
 

施策 Ⅱ 

子供から高齢者まで 

各世代に応じた食育の推進 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～各世代にわたる食育の取組～ 



飲食店や総菜店等を対象として、「健康ちば協力店」推進事業の主旨に賛同し、健康づ
くりの取組４項目※のうち２項目以上を実施いただける飲食店等を「健康ちば協力店」と
して登録している。

※健康づくりの取組：Ⅰメニューの栄養成分表示、Ⅱ健康・栄養情報等の提供、
Ⅲヘルシーオーダーへの対応、Ⅳたばこ対策（店内終日全面禁煙）

「健康ちば協力店」推進事業

【取組の主体】

千葉県（健康福祉センター、
健康福祉部健康づくり支援課）、船橋市、柏市

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

食の外部化が進む中で、飲食店等の食環境の整備を行うことで、県民自らが健康づくり

に取り組めるよう支援をするために、平成14年度から取組を行っている。

関係団体は、事業の推進協議会として助言等をもらい、事業展開に反映している。

掲載を承諾いただいた店舗については、県ホームページに店舗情報を掲載し、県民が利

用しやすいようにしている。

また、登録店舗が実施している「健康づくりの取組」を記載したステッカーを協力店に

掲示することで、利用者（県民）が取組を選択できるようにしている。

Ⅱ健康・栄養情報の提供の一つとして店舗に送付するパンフレット等の内容については、

例として県民の野菜摂取量が減少していることから、野菜がたっぷり摂れるレシピや

「グー・パー食生活」で量の目安が分かるようにするなど、県民にとって実践しやすい内

容としている。

「健康ちば協力店」ステッカー

◆取組対象地域◆
県内全域（千葉市を除く）

【関係団体との連携】

（一社）千葉県調理師会、（公社）千葉県食品衛生協会、
千葉県集団給食協議会連合会、千葉県食生活改善協議会、
（公社）千葉県栄養士会 ≪順不同≫

【取組の成果・今後に向けて】

平成２７年度末時点での登録店舗数は1,016店舗。

今後は、さらに登録店舗数を伸ばせるように取組内容について検討していくとともに、

県民の認知度を上げるため「健康ちば協力店」の周知にも力を入れていきたい。
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・管内栄養士会員を対象に、健康課題の認識と新たな取組への意識啓発を図るため、「食
生活改善の取り組みに関するアンケート調査」を実施した。
・「海匝地域の現状と健康課題～栄養士に求められていることとは～」と題した講演を実
施。併せて、上記アンケート結果報告と「管内栄養士会として取り組む 地域の健康課題改
善のための行動目標」をテーマに、グループ討議を行なった。
・海匝地域で減塩が必要な理由を健康課題を通して説明しながら、読み手に近い食生活の
改善点を伝えられ、会員の活動に生かせるよう、子どもを対象とした「食育編」、大人を
対象とした「生活習慣病予防編」の2種類の減塩リーフレットを作成した。リーフレット
は全会員に配布し、栄養士活動で活用してもらい、活用状況の報告を求めた。
・上記リーフレットに掲載した、「海匝地域の健康状況」や「１日の食塩摂取目標量」等
を最新の内容に改め、継続してリーフレットが活用できるようにした。

