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生産から食卓まで 

食のつながりを意識した食育の推進 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～魅力発信と地産地消の推進～ 



・「キャロット計画」の実施
習志野市特産の「春夏にんじん」の収穫期となる５月・６月を「キャロット月間」とし
て位置づけ、食育推進活動を実施。小中学校・保育所・幼稚園の給食に使うにんじんを習
志野産で賄い、保育所、幼稚園の納品初日には「葉付きにんじん」を配送し「食」への関
心を高めている。
・市産市消推進ＰＲ
公民館等で地元野菜の直売を実施している。

キャロット月間

【取組の主体】
習志野市産業振興課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

市民に習志野市の農業に対するより一層の理解を深める。

店舗では、なかなか目に出来ない葉付にんじんを配達し、子供たちが実際目にすること

で、野菜に対する興味、知識を深めることができる。

にんじん生産者と栄養教諭による
にんじんの話（小学校授業風景）

給食の人気メニュー
「キャロットポタージュ」

◆取組対象地域◆
習志野市

【関係団体との連携】
市民、JA千葉みらい、生産者、小中学校、

幼稚園保育所関係者

【取組の成果・今後に向けて】

習志野産にんじん「彩誉（あやほまれ）」は甘味が強

いため、新鮮な「彩誉」を食べることにより、子供たち

のにんじんに対する「苦い、エグイ」イメージが払拭さ

れているようだ。

今後の課題としては、生産者がにんじんの収穫期であ

る最繁忙期に、学校等施設へにんじんを運ぶことが困難

なため、生産者に負担をかけないような配送方法を検討

する必要がある。
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地元の川村学園女子大学と連携し、栄養学が専門の教授を講師に招き、我孫子市産農産
物を使用した料理教室及び座学を年４回実施している。

食べて学ぶ栄養講座

【取組の主体】
あびこ農力発見プロジェクト

（取組主体の構成団体）

我孫子市農政課

株式会社あびベジ

あびこ型「地産地消」推進協議会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

我孫子市産農産物を使用した料理教室及び座学を行うことで、「食に関する人材育成」

を図る。

栄養学が専門の教授と事前に打合せを行い、その季節の旬な地元農産物を使用したレシ

ピを考えている。

参加者が料理をつくる料理教室だけでなく、いくつかのメニューから主食・副食・汁物

を組み合わせて栄養バランスを考える講座を行うなど、やり方を工夫している。

講座の様子

◆取組対象地域◆
我孫子市

【関係団体との連携】
川村学園女子大学

【取組の成果・今後に向けて】

講座後のアンケートでは、高評価が得られており、「学ん

だことを家庭での料理に取り入れたい」という声が出ている。

なお、この事業は、農山漁村振興交付金を活用している事業

で、平成２９年度以降の実施予定はない。
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・学校教員、栄養士等の研修会
・大学、短大、小中高等学校の調理実習等
・小中学校の食育授業等
・地域の料理教室等
上記の事項におさかな普及員を派遣し、おさかなについての講習会、さばき方等について
の調理実習を行い魚食普及を図る。

おさかな普及員派遣事業

【取組の主体】
千葉県水産課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

県産水産物のおいしさ及び栄養、並びにそれを供給する水産業に対する理解と親しみを

深めるため、「おさかな普及員」を栄養士等の研修会や、学校等の調理実習等に派遣し、

魚料理及び水産業に関する講習、調理実習等を実施し、魚食普及を図る。

栄養士等への研修会については、おさかな普及員が持っている魚の栄養等の専門的な

知識を伝えることに加え、家庭での魚調理でも使えるワンポイントアドバイス等を伝える

ことにより、受講者の興味をそそり、受講者の効果的な知識習得を図っている。

学校等への調理実習については、さばいた魚で千葉県の郷土料理（さんが焼き等）を

作ることにより、調理技術に加え、地元に対する愛着を持ってもらう。さらに、一般家庭

でも用意しやすい魚を使うことにより、受講者が習得した技術を家庭でも実践できるよう

に工夫している。

おさかな普及員が指導している様子

実習で調理した郷土料理

◆取組対象地域◆
千葉県全域

【関係団体との連携】
シーフード普及促進協議会、漁協、

水産仲卸、加工業者

市町村、小中高等学校・大学等

【取組の成果・今後に向けて】

受講者からは、「家でも魚を調理してみたい」、「あまり

魚が好きではなかったが、普及員の先生の料理がおいしかっ

たので食べられた」等の魚食に対して前向きな意見が多数寄

せられ、魚食の普及が図られたことが分かる。

今後も継続的に事業を行い、魚食普及を図っていきたい。
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館山産をはじめとした地元産の農水産物やそれらの加工品などを、生産者が出店しやす
く、消費者との交流も図りやすいよう、軽トラック等の車両の荷台等を使用して、生産者
が消費者と交流しながら直売するいわゆる”軽トラ市”スタイルでのイベント。
平成２８年度は5・10・1・3月の計４回開催。生産者や加工品製図業者等に広く呼び

