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はじめに
─

われわれ農業者が 食 農 教 育 に 取 り 組 む 意 味 は 何 か ─

㈳日本農業法人協会は、農業という産業の先駆者・リーダーとして、いのちと環境を
守り、次世代を担う子どもたちに、あるべき農業の姿、食の本質を示したいと考えてい
ます。農業者自身が、農業体験を軸にした食農融和活動を実践することが、日々の食卓
はいのちの営みの中にあることを伝えます。さらに、農業経営者の思いや農業の実態に
触れ、自らが食物を育てることに関わった喜びを知ってもらうことが、子どもだけでなく、
おとなも含めた生活者の食卓と、農畜産物がはぐくまれる畑や田んぼとの距離を縮めます。
われわれ農業法人が、わが農業・農村の発展と国民生活の向上に寄与する食農教育活
動の推進役を果たすことは、日本の食料生産を担う農業経営者の責任と使命です。

1 世界の食料需給と日本農業の低迷の中で

2「食」と「農」のかい離をどう食い止めるか

今、世界の食料需給構造は、大きな転機を

世界の農地争奪戦の一方で、国内では増え

迎えています。バイオ燃料ブーム、新興経済

続ける遊休農地。このミスマッチを打開する

国の台頭、途上国の人口増加などを背景とす

道は、どこにあるのでしょうか。この危機的

る昨年来の穀物相場高騰は、世界的な食料争

な状況を「危機」と認識することなく、輸入

奪、さらに諸外国では国境を超えた農地争奪

に依存した飽食を謳歌している日本人の食に

戦を引き起こし、かねてから懸念されていた

対する意識が変わらない限り、今の食構造も

「食料危機」が、まさに現実のものとなりか

変えられないという点にあるのではないで

ねない状況を見せ始めています。

しょうか。

一方、日本国内を見ると、食のグローバル

食の安心・安全への関心が高まっていると

化によって食料の海外依存が著しく進み、食

はいえ、食の外部化率が４割を超え、食事の

料自給率はカロリーベースで 40％まで低落

調理さえ食品産業に依存する消費者が増える

しました。それと並行して、国内農地や農村

状況下、
「食」と「農」のかい離は、広がる

の荒廃、農業者の高齢化による農業生産力の

ばかりです。価格訴求の中で輸入食材が増加

低下は、すでに危険水域を超え、10 年後の

しているにもかかわらず、カネさえ払えば、

展望さえ描けなくなりつつあります。

いつでもどこでも、好きな食べものが買える

1

という消費感覚が当たり前になり、食を生産
する農の現場への知識や関心は薄れています。
すぐとなりに畑があるのに、はるばる海外

4 農業者には、農産物以外にも

消費者に届けるべきものがある
2005 年 に 食 育 基 本 法 が 成 立 し ま し た が、

「栄養バランス
から輸入されてきた冷凍野菜や総菜を食べ、 「朝ごはんをしっかり食べる」
食材の調理方法や調理技術さえ持たないこと

を考える」という食事指導が進む一方で、
「食

に違和感を持たない消費のあり方は、どこか

べものとは本来どういうものか」という、食

おかしくないでしょうか。

に対する最も基本的な認識の醸成が、おざな
りになってはいないでしょうか。その役目を

3「食」のあり方を、改めて問い直すために
食べものの背景には、その食べものを生産
する農地があり、農業者がいます。食べもの

担えるのは、動植物のいのちと日常的に接し
ている、われわれ農業者しかいないのではな
いでしょうか。

となる動植物が育つためには、一定の時間と

われわれは、良質な農産物を消費者に提供

空間も必要であり、農業者がいくら努力して

することに誇りを持ってきたはずです。しか

も、工業製品のように 100％均質な規格品が

し、消費者に届けるのは、農産物だけで十分

できるわけではありません。なによりも、国

だったのでしょうか。食べものの背後にある

内外に関わらず、土や水という有限の資源が

農地や農業のことを伝え、農産物にとって無

なければ、食料となる動植物は生産できませ

理なことは無理と伝える必要はなかったのか。

ん。そして、その日々の農業生産が、保水機

自然の摂理を伝え、いのちの循環を伝えるこ

能や洪水防止機能など、国土保全や環境保全

とで、消費者に「食べる」という行為を見直

の役割も果たしてきました。

す機会を提供する必要はなかったのか。農産

「食べもの＝カネで買うもの」という「消
費の論理」でしか食べものを見ない風潮の中

物の提供とともに、消費者に伝えるべき情報
があったはずです。

では、かつては当たり前だった、これら「自

農業をとりまく環境は厳しさを増していま

然の摂理」のなかにある食の根源的なあり方

すが、だからこそ、食にかかわる人々と連携

さえ、忘れられ始めているのではないでしょ

をとりながら、食と農の距離を少しでも縮め、

うか。年間 1900 万トンという、世界の食料

食と農の本質を伝え、食農の融和を図るため

援助よりも多い膨大な食品ロスを見ても、日

に、農業者ならではの食農教育に取り組むこ

本の食の浪費は見過ごせません。

とを、今、日本農業法人協会全会員に呼びか
けたいと思います。
平成 21 年 7 月 13 日
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食農融和推進部会

