けられるものではなく、「食」について生活者の方に興味を持って頂けるのであれ
ば、プロモーションであっても構わないのではないかと思います。その方が、企業にとって
食育に取り組む間口も広がりますし。また、「食の安全」について今回のテキストは管理中心
の記述だけでしたが、講義（？）では企業の姿勢こそが「安心」につながるというお話があ
りました。現場の生産者や製造者はいつも「おいしいものを提供したい」と生活者を意識し
て仕事をしている、という姿勢もテキストにあるといいですね。 

企業・団体 

ありがとうございました。グループワークの説明がもう少し丁寧だと、良かったと思いまし
た。グループにＢＳ法の理解が難しそうな方が数人おられたようで、進行が遅かったのだと
思います。１回、数回の打ち上げ花火のような食育活動ではなく、継続した活動による効果
が得られるように、日々取り組んでいきたいと思いました。 

自治体 

参加者が企業の方が大変多く、私たち行政にはない食育への悩みや、製造者としての考えを
聞くことができ、大変勉強になった。行政の強みを生かしつつ、広く市民に食育を今後とも
推進したいと感じた。良い機会を与えて下さり、ありがとうございました。 

自治体 

講師の皆様が良い意味でお話し上手で、聞きやすい講義でした。ただ、参加者とのコミュニ
ケーション時間が少なく残念です。短時間でのグループディスカッションは、充実した内容
となりました。楽しいイベントで食育活動を広げていければと思います。 

食育ボラン
ティア 

食育関係者ということで、色々な企業、団体様と関わることができました。今後このつなが
りを大切にし、新しい食育活動を行っていきたいと思います。 

無記名 

  
【福岡】 

 
自由回答 所属 

グループディスカッションは皆さんが意見を出し合って、それぞれの考えが分かり良かった
です。もう少し時間があると、さらに情報交換ができたかなと思いました。研修内容は普段
知っている内容（栄養の部分）だったので、今後の食育の方向性を具体的に聞けると良かっ
たです。食育推進者に管理栄養士はお役に立てると思いますが、今回の内容は生産者、メー
カー、問屋さん向けだったと感じました。企画から運営、集客までお疲れ様でした。 

栄養士・管
理栄養士 

食に対して、いろんな方向から考えることが出来ました。ありがとうございました。 企業・団体 
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専門的知識をもっと身につけることが必要であると思った。 企業・団体 

大変盛りだくさんの内容で、有益な研修だったと思います。欲を言えば、グループディスカ
ッションの内容をもっと具体的にできたら良かったのかと思います（時間などの制約もあり
ますが・・・）。 

企業・団体 

参加人数が福岡は少ないとの事でしたが、まだ食育への意識が低いことを表しているのか
な？と感じました。会社の利益に直結する事ではないのが、なかなか難しいですが、食に関
わるものとして、大事なものだと考えていますので、継続して取り組んでいきたいと考えて
います。 

企業・団体 

  
【仙台】 

 
自由回答 所属 

ディスカッション時の１グループの人数（５名）が、多かったと思います。意見がまとまら
なく、時間が足りなかったと感じました。 

栄養士・管
理栄養士 

最新情報ばかりで、とても役立ちそうです。今後の５ＡＤＡＹのみならず、地域の食育活動
に取り入れていきたいです。 

栄養士・管
理栄養士 

とても参考になりました。ありがとうございました。 企業・団体 

「食育だから無料というのはどこにもない」の言葉が心に残りました。今後、色々な企画を
していくために、上記の言葉は気に留めていきたい。味覚体験のデモンストレーションに、
期待して参加しました。しかし時間も短く、深められず残念でした。質問ですが、味覚体験
「コップの水の中身は？」のレモン、塩、昆布だし、どのようにして作るのでしょうか？フ
ードチェーン食育企画実施のチェックの所で、企画予算をどう考え、参加費をいくらにすべ
きか、他の団体の考え方など知りたいと思った。 

企業・団体 

内容が充実していましたが、その割に時間が短く感じました。味覚体験のデモンストレーシ
ョンは、五感を使っての学習を考案していたところでしたので、大変参考になりました。グ
ループディスカッションでは、企画の実践、具体化の方法が疑似体験で勉強できたことが、
初心者の私にとって良かったです。このような研修を開いていただき、ありがとうございま
した。参加できて良かったです。 