かけ、毎回20～30件程度の出店がある。

地産地消イベント「館山まるしぇ」の開催

【取組の主体】
さとみ軽トラ市実行委員会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

「館山まるしぇ」にて、市民や観光客に、農水産物やそれらの加工品を広くPR。地産地

消の推進により、消費者の農水産業に対する理解促進や消費拡大を図るもの。

「館山まるしぇ」では、軽トラ市以外にも、フリーマーケットや大道芸パフォーマンス

を盛り込んだり、また、地域の農業振興団体が主催する「案山子コンテスト」、福祉団体

が主催する「合同福祉フェア」など積極的にコラボレーションし、地産地消に興味のある

方々はもとより、地域の若者などにも、地元産品を広くPRしている。

館山まるしぇの様子

案山子コンテストの様子

◆取組対象地域◆
館山市

【関係団体との連携】

地元農協や漁協、商工団体にも出店を呼びかけ、PRや
販売の場となる。

【取組の成果・今後に向けて】

同実行委員会ではこれまでに、軽トラ市イベントを

１７回開催。（11回目から「館山まるしぇ」として

パワーアップ）多い時で2,000人程度の来場者があり、

また、リピート率も向上していることが推測されるな

ど、地域のグルメイベントとして定着しつつある。

今後も引き続き、検証や改良を加えつつ継続開催し

ていく。
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千葉県漁業士会勝浦支部に所属する漁業士が講師となり、地元で水揚げされた魚介類を
用いて、獲り方などを対話しながら、漁師料理を参加者と共に作り、試食を行っている。
頻度：年1回
場所：勝浦市～白子町のいずれかの市町で、学校の家庭科室や市の施設等を利用し、開催

している。

漁業者による料理教室

【取組の主体】
千葉県漁業士会勝浦支部

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

小学生親子を対象とし、地元で水揚げされる魚の食べ方について漁業者が直接指導する

ことで魚食を普及し、地産地消を促進することを目的としている。

・開催する市町の地先で漁獲され、地元に水揚げされる魚介類を中心に使用し、地元漁業

を身近に感じられるよう配慮している。

・漁業者が各受講者と直接やりとりすることで、漁業や魚についての現場の声を聞き、よ

り身近に感じられるよう心がけている。

・高級食材だけでなく一般家庭でも入手しやすい魚種を選ぶことで、各家庭に魚食が定着

しやすいよう配慮している。

・各受講者が魚を1尾捌くよう調整している。

漁師さんによる直接指導が魅力

◆取組対象地域◆
千葉県

（白子町～勝浦市）
【関係団体との連携】
勝浦水産事務所

白子町教育委員会 いすみ市教育委員会

御宿町教育委員会 勝浦市教育委員会

【取組の成果・今後に向けて】

調理直後だけでなく講習1ヶ月後にアンケートを実施した

ところ、受講後に魚食の頻度が向上している傾向がみえてい

る。

今後も継続して取り組みを実施するとともに、魚食普及の

ためにどのようなアプローチができるか検討し、実践してい

きたい。
メニューは地元ならではの料理が中心
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～生産者と消費者の交流の促進～ 



[はたけの学校] 主体：ＪＡグループ
農家の圃場を借用し、説明を受けながら種まきから収穫、さらには収穫したものの加工

までを行う。（３回コース）
[うみの学校] 主体：千葉県漁連
模擬入札体験、のり加工場や漁業資料館の見学、のりすき体験、のりを使った調理と試

食を行う。（１回）
[もりの学校] 主体：千葉県森林組合
県民の森のコナラ林の観察、コナラ原木を使用したシイタケの植菌、ホダ木づくり体験、

シイタケを使った料理の試食。（１回）

食育学校
「はたけの学校」 「うみの学校」 「もりの学校」

【取組の主体】
千葉県協同組合提携推進協議会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

[はたけの学校]

消費者が農産物の収穫体験を通し、農産物の成長への実感と収穫の喜びを体験し、農業

への理解を深める。

[うみの学校]

のりすき、模擬入札の体験等を通し、千葉県産海苔について学ぶ。

[もりの学校]

キノコづくりを通して森の仕組みを学び、コナラの原木を使ったシイタケの原木栽培を

体験する。

枝豆の収穫体験

除草作業

◆取組対象地域◆
千葉県

【関係団体との連携】
ＪＡ千葉中央会 ＪＡ全農ちば ＪＡ全共連千葉

ＪＡ千葉厚生連 農林中央金庫千葉支店

千葉県漁業協同組合連合会 千葉県森林組合

千葉県生活協同組合連合会

【取組の成果・今後に向けて】

県内の協同組合と連携がとれている。

今後も連携を取りながら、消費者に農業や林業、漁業への

理解を得られるよう工夫しながら行っていきたい。

県内の同じ仲間である協同組合と協力・連携して行っている。（千葉県協同組合提携推
進協議会を組織している）
参加者の募集は、生協連に依頼している。
子どもでも興味をもったり、楽しめるような内容としている。
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はじめに、教室で食物連鎖、作物の育つ環境、人が生きるために必要な栄養の話を行う。
次いで、耕起、種まき及び植え付け、除草などの栽培管理、収穫、を３～４回に分けて圃
場で体験させる。あわせて、その過程で自然観察などを行わせる。
最終回には、萩台市民農園で、収穫物を使った食事を楽しみ、農業の大切さを理解して