1食農教育を通じて農業者が伝えられること

1「消費の論理」ではなく「自然の摂理」
から食べものをとらえる意識を育てる

て無理なことは無理だと理解できる将来の消
費者を育てることにもつながります。

消費社会のなかで、食べものは「カネさえ
出せばいつでも買える」という対価商品とし

3食料自給率の向上は、

てしか見られなくなりました。しかし、これ

消費者の問題でもあるという認識を広げる

は消費の論理です。その背景には、国内外を

食料自給率は、国民全体の消費のうち、国

問わず、生産する農地と農業者があり、農産

内生産でどれだけの割合を供給しているかと

物を運ぶ流通があり、現在は、さらにその農

いう数字です。分子となる国内農林水産業が

産物を調理する食品製造業があって、はじめ

いくら生産量を増やしても、分母である国内

て消費は成り立っています。

消費の輸入依存が変わらなければ、食料自給

さらに食べものの生産は、土壌や水などの

率は上がりません。

自然資源があって初めて成り立つもので、こ

「食べる」という行為は、日本の農地の荒

の自然資源さえも、人口増加と飽食化が進む

廃や食料自給率低下に直接かかわる行為であ

世界の食を支えられなくなりつつあります。

り、世界の食料・水・環境問題が深刻化する

「消費の論理」でとらえてきた食べもの

なかで、日本の風土に沿った食べ方を志向す

を、
「自然の摂理」のなかでとらえ直す意識を、

ることが、食料自給率の向上や国内農地を蘇

次世代に伝える必要があります。

らせることにつながるという認識を広げるこ
とが必要です。

2農業体験を通じて、

食べものが育つプロセスを知る
自らが種をまき、作物を育て、収穫し、食

4農業には、農産物を供給する以外の
公益的な価値があることを知らせる

べられる状態に加工・調理するまで、動植物

農業者は、生産する農産物の販売で生計を

が食べものとなるまでのプロセスを、農業体

立ててきました。しかし、その営みが、国土

験を通じて体感してもらうことには、大きな

保全・水源涵養・自然景観保全など、金銭に

意味があります。

はつながらないさまざまな公益機能を果たし

すべての食べものには、いのちがあること。

てきました。

動植物が育ち食べものとなるまでには、一定

食のグローバル化の中で農産物販売だけ

の時間と育つための空間が必要なこと。育つ

では生計が成り立たたず、農村部では高齢化

過程では、病気になったり虫にねらわれたり

や過疎化が進行し、耕作放棄地が増加した

と、人間が育つのと同様に、さまざまなドラ

今、農村地域が無償で担ってきた公益機能は、

マがあること。どんなに農業者が頑張っても、 すでに農村部の住民だけでは負担しきれなく
工業製品のように、すべて同じ大きさや形に

なっています。今後、農業者が「百姓仕事」

育つわけではないこと。

として担ってきた、これらのシャドウワーク

単に「カネを出せば買える」という表層的
な消費の論理だけではない、食べものの本来

を、都市住民も含めてどうやって負担してい
くのか。
その議論を巻き起こす必要があります。

の姿を体感してもらうことが、生産現場にとっ
3

2食農教育に取り組むにあたって
食農教育を取り巻く状況

─

1教育関係者から期待されている

者の育成が目的になることはありませんが、

農業体験の教育的効果

校内暴力など学校の荒廃が、農業体験でおさ

小学校を中心に、農業体験を教育に取り入

まったという事例も数多く報告されるなど、

れるケースが増えています。生き物を育てる

農業の持つ心の教育力は、一定の評価を得て

中で「いのちの連鎖」を体感し、日々の食習

います。作物を育て上げるには忍耐や努力が

慣を見直すこと。地域の人々と交流し、協力

必要で、その先に収穫という達成感があるこ

しながら主体的に行動できる「生きる力」を

と、動物と触れ合うことが情操教育につなが

育てること。他にも「他者のいのちの尊重」
「自

るなど、さまざまな成果が報告されています。

然を愛する心を養う」
「地域学習」
「環境学習」

「生きる力」の育成に期待する教育関係者

