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第３節 子育て世代対象 

  第１項 島田産婦人科医院 

a.取組内容 

【７月実施分】 

１．実施日時 

平成 28年７月２日（土曜日） 14時～15時 

 

２．実施場所 

島田産婦人科医院（静岡県駿東郡清水町伏見38-１）ホール 

 

３．次第 

「おいしい」をベビー手話で表現しましょう 

健全な食生活のために大事なこと 

ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏 

おいしいだしをとってみましょう 

株式会社 柳屋本店（静岡県焼津市のかつお節製造メーカー） 松永理恵子氏 

 

４．参加者 

子育て中の親子29名（保護者14名、乳幼児16名） 

 

５．募集方法 

島田産婦人科医院、講師、静岡県庁、清水町役場による案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、事前アンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵）  

講座趣旨などを説明しました。 

参加者が楽に講義が聞けるように絨毯が敷いてある部屋で行い、講義中は赤ちゃんが

泣いてもよいし、授乳が必要であれば行ってもよいなど伝えしました。 

（３）「おいしい」をベビー手話で表現しましょう  

（講師：ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏）  

「おいしい」「もっと食べたい」「魚」など食に関して、ベビー手話で表現する方法を

説明しました。早速、参加者に乳幼児といっしょにコミュニケーションをとりながら、

ベビー手話をやっていただきました。あかちゃんもニコニコ笑顔です。子どもの食事が

うまくいかないことは親のストレスにもなるため、役立ってほしいです。 
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（４）健全な食生活のための大事なこと（講師：ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏）  

健康な体作りのために、主食、副菜、主菜をバランスよく食べることを促しました。

また、静岡にはおいしいものがたくさんあるので、地域の食や食文化を大事にすること

を伝えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）おいしいだしをとってみましょう  （講師：株式会社 柳屋本店 松永理恵子氏） 

参加者に枯れ節でとっただしと、うま味調味料でとっただしの飲み比べをしてもらい、

かつお節でとっただしの良さの説明をしました。 

その後、ＤＶＤでかつお節の製造工程を見てもらった後、だしのとり方のデモンスト

レーションをしました。簡単なだしのとり方として茶こしでとる方法、だしをとった後

のかつお節の活用法、だしの保存の仕方として製氷器に入れて冷凍する方法、だしを使

った離乳食の作り方も説明しました。 

参加者から、だしのとり方についてなど、熱心に質問がでていました。今後、だしを

とってみようという声が聞かれました。最後に、柳屋本店からご提供いただいたサンプ

ルもお配りしました。お子さんの小さいころから味わいを育ててほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベビー手話で「魚」を表現 リラックスした講座 

かつお節の製造工程を学ぶ だしのとり方を説明 
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（６）食の話題にアンテナをはってみましょう  （事務局：町田弘恵） 

静岡の食からつなげて、地理的表示保護制度の説明をしました。また、スマイルケア

食の説明などもして、食に関することは気にかけてアンテナをはってほしい、と伝えま

した。 

事後のアンケートは１か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 
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【９月実施分】 

１．実施日時 

平成 28年９月 17日（土） 15時～16時 

 

２．実施場所 

島田産婦人科医院（静岡県駿東郡清水町伏見38-1）ホール 

 

３．次第 

子どものお祝いと食 

お子様と一緒に日ごろの食生活を振り返ってみませんか 

日本女子大学 家政学部 教授 高増雅子氏 

カラフルなピクルスを作ってみましょう 

ＪＡなんすん女性部 部長 木下美智子氏 

 

４．参加者 

子育て中の親子25名（保護者15名、乳幼児10名） 

 

５．募集方法 

島田産婦人科、講師、ＪＡなんすん、健診時や保健センター（協力：清水町役場健康福

祉課）による案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、事前アンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵）  

講座趣旨などを説明しました。 

参加者が楽に講義が聞けるように絨毯が敷いてある部屋で行い、講義中は赤ちゃんが

泣いてもよいし、授乳が必要であれば行ってもよいなど伝えしました。 

（３）子どものお祝いと食 

お子様と一緒に日ごろの食生活を振り返ってみませんか 

   （講師：日本女子大学 家政学部 教授 高増雅子氏） 

健全な食生活のために、主食・主菜・副菜の組み合わせで栄養のバランスをよくする

ことが大切なことや、それを実践する際のポイントとして大人もおいしく食べられて、

離乳食にも活用できる料理なども伝えました。 

また、伝統的な食文化として、行事食にはどんなものがあるのか、特に子どものお祝

いと食についてお話ししました。参加者の中に、先日、お食い初めをした方もいらっし
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ゃり、他の参加者は子どもの行事食についてとても興味深く聞いていました。子育てで

忙しいママも自分を大事にして、食事に気を配ってほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）カラフルなピクルスを作ってみましょう  

（講師：ＪＡなんすん女性部 部長 木下美智子氏） 

近隣の生産者である木下さんが、農の現場や生産の工夫を伝えました。木下さんが作

っている珍しい野菜のコリンキーの紹介もありました。 

コリンキーなど地域の野菜を使って、野菜を簡単に食べられ、常備菜にもなるピクル

ス（２種類）の作り方をデモンストレーションし、参加者は試食をしました。さらに、

ピクルスの様々なバリエーションも紹介し、試作をしました。試作の準備は大変でした

が、ＪＡなんすんの方にご協力もいただき、スムーズにできました。 

なんすん産直市場は 10か所あるので、ぜひ、足を運んで、新しい野菜があったらお店

の方に聞いて、チャレンジしてほしいとお話ししました。 

身近にある直売所を知らなかった参加者も多く、今度、行ってみたいという声があり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コリンキーの紹介 

ピクルスの作り方を説明 

行事食に興味津々 

子どもの行事食に興味津々 
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（５）閉会  （事務局：町田弘恵） 

参加者に、お土産用として、（株）ミツカン提供のピクルスの瓶とレシピ集をお渡しし

ました。 

事後のアンケートは１か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 
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【11月実施分】 