管内栄養士会による海匝地域の減塩推進活動

【取組の主体】
海匝保健所管内栄養士会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

「海匝地域・職域連携推進協議会」で進める、「減塩推進運動」に賛同し、食の専門職

である「栄養士」で組織する団体として、海匝地域に減塩の必要性やその工夫等食生活改

善の普及啓発に努め、地域住民の減塩意識の定着を図る。

会員の多くが「給食施設の栄養士」としての意識が高かったことから、地域住民に向け

て活動を始めるにあたって、「海匝地域の健康課題改善のために栄養士に求められている

こと」の自覚を促し、自ら取り組むべき内容を検討して、地域住民に向けた活動につなが

るようにした。

リーフレットの内容は、「食育編」は学校での指導を意識して活用しやすいもの、「生

活習慣病予防編」は調理をする人にもしない人にも活用してもらえるよう、「食べるとき

に気をつけたいこと」を中心にまとめた。会員が減塩推進活動を進めやすいよう、リーフ

レットのほか電子データも併せて配布し、掲載内容を抜粋しても活用できるようにした。

減塩リーフレット（左：食育編，
右：生活習慣病予防編）

◆取組対象地域◆
海匝地域

【関係団体との連携】
海匝健康福祉センター

【取組の成果・今後に向けて】

リーフレットは、給食施設における栄養指導や集団を対象とした健康教育で活用し、平成

25年度は、食育編1,183部、生活習慣病予防編1,069部を配布。平成26年度以降も学校

給食センター栄養士の学校訪問等で積極的に活用された。

平成28年度は「減塩を実践する方法を提案する手段」として、海匝地域で活動する栄養

士提案のオリジナル「減塩レシピ集」の作成を進めており、減塩の必要性・海匝地域の健康

課題・海匝地域の特産物等に関する情報も網羅して、あらゆる場で活用できるよう内容を検

討している。平成29年度から、栄養士活動を通じて地域住民に配布する予定。
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安房健康福祉センター（安房保健所）主催の健康づくりのつどい（食育指導者研修会）
の同会場にて、一般市民向けに健康づくり展を開催し、以下の内容について展示、リーフ
レット配付及び対面での栄養指導等を行い情報発信を行っている。
・ちば型食生活、グー・パー食生活、六つの食品群、栄養バランスガイド等の活用
・早寝・早起き・朝ごはんの奨励
・野菜の摂取量向上
・減塩の実践
・よく噛むことの大切さ、よく噛むための調理上の工夫 等

健康づくり展

【取組の主体】
安房保健所管内栄養士会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

県民・市民へ食を通じた健康づくりに必要な知識を普及する。

体験型の内容を盛り込む、テーマに沿ったオリジナルレシピを配付する等により来場者

の関心を高める。

来場者からの質問に答える風景

１日あたりの野菜の摂取目標
量350ｇを実際に量って体感
するコーナー

◆取組対象地域◆
安房地域

【関係団体との連携】
安房健康福祉センター（安房保健所）

【取組の成果・今後に向けて】

来場者にアンケートを実施したところ、およそ９割の者か

ら「とてもよかった」、「よかった」との回答が得られ、健

康づくりに向けた知識の普及として一定の効果があったこと

が示唆される。今後も内容の充実を図りながら継続して実施

していきたい。

写真のフードモデルを使って主
食、主菜、副菜等をそろえる食
べることの大切さを伝える
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○「歯つらつ応援教室」（出前講座）で健口体操を中心に歯や口の大切さを普及
（町会・老人クラブ・公民館自主講座・市民大学・市原市男女共同参画社会を進める市民
の会・脳の健康教室・給食サービス・茶話会・口腔ケア教室・子育て会・ディサービス施
設・小学校）
○健康まつり、上総国府まつり、消費生活展等イベントへの出演
○市県内外のお口の健康等を推進しているボランティア団体との交流研修会

歯つらつ応援教室

【取組の主体】
いちはら歯っぴい8020応援隊

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

健口体操を広めるとともに、全身と口腔の健康についての普及啓発に取り組むことによ

り、いつまでもおいしく食べたり、話したり、歌ったり、笑顔の絶えない健康で元気な歯

と口腔の市民を増やし、いきいきとしたまちづくりを目指す。

健口体操は、継続することで健口が保たれるため、直接応援隊が効果や体操のポイント

を伝えたあとは、施設（団体）が継続して健口体操を行えるようＤＶＤを製作した。

このことにより、施設等では日常的に健口体操を

継続して行うことができるようになった。

歯つらつ応援教室（出前講座）実施します

顔や口、手を使った健口体操
をみんなで楽しく行います

◆取組対象地域◆
市原市

【関係団体との連携】
市原市

市原市社会福祉協議会 等

【取組の成果・今後に向けて】

健口体操が少しづつ広まってきており、教室の依頼も増え

てきている。

元気な口でよくかんで美味しく食べることができ、笑顔の

市民が増えるように、そして市民の健康寿命の延伸に向け、

今後も活動を広めていきたい。

オリジナルDVD
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（みーる劇団による食育劇）朝食の大切さ等を劇から学んでもらった
（箸の持ち方コーナー）箸を使って豆運びを行い、正しい箸の持ち方を学んでもらった
（バランスの良いお弁当組合せコーナー）お弁当の模型を使い栄養バランスの良い組合わせ

