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（佐々木氏）

滝沢さん、岡田さん、受賞

おめでとうございます。お二

方のお話や会場からのご質問

をいただきながら、「若い人

にどういうことを伝えたいか

」へ繋げたいと思います。

まず、滝沢さんの事例発表

で素晴らしいと思ったのは、「住民が参加しやす

い放射性物質の学習や相談、今の心情を話し合う

ことができる場」を設け、それを実践していると

ころです。この取組を実践するに当たっての思い

を滝沢さんにお聞きします。

（滝沢氏）

当時の食生活改善推進員会と放射性物質の担当

者が、住民の方の不安な声を多く聞き、これを何

とか解決して、町での生活を楽しく安心して送っ

て欲しいという思いから活動を始めたそうです。

小さい町であり担当が同じだったため、サロンの

開催に合わせて放射性物質と食について意見交換

する場を設けることができ、参加者は放射性物質

が身近にあるものだと分かってくれるようになっ

たと、当時の担当から聞いています。私が担当す

るようになってからも、そのように感じています。

（佐々木氏）

正しい知識は伝わりにくいですか。

（滝沢氏）

大変難しいですね。特に高齢の方は、「自分た

ちには先がないから必要ない」という感じですが、

自分たちの子どもや孫に対しては、「何だかよく

わかんないけど心配」というように、わからない

けど怖いということをおっしゃっていました。こ

の活動を通して専門家の話を身近で聞き、気軽に

質問してその答えをもらうことにより、正しい知

識を持って対応すれば怖いものではないと理解さ

れたようでした。

（佐々木氏）

続いて、岡田さんの事例発表では免疫力のお話

が出ていました。今般のコロナ禍では、免疫力が

騒がれています。単品の食品よりは、ちゃんと食

べる方が免疫力は上がりますよね。

（岡田氏）

そのとおりです。まず大切なのは、三大栄養素

を分かりやすく子どもたちに伝えることです。も

う一つは、日本型食文化の原点である、ご飯を

しっかり食べるということです。お米を柱に置く

ことや、おにぎり１個の大事な意味を若い世代に

分かりやすく伝えるようにしています。

（ 佐々木裕子 氏）



また、日本型食生活の中に減塩をどのように取

り込んでいくかが東北地方の課題と思っています

し、未来の子どもたちにも伝えたいと感じていま

す。

（佐々木氏）

滝沢さんのお話で、意見交換の場で「今の心情

を話し合う」ということがありましたが、話しや

すいように気を付けていたことはありますか。ま

た、具体的にはどのようなお話がありましたか。

（滝沢氏）

意見交換の場ではなかなか質問

は出ませんし、外部の方や専門家

が講師ですとかしこまってしまう

ので、講師と皆さんとの橋渡しを

するようにしていました。皆さん

からは、楢葉町で取れた野菜など

の作物を食べても大丈夫なのか、

何ともないのか、といった放射性物質への不安に

関する話が多いです。大丈夫だと思っていても何

となく不安に思っている方や、事例発表でも紹介

しましたが、両親が作った野菜をもらうけれども、

食べてもいいか迷うなどです。

このように、以前は正しい知識がないことで自

分たちが風評被害を作っているようなところがあ

りました。それが、放射性物質に関する専門家の

話しを聞いたり、地元で取れた作物を実際に測定

し、専門家から影響がないという説明を受けるこ

とで不安が払拭されたようです。

（佐々木氏）

原発事故から10年近くなりますが、まだ放射性

物質の影響を心配している方がいらっしゃるで

しょうね。会場の皆さんの地域でもこのように住

民が食育を学ぶ場を設けて、食に対する心情を聞

いていただければと思います。また、今日は企業

の方もおみえになっていますので、社内でもそう

いうことを話せる場を作っていただければと思い

ます。次に、具体的に若い世代の食事の現状につ

いて伺います。

（岡田氏）

私が山形の病院に勤務し

ていたときに、母親学級を

通してして若い世代のお母

さんたちへ「お腹の中で赤

ちゃんは、あなたが食べた

栄養で成長するのよ」と伝

えることがすごく重要だと

感じていました。母親学級へは妊娠６～７ヶ月位

のお母さんも来るのですが、すごく痩せていまし

た。そのお母さんたちに１日に必要な栄養量を聞

いたら、ほとんどの人がわからないわけです。こ

れは医療界でも取り上げられましたが、2,000ｇ未

満児が多いということにもつながります。また、

妊娠による糖尿病や高血圧などの問題にもつなが

ります。そのため、若い人たちに対して、１日に

必要な栄養量や塩分の問題を分かりやすく話し、

食べることの大切さを伝えてきました。

「やまがた食育ネットワーク」では、食によっ

て健康にもなるし、病気も予防できることや、一

方で食の取り方が悪いと体調の悪化につながるこ

とを、子どもの頃から具体的に分かりやすく伝え

てきました。

話は変わりますが、映画「よみがえりのレシ

ピ」は、美しい映像を通して多くの方に東北の魅

力を伝えられると思っており、東日本大震災後の

福島でも上映しました。「やまがた食育ネット

ワーク」では、食の大切さを様々な取組を通して

正しく分かりやすく伝えるようにして来ました。
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（ 滝沢雅子 氏）

