
 

施策 Ⅲ 

ちばの食育の推進体制強化 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～食育を進める人材の確保～ 



年2回の開催で、基本研修とスキルアップ研修を各1回行う。
平成28年度の基本研修では、県からの情報、先輩ボランティアの事例発表、グループで

の情報交換を行った。1回目には、事例紹介、情報交換のほかに、県民・文化課の職員か
らボランティア活動についての基本的な話も行った。
またスキルアップ研修では、食品表示に関する講話、啓発手法のひとつである「ワーク

ショップ」を体験しながら学ぶ、体験学習を行った。

ちば食育ボランティア研修会

【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】

食育活動を推進するためには、食育に係る多様な人材の確保、食育関係者の連携・協力

体制が大切である。

そこで、「ちば食育ボランティア」が地域に密着した食育活動の担い手として活躍でき

るよう、資質向上を図るとともに、情報交換を通じて食育関係者が地域一体となって活動

に取り組めるようネットワークの構築を目指している。

また、ボランティアの中から、地域の食育推進のリーダーとして活躍する人材を育成す

ることを目的に、専門的な知識及び、普及啓発手法等の研修も行っている。

先輩ボランティアの事例発表では、活動内容の他、培ってきた手法、活動が活発になる

までの経緯など、参加者の参考になる内容を盛り込んでいただいている。

情報交換は、少人数のグループに分かれて、活動の課題などを話し合ったり、お互いの

活動を知るきっかけとなるよう工夫している。

スキルアップの内容については、専門的知識や啓発手法などボランティア活動を行うと

きに持っていると役立つ知識等を、座学や体験を通して身につけてもらい、活動に活かし

てもらうよう工夫している。

食育推進についての説明

ワークショップ体験の風景

◆取組対象地域◆
千葉県

【関係団体との連携】
ちば食育ボランティア

ちば食育サポート企業

市町村、農業事務所、健康福祉センター

【取組の成果・今後に向けて】

参加者のアンケートでは、ほとんどの方に、参考になった

との評価をいただいている。

また、研修の内容を自分の活動に取り入れたとの報告も得

ている。

今後は、県の食育推進計画の施策に関連する内容を取り入

れながら、ちば食育ボランティアや食育関係者の活動の参考

になるよう、充実を図っていきたい。
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これまでのテーマは、「子供の育ちを支える食育活動」「体験を通した食育活動」など。
○事例発表：県内の優良事例を３例程度。工夫していることや苦労したこと、他団体等と
の連携・協力体制など、参加者の参考となるような現場の状況を具体的に発表いただく。
○パネルディスカッション：発表事例をもとに、取組の経緯や特徴などを深く掘り下げて
いく。パネリストには事例発表者の他、ちば食育サポート企業等にも参加いただき、多方
面からの意見により議論を深めている。

つながる 広がるちばの食育情報交換会

【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】

県民一人一人の食育の実践を進め、食育について「知っている」から「できる」そして

「している」県民を増やすことを目指し、食育を推進している。

推進に当たって、地域で活動している「ちば食育ボランティア」や「ちば食育サポート

企業」をはじめ食育に関わる幅広い関係者がつながり、活動の充実を図りながら継続して

いくことが必要である。

そこで、食育に関わる関係者の情報交換を通じて、お互いの連携強化と食育活動の充実

を目的に行っている。

発表事例は、地域食育推進会議（事務局：農業事務所）から推薦のあった取組事例から

選定している。その際、先進性、継続性、連携・協力体制の面でより優れたものを選定。

テーマについては、県食育推進計画の施策を考慮しつつ、コーディネーター（食育につ

いて見識のある学識者に依頼）と相談して決定している。

事例発表者や関係する方々と事前に打ち合わせを行い、活動内容を参加者にわかりやす

く伝えられるよう、発表や配布資料の内容を工夫している。

そのほか、参加者に県の取組を知ってもらえるよう、様々な資料を配布したり、会場内

に県や企業の食育に関するパネル展示等を行う。

開催会場全景

会場ロビーでの展示

◆取組対象地域◆
千葉県域

開催地：千葉市
【関係団体との連携】
千葉県内の食育に携わる関係者

【取組の成果・今後に向けて】

今後も、「ちばの食育」を支えるボランティア、

企業及び行政機関・関係団体等の食育活動が継続的

かつ効果的に展開されるよう、県内各地の優れた活

動について情報提供し、県全体への波及を図ってい

きたい。
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いつまでも自分の歯で食べられる歯あわせ（幸せ）を守る、ＪＡオリジナルの歯（し）
あわせ体操のＤＶＤを使い研修会や集会などで体操を行っている。