を学んでもらった
（はてなボックス（野菜あて）コーナー）箱に野菜を入れて、触感のみで何の野菜かを当て

てもらった
（清涼飲料水等の糖度測定コーナー） 清涼飲料水の中にどの程度の砂糖が入っているか、

糖度計を使用し、知ってもらった
（３５０ｇ野菜摂取量クイズコーナー）厚生労働省で示されている1日に必要な野菜350

ｇがどの程度の量かを知ってもらった
（歯みがき指導コーナー）日本大学松戸歯学部歯科衛生専門学校の生徒が歯みがき指導を

行った
（食育絵本コーナー）食育に関連する絵本を休憩スペースに設置した

松戸食育まつり

【取組の主体】
松戸市健康福祉政策課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

イベントを通じて、食の大切さを見直し、のぞましい食習慣について学んでもらう

展示型ではなく、体験型のイベントブースにしたこと

市内4大学の学生にブース運営を協力してもらったこと

清涼飲料水等の糖度測定

350ｇ野菜摂取量クイズ

◆取組対象地域◆
松戸市

【関係団体との連携】
千葉大学 聖徳大学

日本大学松戸歯学部

流通経済大学

【取組の成果・今後に向けて】

子どもたちが楽しみながらイベントに参加することにより

食の大切さを見直し、のぞましい食習慣を身につけるという

意識付けにつながったと思われる。

今後の課題については未就学児の保護者は比較的若い世代

の方が多いことから、保護者に対する啓発も合わせてできる

ように取り組んで行きたい。
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エコを意識した調理実習、日本の食文化を体験する実習、栄養や健康な身体についての
食育説明など、企業の特色を生かした食育活動を、教育現場で活用しやすいプログラムに
している。
学校や保育所・幼稚園などへ企業の職員等を講師として派遣し、講義や料理教室を行う

「出前授業」、児童生徒を企業の施設へ受入れ、工場・店舗見学、料理教室、農林漁業体
験等の体験型イベント等を行う「体験型」の２種類のプログラムがある。
食材費などの実費や施設等までの交通費は負担してもらうが、講師の派遣やプログラム

への参加については無料。

学校参加型食育体験プログラム

【取組の主体】
千葉県安全農業推進課

千葉県教育庁学校安全保健課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

学校、保育所等における食育推進活動を支援すると共

に、県と企業の連携による一体的な取組を推進するため、

「ちば食育サポート企業」が実施する食育プログラムを

取りまとめ、県内の学校、保育所等に情報提供している。

プログラムのポスターには対象、実施時間、費用、内容などをわかり易く記載し、様子

がわかるように写真を付している。

学校や保育所等の次年度カリキュラム編成に間に合うように、11月頃に情報提供をし、

またホームページでも公開している。

申し込みは、各企業の担当部署が、直接受け付けている。

小・中・高等学校用ポスター

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】
ちば食育サポート企業

【取組の成果・今後に向けて】

平成29年度については、出前授業において12社（団体）か

ら28プログラム、体験型において5社11プログラムの提供が

あった。

今後は、学校、保育所等のみならず、地域における食育活動

にも利用範囲を広げ、食育体験プログラムについて、公民館等

にも周知していく。

保育所・幼稚園用プログラム
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主に児童館や幼稚園、保育園、小学校で「みんなで楽しい！ぬくもりを感じられる食
育」に取り組んでいる。
「4つのお皿のお話」「骨のひみつ」「野菜と果物」など、対象に合わせて100件以上

の演目から、手作りの教材で、楽しくわかりやすい参加型の講演を、年間70件程度行って
いる。

子どもたちへの食育活動

【取組の主体】
板良敷 信子

（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】

私達の元気のもと健康のもとは「食」。次世代を担う子どもたちを中心に、命の大切さ

を知り、体に良い食べものを自分で選べる力をつけ、自分の健康は自分で守ることができ

る人を増やすために活動を行っている。

手芸の技術を生かし、活動にあたっては「ぬくもり」や「あたたかさ」が感じられる布

を使った手作りの教材を使っている。対象や内容に合った教材がない場合は、自分で作成

している。伝えたい思いを込めてひと針ひと針手作りした媒体は、世界でたった一つの宝

物として心に届いている。

手作り教材を使ってのエプロンシアター

幼児向け教材のエプロン

◆取組対象地域◆
千葉県他

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

オリジナルの食育教材の作り方と使い方を、栄養士や食生活改善推進員、保育士等に向

けて講習を行っており、今後さらに活動の輪を広げて、より多くの子どもたちに伝えてい

きたい。

集中して見入る子供たち

エプロンシア
ターを使って
歯のおはなし
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いすみ市や勝浦市、御宿町など地域の保育所を中心に、手作りの紙芝居「あたりかな？
はずれかな？」「みいちゃんぶたとパパ」や人形やエプロンシアターを使った「早ね早お
き朝ごはん」「大きなかぶ」、自分で作詞した「野菜大好き音頭」など様々な媒体を使っ
たり、読み聞かせをするなど、子どもたちに楽しく食について伝える活動をしている。
平成27年度は、約13カ所で活動を行った。