１．実施日時 

平成 28年 11月５日（土） 15時～16時 

 

２．実施場所 

島田産婦人科医院 （静岡県駿東郡清水町伏見38-1）ホール 

 

３．次第 

食事と運動の大切さ 

ママと赤ちゃんのふれあいヨガ 

ドゥミルネサンス 後藤直美氏 

 

４．参加者 

子育て中の親子23名（保護者11名、乳幼児12名） 

※お子さんの首が座っていて1歳半くらいまで 

 

５．募集方法 

島田産婦人科、健診時や保健センター（協力：清水町役場健康福祉課）、清水町子育て総

合支援センターによる案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

講座趣旨などを説明しました。 

（３）食事と運動の大切さ  （講師：ドゥミルネサンス 後藤直美氏） 

 健康な体作りのためには、食事と運動が大切で、それには生活サイクルを整えること

がポイントであると説明しました。 

「朝食を食べると、体が元気になる→昼間に子どもと一緒にしっかりと遊べる→お腹

がすき、またご飯をしっかりと食べられる→昼間に運動したことで夜は早寝ができる」。

このサイクルが大事であると伝えました。 

また、食事をするときには、バランスよく食べることや 30回噛むことなどに気を配る

ように伝えました。 
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（４）ママと赤ちゃんのふれあいヨガ  （講師：ドゥミルネサンス 後藤直美氏） 

 食事をちゃんと食べた後には運動が大事です。お子さんが小さいとなかなか外に出ら

れないため、家でもできる運動として、あかちゃんと一緒にふれあいながらできるベビ

ーヨガをしました。 

子育てで忙しい毎日ですが、食事や運動について学びながら、参加者同士の交流もで

きて、ほっとできる時間を過ごしていただきました。 

参加者から、今日は体を動かしてお腹がすいたので、お家に帰ったらちゃんとご飯を

食べよう、という声もありました。自分でも継続して取り組んでほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）閉会  （事務局：町田弘恵） 

 事後のアンケートは１か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 

  

食事をするときのポイントを楽しく伝える 

赤ちゃん同士の足をくっつけて、挨拶 赤ちゃんもお母さんもニコニコの運動 
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b.結果（３回の平均値） 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計は 54％であったのに対し、事後は 72％

と 18ポイント増加しました。子育て世代であるため、元々の数値も高いが、より専門的な情

報等を入手することにより、さらに意識が向上することがわかりました。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 76％であったのに対し、事後は 82％と６ポ

イント増加しました。先の問の“健全”という漠然な問いから、主食・主菜・副菜と具体的

内容に触れるほうが、子育て世代としてはイメージを想起しやすく、このような高い割合に

なったと思われます。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問については、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％を占めました。この

結果は“子供”の食事や食習慣を念頭に行っていることが言え、子育て世代独特の特徴だと

言えます。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

 事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の約 50％となっています。しかし、どのよう

なところで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」と回答した者が最も多く、回答者で

ある 30～40世代は家庭が主たる食教育の場であることがわかります。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は同じでした。事後の「言

葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見てみると、

「スマイルケア食」は 33％、「機能性表示食品制度」は 89％、「地理的表示保護制度」は 11％

であり、特に「地理的表示保護制度」の認知度が非常に低いことがわかりました。したがっ

て、現在の生活に馴染みが薄い「スマイルケア食」および「地理的表示保護制度」の認知度

を上げるためには、関係機関等と連携し効果的な訴求をする必要があると思われます。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 
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本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 22％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 55％を占めました。全体の 77％が意識と行動を変容しま

したことから、本事業を通じより深く食について学んだ結果、多くの対象者が正しい情報を

理解のもと、意識と行動が変容したことがわかります。 
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第２項 池川クリニック 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 28年９月 15日（木） 14時～15時 

 

２．実施場所 

池川クリニック（神奈川県横浜市金沢区大道２-５-13）受付ロビー 

 

３．次第 

健全な食生活のために大事なこと 

NPO 法人食生態学実践フォーラム 理事 薄金孝子氏 

カラフルなピクルスを作ってみましょう 

JA 横浜生産者、都筑ファーム、ジュニア野菜ソムリエ 加藤恵子氏 

 

４．参加者 

子育て中、またこれから親になる方15名（保護者14名、乳幼児1名） 

 

５．募集方法 

池川クリニック、金沢区地域子育て支援拠点とことこ、金沢区民活動センター、山本助

産院などによる案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、事前アンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

講座趣旨などを説明しました。 

（３）健全な食生活のために大事なこと 

（講師：NPO 法人食生態学実践フォーラム 理事 薄金孝子氏） 

授乳中や働く女性など講座参加者の適量カロリーや、お弁当箱を使って食事のバラン

スが整えられる「３・１・２弁当箱法」※の説明をしました。 

実際に、主食３・主菜１・副菜２の割合に料理をつめたお弁当をお皿に盛り付け、食

事のバランスを目で見てわかるように示しました。さらに果物や飲み物をプラスすると

よい、というお話もしました。 

自分の子どもに健全な食生活や食文化を伝えていくことが、大きな食育につながって

いくと、エールを送りました。 
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※「３・１・２弁当箱法」の詳細： 

NPO 法人 食生態学実践フォーラム HP （http://shokuseitaigaku.com/2014/bentobako） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）カラフルなピクルスを作ってみましょう（講師：都筑ファーム 加藤恵子氏） 

都筑ファームが掲載されている教科書を使ったり、写真で農場や野菜の成り姿などを

見せたりして、生産現場の話をしました。  

その後、おいしく簡単に野菜が食べられる料理としてピクルスの作り方をデモンスト

レーションし、参加者は試食をしました。ピクルスには、横浜市産の旬の野菜であるカ

ボチャ、バターナッツ、ゴーヤなどが入っており、珍しい材料に参加者も興味を示して

いました。また、ピクルスをおしゃれに楽しめる食べ方として、クラッカーにカッテー

ジチーズをのせ、その上にカラフルなピクルスをのせる提案や、横浜市生産量一番の小

松菜を使ったスムージーの紹介もありました。 

参加者から今度、都筑ファームの直売所に行きたいという声があり、生産者との交流

ができました。 

 

