
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～高校生～ 



漁業者や浜のお母さんが講師となり、地元で水揚げされた新鮮な魚介類を用いて、基本
的なさばき方や郷土料理を生徒に丁寧に教え、一緒に調理、試食を行っている。
また講師が事前に調理した、地元ならではの海産物を使った郷土料理（生のりのみそ汁、

あらめの煮付けなど）を提供し、地元海産物の紹介や消費拡大のための取り組みを行って
いる。

【取組の主体】

千葉県漁業士会館山支部

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

魚のさばき方、食べ方だけでなく、魚に触れたことすらない生徒が結構いることに

驚いた。

そこで、地元の魚を調理して、実際に食べてもらい、地元の魚のおいしさや水産業を

理解してもらうため、高校生を対象に、魚食普及を目的とした調理実習指導を行っている。

近年魚を食べる機会の少ない生徒たちが、将来一人暮らしや家庭を持った際に、簡単に

美味しく魚を食べてもらうこと、さらに地元の漁業や水産物を知ってもらうことも目的の

ひとつであるため、この取組を行うに当たっては、漁業者のみならず、女性部や食育活動

に理解を示していただいている方々にも参加いただいている。

必ず一人一尾以上の魚をさばく

料理方法を教える

◆取組対象地域◆
館山市

【関係団体との連携】

館山水産事務所、安房拓心高等学校、
安房地域各漁業協同組合・女性部

【取組の成果・今後に向けて】

魚調理実習指導は、千葉県漁業士会館山支部が発案し、

20年以上継続して行っている取り組みであり、県内のみな

らず、全国にこの様な活動が波及した。

今後も継続していくためには、若手の漁業者や浜のお母さ

ん方の参加を促進していきたい。

高等学校における魚調理実習指導
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～青年期～ 



大学と相談して取組を決定している。 ※以下は一例
○学生食堂等の食環境整備
・メニュー改善
・バイキング、100円朝食など提供方法の工夫
・卓上メモ、ポップ、ポスターによる情報発信

○学生への啓発
・栄養士養成施設学生による食育活動
・企業からの賞品提供による食育マイレージ
・青年期向けリーフレットによる啓発

大学生の生活習慣病予防事業

【取組の主体】
大学、千葉県（健康福祉センター、健康福祉部健康づくり支援課）

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

メタボリックシンドロームや生活習慣病等を予防するためには、将来、子育てを担う世

代に対して、野菜摂取量と朝食欠食等の観点から適切な食生活について普及啓発し、健康

づくりのためのよりよい食生活の定着を図ることが大切であり、個々の取組みを支援する

環境が必要である。

そこで、大学と連携して、大学生が生活習慣病予防や健康づくりのために適切な食習慣

が実践できるよう、食を通じた健康づくりのための環境整備を推進する。

大学生は、調理法や味付けの好み、ボリューム、価格などがメニュー選択の重要な要素

であるため、これらに配慮しながらメニュー改善等に取り組むよう配慮している。

また、同世代とのつながりが強い世代のため、食育活動は、栄養士養成施設の大学生ボ

ランティアの協力を得ることで、関心や参加者増を期待している。

分
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◆取組対象地域◆
県内大学

【関係団体との連携】
栄養士養成施設、企業、（公社）千葉県栄養士会 ≪順不同≫

【取組の成果・今後に向けて】

社会的に自立する時期で、食事を含む生活全般の過ごし方を自分で決め実行するように

なる世代である。一方で、日によって変則的な授業時間割や夜間アルバイトなど、不規則

な生活習慣を引き起こす要因が多くある。

そのような生活環境等により、現在、望ましい食生活を実践することが困難でも、将来、

できる状況になったときに適切な食行動のための知識を得てもらうために、継続的な啓発

が必要である。
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「朝食啓発ポスター」を作成し、県内の大学、専門学校や企業・団体へ配布し、学生や
従業員等への啓発について協力を依頼。
通勤、通学途中での効果的な啓発のため、駅のコンビニエンスストアの協力により店頭