子どもたちへの食育活動

【取組の主体】
植村 和子

（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】

子どもたちが元気に育つためには「食」がとても大切だと思い、「食の大切さ」を直接

子どもたちに伝えていきたい、野菜嫌いや朝ごはんを食べていない実態を改善したいとい

う思いから、食育ボランティアの活動を始めた。

子どもたちが飽きずに楽しく参加できるように、心をつかむ言葉（流行している言葉

等）で盛り上げたり、知り合いの声楽家に伴奏をお願いし録音して持っていったり、時に

は一緒に出かけて生伴奏や生歌を披露してもらったりしている。

使用する媒体は手作りで一から作る場合もあるが、既成の物にひと工夫してみたり、無

理をしないようにして楽しみながら作っている。

また、分からないことはボランティア仲間や知人に聞いたり、本を購入してヒントを得

たり、子どもたちが視るテレビ番組で情報（ネタ）を仕入れたりして、活動内容を充実さ

せるために、手直しを行っている。

紙芝居

◆取組対象地域◆
いすみ市
勝浦市
御宿町【関係団体との連携】

地元保育園等

【取組の成果・今後に向けて】

活動を始めた頃は、地元の保育所に「子どもたちに食の大切さを伝えたいので時間を

作ってもらえませんか」とお願いに回った。その中のひとつから依頼があり、何度も丁寧

に打合せを重ねてようやく実現に至った。今では、リピートしてくれる保育所も出てきた

ので、内容が重ならないようレパートリーを増やすことをしている。

これからも、自分の得意なことを生かして、無理なく、楽しく活動したい。

子供達と一緒に大きなかぶエプロンシアター
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～就学前の子供～ 



近所の公民館の調理室と和室を借りて「幼児サークル」を月１回のペースで開催してい
る。
毎月の活動は、子どもたちがいろいろな体験をできるように、パパ・ママは気兼ねなく

おしゃべりができるように、3人の講師がそれぞれの得意分野を生かして、リトミックや
読み聞かせ、クッキング等を行っている。

幼児サークルの活動

【取組の主体】

鈴木 叔子
（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】

幼稚園に入る前の親子は、家庭外での接点を持つ機会が少ないようだが、この頃は乳児

から幼児に成長する大切な時期で、親も「これでいいのかしら？」と不安になることも多

いように思う。そこで、就学前の親子の交流の場を作ろうと、活動を始めた。

クッキングは、旬の素材を生かした簡単でちょっとおしゃれな料理を紹介しながら、栄

養素や選び方、品種の違いなどについて、体験を交えて楽しく学べるようにしている。実

際に具材を混ぜたり生地をこねたり、子どもたちと一緒にクッキングに参加してもらうこ

とは、親子のコミュニケーションにつながっている。

読み聞かせではクッキングに使う素材にまつわる絵本を用意したり、食べ物クイズを行

うなど、食について知ってもらうようにしている。

食に関する情報があふれる中、何が正しいか見極める力が必要と考え、参加者に伝える

時は、行政から得た情報をもとに出典を確認するようにしている。

クッキング風景

絵本の読み聞かせ

◆取組対象地域◆
千葉市

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

地域のサークルで知り合った友達2人と長年の構想を実らせて実現した活動。

自分の得意分野を生かしながら、これからも楽しく続けていきたい。

幼児サークル「ベジタブルきっず」
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2歳以上の幼児と保護者を対象とした１コース３回の料理教室（年間２コース開催）
・食育ワンポイント（指導媒体、紙芝居・エプロンシアター等を利用し食の学習をする）
・衛生管理、包丁の使い方等の基本的な事項を学ぶ
・調理実習（五感を使うレシピの実践）
・試食・感想（一人一人が感想を発表する）