 

お弁当をお皿に移し適量を実感 

バランスのよいお弁当 

食器によそった食事を見て、バランスを再確認 
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（５）食の話題にアンテナをはってみましょう（事務局：町田弘恵） 

  この講座をきっかけに、食の情報にも興味をもってほしいことを話し、スマイルケア食、機

能性表示食品制度、地理的表示保護制度についても簡単に説明しました。 

参加者に、お土産用として、（株）ミツカン提供のピクルスの瓶とレシピ集をお渡ししました。 

 事後のアンケートは１か月後、参加者にメールでお送りしご回答いただきました。 

  

ピクルス作りのデモンストレーション 旬の野菜を使ったピクルス 
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b.結果 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計は 48％であったのに対し、事後は 68％

と 20ポイント増加しました。先と同様、子育て世代であるため、元々の数値も高いが、より

専門的な情報等を入手することにより、さらに意識が向上することがわかり、この世代に正

しい食情報を伝え、会得していただくことが、各世代のなかでも最も望ましい機会だと思わ

れます。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 63％であったのに対し、事後は 71％と８ポ

イント増加しました。この世代の特徴として食に対する意識だけでなく、行動する割合も高

いことがわかりました。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問については、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％を

占めましたが、その理由は同世代であるため、上述の理由と同じだと思われます。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 38％となっています。また、どのようなと

ころで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」と回答した者が最も多く、回答者である

30～40世代は家庭が主たる食教育の場であることがわかるとともに、本取組の対象者は先の

対象者に比べ、受け継いでいる割合が低いことがわかります。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は本対象も同じでした。

事後の「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見

てみると、「スマイルケア食」は 28％、「機能性表示食品制度」は 65％、「地理的表示保護制

度」は 12％であり、特に「地理的表示保護制度」の認知度が非常に低いことがわかりました。

したがって、先の対象と同様、この世代から二世帯ではなく単身世帯が多くなってきたこと

など、取り巻く環境から現在の生活に馴染みが薄い「スマイルケア食」および「地理的表示

保護制度」の認知度を上げるためには、関係機関等と連携し効果的な訴求をする必要がある

と思われます。 



 

46 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 

本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 32％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 44％を占めました。全体の 76％が意識と行動を変容した

ことから、本事業を通じより深く食について学んだ結果、多くの対象者が正しい情報を理解

のもと、意識と行動が変容したことがわかります。 
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第３項 うめこども歯科 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 28年 10月 19日（水）15時～16時 

 

２．実施場所 

うめこども歯科（神奈川県藤沢市藤沢1006-1）受付ロビー、キッズルーム 

 

３．次第 

「おいしい」をベビー手話で表現しましょう 

食べることの楽しさ大切さを考えましょう 

ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏 

季節の野菜を使ったピクルスを作ってみましょう 

代理 宮地あけみ氏、事務局 町田 

 

４．参加者 

子育て中の親子 23名（保護者 14名、乳幼児 9名） 

 

５．募集方法 

うめこども歯科、講師（柿田氏）、藤沢市役所農業水産課、子ども支援センター（協力：

藤沢市役所子育て企画課）などによる案内文の配布、HP「子育てネットふじさわ」の子育

てイベントに掲載 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

講座趣旨などを説明しました。 

受付の前に絨毯を敷き詰め、お子さんとお母さんが楽に講座を受けられるようにしま

した。そして、講座中は赤ちゃんが泣いてもよいし、授乳が必要であれば行ってもよい

など伝えしました。 

（３）「おいしい」をベビー手話で表現しましょう 

（講師：ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏） 

ベビー手話を使って、「おいしい」や「魚」など食に関する表現方法を説明し、参加者

とともに乳幼児とコミュニケーションをとりました。 
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（４）食べることの楽しさ大切さを考えましょう  

（講師：ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏） 

 食べることの基礎を作る乳幼児から学齢期に、子ども達の食を育むことの大切さを伝え

ました。 

 その後、参加者に食事の悩みを聞き、子どもが「ご飯を食べてくれない」などの悩みが

でました。ご飯を食べるようにするには、生活リズムに気をつけることや食に興味がない

子どもとは一緒に買い物に行って声掛けをすること、食べるものの大きさを適切にするこ

とが大事であるとアドバイスをしました。  

食事バランスを毎日揃えるのは大変なので、１日だけでなく、２、３日、もしくは１週

間でバランスを取ることや、よく噛んで食べることの大切さも伝えました。 

気負いなく、バランスのよい食生活に取り組んでほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）季節の野菜を使ったピクルスを作ってみましょう 

（講師：ベビー手話講師、栄養士 宮地あけみ氏、事務局町田） 

 講師の方の体調がすぐれなかったため、急遽、宮地氏と事務局の町田で準備、実施し

ました。 

野菜を手軽においしく食べられる料理としてピクルスの作り方の説明をした後、旬の

ベビー手話で「魚」を表現 

赤ちゃんと一緒に参加 食事の悩みを質問 
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野菜である柿とカブを使ったピクルスを試食しました。お子さんでも野菜を楽しみなが

らおいしく食べられるよう野菜は型抜きしたり、果物を使用したりしました。 

（６）閉会  （事務局：町田弘恵） 

 参加者より、ご飯を食べ終わった後の歯のケアの仕方はどうしたらよいか（５か月の

お子さん）など歯に関する質問もあり、子ども歯科の梅本先生が回答されました。今回

は、歯の健康の視点を入れた食育も行うことができました。 

「どんな講座か来てみたが、楽しかった」「子ども連れでも大丈夫だったので、参加し

やすかった」との感想が参加者からありました。 

お土産用として、参加者に（株）ミツカン提供のピクルスの瓶とレシピ集をお渡しし

ました。 

事後のアンケートは 1か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 
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b.結果 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計 56％であったのに対し、事後は 72％