等へ掲示してもらい、広く啓発を行う。

朝食摂取啓発キャンペーン

【取組の主体】

千葉県安全農業推進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

社会環境や食生活の変化により朝食欠食が問題となっ

ている。特に20代から30代の若い世代では4人に1人

が朝食欠食とのデータがあり（27年度食育白書）、食

育における「健全な食生活の実践」が進んでいない現状

である。

そのために、若い世代（10代後半～20、30歳代）

を対象として、朝ごはんを食べることを進め、健全な食

生活の実現に向けた啓発を行う。

ポスターは、朝食を食べる習慣のない方への啓発ということを配慮し、難しい内容とせ

ず、なるべく目立つように、工夫した。

通勤・通学途中にあるコンビニエンスストアで啓発することで、不特定多数の目にとま

るよう店頭等への啓示をお願いした。さらに、同デザインのＡ5版チラシを作成しコンビ

ニの購入者のレジ袋に入れてもらった。

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】
県内大学・専門学校

企業・団体

コンビニエンスストア

【取組の成果・今後に向けて】

大学・企業等へは9月約1,400カ所と2月約1,000カ所に、それぞれ配布した。

コンビニエンスストアは千葉県内の駅にある10店舗に掲示。

これからも企業等と連携して、朝ごはんを食べると心も体も元気になることを訴え、

若い世代に対して朝ごはんを食べることを促したい。

朝食摂取啓発ポスター
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健康診査の結果説明会の時に、みそ汁を持ってきてもらって塩分を計測する。
年齢に関係なく実施できる。
当日の参加者全員に減塩ちらし配布する。

【取組の主体】

勝浦市介護健康課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

勝浦市の疾病対策として、取り組むべき課題の１つに循環器疾患の予防が挙げられる。

2007～2011年の死亡の状況について脳血管疾患の年齢調整死亡率が県内に比べて高い。

これは、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と深く係りがあることが分かって

いる。

そこで、因子の一つと考えられている高血圧予防を市民が取り組むためのきっかけづく

りとなることを目的として、勝浦市食生活改善会によって減塩活動を展開する。

実施前に食生活改善会推進員に勉強会を実施して、減塩についての知識を増やして当日

に望んでもらう。知らない人にみそ汁を測ってもらうのではなく、市内で料理等の伝達活

動をしている食生活改善会推進員が行なうことで、みそ汁を抵抗なく持ってくることがで

きるようにしている。

減塩ちらしの一部

塩分測定器

◆取組対象地域◆
勝浦市

【関係団体との連携】

勝浦市食生活改善会

【取組の成果・今後に向けて】

初めて実施したので、今後も継続して実施していきたい。

減塩の必要性を知ってもらうことができるように、場を増や

したり、ちらしを工夫していきたい。

健康診査結果説明会の減塩活動

78



県内の栄養士養成課程のある大学の学生を対象。年に2回開催し、各回約２５名程度。
内容は、開催地域の農協や漁協等の特色を生かした見学や実習、ワークショップを行う。
前半は、学生に産地を知ってもらうため、トマトやねぎなどの生産圃場見学、ヒジキ刈