などさまざまな角度から農業体験の価値が注

との連携はもちろん、栄養バランスや調理体

目されています。

験を担う栄養士や料理家、地域学習の知識や

平成 21 年度からは、改正学校給食法が施

技術を持つ教師や教育委員会、環境問題か

行され、学校給食が食育の場として位置づけ

ら食を見直す活動を展開している NPO など、

られました。児童の食指導を担う栄養教諭の

さまざまな連携を考えながら、「食」の意味

役割としても、
「地域の食文化、食に関わる

を総合的にとらえる食農教育を考えたいもの

産業、自然環境の恵沢に対する理解の増進」

です。

が明記されました。
さらに、新学習指導要領も平成 21 年度か
ら施行され、小中学校の教育課程全体の重要

食育基本法の制定前後から、食関連業界の

事項として「環境・食育に関する学習の充実」

企業による食育プログラムも多数登場してい

があげられています。とくに、中学校の技術

ます。自らの商品の販売促進を念頭に置いた

家庭科（技術分野）では、「生物育成に関す

だけのプログラムも目立ちますが、食と農が

る技術を利用した栽培または飼育」（つまり

かい離している現状下、その中間的な立場に

農業体験）が必修化されました。

ある食品産業は、農業者以上に消費者との接

学校教育では、農業技術の習得や農業後継

4

2流通・小売・外食と連携を考える

点を持つ位置にあるのも事実です。

「安くて安心でおいしくて日持ちがして外
見がいい。しかも添加物（農薬）を使わない」

おとなを巻き込むことを視野に入れた取り組
みが必要です。

など、生産現場の実情とかい離したニーズを
つきつけられているのは、農業者も食品業界
も同じです。

4農産物だけでなく「農業体験」や「農地空
間」もビジネスの可能性を秘めている

消費低迷で価格訴求が強まる中、食品業界

食農教育はボランティアでやらなければな

では、生産現場との連携には温度差がありま

らない活動ではありません。宿泊型の農業体

すが、産地とのつながりに個性を求める小売

験をグリーンツーリズムにつなげる例は、北

業者も少なからず登場しています。食関連業

海道や長野などで増加しています。都市部で

者との連携は、流通・小売業界の社員の農業

は、農業者が有料で農業体験の場を提供し、

理解を進めることにもつながります。志を同

栽培指導も行う「農業体験農園」が人気を集

じくできる食関連業者と連携することも視野

めています。民間でも、
東京都世田谷区の
「ア

にいれる必要があります。

グリス成城」（経営：㈱小田急ランドフロー
ラ）
、千葉県君津市の「アグリライフ倶楽部」

3子どもだけでなく、おとなにも食農教育を！

（経営：アグリライフ㈱）など、年会費 10

子どもの崩食が問題視されていますが、子

万円以上の会員制貸農園ビジネスが登場して

どもの食事情は、その親であるおとなの食に
対する価値観が生み出したものです。その意

います。
農産物だけでなく、栽培ノウハウそのもの、

味で、子どもに対する以上に、おとなに対す

あるいは農地空間がもたらす「癒し」や「コ

る食農教育や情報発信が重要です。

ミュニケーション」にも、ビジネスとしての

子ども対象の取り組みにも保護者に参加し

可能性が広がり始めています。

てもらったり、親子参加を対象にするなど、

5

3農業法人が取り組む食農教育の情勢と課題

㈳日本農業法人協会では、会員の食農活動・

①食農活動・消費者交流の取り組み状況について

消費者交流の取り組み状況と課題を把握す

「食農活動・消費者交流の取り組みを行っ

るため、平成 20 年６月から 12 月の期間で

ていますか」
との問いに対し、
「実施している」

調査を実施し、876 会員（全会員の 50.3％）

37.2％、
「検討中」11.8％の回答がありまし

より回答を得ました。

た。合わせると５割弱を占めていることから、
食農活動・消費者交流に対する関心の高さが
窺えます。一方で、
「予定なし」と「無回答」
を合わせた 51.0％に向けて、取り組みへの
促進策が必要と思われます。