「歯（し）あわせ体操」の普及 歯っぴーサポーター養成研修

【取組の主体】
ＪＡ千葉中央会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

口の健康、口腔機能の向上で「健康寿命」を伸ばす。

誰でも、どこでも簡単にできるような内容となっている。

チラシとＤＶＤ

◆取組対象地域◆
千葉県

【関係団体との連携】
ＪＡ千葉厚生連

【取組の成果・今後に向けて】

「健康寿命」の延伸に向け、広めていきたい。
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平成２８年度は「減塩」をテーマに設定（平成２７年度から継続テーマ）。
《第１回》平成２８年５月１３日（金）
講演「野菜の魅力 再発見！」
講師 野菜ソムリエ 南谷志保 先生

《第２回》平成２８年７月２５日（月）
事例発表・グループワーク「減塩の取り組みについて」

《第３回》平成２９年１月２４日（火）
調理研修「各市のおすすめ減塩レシピ」

君津保健所管内食生活改善推進員 中央研修会

ＰＨＯＴＯ１
取組の代表的な写真
・・・・・・

【取組の主体】
君津保健所管内食生活改善協議会

君津健康福祉センター

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

県民の食を通じた健康づくりの向上を目指し、管内食生活改善推進員の資質向上及び連

携強化を目的に、君津保健所管内食生活改善協議会との共催により中央研修会を年３回開

催し、推進員活動の充実を図る。

管内の健康課題をテーマに設定した。課題について共通理解を図るとともに、研修会を

とおして学んだことを各市協議会に持ち帰り、各市における推進員活動に反映し、住民へ

伝達することで、健康課題の改善に向けた取り組みができるように支援している。

調理研修では、各市がレシピのポイントや工夫点を説明してから調理実習を行なうこと

で、各市のレシピを管内全体で普及・実践できるように取り組んでいる。

また、グループワークや調理研修では、管内４市を混合したグループにして、顔が見え

る関係づくりと他市との情報交換や連携強化につなげている。

調理実習の様子

調理実習でのグループ発表の様子

◆取組対象地域◆
君津地域

【関係団体との連携】
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

【取組の成果・今後に向けて】

管内の減塩に対する現状を把握するための共通ツールが少

ないことから、管内共通の減塩アンケートの実施を検討中。

アンケートをとおして、住民への減塩に対する意識づけと

管内の現状・問題点の把握を行う。

また、その結果を基に、課題解決に向けた研修会を開催し、

管内全体の取り組みへと展開したい。
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地場産食材を使用した和食料理の実習

『秋から冬への歩み』

・日本料理「鈴なり」店主 村田明彦氏によるデモンストレーション
（ポイントを説明しながらの調理）
・栄養士による実習
・試食
・村田明彦氏による講評
・質疑応答

夏季調理講習会

【取組の主体】
船橋市教育委員会

船橋市学校栄養士会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ＰＨＯＴＯ２
冊子や郷土料理の写真、
体験の様子など
・・・・・・・

○多様な調理方法を習得し、自校の給食の充実を図る。

○調理技術の向上を図る。

・プロの料理人によるポイントの説明があるので、栄養士も積極的に参加している。

・実際に給食に出せる献立を実習しているので、献立作りの参考になる。

・特に、出汁の取り方を重点的に行っている。

村田明彦氏によるデモンストレーション

実際に提供した給食

◆取組対象地域◆
船橋市

【関係団体との連携】
合同会社五穀豊穣（和食給食応援団）、フジッコ、

不二精油、雪国まいたけ

【取組の成果・今後に向けて】

栄養士がこの取り組みを楽しみにしている。今後も、関係

団体と連携しながら継続して活動したい。
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～多様な関係者の連携強化～ 



地元の農産物を販売・使用し、一定の条件を満たす食品関連事業者等を地産地消推進協
力店として認定する。協力店には認定証、認証プレートの交付、地産地消のぼり旗の貸与
を行うほか、平成２８年４月より、広報いちはらにて、地産地消推進協力店紹介記事「市
原の味力発信」の連載を開始した。