りや海苔養殖場等の見学、海苔の食べ比べ、地元の魚を使った調理実習などを行う。
後半は、前半の体験や生産者等のお話しをもとに、産地が設定したテーマについて、学

生を中心にワークショップを行い、企画提案書を作成する。
産地の方々を前に、学生が企画提案書のプレゼンテーションを行い、交流を深めている。

食育体験プラン事業

「おいしさいっぱい！ちばの恵み体験ツアー」

【取組の主体】

千葉県安全農業推進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

農林漁業体験や地産地消の取組は、農林水産業を身近に感じる機会が得られ、「食」と

「農林水産業」についての理解が深まることが期待される。

そこで、将来栄養士等を目指す学生を対象に、農林水産業体験や流通加工等の見学を組

み合わせた食育体験の機会を提供し、若い世代における食育活動の活性化を図る。

・学生を対象とした事業の実施には、各大学の先生方のご理解とご協力をいただいている。

・協力してもらう産地の関係者とは、入念な打合せを行い、内容の検討をお願いしている。

・ワークショップのテーマ選定については、産地や地域で課題となっていることで、学生

目線のアイデアを生かせるようなものを設定するよう、産地と相談して決めている。

・ワークショップでは、産地の方にも参加してもらい、学生との交流を深めている。

・複数の大学の学生が参加しているので、学生同士の交流が深まるよう、グループ分け等

では工夫している。

・学生には、体験したことを友達や家族等に、ブログや

ツイッターで情報発信してもらう。

船上からの海苔養殖見学

企画提案のプレゼンテーション

◆取組対象地域◆
千葉県域

【関係団体との連携】
栄養士養成課程のある県内大学・短期大学

県内農業協同組合・漁業協同組合

生産者・直売所など農林水産業に関係する方々

県農業事務所・水産事務所など県機関

【取組の成果・今後に向けて】

平成28年度までで通算８回を開催した。

産地での体験や生産者との交流により、学生からは将来の

仕事に生かしたいといった感想が聞かれた。

また、産地からは、学生の企画提案に対して、産地の取組

の参考にしたいなど、高い評価をいただいた。

この事業をきっかけに、次の取組につながるような仕組み

をつくっていきたい。
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～壮年期～ 



自治会、自主サークル、市民大学等から、出前健康講座・講師派遣について申請を受け、
保健師、栄養士、歯科衛生士、食生活改善推進員を派遣している。内容は出前健康講座メ
ニューから選択するか、申請者と協議のうえ決定している。
食生活の分野では「知ろう、ためそう、正しい食事！毎日三食、楽しく実践！」をテー

マに、メタボリックシンドロームの予防や若い女性のやせ予防、朝食の大切さについて、
生活習慣病を予防する食事のポイントなどのメニューがある。
・紙芝居・カルタなどを使用した食育の講習（野菜の大切さ・むし歯予防について）
・こどものおやつの大切さについて（簡単なおやつの紹介と試食）
・主食・主菜・副菜がそろった食事について（男性料理教室など）
・食文化の継承と佐倉農産物の活用（太巻き寿司の調理実習など）