N ＝ 876

実施している

検討中

予定なし

無回答

合計（社数）

326

103

366

81

割合

37.2％

11.8％

41.8％

9.2％

②実施している法人の取り組み内容について
子供への教育的農作業体験では、幼稚園、

学・農場体験、交流会等出席、イベント開催
を合わせると 36.8％となり、取引先との連

保育所、小中学校の体験授業などの受け入れ

携や自らが主催するなどで消費者との交流が

として 22.7％が実施しています。消費者見

行われています。

自由記述回答から主な取り組みごとにまとめたもの N ＝ 326

合計（社数）

割合

子供への教育的農作業体験受入

74

22.7％

消費者見学・農業体験

66

20.2％

消費者との交流会等出席

31

9.5％

消費者向けイベント開催

23

7.1％

直売

21

6.4％

その他

22

6.7％

未回答

89

27.3％
※四捨五入の関係で 100%になりません

③営農類型ごとの取り組み状況について
農業生産第 1 位作目ごとに「実施してい

課題とも言えます。なお、種別にまとめると、

る」割合を求めました。作目ごとの母数のば

耕種農業（稲作～きのこの合計）41.6％、畜

らつきを考慮しても、主要な作目では概ね平

産農業（酪農～食鶏の合計）32.7％でした。

均以上の割合を占めていることがわかります。

6

その逆に、割合の低い作目への対策が今後の

作

目

合計 752 （社数）

稲

作

207

42.5％

麦

類

2

50.0％

雑穀いも豆

割

23

56.5％

芸

16

43.8％

露野菜

62

40.3％

施野菜

78

38.5％

果

54

57.4％

露花き

6

16.7％

施花き

43

25.6％

きのこ

21

28.6％

酪

農

31

48.4％

肉

牛

42

35.7％

養

豚

51

27.5％

採

卵

72

29.2％

食

鶏

12

25.0％

その他

32

工

樹

28.1％

平均

38.6％

④当協会より食農活動・消費者交流等を

度なら可能」「検討できる」を合わせて 6 割

相談した場合の協力について

以上が、当協会からの働きかけに対応または
検討できるとしています。

「農場への受け入れ可能」
、「思いを語る程
N ＝ 876
合計（社数）
割

合

合

農場受入可能

講師可能

検討できる

無回答

141

48

370

317

16.1％

5.5％

42.2％

36.2％

調査結果を営農種別でみると、耕種農業に

今後は、アンケート調査等を通じて取り組み

比べて畜産農業のほうが、衛生面の配慮や施

内容の把握・分析や、支援施策の情報提供な

設面の対応がハードルとなることもあり、取

どを通じて、食農活動の推進を図ることが必

り組みの割合がやや低いことがわかりました。

要と思われます。
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4農業法人の取り組む食農教育事例
料理家組織と連携した食農教育の実施………………………………………………………………


大阪府農業法人協会

大阪府農 業 法 人 協 会
■所在地

大阪府大阪市中央区馬場町３－３５
大阪府農林会館（大阪府農業会議内）

■経営概要

１９９９年設立。正会員１５名。会長 野島五兵衛氏

①取り組みの経緯

2004 年、
大阪府の料理人グループ「まんでい会」
と共同で「なにわ野菜を囲む親子クッキング教
室」を辻クッキングスクール阪神校で開催した
のをきっかけに、参加した料理人の多くが入会
している「浪速魚菜の会」に加盟。農業者と料
理人、飲食店経営者、市場流通関係者など、食
に関わる人々とともに、伝統野菜の復活や食文
化活動を実施。

②取り組み内容（「浪速魚菜の会」の活動として）

「試食＆セミナー会」…年４回。大阪府農業法人
協会メンバーが生産した野菜を持ち寄り、料理
人がそれを料理して会員に試食してもらう。大
阪府内産野菜と他産地の野菜の食べ比べなども
行う。セミナーでは、農業者・料理研究家など、
幅広く食のジャンルから講師を招いている。
圃場での交流会…不定期。「浪速魚菜の会」の
会員が圃場を訪れて交流。

連携組織の概要

NPO 法人浪速魚菜の会（代表者・笹井良隆氏）
http://www.ukamuse.jp/
1999 年、料理人を中心に、任意団体「浪速魚菜
を食べる会」として発足。04 年 NPO 法人浪速魚
菜の会に改組。年会費１万円（法人会員５万円）で、
現在、会員約 100 名。
浪速の伝統野菜を含め、伝統野菜を含め大阪府下
の野菜や魚介類などを再評価し、食育イベントや
機関誌「浮瀬」の発行などを通じて、浪速の食文
化を見直し広くＰＲする活動を展開。
地産地消事業として、府内の良質な食材を掘り起
こして流通・飲食店への販売につなげたり、月１回
の浪速魚菜の宅配、飲食店などへのデリバリーサー
ビス、府内の食材を使ったレシピ提案などコンサ
ルティングも行っている。
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NPO と連携して食農教育を実施… ……………………………………………………