企業・団体 

食育についてのグループディスカッションの際、他の団体で考える食育における課題や、問
題点について話し合えたことで、同様の問題を抱えていることに気付き、今後の事業検討や
他団体との連携の際の参考になりました（目指すものは一緒なんだなぁと・・・）。短時間で
盛りだくさんの研修であったため、一つ一つのプログラムに少し物足りなさはあったが、総
合して満足した研修会でした。ありがとうございました。 

自治体 

平成 26年より食育を担当することとなり、様々な講習会などに参加しておりますが、ほとん
どが学校形式の大規模なものであり、今回ほど（良い意味で）コンパクトな研修は初めてで
した。知識が乏しく、グループディスカッションでも専門的なことは発言できませんでした
が、イベント企画の進め方が見えてきたように感じます。宮城では、食育推進者向けの講演、
研修がまだまだ少ないと思いますので、是非またこのような機会を設けていただきたく思い
ます。この度は貴重で充実した時間をありがとうございました。 

自治体 

  
【名古屋】 

 
自由回答 所属 

食育に関する色々な情報が入手できたが、フードチェーン食育取組み事業を実際に関係して
いる企業参加者もいたと思うが、名古屋会場で行うため、もっと地域の中で現実的に食育推
進している地元企業の取り組みの存在を知りたかった。様々な地方からの参加もあったが、
実際の取り組みには可能な距離ではなく、早速活動計画を立案しようという取り組みにつな
がらない。愛知の中で現実にどのような活動、取り組みができるのか、などが知る場となる
と良かったなと思った。地域別会場の開催の意味があまり理解できていなかったのは、参加
した私の方かとも思いました。 

企業・団体 

テキストは事前配布が良いと思います。集中講義のため、テキストは後から読めば分かると
言われても、全体の流れをつかむため、テキストを見てしまいます。事前に読んでいれば、
話しに集中できます。 

企業・団体 

普段なかなか聞くことができない内容ばかりで、とても勉強になりました。今後もこういっ
た研修があれば、是非参加させていただきたいです。ありがとうございました。 

企業・団体 

貴重な講演ありがとうございました。多くの方と交流や意見を交換でき、大変勉強になりま
した。食育の事例は面白かったが、早すぎたのではないかと思いました。時間を短く、資料
を見るようにするのでも分かりやすかったのではないでしょうか？健康、栄養、食文化の講
義は自分も体感しつつ進めていたので、実際に弊社で食育をする際、流れなど参考になりま
した。後ろに展示してあった媒体が面白く、弊社の食育でも使えればなと思いました。 

企業・団体 
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もう少し有識者の方の高い知識情報が欲しかった。これから求められる食の情報、国の政策。
食育は学校サイドでも実施されていると思うのですが、それがどの位の知識として普及され
ているのか？など。学校のプログラムが知りたい。 

企業・団体 

無料講習はありがたい。それぞれの得意分野を活かして企画、運営することが大事だと再認
識した。消費者という言葉よりも、生活者の方が実感のある言葉だと思った。愛知県の野菜
摂取不足を切り口にして、ファイブ・ア・デイの考え方で食育を伝えていきたいと思った。
フードチェーンは命のつながりにも通じると思った。 

企業・団体 

子供に食育の話をする時、食育の必要性に興味を持たせる指導が参考になった。シニア層で
は、筋力の衰えが自分の動きを通して知る事が多いと思うが、この衰えを遅くできる事を、
日常の生活で取り入れる方法を具体的に話があったらと思います。忙しい若い層の為に、わ
ざわざ足を運ばなくても良い必ず立ち寄るスーパーなどで、企業とタイアップした食育の方
法をもう少し情報が欲しかった。グループディスカッションの席は同じ様な団体は別々にし
て、広く意見を聞く場としたい。 

企業・団体 

企業や他の自治体の取組を聞いてみたかったので、他の参加者との交流する時間がなかった
のが残念でした。開始時間は守って欲しいと感じました。味覚体験はすぐにでも取り入れら
れる内容なので、実践してみたいです。関西での開催があれば良いなぁと思います。 

自治体 

グループワークの時間が少し少なかった。グループワークは今後の食育企画にデモンストレ
ーションすることができて、有効であった。また機会があれば是非参加したいと思うような、
良い研修会でした。感謝申し上げます。 