地産地消推進協力店事業

ＰＨＯＴＯ１
取組の代表的な写真
・・・・・・

【取組の主体】
市原市（農林業振興課）

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ＰＨＯＴＯ２
冊子や郷土料理の写真、
体験の様子など
・・・・・・・

地元農産物の使用を促進するとともに、市民等に対し、地元農産物の良さを知ってもら

い、地産地消意識の醸成につなげる。

地産地消推進協力店には、ＰＯＰや掲示物、口頭で、地元農産物のＰＲをしていただく

よう、協力を依頼している。

広報いちはら連載記事

地産地消推進協力店プレート

◆取組対象地域◆
市原市

【関係団体との連携】
市原市地産地消推進協議会

食品関連事業者等

【取組の成果・今後に向けて】

平成２２年度に開始し、平成２８年１０月1日現在で２４

店舗が認定店となっている。
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・市内の農水産関係者や船橋市栄養士会などの関係団体、飲食店や企業、食育ボランティ
ア等を招いた意見交換会を開催し、リーフレットの内容と活用方法を検討。
・完成したリーフレットは行政のほか食育ボランティアに配布し、活用を依頼。
・リーフレットを題材にふなばし食育応援プロジェクト（ボランティア）が制作した歌や
食育PR動画について、内容検討や出演交渉等に市が協力。
・各種講座やイベント等でリーフレットや食育ＰＲ動画を活用して啓発を行う。

リーフレット｢ふなすこみそ汁｣を活用した食育の推進

【取組の主体】
船橋市（健康政策課）

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

各分野で行われている食育をつなげるために、共通して使えるツールを作成し、広く市

民に船橋市の食育について啓発をはかる。

・船橋産ブランドの食材について、栄養価が優れている点も含め周知する内容とした。

・みそ汁を具だくさんにすることで、健康づくりに欠かせない「減塩」についても啓発。

・健康づくりや農水産など様々な分野で使用でき、また、互いの分野のことも一緒にＰＲ

できるようなリーフレットとした。

・最初の段階で、行政だけではなく食に関わる市民・団体にお声がけし、一緒に取り組み

たい姿勢を示した。

・動画制作の際には、完成した動画を多くの方に見ていただけるよう、様々な世代・団体

にお声がけした。

リーフレット「ふなすこみそ汁」

食育PR動画「みんな大好きおみそ
しる」の一場面

◆取組対象地域◆
船橋市

【関係団体との連携】
ふなばし食育応援プロジェクト

その他 ふなばし食育ボランティア

【取組の成果・今後に向けて】

リーフレットは、ふなばし食育ボランティアの活動

やイベント等で活用されている。動画は300人以上が

出演し、動画サイト（YouTube）に公開された。

リーフレットとともに、ケーブルテレビやラジオ等

に取り上げられ、公開１か月で視聴回数3,000回を越

えた。市内の認知度はまだまだ低いため、引き続き食

に関わる市民・団体と協働して啓発に取組んでいく。
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平成2８年6月の開催で7回目（7年目）になる催し。
第１部では、千葉県ヤクルト販売が「おなか元気教室」で生活リズムと排泄の関係や腸