山口県・㈲梶岡牧場

㈲梶岡牧 場

http://www.firehill.com/

■所在地

山口県美祢市伊佐町河原 782

■経営概要

1990 年設立。資本金 800 万円。年商約 4000 万円。
1975 年、果樹経営から畜産へ転換。現在、黒
毛和牛年間約 500 頭を安愚楽共済牧場と委託
契約し肥育・出荷。バーベキューハウスの建設
に続き、1988 年、牧場に隣接してレストラン
「ファイヤーヒル」を併設。堆肥の製造・販売
も事業化。

①取り組みの経緯

②取り組み内容

㈲梶岡牧場では、かねてから「自然を食す」を
○農業体験 …「きららの里農園」（約 3000㎡）
テーマに、農業体験を含む交流イベントの年間
での稲作・畑作体験・ポニー乗馬体験・搾乳体
計画をたてて実施してきた。しかし、
「バーベ
験など
キューハウスでステーキを食べながらの交流イ
○自然体験 … 竹細工・乗馬（えさやり）・玉
ベントは採算がとれるが、搾乳体験などは採算
ねぎなどを使った染色・竹炭窯での炭焼・竹ご
がとれず、会社の事業としては、どうしても赤
はん、カレー調理など
字部門になる」
（同社代表取締役・梶岡春治氏）
という課題があった。
連携組織の概要
NPO 法人きららの里（事務局 西山美貴氏）
そこで、2001 年、山口県きらら博をきっかけに、
2001 年設立。豊な自然の恵みを生かし、「教
NPO 法人きららの里が設立されると、同 NPO
育・農林業・福祉」を 3 本柱に活動を展開。年
法人の事務所用地を農場内に提供。採算性のな
会費 3000 円（一般会員。メール会員 1000 円）
い食農教育活動に関しては、NPO 活動を支援す
の会員制で、現在、会員約 40 人。竹細工体験
る形で、農業経営と分離する形をとった。
200 円、乗馬 500 円など、有料での自然体験
現在は、NPO を軸に、
「河原百笑会」など地域
のほか、障害者乗馬など福祉事業も実施。
の他の農業者グループとも連携し、美祢市の地
2005 年度「福祉環境プロジェクト事業（文科・
域資源や人的資源を活用しながら交流を広げる
環境省）
、2006 年度「若者出会い応援事業」
（山
ことで、食農
口県単事業。少子化対策）
、
2008 年度、
「教育ファー
教育活動を地
ム推進事業」
（農水省）
域活性化につ
実証区認定を受け、助
なげることを
成金も利用している。
めざしている。
事務局・西山氏は㈲梶
岡牧場代表取締役・梶
岡春治氏の長女。
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農業者が運営する農業体験農園………………………………………………………


大阪府・杉五兵衛農園

杉五兵衛 農 園 （ ㈲ 杉 農 園 ）

http://www.sugigohei.com

■所在地

大阪府枚方市杉責谷１-951

■経営概要

1971 年、単品生産から多品目少量生産に農業生
産を転換。同時に約 5ha の農園内に農園レストラ
ンを建設。園内農産物を加工・調理・直売する経
営スタイルを確立。販売部門として ㈲杉農園があ
り、レストラン本館、04 年に建設したテラスハウ
ス、パン・ケーキ工房を運営。07 年「食農体験塾」
をスタートし、農業体験も事業化を図る。

①取り組みの経緯

1971 年、イモ掘りと芋がゆ調理体験から体験
の事業化に着手。その後、果樹・野菜の収穫体
験を次々にイベント化。
農業体験と農園料理、農園風景を楽しめる観光
農園として人気を集める。2007 年、農村コミュ
ニティ再生・活性化事業（農水省）を利用して、
近隣農家とも連携し「食農体験塾」をスタート。
農業・調理体験の事業化に本格的に乗り出す。

②取り組み内容

●食農体験塾
前期４－８月（７回）
、後期９−翌年１月（７回）
１クラス 15 名６クラス。各月１回（６，７，９，
10 月は月２回）
１ 日 体 験 コ ー ス 6000 円、 半 年 コ ー ス ３ 万
5000 円、通年コース７万円。
（農業体験・収穫した野菜の料理講習。昼食に
レストランでの農園料理を含む。毎回有機栽
培野菜のみやげ付）
※毎回、定植などの農作業と収穫体験・加工
体験をセットで用意。たとえば４月は…
定 植：里芋・ずいき芋・トウモロコシ・きゅうり
収 穫：若ごぼう・菜の花・高菜
加 工：高菜の漬物・菜の花からしあえなど
●区画型体験農園（農業体験農園）
１区画 20㎡。35 区画。４月から翌年１月まで。
の じま ご へ い
年間指導料５万円。園主の野島 五 兵 衛 氏が作
付計画を作り、定植・栽培・収穫まで体験指
導する。土づくりや畝たても園主が実施。
「100 区画になれば
事業として成り立
つ」と園主は試算
している。
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量販店と連携し、消費者の産地見学や店頭交流販売。社員研修も受け入れ……