（ 岡田まさえ 氏）



すね。

（佐々木氏）

そのような中で、食生活改善推進員の皆さんは、

具体的にどのような活動をされていますか。

（滝沢氏）

児童館の子どもを対象とした料理教室や、福祉

保健事業を活用して、おやつを作りお母さんたち

が試食するなどの取組を行いました。子どもたち

に、食事の作り方や自分で作ること、食に関わる

人の大切さを伝えていく活動をしています。

（佐々木氏）

会場からご質問はご

ざいませんか。

岡田さんの原動力は

なんでしょう。

（岡田氏）

原動力は食べることです。食べることが大好き

です。

私はよく沖縄から山形へわざわざ嫁いできた理

由を聞かれますが、ご飯がおいしい所だからと答

えています。沖縄県は水が大変不自由ですから水

田は無く、お米と言えば畑の陸稲で、本当におい

しくありませんでした。東北ではどこでも極上の

お米でおいしいです。

私が楽しくやることで、みんなが「また来よ

う」「食べることで健康になっていくんだね」「

家族の幸せのためだよね」って気付いていただけ

るようにやっています。

「よみがえりのレシピ」は、やっと今年ＤＶＤ

が出来まして、涙が出ました。監督たちの思いや

情熱、製作に１年以上をかけて食を通してこのよ

うな作品にしていただいたことに本当に感謝しま

す。

（佐々木氏）

事例発表で「食の重要性が健康の土台となる」

とありましたが、体質や遺伝として片付けられ、

食によって自分の体が出来ているという感覚が希

薄に感じるのですが、いかがでしょうか。

（岡田氏）

食の重要性については、三大栄養素の炭水化物

やたんぱく質、脂質がどういう役割をしているか、

小学生でも分かるようにしています。

保育士を対象とした食育の研修があり、平成29

年から私も講師を務めていますが、分かりやすい

説明を心がけています。研修では、保護者はもち

ろん園児にも分かりやすい具体例を示します。

また、大事なことは継続することです。小学校

の総合的な学習の時間で食農教育を取り上げるだ

けでなく、世代を超えて継続していくことで、食

育が広がっていくことが大事です。食育に関心を

持つ子どもたちが、１人でも増えることが未来の

ために素敵なことです。

私たちは、食事を通して健康や病気の予防に関

われること、食育にはそういう力があるというこ

とを、まず保育士や学校の先生に分かってもらい、

そして保護者からおじいちゃん、おばあちゃんへ

とつながっていく。現場の生の声を聞きながら活

かしながらやっていけたらと思います。

（佐々木氏）

素晴らしいですね。

楢葉町では震災前に比べて子どもは減少しまし

たか。今、年間出生数はどのくらいですか。また、

問題を抱えている方はいらっしゃいますか。

（滝沢氏）

震災前の出生数は50人前後でしたが、ここ２年

くらいは34～35人で７割程度に減っています。特

に、町に戻ってきた方は支援の必要な方が多いで
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私たちができることは、１人でも多くの子どもや