もらう。

市民農園における子供プロジェクト

【取組の主体】
ＮＰＯ法人千葉県市民農園協会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

子供たちと、その親に「食の大切さ」「農業の大切さ」「人と農業と自然環境の関係」を

理解してもらう。

千葉県青少年協会は、このプロジェクトの事業全体の管理を行い、萩台市民農園周辺の

４～５小学校に対して広報を行い参加者を募集する。千葉県市民農園協会は、千草台園芸

サークル（市民農園利用者組織）の協力を得て、実施計画を立て、圃場の全体管理を行う。

千草台園芸サークルは、プロジェクト実施農家との話し合い、実施圃場の整備、圃場で

の親子に対する具体的な指導、圃場での作業終了後の萩台市民農園での指導、を行う。

サツマイモ植え付け

天ぷら揚げ

◆取組対象地域◆
千葉市

【関係団体との連携】
千葉県青少年協会

千草台園芸サークル

【取組の成果・今後に向けて】

2009年に第1回を開催し8年間継続しているが、畑

の規模から参加者を親子１５組前後に固定してきた。こ

れまで約120組が参加し300人近い参加を得ている。

家庭での食の状況を予測しながら、体験教室の最終日

の食べる体験では、収穫した野菜で「天ぷら」を揚げる

という経験を加えた。

今後も継続していく方向で取り組んでいる。可能であ

れば、子供たちが主体性と総合的な意欲・発想を持って

取り組んでいけるプロジェクトの可能性も検討してみた

い。
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中学校では、サンマを三枚におろし、「サンマのかば焼き丼」を作っている。「気持ち
悪い」という生徒もいるが、できあがると「おいしい！」と笑顔になる。
小学校や保育所・幼稚園ではサツマイモや大豆、稲などの栽培体験や、収穫したもので

太巻き寿し作りや、米粉消費拡大で地元の食材を使いすいとん等の調理実習及び野菜クイ
ズ・紙芝居を行っている。

地域ではぐくむ食育活動

【取組の主体】

鈴木 道子
（ちば食育ボランティア）

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

地域の旬の素材を生かした食の大切さ、感謝の気持ち、生命の尊さなど思いやりの心を

身につけてほしいという思いで、平成17年4月から、「ちば食育ボランティア」として活

動を始めた。

活動を通して、「自分自身の健康な体をつくるには、他の生き物の命をいただいている

こと」、感謝の気持ちや、地産地消の大切さを伝えている。

小学校での出前授業実施では、旭市農水産課が学校とのコーディネート役になり、日程

や授業内容の調整を行っており、協働しての活動が継続している。

小学校での食育授業

太巻きずしを切って見せているところ

◆取組対象地域◆
旭市

【関係団体との連携】
旭市農水産課振興班

あさひ食育アドバイザー

ＪＡちばみどり旭支部女性部

【取組の成果・今後に向けて】

ボランティアとして活動を始めた当時は活動の場が無く、小学校に出向いて「調理実習

のお手伝いをさせてください」とお願いしていた。こうした働きかけの中で、いろいろな

方々とのつながりができ、現在は「あさひ食育アドバイザ―」としても地域イベントや学

校等に活動の場が広がってきた。

子どもたちの食の興味を高める活動だけでなく、「地産地消」、安心安全な旭市の食材

の魅力発信、郷土料理や食文化の継承など、市民に対しての活動も行っている。

家族で囲む食卓から、食を通して、地域のコミュニケーションにつなげたいと思っている。

調理実習の風景
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毎年、小学生を対象に、「鴨川七里を育てる会」会員の指導のもと、市内に古くから伝
わる枝豆の在来種である「鴨川七里」の種まき、刈り取り等の農作業体験を実施している。
種まきは７月、収穫は１０月頃。収穫されたものは学校給食の食材として使用される。

「鴨川七里」（枝豆）の種まき・刈り取り体験学習

【取組の主体】
鴨川市学校給食センター

鴨川市農水商工課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

学校給食の食材として使用する「鴨川七里（かもがわしちり）」の種まき、刈り取り等

の農作業を通じて、子どもたちの地元産物への理解、生産者に対する感謝の気持ち、季節

を感じる心などを育むことを目的としている。

市内に古くから伝わる枝豆の在来種であることを伝え、地元の畑で農作業を体験するこ

とにより、子どもたちに地域の産品に興味を持ってもらう。

初めての枝豆収穫体験

畑で大きく育った「鴨川七里」

◆取組対象地域◆
鴨川市

【関係団体との連携】
鴨川七里を育てる会

市内小学校・幼稚園

安房農業事務所

【取組の成果・今後に向けて】

平成２８年度で５年目となる取組。学校給食を利用した食

育として今後とも継続したい。

生産者との交流により、普段食べている野菜などが、生産

者の丁寧な農作業によって作られているものであることを意

識してもらう。
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袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」周辺の田んぼで田植え体験、草刈り体験、稲刈り
体験を実施。
市外、県外の都市部からの参加者が多く、稲作り体験のほか、畑での収穫体験や地元イ

ベントへの参加なども積極的に行っている。
また、体験後にスポーツ交流会や収穫祭を行い、参加者同士の交流も盛んに行っている。

田んぼプロジェクト

【取組の主体】
一般社団法人 スポッツ・プロジェクト

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

お米づくりを通して、モノを作る「楽しさ」、「難しさ」、「喜び」などを知り、食の

大切さを理解する場とし、同時にアスリートとの交流を通じて、スポーツについての関心、

理解を深めること。

袖ケ浦の地元農家にも協力してもらい、地域と連携しながら事業を進めている。

参加者には、袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」で行われるイベントへ参加してもら

い、袖ケ浦産の野菜やお米を味わってもらうことで魅力発信の良い機会となっている。

平成２８年度田んぼプロジェクト

田植え体験の様子

◆取組対象地域◆
袖ケ浦市

【関係団体との連携】
君津市農業協同組合 袖ケ浦市

袖ケ浦市観光協会

【取組の成果・今後に向けて】

お米づくりを通じて、食への関心が芽生えるとと

もに、生産の大変さを学ぶことで食を大切にする心

を養っています。 また、参加者の多くが都市部に

住む方のため、袖ケ浦市に初めて来る方が多く、市

の農産物のＰＲにもつながっています。
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年間6回のイベント（H28年度年間計画）
○そら豆の収穫＆ピザ作り
○ジャガイモの収穫＆生き物探し
○稲刈り体験&川遊び
○サツマイモの収穫＆ピザ作り＆竹のクラフト作り
○そば打ち体験＆リース作り
○菜花つみ＆もちつき大会&里山ハイキング