の話をする。
第２部では、パンケーキとクリームに果物などを盛り付けてオリジナル「パフェ」を作

る。

ときめきサタディ「親子でおいしくおなかが喜ぶデザートづくり」

【取組の主体】

千葉市南部青少年センター

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

千葉市南部青少年センター主催の「ときめきサタディ」という取り組みの一環で地域の

小学生と保護者が対象の食育講座。

「人間の消化吸収の仕組み」、「排便の大切さ」、「腸の健康と身体の健康」、「腸内

細菌と健康のかかわり」などを生活リズムと関連づけながら一緒に楽しく学ぶ「おなか元

気教室」と簡単な調理実習で、子ども達が健康で楽しく生活するためのお手伝いをする。

参加者募集は千葉市南部青少年センターが、市政だより等で行っ

ている。

おなか元気教室では、消化管の長さの模型を使って腸の長さを体

験したり、オリジナル食育グッズを使用し、子どもたちの年齢に合

わせて、管理栄養士が楽しく分かりやすい説明をしている。

第4回目開催からは、「ちば食育ボランティア」の協力を得て、

準備・調理実習・後片付けまで協力して実施。特に、子どもたちが

怪我をしないよう包丁や器具を使う場面で目を配り、サポートして

くれている。

おなか元気教室

オリジナルパフェ

◆取組対象地域◆
千葉市

【関係団体との連携】
千葉県ヤクルト販売株式会社（ちば食育サポート企業）

ちば食育ボランティア

【取組の成果・今後に向けて】

南部青少年センターからの告知により毎年満席の人気の企画。

参加者の中には初めて包丁を握る子どもも少なくないが、ちば

食育ボランティアの皆さんがきちんと目を配り指導してくれるた

め、安心して調理が行える。

今後も内容を改善しながら回数を重ね、地域の小学生たちの

「健康づくり」と「食育推進」に協力していきたいと考えている。
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食育サポート企業の株式会社ナリタヤの紹介で、印旛郡栄町のふれあいプラザさかえで、
平成２７年１０月に小学校4～6年生の親子を対象に料理教室が開催された。
栄町教育委員会生涯学習課が募集を行い、株式会社ナリタヤが食材を提供し、やまクッ

キングスクールの先生が講師を務め、4社共催での親子料理教室となった。
地域の親子17組が参加し、地元産のドラ豆（大豆）や、お米をふんだんに使い、ご家庭

でも簡単に作れる地産地消のライスピザを実習した。

ぱくすく食堂 千産千消の親子料理教室

栄町の新米とドラ豆を使ってライスピザを作ろう！

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ぱくすく食堂は株式会社ファーマインドがＣＳＲで行っている食育プロジェクト。

地元スーパー、地元料理教室と連携し、子供たちの食育を推進するために、一体となっ

て、料理教室を実施している。

子供たちは、料理教室に参加することで、地元の食材を知り、料理の楽しさを実感する

ことができる。食への関心を高めること、ご家庭で料理をする機会を促進することを目的

としている。

親子で、料理教室に参加頂くことを推奨。これが、ご家庭で料理をする機会が増える

きっかけにならないかと、思っている。また、地元のご家庭と、地元のスーパー、地元の

料理教室が繋がることで、地域の活性化にも貢献したい。

レシピには、地元の食材を使うことで、地産地消を推進したり、講師から、食材のお話、

食事のマナー（お箸の使い方）を講義して頂くなど、作って食べること以外にも、様々な

工夫を行っている。

講師の先生から食育のおはなし

【関係団体との連携】
印旛郡栄町教育委員会
株式会社ナリタヤ（食育サポート企業）

やまクッキングスクール

ぱくすく食堂事務局（株式会社ファーマインド）

◆取組対象地域◆
印旛郡栄町

【取組の成果・今後に向けて】

今回は、食育サポート企業同士の連携から、行政、

料理教室との共催となり、食育への関心の高さがうか

がえた。

※当活動は、他、東葛地域にて、スーパー・料理研

究家と連携し、実施の輪を広げている。

今後は、千葉県全域で、実施ができるよう、ご賛同

いただける企業がないか、働きかけを行う。

料理教室ご案内のチラシ
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「食」「地域」「環境」の3つをテーマに子ども達を中心としたご家族で継続して参加
する、体験型の教室。田んぼや畑で自らの手で作物を植えて収穫し、収穫したお米や野菜
を調理して食べることで食の大切さを、そして、田畑や周囲の自然との触れ合いや生き物
の観察を通じて自然環境の大切さについて、双方を関連づけて学んでいく。
「知ること」「作ること」「食べること」という体験を通じて、食と農と環境が自分自