わんぱくクッキング「料理を通じて親子が一緒に学ぶ食育教室」

【取組の主体】
匝瑳市健康管理課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

幼児期は生活習慣及び食習慣が身につく重要な時期であり、この時期の幼児と保護者を対

象に料理教室（わんぱくクッキング）を通して食育に取り組んでいる。

健康管理課の事業の一つで始まったが、当初から保健推進員の協力を得て、細かな対応

を心がけてきた。子どもたちは踏み台に乗り、包丁などの調理器具を使用するため、事故

のリスク低減及び保護者が安心して調理に臨める体制を保健推進員と協力しながら運営し

ている。

幼児期は味覚が発達する時期でもあり、味覚学習のためメニューに多くの食材を使用す

ることを心がけ、調理方法も子どもたちが指先を多く使える内容を取り入れている。また、

家庭で作ることが難しいメニューや、幼児期からの減塩を伝えるために、うす味でも美味

しい調理方法や食べ方も提案している。

親子で太巻き寿司に挑戦！

この野菜わかるかな？
（食育ワンポイント）

◆取組対象地域◆
匝瑳市

【関係団体との連携】
匝瑳市保健推進員会

【取組の成果・今後に向けて】

平成12年度から開始し、継続して実施している。

コース終了時には、調理器具の使い方も上達し積極的に取

り組む姿勢や意欲がみられるようになる。調理を通じて多く

の食体験ができ、自分が作ることで苦手な食べものが食べら

れるようになった子どもも多い。媒体を使った食の学習は、

親子にとても好評。

この料理教室を通して親の食事に対する意識の変化も多く

みられ、終了時の感想も「家庭でも、また一緒に作ってみた

い」など好印象な意見が多い。

今後も、安定した教室運営を心がけ、今まで以上に保健推

進員の活躍の場（食育指導・レシピ提案）を増やすことを進

めていきたい。
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栄養士が毎月食育に関するテーマを決めた「のびっこ便り」を発行し、関連した講話、
パネルシアターなどを行う。
食育推進員が講義媒体となる試食の調理を行う。

のびっこ

【取組の主体】
長南町保健福祉課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

子育て教室において、望ましい食生活を確立するための知識を普及することを目的として

いる。

理解を深めるため、講義媒体として試食を取り入れることを心掛けている。

「夏の飲み物について」では水と炭酸水での甘さ比べを行い、飲み物の甘さが冷たさ・香

り・炭酸などでごまかされていることを理解していただいた。

「５つの味覚について」では甘味・塩味・酸味・苦味・うま味を感じる５つの食材を保

護者に味わっていただいた。

保健師、保育士、栄養士が連携して活動を行い、食の基礎となる知識を多くの保護者に

普及できるよう心掛けている。

栄養士による媒体を用いた講話

使用媒体

◆取組対象地域◆
長南町

【関係団体との連携】
長南町食育推進協議会

【取組の成果・今後に向けて】

保護者の食に関する関心が高まってきているので、今

後も継続して活動を行いたい。
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こども園の年長児が収穫したさつま芋を利用して、保健栄養推進員と「さつま芋もち」
作りをしている。
年中以下の園児のために「茶巾絞り」も作っている。
「さつま芋もち」の試食後、「びっくりおいも」のパネルシアターを町栄養士・保健師
が実施している。

さつまいもでおやつ作り

【取組の主体】
睦沢町健康保険課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

保健栄養推進員による食育活動の一環として、食べ物に興味を持ち、料理を作る楽しさ

食べる喜びを得ることを目的として実施。

こども園と調整を図り、保健栄養推進員がおやつ作りを主に実施している。また、さつ

ま芋を題材としたパネルシアターを実施し、「焼き芋」「大学芋」「芋ようかん」等、さ

つま芋料理を紹介している。

さつま芋をマッシャーで潰しているところ

出来あがったさつま芋もち

◆取組対象地域◆
睦沢町

【関係団体との連携】
睦沢町保健栄養推進員協議会

【取組の成果・今後に向けて】

食べ物に興味を持ち、料理を作る楽しさ、食べる

喜びを得ることから、将来、食事を自分で管理でき

るようになるための動機づけにしたい。（生活習慣

病の予防）
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日常的に料理を作ることが無いこどもでも楽しさを知ってもらい、食への興味をもって
もらう機会にしており、健康的な食生活を実践できる力をつける目的もあることから夏休
みに年少から小学校６年生を対象にして料理教室を実施した。平成28年度は８月中に３回、
合計３４組の参加があった。
料理をとおして栄養バランスや適正な野菜摂取を学べるよう献立にも配慮している。一