環南みんなの楽校

【取組の主体】
環南みんなの楽校

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

平成20年3月に廃校となった「旧環南小学校」を拠点に「環南みんなの楽校」を立ち上

げ、活動を開始。千葉自然学校共催、富津市農林水産課協力で、年間6回の事業を実施して

いる。事業は志駒・山中地区の地元住民が中心となって収穫体験等を行い、年間を通じ、親

子を対象に｢里山の自然ならでは｣の体験を提供している。

学校田を利用して農作物の栽培をし、収穫体験を実施。収穫した農作物をイベント参加

者と調理し、とれたてを食べる。千葉自然学校、富津市役所農林水産課の指導のもと、ま

た、大山千枚田ともコラボをしてノウハウをいただいた。

地域の方々を中心に継続的に事業を展開していくために、メンバーのみなさんが無理な

く展開できる内容を元に事業を企画している。役割分担を行い、それぞれが負担に感じな

いようにすることが継続のポイントと考える。

地元のお母さんたちが作る「ひと手間かけた田舎料理」が、参加者から人気である。

収穫体験の様子

ジャガイモの収穫の様子

◆取組対象地域◆
富津市

【関係団体との連携】
NPO法人千葉自然学校

富津市役所農林水産課

【取組の成果・今後に向けて】

継続的に事業を実施した結果、募集定員に近い集客で安定

してきた。リピーター率も高く、半数以上はリピーターであ

る。参加者の方からは、静かな環境とスタッフの穏やかな人

柄から「田舎に帰ってきたような懐かしい気持ちになる」と

好評である。リピーター率が高い反面、もっと地元富津市の

方の参加を増やしたい、都市部の子どもたちと地域の子ども

たちの交流を深めたいという思いもある。

新たな顧客と新たなプログラムの開発が今後の課題となっ

ている。

13





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～食文化の普及と継承～ 



県内の農山漁村の風習である「提げ重」（集落の寄合などの際に、各家庭から料理を手
提げ付きの重箱に入れて持ち寄り、楽しく食事をする風習）をイメージし、県内各地の郷
土料理36種類をブッフェ形式で提供した。
食事会場では「くじらのはなし」「漬物のはなし」のミニトークや「太巻き祭りずし」

の実演を行うとともに、展示・トークコーナーでは、南房総市の学校給食、大原幽学の食
育や「性学もち」など、本県ならではの郷土料理等の紹介や「人の一生と郷土料理」のパ
ネル展示を行った。
販売コーナーでは、農林漁家の手作りの郷土料理や加工品を販売した。

提げ重パーティー

【取組の主体】
特定非営利活動法人千葉自然学校

千葉伝統郷土料理研究会

株式会社三越伊勢丹 三越千葉店

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

千葉県は、江戸時代から平成となった現代も、全国有数の農林水産県として、県内はも

とより首都圏、そして日本の食をしっかりと支えている。そして、この豊富な食材を使っ

た様々な郷土料理が、県内各地にしっかりと伝えられている。

この千葉県ならではの郷土料理を、都市地域に住む方々に広く紹介し、都市と農山漁村

の交流の活性化を図るとともに、地産地消の推進による県産農林水産物の消費拡大と、今

後の観光資源としての活用や新商品開発に寄与することを目的に開催している。

県内各地域（東京湾奥、東京湾口、房総海岸、九十九里海岸、利根川流域、北総台地、

南総丘陵等）の郷土料理を一堂に集めるとともに、その料理と地域の歴史や農林漁業との

結びつきなどがわかるようにした。

学校給食での地元食材の活用事例の紹介として、「日本一おいしいご飯給食」を目指す、

南房総市学校給食センターの協力を得て、トークショーでの講演や料理レシピの紹介など

を行い、学校給食での郷土料理・伝統料理の提供の提案や、今後の新たな郷土料理の創出

に向けた機運醸成に努めた。

提げ重パーティーの様子

トークショーの様子

◆取組対象地域◆
千葉県域

（開催地は千葉市）

【関係団体との連携】
千葉県 鴨川市総合交流ターミナルみんなみの里

ひらつか地域活性化協議会 四季の宿じんざ

十日市場農産物直売所たんぼはうす等 15団体

【取組の成果・今後に向けて】

「提げ重パーティー」は、県内各地で活動する団体の連携

強化や、伝統郷土料理を次代に伝えていく上で非常に重要な

取組であると考えている。

平成28年度末で主催団体の１つであり、開催会場でも

あった三越千葉店が閉店となるが、今後も取組が継続できる

よう活動していきたい。
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幼稚園、学校の児童から高齢者、さらに障害のある人や留学生など幅広く、太巻き祭り
ずしを作って食べる体験学習を行っている。地域の食材を用いて未就学児は楽しく、小学
生などは地域産業や米の生産過程を学んだあとの体験学習として展開している。
また、県内の小中学校に呼びかけて、太巻き祭りずしのデザインコンテストを行った。
留学生や海外での体験指導は、和食の良さを感じてもらうことを主眼とした内容で実施