若者に、一生懸命に食育を伝えることです。本当

にコロナ禍の終息が待ち遠しいです。

（佐々木氏）

子どもの食について、野菜の好き嫌いとか、乳

幼児検診とかで感じることはありますか。

（滝沢氏）

乳幼児検診で感じるのは、子どもの好き嫌いは

やはり親の影響が大きいかと思います。

離乳食で一度食べなかったものは、繰り返しあ

げない方がいらっしゃいます。離乳食を食べな

かった理由が、必ずしも美味しくなかったからで

はなく、固さや歯触りが理由だったりしますが、

お母さんたちにはなかなか分かりません。

町立こども園の事例ですが、園児が自分たちで

お野菜を育て、それを給食に出してもらう取組を

しています。園児は、自分たちが育てた野菜だと

嫌いな物でも食べてくれるそうです。また、先ほ

どお話しした子どもを対象とした料理教室を小学

校で催した時の事例です。コロナの影響を考慮し

て、３年生以上で調理実習を行い、１～２年生と

自分たちの分のお昼ご飯を作りました。３年生以

上は自分たちが作ったということで好き嫌いが

あっても食べてくれましたし、１～２年生はお兄

さん、お姉さんたちが作ってくれたということで、

好き嫌い無くいつもより食べていました。こうし

た家族以外の身近な人が、ご飯を作ってくれるこ

とを体験することも、子どもたちには結構良いと

感じました。

（佐々木氏）

滝沢さんから親の影響というお話がありました。

岡田さんは大人の食育について、どうお考えです

か。

（岡田氏）

大人の食育についても、講演だけではなくて実

際に食べていただき、体感させるようにしていま

す。好き嫌いの話がありましたが、食育基本法が

できた頃、保育園や小学校ではニンジンやホウレ

ンソウなどの野菜を食べない子がいて困っている

と言う先生たちもいらっしゃいました。こうした

場合は、まず、食の嗜好は変わることを易しく教

えます。

子どもの頃はウエハースやタマゴボーロが好き

だったのが、大人になると辛いものや苦いものが

食べたくなるように、年とともに食べ物の好みは

変わることをお話しします。保育や食育の現場で

は、嫌いなものを押し付けたり、食べ物のことで

怒らない工夫が大事だと思います。

若いお父さん方や

お母さん方にどう伝

えようかと、現場で

悩んでいる先生や保

育士は多いですが、

細かいところでピリ

ピリしないで、余り負担に思わないようにと言い

ます。言う側がピリピリしていたら、子どもも嫌

になりますよね。おいしさは笑顔です。笑顔がお

いしさに繋がることを話して、先生たちも負担に

思われないようにとお伝えするようにしています。

食育の現場には年配の方も沢山いますので、食

の嗜好は生涯を通じたライフスタイルに関わると

いう長い目で見た指導をする必要があります。

（佐々木氏）

幼少期から大人へと食の嗜好は変わるというこ

とですが、味覚といえばコロナウイルスに感染し

た場合、最初の自覚症状は味覚異常から始まると

聞きました。これは、「食」を大事にしなさいと

のサイン、「味覚」を何とかしなさい、というこ
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とかなと思ったりします。

会場から何かご質問がありましたら、ご発言を

お願いします。

（食育ＮＰＯおむすび）

私たちは、主婦が集まり

特定の大人や子どもを対象

に食育活動しています。私

たちの活動は会員などの会

費で運営していますが、経

費も多く厳しい運営が続いています。行政を絡め

たネットワークにしていかないと駄目なのかなと

感じましたが、そういうところはどうされている

のかお伺いしたいと思います。

（岡田氏）

「やまがた食育ネットワーク」は役員が10数名

いますが、いつも「予算の少ない中でよくここま

で続けられた」という話になります。そして、１

回途絶えてしまうと再開できないだろうと言い続

けてきています。つまり、蒔いた種、出てきた芽、

育ってきた木をそのまま枯らしてはいけないとい

うことです。農作物や植物の命と一緒ですよね。

県等の補助金は事務手続きなどが大変ですから、

行政からの助成はいただいていません。行政から

の助けがないことを悔やんだり、無いものねだり

しないことです。食生活改善推進員も元々は草の

根のボランティアから始まったと思いますが、現

在も各地で活動を続けておられます。「やまがた

食育ネットワーク」も草の根活動を続けてきまし

た。

「食育ＮＰＯおむすび」さんでは、いま大変な

思いをしながら続けているということでしたが、

無くなってしまうと次に生み出すのはとても大変

なことですから、細々でもいいので続けることが

大事です。よろしかったら、私たちと「よみがえ

りのレシピ」の上映会をご一緒にいかがですか。

（佐々木氏）

「食育ＮＰＯおむすび」さんへのご助言ありが

とうございます。それでは時間ですので、最後に

一言ずつお話しいただいてまとめたいと思います。

（滝沢氏）

岡田さんがおっしゃったように、私も保健師と

して「食」は自分の体を作り「食」を通じた健康

づくりが大切だと感じています。食生活改善推進

員会の担当として、これからも食生活改善推進員

会の皆さんとともに、町民の健康づくり、健康な

食生活について広める活動ができればと思ってい

ます。

今日はどうもありがとうございました。

（岡田氏）

この度は私たちが農林水産大臣賞をいただきま

したけれども、今年も食育活動表彰の募集をされ

ていますので、是非、皆さんも自分たちの活動を

応募していただきたいと思います。東北の方は奥

ゆかしいですが、それは東北の方の味であり素晴

らしさだと思います。奥ゆかしいけど、その奥ゆ

かしさの裏に東北の強さがありますね。豊かなふ

るさとに恵まれた皆さんには、ぜひ、自信を持っ

て発信していただきたいと思います。

継続は力なりです。食育も、食べることも。

（佐々木氏）

最後に、住民の話し合う場を作る、機会を作る

ことが大切というお話をいただいた滝沢さん、情

熱を持って食を語る岡田さんにお礼申し上げます。

そして、次世代にその情熱を伝えていけるように、

また、来年の農林水産大臣賞が会場の皆さんから

出ることを願っています。

本日は、このような機会をいただきました東北

農政局消費生活課の皆さんに御礼を申し上げ、マ

イクをお返しします。ありがとうございます。
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【開催概要】