身にも「つながって」いることを学んでいただきたいと考えている。

ハウス「食と農と環境の体験教室・千葉」

【取組の主体】
ハウス食品グループ本社株式会社

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

社会環境や家庭環境など子ども達を取り巻く環境は急激に変化している。

その結果、子ども達の健全な育成に大きな影響を与え、コミュニケーション能力や持久

力・体力・運動能力の低下、生活習慣や食生活の乱れといった問題が表面化してきた。

これらの課題を解決するために食品企業として取り組めることのひとつとして、ハウス

食品グループでは2009年から「ハウス食と農と環境の体験教室」を実施している。

この活動には、地域の方々と田畑でお米や野菜を育てる活動しているNPO等の団体のご

協力をいただいている。

また、同一家族が１年間（3回）連続して参加することにより、その日限りの体験でな

く、稲や野菜の生長を体感し、自分達が育てたお米や野菜を、収穫したその場で調理して

食べることで食の大切さを学び、田畑や周囲の自然との触れ合いや生き物の観察を通じて

自然環境の大切さも理解していただくことが大きな特徴になっている。

さらに、社員の社会貢献活動への参加意識を高めるきっかけづくりとして、毎回、募集

した社員ボランティアが参加し、当日の教室を運営するお手伝いを行っている。

稲刈りで全員集合！

新米を飯ごうで炊きました

◆取組対象地域◆
佐倉市

【関係団体との連携】
NPO法人千葉自然学校

NPO法人佐倉みどりネット

体験農園in岩名

【取組の成果・今後に向けて】

参加者アンケートの結果、野菜を好き嫌いなくよく食べる

ようになった、食事を残さず食べるようになった、自然に興

味を持つようになった等の変化が見られる。

今後は地域の特色を生かしながら、参加者同士の交流をよ

り促す活動になるよう、関係団体と連携しながら、取り組ん

でいきたいと考えている。
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～地域における取組の強化～ 



（１）展示ブース
食育活動の紹介（食育クイズやゲーム、簡単レシピ紹介）など。各出展団体が説明。

（２）ステージイベント
食育クイズ、食に関するダンスや体操・劇、キャラクターと撮影会等。

（３）スタンプラリー＆抽選会
ガラポン抽選会で、千葉市産野菜セットや千葉市グッズなどの景品を用意。

千葉市食育のつどい

【取組の主体】
千葉市健康支援課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

様々な体験を通じて「食」の大切さを伝え、子どもから大人まで市民一人ひとりが、

「食」への関心や理解を深める機会を設けることで、「食育」を推進する。

・6月の食育月間に開催し、より効果的に普及啓発をすることができている。

・市民に身近な商業施設で開催することで、無関心層にも普及啓発することができている。

・関係団体の出展協力を得ることで、様々な内容の展示・ステージを展開することができ

ている。

・スタンプラリーを実施することで、展示ブースを見る人が増える。

※写真は2016年の様子

◆取組対象地域◆
千葉市

【関係団体との連携】
千葉市健康づくり推進協議会食育推進部会委員

及び庁内関係課

【取組の成果・今後に向けて】

子どものいる家族の参加が多く、様々な内容の展

示・ステージがあるため、楽しみながら食に興味・関

心をもつことができる。

よりよいイベントになるよう工夫し、関係団体との

連携も深めながら継続していく。
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平成26年度は、ちば食育ボランティアを講師に招き、関係者一人ひとりが会合等におい
て活発な情報交換を促せるよう、ワークショップの手法を学んだ。また、ワークショップ
を円滑に進めるためのファシリテーションの研修も行った。
平成27年度は、地域特産物のさつまいもを対象に、農産物が食卓に届くまでの過程につ

いて現地研修を行った。参加者は普段は見ることがない生産者の貯蔵庫やJAかとりの大型
貯蔵施設、集送センターを見学した。また、ちば食育サポート企業であるJAかとりの食育
の取組発表、さつまいも4品種の食べ比べ等も行った。

印旛地域食育活動交換会

【取組の主体】
千葉県印旛農業事務所

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

県民一人ひとりが地域に根差した食育を日常的に実践できるような環境を整備するため

には、食育関係者の連携・協力体制の強化を図ることが重要である。

そのため、活動交換会において市町、食育ボランティア、食育サポート企業等が意見を

交わし、関係者によるネットワークを構築することを目的とする。

この食育活動交換会は、参加者自らが今後の食育活動に活かせるような内容を目指して

いる。

平成26年度は、各種イベント等において、参加者同士が積極的な意見交換を図れるよう

になることを目指し、ワークショップの手法を学ぶこととした。

平成27年度は、食を支える生産者や流通関係者の現場を知り、参加者が今後の食育活動

において参考となるよう配慮した。

H2６ワークショップの様子

◆取組対象地域◆
印旛地域

H27さつまいも比較
H27さつまいも集送施設

【関係団体との連携】
印旛地域食育推進会議

生産農家

ちば食育ボランティアなど
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・平成27年度
講演：「グー・パー食生活の推進」 千葉県立保健医療大学 渡辺智子教授
事例発表：農業事務所管内から３事例
①君津市食生活改善協議会の取り組みについて
②学校給食を通しての君津市小中学校における食に関する指導の実践について
③きみつ4市企業家ネットの食育活動について