番気をつけているのは衛生面であり、万が一にも食中毒などの健康被害を発生させてはい
けないと考えていることから、食材の保管方法に注意し、調理のときも器具の清潔さや火
の通り方などに気を配っている。参加者にも清潔を心がけるように話をしている。

親子料理教室

【取組の主体】
勝浦市食生活改善会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

①家庭で健全な食生活が実践できるように、勝浦市食生活改善会と協力して親子料理教室

を毎年実施することで、子どものころから料理に親しむきっかけを作る。

②料理の基礎技術を学び、成功体験を積むことにより、料理好きな子どもに育てる。

③ 親子で料理をすることにより、食を通じたコミュニケーションを活発にする。

保育所、幼稚園、小学校の児童全数にチラシを配布して、参加者募集している。また、

実施にあたって、講師の食生活改善会の推進員が怪我の無い様に教室実施時に安全につい

てのお話をしている。

また親子料理教室ではあるものの、子どもが主役でできるようにしてもらっている。ま

た、楽しい経験をしてもらうように気軽に話しかけて明るい雰囲気の中で実施できるよう

に心がけている。

親子で料理する

料理ができあがって満足

◆取組対象地域◆
勝浦市

【関係団体との連携】
勝浦市介護健康課

【取組の成果・今後に向けて】

毎年、募集するとすぐに定員が埋まってしまいます。日程

を増やしてキャンセル待ちの方に参加してもらうようにして

いることもあります。喜んで参加してもらえるように毎年、

工夫しています。
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毎月行われる２歳６か月児歯科健診や３歳６か月児健診の待ち時間を利用して、保健推
進員が食育活動を行っている。
２歳６か月児歯科健診の待ち時間では中学校区ごとにオリジナルで作成した食育劇を、

３歳６か月児健診の待ち時間では「早ね・早起き・朝ごはん」をテーマに食育エプロンシ
アターを実施している。それぞれ、月１回ずつで年間１２回実施しており、幼稚園や保育
園より依頼があった場合にも食育劇を行っている。

２歳６か月児歯科健診・３歳６か月児健診での食育エプロンシアター

【取組の主体】
四街道市保健推進員

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

基本的な生活習慣は子どものうちから身についていくため、親子の望ましい食生活の普

及・啓発を目的として活動を行ってる。

２歳６か月児歯科健診のオリジナルで作成した食育劇においては、中学校区ごとに内容

やストーリーが少しずつ異なるため、どの中学校区も子ども達に興味を持ってもらえるよ

うな工夫（ぬいぐるみを使うなど）をしている。

３歳６か月児健診の食育エプロンシアターにおいては、子ども達と保護者の方に「早

ね・早起き・朝ごはん」の掛け声を一緒に言ってもらい意識付けを行っている。

2歳6か月児歯科健診にて

◆取組対象地域◆
四街道市

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

食育劇が始まると子ども達だけでなく、保護者の方も集中

して聞いてくださっている。保健推進員さん達もやりがいを

感じているようで、毎回反省点を活かしながら食育劇を行っ

ている。今後は、任期終了によって保健推進員が変わった時

に食育劇をきちんと引き継いでいけるようにしていきたい。

3歳6か月児健診にて
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3歳児以上児を対象に年間2回行っている。
3歳児 1回目：そらまめのさやむき実習 2回目：箸の使い方
4,5歳児 1回目：箸の使い方 2回目：3色食品群のはなし

保育所 食育指導

【取組の主体】
市原市 保育課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

市内公立保育所入所児童を対象に、食事のマナーや栄養に関する話など給食や食事に興

味を持ってもらうことを目的としている。

そらまめのさやむきでは絵本やぬいぐるみを使い、興味が持てるよう工夫している。

箸の使い方では練習用の箸と年齢に合わせた媒体（3歳児は様々な形・色のスポンジ、

4,5歳児は紙粘土で作った給食）を用意し、楽しく練習できるように工夫している。

食品群の話は紙しばいで3色のはたらきについてわかりやすく説明している。

４,５歳児用 箸の練習媒体

大型絵本とぬいぐるみ

◆取組対象地域◆
市原市

【関係団体との連携】
公立保育所

【取組の成果・今後に向けて】

保育士を対象に実施したアンケートの結果からも、興味を

もって楽しみながら参加できたとの評価があり、継続してい

きたい。

３歳児用 箸の練習媒体
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松戸市内に在住、在勤の方を対象に「食の大切さ、のぞましい食習慣」「松戸でとられ
る食材の魅力」「選食力やよく噛んで食べるといったこと」など、食に関連した読み句を
募集し、松戸市食育かるたを制作する。