　○開催日時：令和２年９月24日（木）　13:15～15:45

　○開催場所：仙台合同庁舎Ａ棟８階 講堂（仙台市青葉区本町３－３－１）

　○参加者数：一般参加　５５名　　事例発表者・コーディネーター　３名　　局内関係者　９名　　

　○アンケート回収数：50枚（回収率  91%＝50/55）

令和２年度第１回食育セミナー「生涯を通じた食育の推進～
若い世代に伝えたい～」アンケート結果
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40歳代
16%

50歳代
18%

60歳代
24%

70歳以上
8%

職 業

農林水産業
4%

会社員・団体職員
26%

栄養士・調理師
8%

教員・公務員
28%

学生
14%

その他
20%

食育に興味
51%

食育関係業務
24%

学校等からの勧め
14%

その他
9%

無回答
2%

セミナー参加のきっかけ（複数回答）

非常に良かった
35%

まあまあ良かった
39%

どちらでもない
6%

無回答
20%

大いに参考に

なった
38%

まあまあ参考

になった
44%

あまり参考

にならない

関心を持った
8%

無回答
6%

パネルディスカッションの感想

セミナーは参考になりましたか

年 齢

栄養バランス
17%

食習慣の改善
14%

食品ロス削減
15%

食料自給率
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肥満・やせ
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地産地消
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生産加工
3%

食文化伝統料理
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食品の安全性
15%

その他 無回答

これからの食育として大切な取組は （複数回答）



○アンケートに記載いただいた主な意見・感想（抜粋）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

食育について、今まではあまりイメージがわかなかったのですが、セミナーを通して、意外と身近なところにあると思いまし

た。  　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （女性　20代　教員・公務員）

食の問題に学生の立場から何か具体的にできることは何かありますでしょうか？問題について関心はあるのですが、私たち一

人一人が何ができるかよくわからなくて、食の問題が非日常的なものだと感じてしまう若者も少なくないと思います。もっと

次世代の若者が食の問題に関心をもち、改善に向かって行ければいいなあと願っています！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　   （女性　20代　学生）

食育と一言で言っても、いろんなアプローチがあると感じました。自分の食生活をきちんと見直すきっかけになりそうです。

（女性　20代　教員・公務員）

私が食育と聞いてまず想像したのが共食についてです。近年は孤食という言葉をよく耳にします。誰かと一緒に食べる喜びと

いうのも未来へと継承していくべきではないかと思います。　　　　　　　　   （女性　20代　教員・公務員）

放射能や食品添加物の話で、メディアに踊らされず正しい知識をもつこと、正しく恐れることの重要性を改めて実感しまし

た。                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男性　20代　教員・公務員）

共働きなど忙しい家庭で、食事の準備などに時間をかけることが難しい方向けに、できる範囲での食事に気をつけることにつ

いて知りたいと思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　（女性　20代　教員・公務員）

子供の未来に係るものとして捉えると、孤食をどう改善すべきかということに重点をあてたセミナーに参加したい。「孤食は

なくならない」ということを、こども食堂以外の方法で改善しなければ、食べる喜びを感じられないままの子供達が健康に気

をつかうようになるとは思えないでいます。　　　　　　　　　       　 　 （女性　30代　会社員・団体職員）

生きていく上で必要な食の習慣は、小さいうちに身について欲しいと強く考えました。（女性　50代　会社員・団体職員）

コロナ禍で、今までの様に食育活動ができずにおりました。新しい生活における食育活動をどう進めるか、迷うところです。

（女性　50代　栄養士・調理師）

食べることの大切さや地域で取れる野菜の紹介など、一生懸命に取組を続けてこられたことに感動しました。福島ではまだま

だ放射線に対しても不安や迷いなどある状況下で、時間をかけて専門家の方たちと車座になりながら対話されてきたことに頭

が下がりました。また、未来に向かって食の大切さをつないで行かれるお二方の姿は、食に対して無頓着な私には胸が痛い思

いとなりました。今日はきちんと栄養素を考えながらの夕食にしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女性　50代　会社員・団体職員）

バランスの取れ

た食事
15%

朝ごはんの大切さ
8%

農林漁業体験
8%

地産地消
20%地域の食文化

12％

食品ロス削減
16%

食品安全
8%

活動事例紹介
5%

スポーツとの関連
5%

その他
2%

無回答
1%

今後のセミナーのテーマとしてほしいこと（２つまで回答）「食育」に関するイベントなどで参加したいものは（複数回答）

料理体験
23%

健康栄養相談
8%

農林漁業体験
14%

工場市場見学
12%

食生活改善講演
17%

食の安全講演等
20%

その他
3%

無回答
3%