・平成28年度
講演：「地域とともに取り組む富浦子ども園の給食」

南房総市富浦子ども園富浦保育所 酒井淳子先生
事例発表：農業事務所管内から3事例
①袖ケ浦市立保育所給食の実践事例
②木更津市内小中学校での食に関する指導の実践
③「環南みんなの楽校」の取組
（富津市の廃校を核にした地元住民とNPO 法人の連携）

君津地域食育活動交換会

【取組の主体】
千葉県君津農業事務所

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

地域の特色を生かした新たな連携による食育活動を促進するため、食育関係団体、市町

村等と連携し、地域のリーダー的な食育活動を行う人材を育成することを目的として開催

している。

ちば食育ボランティア、ちば食育サポート企業、君津地域食育推進連絡協議会など、地

域の食育活動の核となる方々を対象に行っている。

事例発表は、3市から健康・教育・農林の取り組みから特色のある取り組みを一つずつ

発表してもらっている。

健康では、地域の特徴と健康面での問題点や食育活動の様々な取組や、保育所での野菜

栽培体験などの食育アプローチ。

学校給食では、学級担任や教科担任と一緒に行う効果的な指導、受験に向けた食生活な

ど各学年で興味を持っていることからのアプローチの例。子どもたちに実施した給食のア

ンケート結果などについて。

農林からは、地域や団体の特徴を生かして地域の食を消費者に伝える体験実習やイベン

トなどの様々な活動や、地元・行政・NPO団体が連携しての事例発表などを行った。

◆取組対象地域◆
君津地域

【関係団体との連携】
君津地域農林業振興協議会

君津地域食育推進連絡協議会
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～食に関する情報の提供～ 



食に関連するワークショップ及びクッキングカフェを開催
・クッキングカフェ（全3回 10～16名参加 会場：石井食品㈱）

食品表示を確認・気にしながら調理、フェアトレード商品を用いた調理
・ワークショップ（テーマ）
食品表示と食物アレルギー、メニュー・料理等の食品表示と景品表示法、持続可能な消費
[講師：日野勝吾氏（淑徳大学助教）、中島佳織氏（特非）フェアトレード･ラベル･ジャ
パン理事）]

「食」を基軸とした消費者教育の推進と
消費者の安全を確保する地域コミュニティの形成

【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】

｢食｣に関連する多様な主体を対象として、食の安全性への不安を解消するための具体策

や食品表示の見方などに関するワークショップや多世代交流の場となるクッキングカフェ

を開催することにより、消費生活の上で必要な知識や情報についての理解や、高齢者や子

どもなどの消費生活の弱者に対する意識を深めることで、地域における自発的な消費者教

育を促進するとともに、消費者の安全の確保のための地域コミュニティの形成につなげる。

多世代が「食」を通して交流することで、地域における自発的な消費者教育を促進させ

るとともに、消費者の安全の確保のための地域コミュニティの形成が進められるよう、地

域の事業者を巻き込んだ交流の場となるように設定した。

ワークショップ等の参加者を対象としたアンケートを実施し、効果測定を行い、その集

計結果を結果報告書に掲載し、各消費生活センター等に情報提供した。

食品表示を確認しながら調理

ミートボールドリア完成

◆取組対象地域◆
千葉県

【関係団体との連携】
淑徳大学コミュニティ政策学部消費者法研究室

【取組の成果・今後に向けて】

地域コミュニティの形成を図るまでには至らなかったが、

幅広い年齢層からの参加があり、自発的な消費者教育と身近

な消費者問題に触れる機会を提供でき、コミュニティの必要

性を実感できた。

地元市からの後援を得られたが、働きかけの時期が遅れ、

効果的な連携につなげることができなかった。
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・県衛生指導課職員による、食中毒対策を中心とした食の安全に関する講義
・イオンリテール株式会社職員による、自社取り組みに関する講義
・クイズラリー形式での施設バックヤード見学（イオンリテール職員、県職員）
・野菜袋詰め体験
・食品衛生監視員体験(実験)、手洗い教室