と 16ポイント増加しました。先と同様、子育て世代は同じような意識と行動パターンをとる

ようであり、元々の数値も高いが、より専門的な情報等を入手することにより、さらに意識

が向上することがわかります。この世代に正しい食情報を伝えることが絶好の機会であり、

その意識と行動が次の世代へ受け継いでいくことができれば、世代間を超えて望ましい食生

活を送る者が多くなるものと思われます。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 62％であったのに対し、事後は 81％と 19ポ

イント増加しました。この対象者も先の対象者同様、世代の特徴として食に対する意識だけ

でなく、行動している割合も高いことがわかります。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問いについては、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％

を占めました。子供がいることにより、望ましい食習慣や食事を摂る必要があることから、

このような傾向になったと思われます。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 55％となっています。また、どのようなと

ころで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」と回答した者が最も多く、回答者である

30～40世代は家庭が主たる食教育の場であることがわかります。おそらく、学校教育はほと

んど一様であることからも、この世代はこのような傾向となるではないでしょうか。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は本対象も同じでした。

事後の「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見

てみると、「スマイルケア食」は 22％、「機能性表示食品制度」は 60％、「地理的表示保護制

度」は８％であり、特に「地理的表示保護制度」の認知度が非常に低いことがわかりました。

したがって、先の対象と同様、この世代から二世帯ではなく単身世帯が多くなってきたこと

など、取り巻く環境から現在の生活に馴染みが薄い「スマイルケア食」をどう認知させるか。  
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また、「地理的表示保護制度」の認知度を上げるためには、農林水産省の普及活動だけでなく、

付加価値の高い伝統食品をどのように食生活に取り入れるか、食関連事業者と連携し、プロ

モーションすることが望ましいと思われます（地理的表示保護制度は、登録数が少ないため、

目に触れる機会が少ないことも理由としてあげられるのではないでしょうか）。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 

本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 42％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 12％を占めました。全体の 54％が意識と行動を変容しま

したが、本対象者は他の対象者より行動変容した割合が高かったです。このような取組によ

りこのような行動変容を促せるのであれば、負荷のない範囲で継続的に実施することが望ま

しいと思われます。 
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第４項 浦安市立美浜北認定こども園 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 28年 11月 22日（火） 9時 50分～11時 

 

２．実施場所 

浦安市立美浜北認定こども園（千葉県浦安市美浜五丁目12番3号）ホール 

 

３．次第 

野菜の魅力発見 

すぎのファーム 杉野耕資氏 

千葉の野菜や果物でピクルスを作ろう 

すぎのファーム 杉野三紀氏 

 

４．参加者 

 子育て中の親子 105名（保護者 23名、未就園児 5名、園児 77名） 

 

５．募集方法 

園だよりに掲載、園より在園児の家庭や子育て交流施設「にこにこランド」で案内文の

配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

講座趣旨などを説明しました。 

（３）野菜の魅力発見  （講師：すぎのファーム 杉野耕資氏） 

千葉県や柏市の農業についてと、杉野さんが作っている野菜や果物を紹介しまし

た。 

また、子ども達に野菜の切り口の写真を見せて、野菜の名前を当てるクイズをし

ました。その後、葉付きの大根など実物の野菜を見せて、名前を当ててもらい、そ

の野菜を子どもたちに触ってもらいました。浦安市には田畑がないこともあり、子ど

も達は、野菜に触り、感想を言い合い、とても喜んでいました。 
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（ 

 

（４）千葉の野菜や果物でピクルスを作ろう  （講師：すぎのファーム 杉野三紀氏） 

ここからは、園児はお部屋に戻り、保護者と未就園児のみが参加しました。 

酢漬けの工夫（保存）やピクスルの作り方の説明をした後、参加者は杉野氏が生産し

ている野菜や果物を使ったピクルスの試食をしました。キウイフルーツなどを使ったフ

ルーツピクルスや、野菜をクリスマスツリーや星形に型抜きしたかわいらしいピクルス

は、参加者から家でも作ってみようという声が聞かれ、好評でした。 

園児が試食するピクルスを保護者が作りました。ピクルスの試作中は、保護者から杉

野さんに野菜やピクルスの作り方を熱心に質問していました。 

事後アンケートは、1か月後、参加者に園を通じて配布、回収しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）園児の試食 

園児に野菜を食べてもらったり、酸っぱい味覚を味わわせたりするため、保護者が作

ったピクルスを園児がお弁当のときに試食しました。普段、野菜をあまり食べないとい

う園児も、この日は「おいしい」と笑顔で食べていました。 

 

 

 

何の野菜かな？クイズ 

講師が生産している野菜や果物などを使ったピクルス 園児が試食するピクルス作り 

野菜を見て触って、重さなどを実感 
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お弁当の時間にピクルスを試食 講師の杉野さんが園児に感想を聞く様子 
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b.結果 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計 66％であったのに対し、事後は 88％

と 22ポイント増加しました。先と同様、子育て世代は同じような意識と行動パターンとなっ

ていますが、本対象者はその中でも意識的なものが非常に高かったです。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 70％であったのに対し、事後は 82％と 12ポ

イント増加しました。この対象者も先の対象者同様、世代の特徴として食に対する意識だけ

でなく、行動している割合も高いことがわかるが、先の問い同様、本対象は非常に高い割合

を示しています。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問いについては、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％

を占めました。子供がいることにより、望ましい食習慣や食事を摂る必要があることから、

このような傾向になると思われ、共通の行動パターンと言えると思います。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 68％となっています。また、どのようなと