【取組の主体】

佐倉市健康増進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ＰＨＯＴＯ２

生活習慣病の予防、その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることに

より、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資するこ

とを目的としている。

・出前健康講座の中に「食生活改善推進員のメニュー」を設定し、チラシやホームページ

等で広く市民にお知らせしている。また、活動に当たってはそのテーマに合わせ、参加者

が楽しく学べる工夫をしている。

・活動時にはアンケートを実施し、評価や今後の取り組みの参考にしている。

・食生活改善推進員の活動に必要な知識を身につけるための研修を年に数回行っている。

また、希望者によるプロジェクト活動もあり、食育、料理、媒体づくり、生活習慣病予防

の4つのテーマで研究を行っており、活動に生かしている。

。

媒体を使った親子への食育

男性料理教室

◆取組対象地域◆
佐倉市

【関係団体との連携】

佐倉市食生活改善推進協議会

【取組の成果・今後に向けて】

・利用者の満足度は高く、一度利用した方が次の年度にま

た依頼したり、また口コミで利用を希望される方も多い。

・対象を若い世代にも広げていきたい。また、地域の課題

や市民のニーズに合わせた活動に取り組んでいきたい。

出前健康講座
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減塩活動

【取組の主体】

旭市健康管理課

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

旭市は、国・県と比較してもがん、心疾患、脳血管疾患による死亡率が高い状況で、そ

れらを引き起こす原因の一つとして高血圧が考えられる。塩分の過剰摂取が高血圧の大き

な要因にもなっていることから、市の総合目標でもある健康寿命の延伸に向け、各教室や

事業等で減塩活動を進めている。

保健推進員を対象とした研修会では、講義として、聞くだけではなく、ワークショップ

的な活動（パワーポイントのスライドを見ながら、ある１日の食事の塩分量を減らすには、

どこにポイントを置いたらいいかということで、減塩後の数字を用紙に記入するなど一緒

に取り組む）をすることで、より実践がしやすいよう工夫をした。

両親学級、離乳食教室では、だしの取り方を実際にデモストレーションで見せてから、

調理実習を行っている。

研修会のようす

塩分クイズ

◆取組対象地域◆
旭市

【関係団体との連携】

旭市保健推進員協議会

【取組の成果・今後に向けて】

９５名が参加した保健推進員の研修会のアンケートでは、

今後実践してみたいこととして、もう少し薄味にしていきた

い、醤油等の調味料はかけるよりつけるようにしたい、汁物

は具だくさんにしたい等の感想が多く出た。また、両親学級、

離乳食教室でも、だしがこんなに簡単にとれるとは思わな

かった。家でも実践してみたい等の感想が寄せられた。

これからも減塩活動が広がっていくよう、関係団体とも情

報交換をしていきながら、活動をしていきたい。

・望ましい食生活の普及活動をしている市の保健推進員を対象とした研修会では、「減
塩」をテーマにし、講義・調理実習を行い、減塩クイズもしながら、塩分を減らす工夫に
ついて知ってもらう取組をしている。
・妊娠期の夫婦を対象とした両親学級、生後５～６か月の子をもつ保護者を対象とした離
乳食教室では、薄味でも美味しく食べられる調理実習、試食を行っている。
・旭市保健推進員が毎年実施している塩分濃度調査に関わり、市民に薄味の習慣が定着す
るよう活動している。

【取組の目的】
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１回目：講義① 『日頃からできる生活習慣病予防の推進』
２回目：調理実習①『生活習慣病対策を意識した健康レシピ』
３回目：講義②『栄養バランスの取れた食生活の推進』
４回目：調理実習②『栄養バランスの取れた健康レシピ』
５回目：実地見学『生活習慣病とイソフラボン ～豆腐が実際にできるまで～』

【平成２８年１１月～平成２９年３月に、計５回実施予定です】

【取組の主体】

木更津市立清見台公民館

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ＰＨＯＴＯ２

食事を健康に繋げるための学習として、より充実した食生活を過ごす上で重要な『生活

習慣病の予防』を目的とする。

全５回の講義の内、２回を講義、２回を調理実習を交互に実施しており、講義で学んだ

知識を次の調理実習に活かすことができるようにプログラムを作成した。

また、今年度は実地見学も取り入れており、地元の工場などを見学することで、さらに

食育に対して興味・関心を喚起させることができるようプログラムを企画した。

調理実習の様子

講義中の一コマ

◆取組対象地域◆
木更津市清見台地区

【関係団体との連携】

木更津市食生活改善協議会

【取組の成果・今後に向けて】

生活習慣病に対する現状や改善方法などに関して広く学ぶ

ことができた。今後も食育の大切さを伝えることができるよ

うに、受講生からのアンケートも参考にしながら、来年度の

講座内容を検討していきたい。

清見台食育講座
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～高齢期～ 



食生活改善推進員が、老人クラブ等、高齢者の集まる場に出向き低栄養を予防・改善す
る食べ方や、「食べること」に関連した口腔の体操について紹介をしている。
また、「バランス弁当」を試食提供して食事量、味付け、バランス等を体験して確認し

てもらう取組をしている。
食生活改善推進員には、取組の実施にあたって介護予防についての知識を身につけるた

めに、医師や歯科衛生士、老人福祉施設の職員等を講師に研修を行っている。

【取組の主体】

白子町保健福祉課健康づくり係

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

白子町における食生活改善の普及促進活動を通じて、地域の高齢者に栄養バランスのと

れた食生活の在り方や栄養改善・健康維持に繋がる調理例を提案し、地域の高齢者の健康

維持・増進や介護予防に寄与する活動を目的とする。

食事バランス、低栄養予防、減塩等の栄養に関する講話のほかに、口腔体操や軽運動、

食育に関する歌の紹介等、対象者参加型の教室にすることで、興味・関心を持って頂ける

よう工夫している。

教室を午後から開始する際は、手作りおやつの提供をしている。おやつはカルシウム源

となる牛乳やスキムミルク、たんぱく質や食物繊維が豊富なきな粉などを使い、対象者が

おいしく栄養摂取できるものを作っている。また、夏はゼリー、冬はお汁粉など、季節に

あったもの、また旬の食材を使用するよう心がけている。

はつらつ栄養教室 口腔体操の様子

バランス弁当と具沢山減塩味噌汁

◆取組対象地域◆
白子町

【関係団体との連携】

白子町食生活改善協議会

【取組の成果・今後に向けて】

毎年実施している対象者に関しては、1日の野菜摂取量

や減塩法について理解を深めて頂けるようになった。

今後も対象者が栄養や健康について意識を高めて頂ける

ような資料や軽運動、レク等を取り入れていきたい。

はつらつ栄養教室 （介護予防事業）
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管理栄養士・保健師と食生活改善健康づくり推進員が、高齢者が集まる自治会館に出向
き健康講話と介護予防の運動を実施している。
今年度は、「のばそう！健康寿命」をテーマに