松戸市食育かるた

【取組の主体】
松戸市健康福祉政策課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

食に対する知識や地域でとられる農作物等を知ってもらい、食に関する意識を高めても

らう。

聖徳大学と協働で制作を行ったこと。

聖徳大学の学生が、ご応募いただいた読み句に聖徳大学の学生が考えた読み句を加えた

ものの中から44音の読み句を選び、その読み句に合わせて絵札をデザインし、併せて箱も

デザインした。

また、市の関係課で構成する食育ワーキンググループが食事や栄養等に関わる、読み句

にあわせたコメントを考え読み札の裏に記載した。

松戸市食育かるた絵札

◆取組対象地域◆
松戸市

【関係団体との連携】
聖徳大学

【取組の成果・今後に向けて】

平成28年度内に制作されたかるたは市内の保育所（園）、

幼稚園等へ配布を行い、活用していただき普及をはかる。

また、平成29年度、本市が主催する食育イベントでも活

用する。

聖徳大学での制作風景
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浦安市健康推進員が市内保育園や幼稚園から依頼を受け、食育劇の出前講座を行ってい
る。
・食育劇では、排便の仕組みを伝え、「野菜を毎日食べること」「お水を飲むこと」
「元気に体を動かすこと」の3つの大切さを伝える。

・紙芝居では、3色食品群の分類やそれぞれの役割を伝える。
・野菜の切り口クイズでは、野菜の種類を知ってもらい食に興味を持ってもらう。
・サザエさん体操を実施して実際に元気に体を動かす。

食育劇の出前講座

【取組の主体】
浦安市健康増進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

浦安市健康推進員は、調理実習・ウォーキング・食育劇や食事バランスガイドの出前講

座などを通し、市民の健康づくりのための知識の啓発普及をはかっている。

乳幼児期における食育では、「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことが大切

である。子どもへの食育を実施し、健全な食生活を営む子を育てることを目的としている。

・食育劇・紙芝居・クイズなどで使用する媒体は推進員手作りのものを使用しており、

手作りならではの温かみがあり、推進員自身も愛着を持って使用している。

・子どもが一緒に参加できるような内容にしている。

・過去に依頼があった保育園や幼稚園から、新たな内容のものをやってほしいと以前から

要望があったため、新たに紙芝居を作成し内容の拡充を図った。

野菜エプロンを着てごあいさつ

媒体は全て手作り

◆取組対象地域◆
浦安市

【関係団体との連携】
浦安市健康推進員

【取組の成果・今後に向けて】

・取組の成果として、幼稚園で健康推進員が食育劇を実施し

たところ、その後の給食の残食が減った。

・今後に向けては、周知方法検討し依頼数を増やしていく。

食育劇の内容の改善、充実を図る。
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新米の出る9月と10月に1日ずつ、家庭からごはんを持参してもらうのをやめて保育所
でごはんを炊いて提供する「食を楽しむ日」を実施。
ごはんにはふりかけはかけず、炊き立てのご飯の味や香りを知ってもらう。
《献立》 第一回 ごはん、ひじき入りハンバーグ、ツナサラダ、果物 牛乳