ころで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」と回答しました者が最も多かったが、本

対象は「イベント」や「メディア」を選択しています者もいました。また、自由回答では「料

理教室」と回答しました者が２名いることが、他の同対象と異なる回答であったことから、

このような結果の要因は居住地域やその他置かれている環境によっても異なるのではと推測

されます。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係ないとともに、子育て世代間でも同じ傾

向でした。事後の「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」

の割合を見てみると、「スマイルケア食」は 24％、「機能性表示食品制度」は 74％、「地理的

表示保護制度」は 16％であったが、ここで他の対象より若干「地理的表示保護制度」の認知

度が高かったように思われます。もしかすると、先の継承の問い同様、対象者が居住する地

域の小売店等で扱われている、もしくは情報発信されている可能性もあるのではと推測され
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ます。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 

本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 34％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 45％を占めました。全体の 79％が意識と行動を変容する

といった高い割合となったが、本対象は他の子育て世代と若干傾向が異なる特徴もあるため、

その特徴を踏まえた取組を訴求することが望ましいと思われます。 
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第５項 つくば市子育て総合支援センター 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 28年 12月 13日（火） 10時 30分～11時 30分 

 

２．実施場所 

つくば市子育て総合支援センター（茨城県つくば市金田1979番地）ホール 

 

３．次第 

つくば市食育スローガン“たのしいよ”を実践してみよう 

   茨城キリスト教大学 生活科学部食物健康科学科 教授 渡辺敦子氏 

つくば市産の野菜でピクルスを作ってみよう 

つくば市内生産者 野菜ソムリエ 市村典子氏 

 

４．参加者 

 子育て中の親子 46名（保護者 24名、乳幼児 22名） 

 

５．募集方法 

つくば市子育て総合支援センター、 保健センター（協力：つくば市健康福祉課）、児童

館(協力：つくば市福祉部こども課）で案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

 講座趣旨などを説明しました。 

お母さんとお子さんが楽に講座を聞けるように、会議室にゴザを敷きました。講義中

は、お子さんが動き回ってもよいことなどを伝えしました。 

（３）つくば市食育スローガン“たのしいよ”を実践してみよう 

   （講師：茨城キリスト教大学 生活科学部食物健康科学科 教授 渡辺敦子氏） 

つくば市食育推進計画の中で力を入れて取り組んでいる食育の一つに、「朝食を食べる

こと」があると説明しました。 

また、茨城県の地域による食文化の紹介をし、伝統的な加工食品である「すだれ麩」

などの見本も見せました。参加者はつくば市外からの移住者が多かったせいか、つくば

の郷土料理「ぬっぺい汁」は食べたことがない方が多く、今住んでいる地域の食文化も

味わってほしいと伝えました。 
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（４）つくば市産の野菜でピクルスを作ってみよう 

  （講師：つくば市内生産者 野菜ソムリエ 市村典子氏） 

 つくば市産で今が旬の野菜について紹介しました。また、野菜を農協に納めるときに

は、農薬を使用した時期や種類などの申告が必要で、それを記載する台帳も見てもらい、

野菜の管理や安全性についても伝えました。 

その後、つくば市の旬の野菜を使ったピクスルの作り方のデモンストレーションをし、

試食、試作をしました。野菜は、無駄がないように、野菜の芯を子どもが喜ぶようなう

さぎの形にしました。 

参加者からは、つくば市で作られている野菜を初めて知ったという声が聞こえました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）閉会 （事務局：町田弘恵） 

参加者に、（株）ミツカン提供のピクルスの瓶とレシピ集をお渡ししました。 

事後のアンケートは 1か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 

  

熱心な参加者 茨城県の伝統的な加工食品を紹介 

野菜の管理や安全性を説明 

つくば市の旬の野菜を使ったピクルス 
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b.結果 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計 46％であったのに対し、事後は 63％

と 17ポイント増加しました。先と同様、子育て世代は同じような意識と行動パターンをとっ

ていることが、本対象者でも言えると思います。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 44％であったのに対し、事後は 64％と 20ポ

イント増加しました。この対象者も先の対象者同様、世代の特徴として食に対する意識だけ

でなく、行動している割合も高いことがわかります。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問いについては、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 97％を

占めました。他の対象者すべてが 100％であったのに対し、対象者の数名が他の選択肢を選

択したことから、このような結果となりました。もしかすると、子供には朝食を食べさせる

が、共稼ぎで朝は慌ただしいことから、朝食を用意する本人は必ずしも毎日食べることにな

っていないのではと推測されます。しかし、非常に高い数値を示しています。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 68％となっており、他の対象者より高い割

合となっています。また、どのようなところで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」

と回答した者が最も多く、回答者である 30～40世代は家庭が主たる食教育の場であることが

わかります。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は本対象も同じでした。

事後の「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見

てみると、「スマイルケア食」は 37％、「機能性表示食品制度」は 78％、「地理的表示保護制

度」は 24％であり、他の対象者と比べると、認知度が低い「スマイルケア食」および「地理

的表示保護制度」でさえも若干、認知度が高くなっています。その理由はやはり取り巻く食

環境で目にする機会が多いことや何らかの場所や媒体から情報を入手しているからではない

かと推測されます。 
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問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 

本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 32％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 45％を占めました。全体の 77％が意識と行動を変容する

など、高い数値を示しました。本対象者は先の制度の認知度も若干高いため、その特徴を活

かしたアプローチを継続的にすることが望ましいと思われます。 
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第６項 社会福祉法人清見福祉協会 草壁保育園 

a.取組内容 

【１月８日実施分】 

１．実施日時 

平成 29年１月７日（土）９時～11時 

 

２．実施場所 

社会福祉法人清見福祉協会 草壁保育園（香川県小豆郡小豆島町草壁本町395） 

ホール・各部屋 

 

３．次第 

【保護者対象】９時～10時 

気になる子どもの食習慣 

   公益社団法人香川県栄養士会 会長 三野安意子氏 

小豆島の醤油  

株式会社島醸（小豆島の醤油メーカー） 取締役工場長 山本幸法氏 

小豆島醤油と地域野菜を使ったピクルス紹介 

草壁保育園 調理師 平木公美恵氏 

【園児対象】10時 20分～11時 00分 各 20～40分程度 

 食育ゲーム 

  ０・１・２歳児          ：野菜当てクイズボックス 

  ２歳児、子育て支援（０～２歳児） ：野菜当てクイズボックス 

  ４歳児              ：野菜釣り堀 

  ５歳児              ：豆運びゲーム 

   公益社団法人香川県栄養士会 会員 

 