している。
県や、企業・団体が行うイベントなどにも積極的に参加。県の情報発信、コミュニティ

誌や報道関係の料理紹介等にも協力して、郷土料理の普及に努めている。

千葉県に伝承される郷土料理の保存・伝承
地域食材を活用した新しい郷土料理の創作

【取組の主体】
千葉伝統郷土料理研究会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

千葉県に伝承される郷土料理の保存・伝承、並びに地域の食材を活用した新しい郷土料

理の創作を行うことを目的に昭和57年に会が設立された。

千葉県の郷土料理である太巻き祭りずしについては、子供や若い世代のみならず、幅広

い世代を対象に、食育活動の一環として体験を通した活動を行い、地域の食文化への関心

を高めると共に技術の継承を行っている。

体験学習を行う際に、作って食べるだけでなく、郷土料理としての太巻き祭りずしの歴

史や背景を説明している。

普及にあたっては、太巻きずしを巻きやすい道具（巻き簾）の開発や、分かりやすい手

引き書を作成し、伝達しやすくしている。会員の技術向上のための研修会を定期的に開催

している。

北総育成園での体験教室風景

第10回コンテスト入賞作品

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】

千葉県 市町村 学校 幼稚園
福祉施設 企業等

【取組の成果・今後に向けて】

太巻き祭りずし作り体験を実施することで、郷土料理とし

て定着した。平成18年から始めたデザインコンテストは10

回となり、応募点数が1200点を上回り、作品を冊子にまと

めた。

学校では家庭科学習との連携や食育として定着した。

太巻きずしの伝承活動は今後も変わらずに継続して行って

いくが、地域で伝承されている様々な料理を継承していきた

い。そのためには、若い世代の会員をもっと増やしていくこ

とが今後の課題となっている。
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一般市民を対象に公民館等で年82回、ＪＡ等女性組織を対象に年10回講習会を開催し、
家庭での行事食や冠婚葬祭時等における地域の伝統的な食文化への関心を高めている。
園児から大学生まで、幅広い年代層に食育活動を実施している。

伝統的な山武の巻き寿司の技術伝承と新たな図柄の研究

【取組の主体】
山武巻き寿司研究会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

海や自然の恵みに恵まれた千葉県の農村では、以前から冠婚葬祭時に、季節や行事に合

わせた図柄（花など）の太巻き寿司が巻かれ、行事食としても定着。農村女性に必要な技

術として受け継がれてきた。

しかし、高度成長が続く中で、太巻き寿司が消えつつある技術となってきたことに危機

感を抱き、「農村文化が育てた郷土料理の伝承」を目ざすとともに、農村部でも米の消費

量が減退の中で、消費拡大に最適な料理であることを認識し、昭和54年から活動をしてい

る。

上手に巻くためのコツや新しい図柄等自主的な技術研修会を開催し（年4～5回）、自ら

の指導力を高めている。

技術定着を図るため会員個々が図柄を分担し、「山武の巻き寿司50選」を平成6年に発

刊。以後、改訂版を平成13年、27年と出版し、テキストとして使用している。

お祝い時の太巻き寿司

高校生へ巻き方を伝承

◆取組対象地域◆
山武地域

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

取組を実施した子供から大人まで、太巻き寿司に関心を持つ者が増加した。「山武の巻

き寿司５０選」をテキストとして使用するようになった結果、技術の定着が進んだ。

平成6年に食アメニティコンクールに参加し、国土庁長官賞を受賞。一般企業からも、

和食メニューの一品として、技術講習の依頼を受けるようになった。

今後は地元のイベント等を通じて、いろいろな世代に郷土料理をアピールしていく。
また、会員は、様々な図柄を生み出す技術を

持っているのでオリンピックの図柄を研究し、

世界の人々に太巻き寿司を食べていただきたい。

農村女性が生み出した素晴らしい技術を次代

の子ども達につなげたい。

山武の巻き寿司５０選
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発酵の里ならではの取組として、町内の小学校３年生を対象に、大豆から育てる味噌仕
込み体験授業を通し、子どもたちに発酵の面白さや食の大切さを伝えている。
６月の炎天下の中での大豆の種まきから、枝豆の収穫、１２月の大豆の収穫では１粒ず

つさやから取り出す。２月にはゆでた大豆をつぶし塩とこうじを混ぜて丸め、タルに詰め、
１年間ねかせる。仕込みから1年後、できあがった味噌は各家庭に持ち帰り、残った味噌
は、学校給食でも使用され、給食時には特別な味噌を使っていることを校内放送している。