岡山県・芳井殖産㈱

芳井殖産 ㈱
■所在地

岡山県井原市芳井町吉井 1401

■経営概要

1995 年設立。
資本金 1000 万円。年商約 9000 万円。
１万羽規模の平飼い採卵養鶏で、卵は「放牧自
然卵・健（すこやか）鉄ちゃん」
「平飼い農家
の吉備玉子」などのブランドで商品化。卵豆腐
など農産加工も手掛け、卸販売のほか、量販店・
消費者への直売も実施。

①取り組みの経緯

地元量販店チェーンで週２回、定期的に店頭販
売を行い、年約 10 回は当社スタッフが店頭に
立って試食販売を実施するうち、同社バイヤー
と相互理解が進み、スーパーの販売促進活動の
一環として、消費者モニターの産地見学会を開
催。さらに、社員研修の受け入れも始めた。

②取り組み内容

店頭や産地見学会で消費者と交流しながらの試
食販売を通して気づくのは、鳥インフルエンザ、
サルモネラ中毒、賞味期限など、食の安全・安
心についての消費者の関心の高さと同時に、生
食を想定して決められている賞味期限を「過ぎ
たら捨てる（加熱しても食べられない）」と思い
こんでいるなど、意外に誤解も多いこと。「誤っ
た認識を修正していかなければ、販売もしにく
くなる」
（同社専務・藤井浩太郎氏）との思いから、
できるだけ消費者との対話を心がけている。
社員研修や店頭販売での社員との交流は、店舗
スタッフへの理解促進にもなり、単なる「送り
こみ商品」ではな
い取り扱いをして
もらうことにもつ
ながる効果があっ
たという。
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学校と連携して出前授業や、修学旅行の受け入れを実施���������

沖縄県・㈲トロピカルファームたまぐすく

㈲トロピカルファームたまぐすく

http://www.geocities.jp/hanayakamura/

■所在地

沖縄県南城市玉城富里 690 －１

■経営概要

2002 年設立。資本金 300 万円。年商約 1 億円。
パパイヤ農家３人で直売所「花野果村」を設立。
出荷生産者約 550 人の大規模直売所に成長し、
地元消費者だけでなく、外食業者への販売、東
京・大阪など大都市圏への県内特産物販売など
も行う。また、農業体験・消費者交流・農家民
泊など地域コミュニティづくりの窓口も果たし
ている。

①取り組みの経緯

2002 年の「花野果村」設立当初から、
「花」「野
菜」
「果樹」を扱う直売所であると同時に、農
業体験や消費者交流など「村」としての機能を
果たすことを重視。
学校側からの要望で、市内 3 小中学校で出前授
業を実施。
2005 年から、県外高校生の修学旅行の受け入
れを積極的に会員農家や民家に推進し、2008
年は長野、埼玉などから 10 校を受け入れた。
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②取り組み内容

●出前授業…「総合的な学習の時間」を使い、２
時間授業を実施。同社代表取締役、大城浩明氏
の場合、日本の農業、沖縄県の農業、玉城地域
の農業についての説明プログラムをパワーポイ
ントで作成。現在の食生活の歴史なども語りな
がら、地産地消の意味を伝えている。
●農業体験…サトウキビ植え付け体験、パパイヤ
農園作業体験、パパイヤサラダ講習会、ジーマ
ミ豆腐づくり体験、黒糖づくり体験などのプロ
グラムを用意。
農家の民泊受け入れも推進しており、現在約
800 戸の受け入れ農家を組織化。
体験料は 700 〜 3,500 円。

5活動の推進に向けて
食農教育の活動パターンと連携対象リスト

─

1農業体験を受け入れる
小中学校の「総合的な学習の時間（修学旅
行学習を含む）」など学校教育のなかで実施

①宿泊型

する方法と、週末を利用して、半年から１年
間の農業体験スクールを実施する方法、宿泊
施設を用意して、ファームステイ型農業体験
を実施する方法などがあります。

ファームステイで農業体験（修学旅行の受け入れを含む）

参考事例：トロピカルファームたまぐすく（P12）
●連携が可能な関連業界…旅行会社・地元旅館組合・観光協会・商工会・生協など
●利用できる助成事業…子ども農山漁村交流プロジェクト（文科・農水・総務３省合同事業。
事務局：都市農山漁村交流活性化機構）
、こども夢基金（青少年オリンピックセンター事業。
事務局：同左）など。