４．参加者 

 子育て中の親子 198名（保護者 94名、園児 86名、乳幼児 18名） 

 

５．募集方法 

草壁保育園のお便りに掲載、０歳から未就園児までの子育て支援施設わくわくランドで

案内を掲出 

 

６．講座内容 

【保護者対象】 

（１）アンケートの実施 
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講座実施前に、事前アンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶 （草壁保育園園長 慈氏周豊氏、事務局：町田弘恵） 

 年明け最初の行事に、たくさんの方がお集まりくださいました。園長よりご挨拶があ

り、その後、事務局が講座趣旨などを説明しました。 

（３）気になる子どもの食習慣 

（講師：公益社団法人香川県栄養士会 会長 三野安意子氏） 

幼児期の食育がなぜ重要なのか、また、この時期に身に付けておきたい生活習慣や食

習慣について、年齢と体の発育状況の表を見せながら、体を作っていく時期の食事の大

切さをわかりやく伝えました。 

また、お箸の持ち方では、実際に参加者が割り箸で正しい持ち方を確認し、子どもた

ちへ教えるよう促しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）小豆島の醤油  （講師：株式会社島醸 取締役工場長 山本幸法氏） 

小豆島醤油協同組合 理事長（島醸社長）富田孝之輔様より挨拶があり、その後、山

本さんが講座をしました。 

小豆島で育った方は、小さな頃から身近に「醤油の蔵元、醤油製造工場」が有り、多

くの地元の醤油を使っていても、小豆島で醤油がなぜ造られ始めたのかなど、意外と知

らないこともあります。 

そこで、小豆島の醤油文化を理解していただくために、小豆島で造られるようになっ

た背景や原料、「小豆島醤油」の造り手のこだわり「天然醸造の桶」について、伝えまし

た。 

参加者にとって、改めて地元の食文化を見直す機会となりました。 

 

 

 

 

 

お箸の持ち方を参加者と一緒に再確認 
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（５）小豆島醤油と地域野菜を使ったピクルス紹介 

（講師：草壁保育園 調理師 平木公美恵氏） 

 小豆島産の醤油と野菜を使ったピクルスの作り方を説明し、参加者が試食をしました。

醤油がピクルスに入ることで和風ピクルスになり、少し違った味わいになりました。 

（６）閉会 

参加者に、お土産用として、（株）タケサン提供の醤油をお渡ししました。 

事後のアンケートは１か月後に配布し、回収しました。 

【園児対象】 

保護者向けの講座が終わった後、子ども向けに食育ゲームを行いました。年齢にあった

ゲームをそれぞれ行いました。 

０～３歳は、箱の中を触り、何の野菜が入っているのかを当てました。普段じっくりと

野菜を触ることがないため、野菜の形などを改めて知る機会になりました。４歳児は、竿

でいけすの中の野菜を釣り、その名前を当てました。普段何気なく食べている野菜の名前

を学びました。５歳児は、お箸で豆をつまみ、隣のお皿に運んでいき、一定の時間でいく

つ豆を運べたかを競いました。正しいお箸の持ち方を体験しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上手にお箸で豆を運べるかな 

野菜を釣って、名前を当てよう 

小豆島の醤油を改めて知る 

小豆島産の食材を使ったピクルスの作り方を説明 
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【２月８日実施分】 

１．実施日時 

平成 29年２月８日（水） 10時 30分～11時 30分 

 

２．実施場所 

社会福祉法人清見福祉協会 草壁保育園（香川県小豆郡小豆島町草壁本町395）ホール 

 

３．次第 

食事と運動の大切さ 

親子ふれあいヨガ 

ドゥミルネサンス 後藤直美氏 

 

４．参加者 

子育て中の親子 54名（保護者 27名、乳幼児 27名） 

 ※お子さんの首が座っていて２歳くらいまで。兄弟は園で預かってくださった 

 

５．募集方法 

草壁保育園、小豆島町役場子育ち教育課・健康づくり福祉課、小豆島町立図書館、土庄

町立図書館、小豆島中央病院小児科、商業施設で案内文の配布 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

 講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

 講座趣旨などを説明しました。 

ベビーヨガも実施するため、園のホールにマットを敷き、実施しました。 

（３）食事と運動の大切さ  （講師：ドゥミルネサンス 後藤直美氏） 

 健康な体作りのためには、食事と運動、睡眠の３つが大切で、体を動かすとお腹がす

いてご飯をしっかり食べるし、睡眠もとれることを説明しました。「朝食を食べると、体

が元気になる→昼間に子どもと一緒にしっかりと遊べる→お腹がすき、またご飯をしっ

かりと食べられる→昼間に運動したことで夜は早寝ができる」。このサイクルが大切にな

ります。 

また、食事をするときには、バランスよく食べることや 30回噛むことなどに気を配る

よう伝えました。 
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（４）親子ふれあいヨガ  （講師：ドゥミルネサンス 後藤直美氏） 

お子さんが小さいとなかなか外に出られず、運動ができないこともあります。そのた

め、家でもできる運動として、赤ちゃんと一緒にふれあいながらできるベビーヨガをし

ました。 

出産後の体や食事についてなどママの悩みにも沿った内容で、参加者同士交流しなが

ら、体験しました。自宅でも継続して取り組んでほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）閉会 （事務局：町田弘恵） 

 事後のアンケートは１か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 

 

  

子どもと一緒に体を動かす 

食事のときに気をつけたいことをわかりやすく説明 

子どもと一緒に体を動かす 
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b.結果 （２回の平均値） 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計 31％であったのに対し、事後は 66％

と 35ポイント増加しました。先と同様、子育て世代は同じような意識と行動パターンをとっ

ていますが、本対象者でも言え、事後の変容は高い結果となっています。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べるこ