自治体 

普段あまり接することのない職種の方と情報交換でき、とても有意義な研修となりました。
ありがとうございました。 

自治体 

講義の後に質問時間があると良かった。いろいろな方との出会いがあり、楽しく交流できた。
内容が盛り沢山であった。今後に生かしたい。 

自治体 

事前に送付されたプロフィールは、あまり意味がなかったと思います。この資料を元に交流
が行われると思っていましたが、事務局の方の作業を増やすだけだったのではないでしょう
か。最後のワークショップは、とても大切な事だとは思いました。こうなったら良い、夢、
希望など、将来に向けては意味のある事だとは思いますが、現状では官と民の壁は厚く、連
携をすると良いと思われる事が実現されません。各箇所で食育に向けて行っている事が、大
きな事業にならなくて残念です。金銭的にもムダな所に使っている気がしています。現在の
各個々の問題点を共有できるような意見が聞きたかったです。時間が長かったです。 

食育ボラン
ティア 

なかなか最新の食育に関する情報が手に入りにくく、今回の様にいろいろな部署の方とお話
しができた事は大変有意義でしたが、グループディスカッションではもっといろいろなお話
し（企業、行政さん）を拝聴したかったです。ファイブ・ア・デイの存在も知りませんでし
たが、私達も野菜摂取量愛知最下位という事で、あと一皿運動を行っています。今回の資料
を基に、食育活動を行いたいと思います。ありがとうございました。 

食育ボラン
ティア 

色々な団体の食育活動を知ることができて、とても勉強になりました。指導者としてのやり
方を模索していたので、とても参考になりました。 

食育ボラン
ティア 

キャリアアップという名称でしたが、少し専門的な内容を深く学べると期待しておりました
が、基礎的な内容が多いと感じました。丸４日間行うこともあると言われた味覚体験につい
ての講義を、もう少し詳しく聞きたかったです。 

無記名 

産地見学や料理教室など、何年も前からやっていることであり、新しい発見はありませんで
したが、色々な業種の方の意見を聞いて、今後参考にしていきたいと思います。１２：４５
受付開始も時間通り行えず、机の配置も悪く、スタッフの手際の悪さが目立った（今まで参
加した色々な会議などの中で最低）。慌しすぎる上にロスタイムが多い。講師の方とスタッフ
が、自分が話さない時に大きな声（笑い声）でしゃべっていたのでとても耳障りだった。 

無記名 

「健康・栄養・食文化の基礎講座」がとても分かりやすく、大変参考になりました。また「食
の安全・安心に関わる基礎知識」については、現場の経験に基づいたお話が面白かったです。
グループディスカッションについては、もう少し時間が長いと交流をより図ることができた
のではと思いました。 

無記名 

野菜摂取量不足は愛知県、岡崎市共に取り組んでいる課題ですので、１日５皿分、１皿がこ
ぶし大という具体的な提示の仕方を知ることができ、参考になりました。子どもたちへの伝
え方として、すぐに取り入れたいと思います。認知症予防ゲームリーダーをしているので、
平均寿命、健康寿命について、とても興味深く聞くことができた。その中の生活習慣病と食
事摂取基準についても、参考になった。もっとも感心を持っている食の安全、安心について
も、今まで消費者としては知らずにいた企業側の取り組みを知ることができた。中国からの
輸入食品は安全性に欠けると思っていたが、日本側の取り組みで工場、しくみなど改善され
ていることを知り、とても参考になった。 

無記名 
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とても有意義な研修でした。食育の教室を行う上で、参考になる知識やノウハウを学ぶこと
ができました。グループワークでも、普段あまり話す機会のない方たちと意見交換でき、同
じ「食育」というテーマでお互い補いながら作り上げていく過程が楽しかったです。 

無記名 

基礎的で、もっとキャリアアップな内容かと思っていたので、ガッカリした。 無記名 

知識というより取組事例、ノウハウを知りたかったため、多くの講義がありやや内容が少な
い感じがした。ポイントをしぼった講義、研修があると嬉しいです。最後のグループディス
カッションは交流もでき、今後につながる可能性もあり、また他業種の方も思いは同じとい
うことが分かり有意義なものでした。本当に時間がもう少しあればと思う、良い研修でした
（全体で）。ありがとうございました。 

無記名 

 
  

【札幌】 
 

自由回答 所属 

どの講義も具体的な内容で参考になり、早速現場に還元していきたいと思います。今回のよ
うに異業種の方と同じテーマでコミュニケーションを取る機会はなかなかないので、こうい
ったチャンスを今後も活用していければと思いました。それぞれの立場でどのようなことが
できるのか、どのようなことに苦労しているのか、お互いに気づくことができ、今後の食育
への取り組みのヒントを得ることができました。意外とお互い理解していないことがわかり
ました・・・。それぞれもっと発信して行く必要がありますね。大変貴重な機会をいただき
感謝しています。 