大豆から育てる味噌仕込み体験授業

【取組の主体】
有限会社こうざき自然塾

株式会社寺田本家

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

神崎町は、昔から酒・味噌・醤油づくりが受け継がれ、発酵文化が育まれてきた。「発

酵」をキーワードに、地域が持つ個性、魅力、技術、遊びを再発見・再構築することで、

地域産業の活性化を図るとともに、神崎町の豊かな自然環境や食文化を次世代に受け継い

でいくことを目的に様々な取組を行っている。

夏に蒔いた大豆の種１粒から、収穫時には９０粒以上になる。半年で100倍近くに増え

ることがわかり、子どもたちは驚いていた。

収穫した大豆を使っての味噌仕込み。大豆とこうじの甘いにおいに包まれながら、一生

懸命大豆をつぶし、そして、みんなで「手前みそのうた」を歌って踊る。

仕込みが終わった後は、米づくりからこだわった、優しい甘さのこうじ甘酒をふるまう。

素材そのものがもつ美味しさを知ってほしいと思っている。

大豆の種まき

味噌の仕込み

◆取組対象地域◆
神崎町

【関係団体との連携】
神崎町 町内小学校

ＮＰＯ法人こうざき発酵道楽（旧こうざき発酵の里協

議会）

【取組の成果・今後に向けて】

子どもたちに、農業の大変さや収穫の楽しさ、食の大切さ

などが伝わっていると感じている。畑で育った大豆に微生物

による働きが加わって、美味しい味噌ができること、そこか

ら地域に受け継がれる発酵文化が子どもたちや家庭に伝わる

ことで、より身近なものになっていると思う。

道の駅「発酵の里こうざき」がオープンし、発酵の里の取

組がより一層広がってきた。今後も発酵の里の食育として、

豊かな神崎町の自然環境や食文化を次世代に受け継いでいく

取組を行っていく。
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市内各地で伝えられている美味しい地域の味で膳揃えし食事を楽しむこと、季節の食事
及び祭礼や行事食・儀礼食にみる食のリズム、を小学校や各家庭、地域に広く普及伝達を
図るとともに、鴨川の食の再確認から人とまちが元気になる取組を推進している。
鴨川１２区において、鴨川の味の見直しを図るため１年間にわたりワークショップを開
催し、「４つの地域の味からなる鴨川の味」をまとめた。さらに、活動の成果をリーフ
レットや冊子にまとめ、鴨川の食に関する基礎データを整備した。また、「鴨川味の方舟
食物」の、なめろう、ひじき料理、チッコカタメターノ料理について研修を重ね、鴨川産
の食材や調味料を用い、フードシステム全体に波及する伝承・普及活動を行っている。

鴨川の美味しい食べ物で人とまちを元気に！

～ハイクオリティな地域食生活再生に向けて～

【取組の主体】
プロジェクト鴨川味の方舟

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

「鴨川味の方舟食物」を中心に、多様な風土と歴史に育まれた鴨川の美味しい味をこれ

からも食べていけるようにする味の方舟の活動を通して、地域食生活を再生し、人とまち

が元気でありつづけること、を目的としている。

定期的に開いたワークショップで合意した「残したい鴨川の美味しい食べもの：鴨川味

の方舟食物」２２品目について料理法の調査を行い、それぞれの料理について美味しい料

理を作る人を見いだしマイスターとしてリスト化を図っている。マイスターの指導で味の

方舟会員が料理を習得し、その記録を基にレシピ化を図り伝承活動のツール整備を行って

いる。隔月で「“鴨川の味“料理教室」を開催し鴨川の美味しい料理がつくれるよう技能

伝承を進めるとともに、地域情報誌に連載をするなど、広く普及を図っている。

‘鴨川の味’料理教室

レシピ集などの伝承ツール

◆取組対象地域◆
鴨川市

【関係団体との連携】
鴨川市 鴨川市商工会 鴨川郷土料理研究会

千葉県酪農業協同組合連合会 嶺岡牧研究所

亀田メディカルセンター 大山千枚田保存会

鴨川市食生活改善協議会 かもナビなど

【取組の成果・今後に向けて】

活動に携わる関係者自らが鴨川の味の魅力について再認識し

た。記録として残すことの意義が理解され、レシピデータベー

ス化が進み地域食の魅力が幅広く認識されるようになった。

また、商工会との連携により産業の発展と結びつく効果が出

ている。

今後は、学校教育と連携し鴨川の美味しい味を通した食育の

推進や、地元食材が入手できるシステムづくり、「牛乳食文化

のルーツ：嶺岡牧」が体感できる料理体験展示を行う。

また、しおりの作成、ウェブページのたち上げ等で活動を知

らせ、地域食生活再生ネットワークづくりを進める。
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食生活改善推進員が講師となり、町民を対象に毎年１回、地元で採れる農水産物を使っ
た料理や地域に伝わる伝統料理・家庭料理を、調理実習を通じて作り方、調理のポイント、
味付けなどを学んでもらっている。
食生活改善推進員は、取り組みの実施に当たって、講師を依頼し千葉県の郷土料理につい
て学ぶ研修を行っている。

すこやか料理教室

【取組の主体】
鋸南町食生活改善協議会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

視察研修先で太巻き（まつり寿司）に出会い、推進員の「やってみたい」の気持ちから、

作り方を習い、町の健康まつりの場で紹介したところ、「作り方を教えてほしい」との町

民からの声に後押しされて、教室を開催することとなった。平成１５年から続く教室で、

太巻だけでなく地元で採れる農水産物を使った料理の普及や、地域や千葉県に伝わる伝統

料理・家庭料理の伝承を目的としている。

地元で採れる農水産物を使うことで、町民に身近に感じてもらえるような料理を紹介す

るようにしている。家庭でのいつもの料理以外にも、同じ食材を使っておいしく食べられ

るレシピを伝えるようにしている。

また、教室開催直前にも手順やレシピの確認のために研修会を実施

し、教室参加者がスムーズに調理できるよう準備をしている。

菜花の太巻きに挑戦！

上：菜花ごはん、菜花の昆布漬け他
（ちばのおかずから）

下：郷土料理本〝ちばのおかず〟

◆取組対象地域◆
鋸南町

【関係団体との連携】
鋸南町保健福祉課

【取組の成果・今後に向けて】

教室参加者にはリピーターも多く、毎年楽しみにしてくれ

ている参加者も多い。

教室参加者だけでなく、レシピだけでも広報などで紹介し

ていきたい。

季節に応じた料理を紹介するために、開催時期を検討しな

がら、継続して活動を行いたい。
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年に一度、成田市場水産棟内にてお魚教室を開催している。参加者に魚介類の鮮度の見
分け方・さばき方・おろし方等を学んでいただき、実際に捌いていただく。その後、自身
で捌いた魚を食する内容となっている。普段使うことの多い加工済みの魚介類でなく、取
れたままの丸ごとの魚を調理していただく。
参加者は広報なりた、地域新聞（成田版）、ホームーページ等において募集しており、
参加費は千円となっている。