とが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 54％であったのに対し、事後は 64％と 10ポ

イント増加しました。事前事後とも高い数値ではあるが、本取組の対象者は日頃からバラン

スのよい食事を摂っていることから、その変化の割合が 10ポイント増となっているのではな

いかと思われます。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問いについては、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％

を示しました。この結果は他の対象とほぼ同じとなっています。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 74％となっており、今回の取組のなかで、

最も高い割合となっています。また、どのようなところで受け継ぐかについては、「家庭で教

わること」と回答しました者が最も多く、また属性を見てみると二世帯もあることから、い

わゆる昔ながらの望ましい食の継承の形を踏襲しているのではないかと思われます。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は本対象も同じでした。

事後の「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見

てみると、「スマイルケア食」は 15％、「機能性表示食品制度」は 67％、「地理的表示保護制

度」は６％でした。食の継承の回答と属性を見てみると、もう少し「機能性食品制度」の認

知度が高くてもいいように思われますが、取り巻く環境から目にする機会が少ないのかもし

れません。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 
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本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 24％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 36％を占めました。全体の 60％が意識と行動を変容する

など、高い数値を示しましたが、先の回答と同様、本対象者は日頃の食生活からバランスの

よい食事を摂っているように思われるため、このような結果になったと思われます。 
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第７項 さいたま市美園コミュニティセンター 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 29年１月 19日（木） 15時 00分～16時 30分 

 

２．実施場所 

さいたま市美園コミュニティセンター（さいたま市緑区大字下野田655番地） 

調理室および集会室 

 

３．次第 

健全な食生活と伝統的な食文化 

  日本女子大学 家政学部 教授 高増雅子氏 

味噌を作りましょう 

ファーム・インさぎ山 代表 萩原さとみ氏 

 

４．参加者 

子育て中の親子40名（保護者20名、乳幼児20名） 

 

５．募集方法 

会場近隣の子育て支援センターやさいたま市内の幼稚園にて案内文の配布、講師である

ファーム・インさぎ山の HP に掲載 

 

６．講座内容 

（１）アンケートの実施 

講座実施前に、参加者からアンケートに答えていただきました。 

（２）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

 講座趣旨などを説明しました。 

 講義の最中、子ども達がイスに落ち着いて座っていられないことがあるため、会議室

に絨毯を敷き、そこに子ども達を集めました。 

（３）健全な食生活と伝統的な食文化 

 （講師：日本女子大学家政学部 教授 高増雅子氏） 

 親（母）の食習慣が子どもの食習慣に影響することを説明し、食生活のポイントとし

て、朝食から 1 日の生活リズムを整えることなどを伝えました。 

また、栄養バランスに優れた日本型食生活に欠かせない味噌について説明し、この講

座で作った味噌で味噌汁を作り、お家で日本型食生活を実践してほしいとお話ししまし

た。 
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（４）味噌を作りましょう  （講師：ファーム・インさぎ山 代表 萩原さとみ氏） 

味噌作りは、赤ちゃんはおんぶ、幼児と保護者はエプロンと三角巾をつけ、衛生的な

手洗いから始めました。 

講座時間の関係で、事前に、萩原さんが大豆はゆでておきました。参加者は、米こう

じと塩の分量を測り、ビニール袋の中で混ぜます。それをミンチ機でつぶした大豆に混

ぜ、団子状に丸めます。容器に詰めて、表面に塩を振り、その上にラップをかけて、さ

らに塩をのせます。 

「おいしくなーれ、おいしくなーれ」と歌いながら味噌を団子状に丸めている親子も

いました。味噌ができるのを皆、楽しみにしていました。 

 会場の関係で、参加者が全員、調理室に入れなかったため、待っていただいている間、

会議室では「てまえみそのうた」（農文協出版）についている味噌作りの歌と踊りの DVD

を流し、子ども達は歌ったり踊ったりしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）閉会  （事務局：町田弘恵） 

 発酵途中で、カビが生えてしまったなどの質問があった場合は、事務局に連絡をいた

だければ回答することなどを伝えました。 

熱心な参加者 

おいしい味噌になりますように 講師の話を熱心に聞いて実践 



 

70 

 

事後アンケートは 1 か月後、参加者にメールでお送りし、ご回答いただきました。 

また、食品の加工や伝統的な食文化を理解するため、味噌ができる過程を観察していた

だくことにしています。そのため、写真と観察レポートも 1 か月後にお送りいただきま

した。 

 

７．味噌の観察レポート 

 参加者から味噌を仕込んで 1 か月後に、味噌の観察レポートをいただきました。その

一部を紹介します。 

 ・麹がつぶつぶと見えて膨らんでいるようです。匂いは、まだ味噌みたいではなく、

甘酒のような匂いがします。 

 ・お味噌の蓋を取り確認しましたら、容器との縁に、黒いカビのようなものがありま

した。スプーンですくい取り除きました。 

 ・味噌の色が若干濃くなってきたような気がします。匂いは甘酒のような甘い匂いが

します。 

  

  

参加者の観察レポート（1 か月後の味噌の様子） 
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b.結果 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

事前の「常に心掛けている」「心掛けている」の合計 32％であったのに対し、事後は 66％

34ポイント増加しました。先と同様、子育て世代は同じような意識と行動パターンをとって

いることが、本対象者でも言えます。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

事前の「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 62％であったのに対し、事後は 61％とほぼ

変わりませんでした。事前事後とも高い数値ではあるが、先の対象者と同様、本取組の対象

者は日頃からバランスのよい食事を摂っていることから、このような結果となったのではな

いかと思われます。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

この問いについては、先の実施先同様、事前事後ともに「ほとんど毎日食べる」が 100％

を示しました。この結果は他の対象とほぼ同じであります。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

事前の「受け継いでいる」は事後同様、全体の 57％となっており、また、どのようなとこ

ろで受け継ぐかについては、「家庭で教わること」と回答しました者が最も多く、また属性を

見てみると先の対象者と同様、二世帯もあることから、いわゆる昔ながらの望ましい食の継

承の形を踏襲しているのではないかと思われます。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係なく、その傾向は本対象も同じであるが、