企業・団体 

全ての講師の方々の説明が、大変分かりやすく、かつ実践的で非常に良かった。特に活動事
例は大変参考になりました。また、グループディスカッションンや交流の機会を利用して、
大変有意義な情報交換を行うことができた。会場の雰囲気もよく、進行も素晴らしかったで
す。スタッフの皆様、ありがとうございました。次の機会があれば、必ず参加します。 

企業・団体 

講義の内容などは大変勉強になりましたが、時間が短くて理解不足のまま終わった感があり
ます。同じグループの方とももう少し情報交換ができるような時間があったらよかったです。
ありがとうございました。 

企業・団体 

とてもしっかりしたプログラムで、お話しする方も伝える力がある方ばかりで楽しく参加で
きました。ただちょっと１テーブルに３人で狭い感と、後半ちょっと会場が寒く感じてしま
いました。ありがとうございました。 

企業・団体 

他社の方々と交流が持てたのはとてもよかったです。実際に他社の方々と協力しながら（連
携をとりながら）今回考えたグループワークの食育のように進めていくことができるのだと
いうことがわかりました。他社の方々との交流時間がもう少し長ければ、なおさらよいと感
じました。 

企業・団体 

食育基本法制定から１０年が経とうとしている中で、すでに取り組んでいる。自治体などは、
活動のマンネリ化や予算不足、受入先の不足などの問題も出ていると考えられる。企業・自
治体のやってみたいことをマッチングさせる場になると研修の実績としても表れ、参加者も
より活発に取り組めるのではないでしょうか。 

自治体 

講義の時にグループになっていたので、講師、スクリーンが見にくく、集中できなかった。
今回、最も関心が高かった体験デモンストレーションの内容と時間が少なかった。「ポイント
を絞ってわかりやすく」と言っていたが、内容が少なすぎて、残念に思った。今後、ぜひ参
考にしていきたい部分なので、機会があれば、また研修を受けたい。 

自治体 

とても貴重な講演、ありがとうございました。味覚体験やロコモチェックなど、すぐに教室
などで使えそうな実践を学ぶことができてよかったです。デモンストレーションやグループ
ディスカッションの時間がもう少し長くあったら、もっと深められたかなと思いました。 

自治体 

味覚体験に興味を持って参加しましたが、時間が少なかったのか、内容が減っていて残念で
した。 

自治体 

資料の内容からすると説明時間が不十分で、１日であれば午前中から、又は２日に渡っても
良いと思いました。多くの企業が参加しているので、何社か取り組み事例を聞きたいと思い
ました。 

食育ボラン
ティア 

食育推進は幅広いからこそ、その効果や評価が難しいと思います。どんな食育活動もとても
意味のあるものだと思いますが、常に費用対効果を求められることも多く、逆にそれをきち
んと示すことができれば、予算取りもしやすくなると思います。今後、そういった効果や評
価方法についての研修を望みます。 

無記名 

時間に余裕がなさ過ぎる。 無記名 
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グループディスカッションは実践的でとても良かったが、時間が短かったので、その時間が
もう少しあったら良かったと感じました。・講義内容はとても分かりやすく、講師の話しもと
ても聞きやすかったのですが、話す内容とテキストの順番がバラバラで資料のページを探す
のに手間取ったりしました（テキストはまとまっていてとても良かったです）。食育の研修は
初めての参加だったのですが、参考になる点も多くとても勉強になりました。わかりやすい
講義、また親切な対応をして頂き、ありがとうございました。 

無記名 

他業種の方とのワークショップで新しい発想と出会いがあり、今後の食育活動への広がりに
期待が持てました。 

無記名 

実例がもっとたくさんあると参考になったと思います。 無記名 

５ＡＤＡＹの説明が長く、具体的な取組事例、企画方法などについての内容が急ぎ足な説明
で残念だった。 

無記名 

食育の事例が大変参考になった。グループワークでは、食育企画の立て方のポイントを理解
できてよかった。と同時に、異業種間での連携の難しさ、コミュニケーションの重要さを感
じた。会場について、途中から空調が寒くなり、つらかったです。全体的に、よい経験にな
りました。ありがとうございます。 

無記名 

食育についてのグループディスカッションの時間をもっと長くした方が参加者ともより交流
が深くなり、食育イベントのアイデアもブラッシュアップできると思う。 

無記名 

 