平成28年度 食品の安全・安心に関するリスクコミュニケーション
「夏休み☆食品安全体験ツアー」

【取組の主体】
千葉県衛生指導課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

食品等の安全・安心に関する関係者相互間の知識と理解を深めることを目的として、小

学３～６年生の親子を対象とした施設見学・体験型リスクコミュニケーションを開催し、

食品の安全・安心に関する行政及び食品関連事業者からの情報提供及び意見の交換を行う。

一方通行の講義にならないよう、クイズラリー形式での施設バックヤード見学、手洗い

体験等を行い、参加者が楽しく、積極的に参加できる形式をとるようにした。

また、行政、事業者、参加者(一般消費者)の三者でのリスクコミュニケ―ション推進の

ため、行政、事業者両者で講義、体験のスタッフを行った。

対象となる小学生が参加しやすいよう、夏休み期間の開催とすることで、多くの参加希

望者を集められるよう工夫した。

事業者による講義の様子

クイズラリー形式での
施設見学の様子

◆取組対象地域◆
千葉県

【関係団体との連携】
イオンリテール株式会社(共催)

【取組の成果・今後に向けて】

参加者からは概ね好評をいただいている。また、26年

度・27年度は食品製造工場の施設見学として実施しており、

29年度以降も関連事業者と協力の上、同様の取組を続けて

いく予定である。
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0歳から修学前の子どもの食に関する情報（「離乳食」「1，2歳児」「3歳以上児」
「子どもの食事Q＆A」「レシピ」「食育紹介」）を、発信している。公立保育所・認定
こども園で実際に提供しているメニューのレシピの紹介や、食育実践の内容を紹介してお
り、定期的に更新している。

千葉市保育所食育サイト おいしい！元気！ちばキッズ

【取組の主体】
千葉市幼保運営課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

子育て世帯を対象に、保育所の食事の紹介や乳幼児の食についての情報を提供する。

保育所の栄養士が運営に携わっている。区民祭りや各保健福祉センターで行われる地域

食生活連絡会、毎月保護者に配付する献立表にて当サイトの紹介を行っており、知名度の

向上を図っている。

トップページロゴ

レシピ写真（例）

◆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】

庁外からの閲覧数が12,000件以上あり（２７年度4月

1日から12月15日までの各ページのページ別訪問者数の積

算）、また、他市から掲載内容について照会もあった。

今後は更なる知名度の向上を期待して、地域子育て支援セ

ンター等に当サイトを紹介するポスターを掲示することを考

えている。
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食育や健康関連の知識の提供にとどまらず、実際の健康行動を増やすことにつながるよ
う、次のような情報を提供する。なお、『食育だより』は年に４回発行する。
①食に関する興味・関心につながる情報
②一次予防を目的とした健康的な食習慣に関する情報
③次世代育成のために必要な食に関する情報
④地産地消の推進につながる情報
⑤その他

我孫子市食育だよりの刊行

【取組の主体】
我孫子市（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】

我孫子市第２次心も身体も健康プランに基づき、生涯をとおして健康に暮らす市民を増

やすために、食への関心を持ち、正しい知識を得て、望ましい食生活をおくれるよう、食

に関する情報を掲載する食育だよりを定期的に発行し、食育のより一層の推進を図る。

・市内の食育に関する取り組みが広く網羅されるよう、記事は市内食育関係課（健康づく

り支援課・農政課・保育課・高齢者支援課・教育委員会学校教育課）が輪番で作成して

いる。

・川村学園女子大学の栄養教諭を目指す学生によるレシピを定期的に掲載するなど、官学

連携した取り組みとして実施している。

・日頃、健康づくり支援課事業に参加することの少ない世代にも啓発するため、市内全小

中学校及び公立保育園に通う児をもつ保護者へ配布している。

・レシピに関心を持つ人が多いため、レシピ掲載を多くしている。

我孫子市食育だより

◆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、市内関係課（農政課・保育課・

高齢者支援課・学校教育課）

【取組の成果・今後に向けて】

現在は、行政と大学１校のみでの取り組みにとどまっているため、その他の関係団体と

も連携していけるようにしたい。

また、事業開始より日が浅く認知度が低い。情報発信を強化していきたい。
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