若干、他の対象より認知度が低いように思われます。事後の「言葉も意味も知っていた」「言

葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合を見てみると、「スマイルケア食」は８％、

「機能性表示食品制度」は 43％、「地理的表示保護制度」は４％でした。このような結果と

なる理由は居住地域の取り巻く環境で目にする機会が、様々な理由により少ないのではない

かと思われます（必要とする者が少ない。それに代わるものがあるなど）。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 
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本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 15％であり、「健全な

食生活を意識するようになった」は 30％を占めました。全体の 45％が意識と行動を変容する

結果となったが、先の回答と同様、本対象者は日頃の食生活からバランスのよい食事を摂っ

ているように思われるため、このような結果になったと思われます。 
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第８項 株式会社イトーヨーカ堂 幕張店 

a.取組内容 

１．実施日時 

平成 28年 11月３日（木） 

１回目：13時～14時 

２回目：15時～16時 

 

２．実施場所 

株式会社イトーヨーカ堂 幕張店（千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25） 

センターコート 

 ※子育て世代のご来店が多い店舗で実施   

 

３．次第 

千葉市の野菜の魅力発見 

  一般社団法人千葉市園芸協会 技師 高橋豊文氏 

  千葉市内生産者 三山正孝氏 

季節の野菜でピクルス作り 

  料理研究家 渡辺あきこ氏 

 

４．参加者 

量販店のお客様で主に親子 27名 

 

５．募集方法 

店頭 B3ポスター掲示、幕張店ブログ告知 

花見川区・美浜区内の幼稚園（35園）にて案内文の配布（協力：千葉市役所） 

 

６．講座内容 

（１）挨拶  （事務局：町田弘恵） 

講座趣旨などを説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

実施会場の様子 
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（２）千葉市の野菜の魅力発見 

（講師：一般社団法人千葉市園芸協会 技師 高橋豊文氏、千葉市内生産者 三山正孝氏）  

地域農業の特長を、クイズ方式で千葉市の野菜生産ランキングを参加者に当てていた

だきました。また、千葉市で生産量が多い人参（１位）とキャベツ（２位）のタネ、生

育中の実物、生産物、畑の写真などを見せて説明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）季節の野菜でピクルス作り  （講師：料理研究家 渡辺あきこ氏）  

普段の食事に野菜の摂取をすすめ、簡単に野菜が食べられ、常備菜にもなる料理とし

てピクルスを紹介しました。ピクルスの作り方をデモンストレーションし、作る際のポ

イントとして、瓶の煮沸など衛生面の説明もしました。参加者にはピクルスを試食した

後、試作をしていただきました。使用した千葉市産の野菜は、子どもが親しみやすいよ

うに、事前にハートや星形などに型抜きしておきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座会場 

人参の生育過程を見せる 

畑での様子を写真で説明 

フルーツ入りミックスピクルス 

ピクルスの説明 
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（４）アンケートの実施 

参加者にアンケートに答えていただき、お土産に（株）ミツカンから提供されたピク

ルスの瓶とレシピ集をお渡ししました。 

 

【売り場との連携】 

（株）イトーヨーカ堂が、講師である千葉市内の生産者の野菜を売り場で販売してくださ

いました。 
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b.結果（事後のみ） 

問 あなたは日頃から、健全な食生活を実践することを心掛けていますか。 

「常に心掛けています」「心掛けています」の合計は 67％となりました。先と同様子育て

世代は同じような意識と行動パターンとなっており、変容の割合は高くないものの、日頃か

らの意識を高く持っていることが伺えます。 

 

問 主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品などを使ったメインの料理）・

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を３つそろえて食べる

ことが１日に２回以上あるのは、週に何日ありますか。 

「ほぼ毎日」「週に４～５日」の合計は 67％となりました。この対象者も先の対象者同様、

世代の特徴として食に対する意識だけでなく、行動している割合も高いことがわかるが、先

の問い同様、日頃から意識を高く持っていることが、この結果につながったと思われます。 

 

問 あなたはふだん朝食を食べますか。 

 この問いについては、先の実施先同様、「ほとんど毎日食べる」が 100％を占めました。子

供がいることにより、望ましい食習慣や食事を摂る必要があることから、このような傾向に

なると思われ、共通の行動パターンになっていると思われます。 

 

問 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づか

いなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。 

「受け継いでいます」は 58％となっています。また、どのようなところで受け継ぐかにつ

いては、「家庭で教わること」と回答した者が最も多かったが、一部の取組みの対象者同様、

本対象は「イベント」や「メディア」を選択している者もいたため、食情報にアクセスする

選択肢が、他の対象より広いのではと推測されます。 

 

問 食生活が多様化するなかで、新しい食環境（情報）が整備されています。「スマイルケア

食」「機能性表示食品制度」「地理的表示保護制度」をご存知ですか。 

この３制度の認知度とその傾向は世代間とは関係ないとともに、子育て世代間でも同じ傾

向でした。「言葉も意味も知っていた」「言葉は知っていたが、意味は知らなかった」の割合

を見てみると、「スマイルケア食」は 18％、「機能性食品制度」は 69％、「地理的表示保護制

度」は 13％であったが、先の問いの傾向から、アクセスするだろう媒体等から情報発信する

と、認知度が上がるのではと思われます。 

 

問 講座を受けて、日本型食生活や食や農林漁業、伝統的な食文化等を理解し、健全な食生

活を送るよう意識や行動は変わりましたか。 

本取組により、「健全な食生活を意識し、行動するようになった」は 34％であり、「健全な
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食生活を意識するようになった」は 42％を占めました。全体の 75％が意識と行動を変容する

といった高い割合となったことからも、対象者の特性をうまく活かしたアプローチをすれば、

対象者の意識や行動は変容しやすくなると思われます。 

 

 

ピクルスの説明 