お魚教室

【取組の主体】
成田市場振興協議会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

日本人の魚離れが進んでいる中で、魚食の普及、食生活の改善を目指している。

また、普段、市場に来たことのない方々に来場いただき、成田市場の活性化に繋げるこ

とを目的としている。

講師は、毎日魚を取り扱っている水産仲卸業者の方にお願いし、食材については、成田

市場で当日仕入れた新鮮な旬の魚介類を選んでいただいている。参加者はプロの技を間近

で見ることができ、また各グループに一人づつ講師がつき、丁寧に教えてもらうことがで

きる。

成田市場の水産業者の方々だけでなく、青果業者、関連食品業者等たくさんの方々にご

協力をいただき、成田市場全体で取り組んでいる。

水産仲卸業者による実演

捌いた魚をいただく

◆取組対象地域◆
成田市

【関係団体との連携】
成田市卸売市場

消費生活センター

【取組の成果・今後に向けて】

参加者の方々には、丸ごとの魚に親しんでもらうこと

ができた。新鮮なおいしい市場の魚介類を食べることが

でき、好評であった。

成田市場の魚介類取扱量は減り続けており、物流の多

様化、日本人の食生活の欧米化による消費量減少の影響

が大きいが、少しでも減少に歯止めがかけられるよう、

また、成田市場を活性化することのできるように、今後

も引き続き継続していきたい。
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～食の循環や環境を意識した取組の推進～ 



家庭において、ばら売りや少量パックの利用、食材の使い切りなどに取り組んでいただ
くため、各種イベントでのパンフレット配布や県ホームページ掲載による啓発を行ってい
る。
外食事業者に対しては、小盛りメニューの導入や、持ち帰り容器の提供などを実践する

協力事業者を登録し、県ホームページで紹介している。

ちば食べエコ協力店について
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/jigyoushaichiran.html

ちば食べきりエコスタイル

【取組の主体】

千葉県循環型社会推進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

家庭や飲食店等から排出される、食べ残しなどの食品廃棄物を削減するために、食べ残

しを減らす取組を推進する。

各協力店舗の食べ残しを減らす取組内容を分かりやすく、一覧にして県ホームページで

周知を行っている。

協力事業者の募集については県ホームページ等で周知しているが、職員が実際に飲食店

に赴き、事業の説明をすることで更なる増加に取り組んでいる。

ちば食べエコ登録制度（協力店募集中）

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/touroku.html

食べエコキャラクター「ノコサーヌ」

登録証ステッカー

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】

「ちば食べきりエコスタイル」協力店 ２１６店舗
（平成２７年度末現在）

【取組の成果・今後に向けて】

平成27年度末現在で累計216店舗の協力を得ている。

協力店舗の増加のため、登録制度の周知をより一層行うと

ともに県民への普及啓発も行っていく。
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「フードロスの現状とフードバンクの取組についての講演会」及び「参加者の家で余っ
た食材を使い美味しい料理に変身させるサルベージパーティ」を開催する。それぞれの終
了後にワークショップを開催し、食品ロス削減に向けた意識の共有を図る。

「食の“もったいない”を考える」講演とワークショップ

【取組の主体】
千葉県くらし安全推進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスの削減に向けた取り組みが必

要である。食品ロスを減らしていくためには、「事業者として取り組むこと」「消費者が

自身のくらしの中でできること」についての理解を、いろいろな切り口で地域社会の中に

広げていくことが大切である。

なぜ食品ロスが発生するのかを理解し、食品ロスを減らすために、参加者自身ができる

ことの第一歩を踏み出すきっかけとする。

開催地元市と連携し、会場の提供や情報共有を図る。

講演を聞いた後とサルベージパーティを体験した後にそれぞれワークショップを行い、

参加者間の意見交換と情報共有の場を提供することでより効果的な事業となるように工夫

をした。

環境に配慮した消費生活を意識し、参加者には、サルベージパーティの試食時に使う皿

と箸の持参をお願いする。

取組の意義をより理解してもらうため、団体と千葉県の取組報告を組み入れている。

取組をより身近なものに感じてもらうため、参加者自らの家庭が保有する余った食材を

利用する。

ワークショップの様子

サルベージパーティでの試食

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】
生活協同組合コープみらい

【取組の成果・今後に向けて】

講演会を聞くだけでなく、余った食材を使った料理の試
食、グループごとの意見交換や発表など参加型の事業で
あったことから、参加者には、より身近な問題として捉え
ることのできた効果的な取り組みであったと思われる。
今後は、このような取り組みを含め、食品ロス削減に向
けた環境負荷への配慮を社会全体に広めていくための方策
を検討していく必要がある。
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○啓発のためアンケート調査及びマグネットを作成・配布
【実施件数】3,000世帯
【実施場所】千葉県消費者団体連絡協議会9団体の関係市県民
（我孫子市、市原市、柏市２団体、鎌ヶ谷市、習志野市、成田市、松戸市、四街道市）
【配布資料】消費者庁及び消費者被害未然防止用チラシ
○講演会の開催
循環型社会の千葉県の取組みと、食品ロスが出る背景、対処法などを学ぶ。