第二回 ごはん、里芋コロッケ、ブロッコリーの温野菜、果物、牛乳

「食を楽しむ日」事業

【取組の主体】
公立12保育所

旭市子育て支援課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

家庭でごはんを食べる機会が減っていることから、ごはんのおいしさを子どもたちに

知ってもらおうと計画。

（いつも主食を持参する3歳以上児対象）

配膳方法は統一せず、保育所ごとに配膳しやすい方法で工夫して実施してもらう。ラッ

プを使用したラップおにぎりを実施したところ、行事食のようにごはんと主菜、副菜をワ

ンプレートに盛り付けて楽しんだところなどあった。

ラップおにぎりを作るんだ！

ワンプレート給食

◆取組対象地域◆
旭市

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

いつもはふりかけごはんを持参する子が多いためか、何も

かかっていないごはんに戸惑っていたが、出来立ての温かい

ごはんのおいしさに、おかわりをしたりして完食した。

今後もごはんに触れさせる取り組みを行って、日本食の良

さを子どもたちに伝えていきたい。
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①9月の十五夜、10月の十三夜においてお団子を作り丸める。丸めたお団子はお供え用と
して、すすきとともに保育所玄関等に飾る。おやつには、給食室で手作りした「みたらし
団子」を食べる。
②12月には保護者協力のもと、うすときねを用いて餅つき大会を行う。年長児は子ども用
のきねを使い、お餅をつく体験をする。
③各保育所の近隣に住む60歳代の方を保育所へ招き、「世代間交流会」を行う。豚汁作り
をするため、年配の方に野菜の切り方を教えてもらいながら切る。出来上がった豚汁を一
緒に食べて交流をする。

行事食を取り入れた豊かな食の体験

【取組の主体】
東金市立保育所

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

東金市は「好き嫌いなく食べ、よく遊び、よく寝る」の実践を目指し、様々な体験を通

して食への興味関心を高め、食の大切さや知識を身につけ、食を通じて健康な体を作るこ

とを保育目標としているが、毎月行事食を取り入れた給食を提供し、さらに体験すること

により季節感を味わったり、日本の行事に関心を持たせている。

①公平さを保つため、全員分の丸めたお団子をお供えする。保育所でお供えをしたことや、

十五夜、十三夜の日にお団子を食べたことなど、体験したことを家族の人に伝えてもらう

ようにしている。

②もち米からお餅ができるまでの過程を見せて、お餅が何から出来て、どのように作られ

るのかを目で見て教えている。

③野菜に触れ、包丁の使い方・切り方を教えてもらうことで、地域の方と会話ができる。

～お団子作り～

～餅つき大会～

◆取組対象地域◆
東金市

【関係団体との連携】
東金市市民福祉部こども課

【取組の成果・今後に向けて】

①「お月見」という日本ならではの行事について保育士が簡

単に説明し、子どもたちは熱心に話を聞いていた。お団子作

りは、普段の粘土遊びの成果もあり、上手に丸めていた。

②もち米からお餅に変化することに興味を示し、お餅が伸び

ることについて質問する子も見られた。

③自分たちが調理に参加したことで、いつも以上に楽しそう

に給食を食べており、地域の方とも共通の話が出来ていた。

今後は、地元の食材に目を向け、「千産千消」を取り入れた

行事食をすすめていきたい。
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毎年公立保育所において１０月～２月にかけて主に年長児を対象に、食べ物についての
教室を、４回１コースで実施している。（試食会等の時は親子対象も有り）
①食べ物カードを用いて食べ物の名前を知る。
②食べ物の働きを知り、食べ物の３群分けを学ぶ。
③食べ物を働き別に分けることができる。
④体の状態（事例）に合わせ不足している食品を選ぶことができる。食事のマナーに
ついて学ぶ。

たべもの教室

【取組の主体】
富津市子育て支援課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

子どもたちがいろいろな食べ物に関心をもち、食べ物を話題とするようになること。食

べることの営みを知り、何でも食べようとすること。食事のマナーを知り、食事の時に正

しい態度をとろうとするようになること。以上３つを目的としている。

食べ物のことをわかりやすく伝えるため、食べ物カードやペープサートなどの媒体を使

用したり、クイズ形式にしたりと、子どもたちが楽しく参加できるように工夫している。

子どもたちの食べ物への興味を引くために、フードモデルや、実物を用いるなどして、

直接触って体感できるようにしている。

食べ物の働きを理解するために、不足した場合の体の状態を示すことにより、いろいろ

な食品を食べることの大切さを意識付けている。

食べ物の分類できるかな？

親子でたべもの教室､クイズに挑戦

◆取組対象地域◆
富津市

【関係団体との連携】
公立保育所７所

【取組の成果・今後に向けて】

たべもの教室を開催した後は、給食を意欲的に食べる姿が

見られたり、食育ボード活動がスムーズになったりと子ども

たちに変化が見られた。

また、家庭でも食べ物についての話題が増えたり、買い物

の際、食べ物のことについて聞かれたりしていると保護者か

らの声が保育所へ届いている。

保育士より、教室で学んだことを日々の保育に取り入れて

いきたいとの意見が聞かれ、今後も連携し食育を進めていき

たい。
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