②日帰り型

年間を通じた農業体験プログラム

■パターン１ 生産圃場の一部を地域住民に開放して農業体験指導（農業体験農園型）
参考事例：杉五兵衛農園（P10）
■パターン２ 体験用圃場を確保し、子供向け年間プログラムを実施
参考事例：梶岡牧場（P9）
●連携が可能な関連組織…料理家組織・JA・行政・生協・観光協会など
●利用できる助成事業…教育ファーム事業（農水省事業）
、こども夢基金（青少年オリンピックセンター）など

③イベント型

交流会・感謝祭などの形で、収穫体験などを年数回実施収穫体験農園の
設置や畝売りの実施、収穫祭イベント、収穫・料理教室など。

参考事例：芳井殖産（P11）、大阪府農業法人協会（P8）
●連携可能な組織…観光協会、生協、行政、料理家組織など
●利用できる助成事業

④学校への出前授業

学校と連携し、「総合学習の時間」などを活用した学校での農業体験指導
を実施

参考事例：トロピカルファームたまぐすく（P12）
※ 09 年度から、中学校でも「技術・家庭科」で「生物飼育」が必修化。
「総合的な学習の時間」だけでなく、技術・
家庭科教師などとの連携の可能性も広がっている。
●連携可能な関連組織…学校、教育委員会、学校栄養士など
●利用できる助成事業
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2学校給食への食材供給と食農教育を結びつける
内閣府が平成 18 年３月に策定した「食育推

3活動のための必要な配慮
●ハード面での受け入れ体制整備

進基本計画」では、学校給食で使用する農産

大人数を受け入れるとき、必要に迫られる

物の地場率を、平成 22 年までに 30％以上に

のが、着替えの場所・トイレ・体験後に手足

するという数値目標が定められ、その後、各都

を洗う場所などの確保。人数に見合ったトイ

道府県が策定した「食育推進計画」でも、現

レ・着替えスペースがない場合でも、新たに

場の状況に即した数値目標が掲げられました。

トイレを設置する前に、体験圃場の近くで、

給食用の供給に関しては、価格・ロット・

公民館など協力してもらえる施設を探すのも

規格など、調理施設の規模や設備によって、 手です。
さまざまな条件がありますが、給食に食材提
供する農業者を中心に、食農教育を実施して
いる地域も少なくありません。
単に食材を提供するだけでは、食農教育に

●マスコミへのアプローチ方法
地元新聞社支局、テレビ局などに事前に
ニュースリリースを流すのも手です。また、

つながりません。地場型給食の推進と並行し

農業法人一社だけの取り組みよりも、地元飲

て、その食材をテーマにした食農教育も考え

食店や料理家など知名度のある異業種や、観

たいものです。

光協会などと連携したイベントのほうが、マ
スコミの注目度は高くなります。

●留意点
①食材納入システムの確立には、調理施設
の学校栄養職員、学校給食を管轄する教

農業体験の受け入れで、最も心配なのは、

育委員会の理解を得ることが必要です。

体験中の事故。作業の前に、きっちり注意を

②地場では、どの時期にどんな農産物が収

促す、作業中のサポートスタッフを増やすな

穫できるのかを知らない栄養職員も増え

ど、細かな注意はもちろん、いざというとき

ています。月ごとにどんな農産物の提供

に緊急連絡のとれる病院を確保しておく配慮

が可能かを記した「地場産・旬産カレン

は必要です。

ダー」を作成するなど、農業者側の情報
提供も必要です。

修学旅行など多数の子供を受け入れる場合
は、傷害保険への加入も考える必要がありま

③食材提供と同時に、どんな農業体験や食

す。JA やグリーンツーリズム協議会などで

農教育が提供できるかについては、学校

は、傷害保険への加入が進んでいますが、こ

側と話し合いが必要です。農業者側から

の場合、体験者には保険料も加算して体験料

可能な内容を提案することも考える必要

を設定しているケースが多いようです。

があります。
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●リスク管理について

活動支援
○支援事業
酪農教育ファーム

http://www.dairy.co.jp/edf/
社団法人中央酪農会議

●子どもたちが安心して活動できるように安全や衛生に留意し、体験学習を基本活動とする牧場のこと。
平成 20 度末の認証状況は、全国で 257 牧場、酪農教育ファームファシリテーターは 407 人です。
教育ファーム

http://www.edufarm.jp/
社団法人 農山漁村文化協会

http://www.ruralnet.or.jp

●子どもから大人まで、生産者の指導の下、「種まきから収穫まで」の一連の農作業を体験します。
その中で、体験者が自然の恩恵に感謝し、食に関る活動への理解を深めることを目的としています。
子ども農山漁村交流プロジェクト