【開催日・場所】平成28年11月21日（月） 千葉県消費者センター
【講師】千葉県職員
【参加者】千葉県消費者団体連絡協議会の会員及び一般県民３0名

食品ロスを減らそう（残さず食べよう）

【取組の主体】
千葉県くらし安全推進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

日本では、年間642万トンのまだ食べられる食品が「食品ロス」となっている。

一方、食料自給率は約40％で、多くの外国産の食品が輸入されている。

また、食品ロスの半分は家庭から出ているため、｢買いすぎない」｢使い切る」、｢食べき

る」ことが大切である。

そこで、消費者に「食品ロス」を出さない生活をしてもらえるよう啓発する

【アンケートの実施方法】

各市と連携を図り、各種団体のイベント等で実施する。

講演会の様子

講演会チラシ

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】
千葉県消費者団体連絡協議会

【取組の成果・今後に向けて】

アンケートを実施したことにより、食品ロスについて意識し

ていなかった20代・30代の若い世代への意識改革に繋がった。

また、冷蔵庫に張ったマグネットを見て買いすぎや、食べき

りについて配慮するようになったとの感想が多く寄せられたこ

となどから、今後も各世代への継続した広報・啓発が必要であ

ると思われる。
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温暖化防止を主目的として活動する市民活動団体（エコネットかまがや）を講師に迎え
て、緑のカーテンから収穫したゴーヤを食材とした料理教室を開催した。
緑のカーテン設置の効果とともに、環境に配慮した食生活（買い物の際はエコバッグを

持参する、鍋底についた水はふいてから火にかける、油汚れはボロ布でふきとってから洗
うなど）について話してもらった。

ゴーヤｄｅクッキング～緑のカーテンの恵み～

【取組の主体】
鎌ケ谷市環境課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

緑のカーテンの設置や環境に配慮した食生活について、市民へ一層の普及を図り、エコ

ライフ実践の輪を広げること。

ゴーヤは講師が市内で育てたものを使い、地産地消についても啓発している。

取組の様子

ゴーヤ料理

◆取組対象地域◆
鎌ケ谷市

【関係団体との連携】
エコネットかまがや（市民活動団体）

【取組の成果・今後に向けて】

参加者（１６名）からはゴーヤ料理のレパートリーが増え

たと大変好評だったので、今後も継続して開催したい。

参加者の中に小学生が１名いたので、今後はもっと小中学

生の参加者が増えるような工夫を考えていきたい。
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・健康料理教室の実施
・地元農産物の販売
・地元農産物等を使用した飲食の販売
・オーガニック等についてのトークショー

ＧＬＯＣＡＬ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ

【取組の主体】
オーガニックライフ推進協議会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

近年、食生活の乱れによる生活習慣病が増大、消費者の食への関心の高まりつつあるな

か、「おいしく食べながら食生活を見直すことのできる日」をテーマに、健康料理教室や

食育、マルシェなど、食育体験の機会を提供し、食育への啓発を図る。

当イベントでは、生産者と消費者が直に顔を合わせ話をすることができる場の提供をし

ている。

また、農産物は有機栽培・無農薬野菜、飲食店では化学調味料・添加物を使用しておら

ず、安心・安全の食をお楽しみできるよう工夫している。

お店を訪れる方々

健康料理教室で作成した料理

◆取組対象地域◆
木更津市

【関係団体との連携】
かずさファーマーズ・マーケット アストナリエート

木更津市（農林水産課） 木更津商工会議所

木更津市観光協会 木更津総合卸商業団地協同組合

屋外家具 ＳＡＮＤＥＮ

【取組の成果・今後に向けて】

市内外からたくさんの方が当日来場し、食育・オーガニッ

ク関係者も多数来場した。今後は特に、木更津市民の方の来

場を増やしてきたいと考えている。

環境問題の取組として、出たゴミは来場者みずから持ち帰

ることを推奨しているが、ゴミ箱の問合せが何件かあった。

当該取組の周知及び来場者への理解を得られるよう情報発信

を強化したい。
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木更津市立鎌足小学校及び鎌足中学校をモデル校に選定し、やさい会議にて地元で収穫
される野菜類等の情報共有を行っている。（やさい会議は毎月１回開催。）
地元産の有機野菜等を給食で使用し、給食の調理中に出た調理くず及び食べ残しは学校

に設置したコンポストで肥料化し、地元農家に還元する予定である。
平成２８年１０月に鎌足小学校及び中学校の児童生徒に対し、本事業に関する特別授業

を実施した。
平成２９年１月には、農場体験授業を実施し、しいたけの収穫や土づくりを行った。

※木更津市立鎌足小学校では親子給食を実施しており、鎌足中学校へ給食の配送を行って
いる。

学校給食を活用した地域活性化事業

（かずさオーガニックビレッジ事業）

【取組の主体】
鎌足給食プロジェクトチーム

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

「農村部の魅力」と「学校の魅力」を最大限に高める意味で、「学校給食における地元

食材の活用」「顔の見える学校給食」「学校給食の３Ｒ」を進め、地域経済の活性化を行

い、児童、生徒の食育に活かすとともに地域が一体となった循環型地域経済の実現を目指

す。

毎月1回行われるやさい会議は、学校長、学校栄養士、直売センター、有機農家、学校

給食課の構成で行い、他業種が連携し情報の共有を図っている。

また、コンポストを学校に設置する際は、匂いが漏れにくく、衛生害虫が発生しにくい

「液肥」を生成できるコンポストを採用した。

特別授業の効果測定として、アンケートによる意識変化の調査、給食残渣量測定による

実数値の調査を実施している。

鎌足小学校の給食の様子

特別授業の様子

◆取組対象地域◆
木更津市

【関係団体との連携】
木更津市学校給食課 木更津市立鎌足小学校

木更津市立鎌足中学校 株式会社耕す

株式会社レコテック 高倉農産物直売センター

かずさ循環研究所

【取組の成果・今後に向けて】

取組成果については、１０月の特別授業後に給食の残菜を

計量したところ、約40％減となった。

本事業が円滑に進めば、他の農村地区に拡大する予定。
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