３．総評と課題 
 

 食育の推進者・実践者という条件をほぼ全員が満たした適切な募集であった。 
異業種・業態の異なるものが集う交流の場としての高い評価は得られたものの、特に＜自治体＞と

＜企業・団体＞において、保有する知識や期待する情報（ニーズ）、抱える課題、がそれぞれに異

なっていることから、同一のプログラムを提供する場合には、両方の期待を同時満たすことは難し

いことがわかった。 
 

 カリキュラム、講師、教材、ほぼすべてにおいて高い評価となったが、時間配分において「事例紹

介」「グループディスカッション」の時間をもう少し長く時間をとってほしい、という要望が多く

寄せられた（P23 自由回答参照）。上記 2 講座の時間配分が、全体の満足度を押し下げる要因であ

ることから、この時間配分を変更することにより、さらに高い満足度が得られる研修となることが

想定される。しかしながら、総体の時間が複数日、もしくは長時間を要する場合、どのくらいの企

業・団体が参加できるのかが新たな検討課題である。 
 

 企業/団体(自治体含む)に所属する参加者 29 人へインタビューを行った結果、「近い将来において（1
年以内）にフードチェーン食育の実施が可能」と回答した人は、3 割にも満たなかった。その主な

要因は、「計画を決める立場にないもしくはその部署でない」であった。実務者の取組意欲は高い

ものの、一部の「生協」などの既に取組みを制度化している組織を除き、多くの組織では、未だ実

現可能な人員配置、予算、具体的な目標設定や年度計画にまでおとされていない組織環境の現実が

伺えた。 
 

 継続的な食育の提供が国民の健康につながると長く叫ばれている。新規性や検証プロセスばかりを

問う支援ではなく、継続性を支援する実質的な活動への資金補助が欲しいという切実な声も挙げら

れた。 
 

 総じて、フードチェーン食育の重要性、生活者への有効性について、参加者に深く理解されたこと

が伺えた。今後、参加した食育推進者が、自己の組織にて、知識、事例、共有しあった情報等を振

り返り、研修で育まれたネットワークを活用し、自己の組織で着手可能なところからの取り組みに

発展することが期待される。 
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４．実施主体者(ファイブ・ア・デイ協会）と取組体制 

 

5 A DAY（ファイブ・ア・デイ）は、「1日5皿（350g）以上の野菜と200gの果物を食べよう」

をスローガンとする健康増進運動である。一般社団法人ファイブ・ア・デイ協会は、平成14年

に発足し、平成27年3月現在、食の製造・流通に関する企業・団体を中心とした111社の会員を

有する。私たちは、量販店会員等と連携体制を組み、小学生や園児を対象とした食育体験学習

を全国で毎年約3万5000人に提供する基盤を保有している。子どもから大人まで、ターゲット

やシーンに合わせた様々な食育体験プログラムを通じて野菜摂取の大切さを伝え、具体的な摂

取行動へつなげることをめざしている。 

 平成26年度は、フードチェーン食育活動推進事業の「食育推進者のためのキャリアアップ研

修」として次のような体制で取り組んだ。まずプログラム開発では、研修プログラム推進委員

会として、栄養学や食生活指導、食品安全等の専門的知識を有する有識者・専門家・研修運営

者・調査アナリスト等とともに、食育のニーズ調査を検証し策定した。また、研修会の参加者

募集にあたっては、農林水産省はじめ全国の地方公共団体や独立行政法人、食育推進団体、栄

養士会、栄養士団体などの協力を得て、協会会員だけでなく幅広い業種・業態からの参加を募

った。そして、本事業で得た結果は、今後、全国の食品流通業、製造業、商社、生産者団体、

外食、その他食品や食育の関連企業・団体へとフィードバックし、フードチェーン食育がより

広域的、効果的に展開されることを目指した。 

 

＜取組体制＞ 
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農林水産省 平成 26年度 フードチェーン食育活動推進事業の取組の詳細については 

ファイブ・ア・デイ協会のホームページ（http://www.5aday.net/）をご覧ください 

 

 
 

 

発行日：平成 27年 3月 

 

一般社団法人 ファイブ・ア・デイ協会（5 A DAY）事務局 

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-5-12 龍角散ビル 3F 

TEL：03-5822-1373  FAX：03-5822-1374 

E-mail: info@5aday.net 

ホームページ: http://www.5aday.net/ 

 

 

http://www.5aday.net/