講話と介護予防の運動を実施。
血圧測定を実施しながら健康・栄養相談を管理

栄養士・保健師で実施し、高血圧予防と低栄養予
防の講話を行った。昼食は高齢者向けの「減塩バ
ランス弁当」を提供し、食事内容や量・味付けな
どを確認してもらった。

【取組の主体】

長柄町健康福祉課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

高齢者の低栄養予防と閉じこもりを予防し、要介護状態にならないように基本的な知識

を普及し、いきいきとした生活を送ることができることを目的とする。

自宅近くの自治会館で開催することにより、高齢者でも積極的に参加できるようにした。

又、みんなで食事をとることにより、食べることの楽しみを感じてもえるようにしている。

開催地区の推進員に参加してもらい、身近な地域の高齢者と交流を図るようにしている。

みんな一生懸命、運動してます。

平均寿命と健康寿命の差に驚いてます。

◆取組対象地域◆
長柄町

【関係団体との連携】

長柄町食生活改善健康づくり推進員会

【取組の成果・今後に向けて】

高齢者が自らの生活活動機能を維持し、自立した生

活を営むためにもこのような講座等の開催が必要と思

われるので、今後も継続して実施していきたいと考え

る。

生涯クラブ出前講座

推進員手作りの減塩バランス弁当です。
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健康問題の多い高齢男性に対する予防施策として栄養のバランスを学びながら基本的な
食事を作れるようになることで、独居でも長く元気に在宅生活を送ることができるように
する（料理は認知症予防にも効果が高いことが認められていることから、認知症対策の一
環としても効果が期待される）。
特に介護被保険者のみならず、男性の健康問題は非常に大きくその要因として長年にわ

たる食生活があげられる。自分で簡単な料理ができる男性を増やすことを目的に料理教室
を開催し、自立した在宅生活の実現のきっかけづくりにつなげていく。

【取組の主体】

勝浦市介護健康課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

高齢者の健康で自立した暮らしを支援する地域づくりを推進するために料理教室を開催

する事業で、高齢者の閉じこもり予防、食に対する意識の向上、地域交流の場を提供する

ことにより、地域社会における住民の健康及び介護予防の向上に寄与するものである。

活動当初は、参加者がなかなか集まらず、実施できない年もあったが、現在は、広報紙、

健康診査会場などでちらしを配っていることで、少しずつ参加者も増えてきている。

講師の食生活改善会の推進員が参加者全員が何かしら食材を切ったり、炒めたりできる

ようにして、楽しめるように工夫している。

料理を楽しむ参加者

料理の合間に会話を楽しむ参加者

◆取組対象地域◆
勝浦市

【関係団体との連携】

勝浦市食生活改善会

【取組の成果・今後に向けて】

教室を平成19年に開始して、現在まで続いている。

また、教室参加者からサークルが作られて、自主的に運営

している。

男の料理教室
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歯科衛生士が誤嚥性肺炎予防の話や、口腔機能のチェック・口腔ケアの話と実習を行い、
ボランティアによる表情筋の体操や『きらり鎌ケ谷かお体操』、『鎌ケ谷はっきりこと
ば』などの普及啓発を実施している。

元気アップ講座

【取組の主体】
鎌ケ谷市（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】

65歳以上の高齢者が、口腔機能を向上させ、一生おいしく楽しく安全に食事ができ、介

護状態になることを予防し、自分らしく生き生きと暮らしていけることを目指す。

・受講しやすくするために、市内６地域で実施している

・口腔ケアは、実習を行い口腔ケアの実際を体験してもらうようにしている。

・受講者と同年代のボランティアより、かお体操などを普及啓発してもらうことで、

より身近に感じてもらえるようにしている。

高齢者よい歯のコンクールにて
「きらり鎌ケ谷かお体操」を披露

鎌ケ谷市福祉健康フェア
オープニングにて「きらり
鎌ケ谷かお体操」を披露

◆取組対象地域◆
鎌ケ谷市

【関係団体との連携】
健康づくりボランティア

『パタカラーズ』『レインボーズ』

【取組の成果・今後に向けて】

「自分自身の口腔の機能について、自覚ができた」という

声や「改めて口のケアの大切さがわかった」という声が多く

聞かれた。今後も継続実施し、ボランティアとともに高齢者

の口腔機能の保持増進を図っていく。
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