http://www.ohrai.jp/kodomo/

財団法人都市農山漁村交流活性化機構 : まちむら交流きこう
●平成 20 年度から５年間で、農山漁村での１週間程度の宿泊体験活動（農林漁家での宿泊体験を含む）を、
全国２万３千校の小学校１学年（５年生）程度の参加を目標に推進するものです。
○資格情報
食の検定

http://www.syokuken.jp/index.html
有限責任中間法人

食の検定協会

●食の検定・食農級（１～３級）…生産から消費までを横断的、段階的に学び修得する機会の提供を通し
て、食に関する理解を深めることを目的とした食の検定。
●食農ボランティア…食の検定合格者を対象に協会主催のイベントや試験、食育事業において、 ボラン
ティアスタッフとして無償で活動する方を募集。
食農環境管理士

http://park2.wakwak.com/~nominkyo/
㈶農民教育協会「食農環境人材育成センター」

●「農と環境保全」「農と食の安心」を総合的にコーディネートする専門家の育成をめざす
フードアナリスト

http://www.foodanalyst.jp/
日本フードアナリスト協会

●フードアナリスト（特級、１～４級）
食・食空間を評価・分析する専門家。利用者の立場で実際に飲食サービスを受け、フードアナリストチェッ
ク項目に基づいて「フードアナリストレポート」を作成します。料理の評価だけでなく、サービス、安全性、
雰囲気を総合的に評価して「１つ星」から最高で「５つ星」までの格付けをする専門家です。
食育検定

http://www.shokuikukentei.jp/index.html
食育検定実行委員会

●食育検定（１～３級、食育アドバイザー認定）
●主な対象者 : 学校・病院・福祉施設・幼稚園・保健所・食品メーカー・外食業・スーパーマーケット・ホテル・
一般家庭地域社会 等
食育アドバイザー

http://www.japanfood.jp/shokuiku/index.html
NPO 日本ジャパンフード協会

●食育というものを基に、これからの食を考え、また、実践する場での重要な課題と考え、
食育を広く語れる人材の育成を進めること。
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野菜ソムリエ

http://www.vege-fru.com/

有限責任中間法人日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会
●ベジタブル＆フルーツマイスター
認定講座を受講し取得。ベジタブル＆フルーツマイスター（３コース）、
およびベジフルビューティー（２コース）。
野菜食育マイスター

http://shokuiku-m.jp/
日本食育マイスター協会

●「食に対する興味・関心を持ち、自ら食を楽しむことができるようになる」「食べ物を選ぶ力を身につけ、
健康的な食生活を営むことができるようになる」を達成するために、「サイエンス」、「しつけ」、「文化」
の三つの軸を食育活動の中心とし、対象者の発達段階にあった到達点を明示しながら、それぞれに最も
ふさわしい講師として活躍できる人材「食育マイスター」を育成および認定する。
Yahoo インターネット検定

http://cert.yahoo.co.jp/
食育エキスパート

●「食育」の観点から、食生活を豊かですばらしいものにするための知識やノウハウを認定するための
検定。
（服部栄養専門学校公認の検定試験）
○食農・食育関連サイト
ニッポン食育ネット

http://nipponsyokuiku.net/
社団法人 農山漁村文化協会

●食と農の応援団 http://www.ruralnet.or.jp/ouen/
「食は命（いのち）」の認識を土台に食と農の望ましいあり方を究め、自ら実践していこうという人びと
の運動を支援する応援団です。現在 460 名の講師が登録されており、食と農をめぐる学習会や講演会、
シンポジウムなどに、テーマに沿った適切な講師の方を紹介しています。
ローハスクラブ

http://www.lohasclub.org/
NPO

ローハスクラブ

●健康で、すこやかに暮らしたいと願う人々に対して、ローハス（環境と人間の健康を優先した持続可能
な社会のあり方を模索する）という志向を普及・促進するために調査・研究および情報のネットワーク
化に関する事業を行い、人々の健康や社会活動、経済、環境の保全に寄与することを目的としています。
FOOD ACTION NIPPON

http://syokuryo.jp/index.html
○公的機関
内閣府

食育推進

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/
農林水産省消費安全局

食育推進室

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html
文部科学省

食育推進

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm
厚生労働省栄養・食育対策の推進

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou.html
○その他団体
日本食育学会

http://www.shokuiku-gakkai.jp/

食育に関する学際的研究と実践的な食育活動のあり方を提示します。
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食農融和推進部会
部会長
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