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平成 28 年度の主な取組の状況

食を通じて健康な体をつくるために
乳幼児期から高齢期にいたるまで、ライフステージに応じた「バランスのとれた規則正しい食生活の
実践」
、子どもの肥満予防や思春期からの過度な痩身の予防、職場等での健康指導など「生活習慣病や過
度な痩身等の予防」
、及び「食の安全に関する信頼の構築」に取り組みました。
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バランスのとれた規則正しい食生活の実践

健康づくりチャレンジ推進事業「あいち健康チャレンジ」
愛知県健康対策課
●実施時期：平成 29 年 3 月 4 日～3 月 12 日

●対象者：県民

●内容
「平成 24 年度国民健康・栄養調査」で、愛知県の成人 1 日当たりの野菜
摂取量は男女とも約 240ｇ（全国平均は約 280ｇ）で全国最下位でした。
目標とする野菜摂取量は約 350ｇであり、現状では約 100ｇ不足していま
す。
そこで県では『ベジトレ』を合言葉に、健康に関心が低いと思われる中
高年男性や若者にも届くよう、生活の身近な場所から健康情報を一斉に発
信する「健康づくりチャレンジ推進事業」のオープニングイベントを平成
29 年 3 月 4 日、5 日にオアシス 21 で開催しました。
さらに、オープニングイベント開催後から１週間程度、スーパーや飲食
店、社員食堂など生活の身近な場所 404 か所に「あいち健康ステーション」
を設置し、食と運動を中心とした健康情報の発信を行いました。
【あいち健康チャレンジのスローガン】
「食べて元気に もう１皿野菜を」 「動いて元気に もう 10 分」
●活動の成果、今後の課題
啓発イベントでは、アイドルをゲストに迎えたことで若者の来場者も多
く、野菜や運動を始めとした健康への関心を高める呼びかけが幅広い年齢
層に対してでき、参加した約 7 割の方に健康づくりへの関心を持っていた
だけました。
課題としては、イベントや事業の認知度が低かったということがあり、
平成 29 年度からは実施期間を 1 か月に延ばすなど事業内容の拡大や、イベ
ント同士の連携を行いながら、取り組んでいきたいと考えています。
〈取組項目：野菜摂取量を増やす取組の推進〉

〈取組場面：地域〉
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第 24 回知立市福祉健康まつり食育コーナー
知立市、食育推進ボランティアグループ米太郎、
生活協同組合コープあいち、愛知県西三河農林水産事務所農政課
●実施時期：平成 28 年 10 月 16 日

●対象者：幼児、児童、保護者

●内容
第 24 回知立市福祉健康まつりの食育コーナーにおいて、女性農業委
員の食育推進ボランティアグループ「米太郎」による食育紙芝居（地元
で採れた新鮮な野菜を食べよう）と生活協同組合コープあいちによる
「野菜のクロスワードクイズ」が開催されました。
食育紙芝居では、
「こめたろうとおにぎりの木」というタイトルで、
地元で採れた野菜の素晴らしさを子どもたちに語りかけました。
また、女性農業委員の調達したイチジクやさつまいもに触れたり、野
菜の名前をあてはめていくと、「あさからやさい」という言葉が浮かび
上がる野菜のクロスワードクイズを行ったりと、野菜をおいしくバラン
スよく食べることの大切さを子どもたちに楽しく伝えることができ、大
変盛況でした。
●活動の成果、今後の課題
野菜のクロスワードクイズは、「朝から野菜を採ることが大切だね、
地元の新鮮な野菜を食べたいね」と、親子で会話が弾み、家庭の食事バ
ランスの改善に向けた良い啓発ができたと思われます。農業者（米太郎）
と消費者団体（コープあいち）が得意分野を活かして連携することがで
き、息の長い交流を続けていければ良いと思います。
〈取組項目：乳幼児期における基本的な食習慣の確立〉

〈取組場面：地域〉
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食育活動の保護者への啓発
碧南市立天道保育園
●実施時期：平成 29 年 1 月

●対象者：保護者、園児

●内容
1 月 23 日が「碧南人参の日」ということで、農協から人参の寄付をい
ただき、子どもへの食育活動を行いました。給食展示において、葉つき
の人参を保護者にも触れられるように置いたり、子どもたちが喜んで食
べていた様子を掲示したりと、園での食育活動を保護者にもつなげてい
けるようにと考えて取り組みました。
●活動の成果、今後の課題
展示された碧南人参や給食を見ながら、保護者同士で子どもの喜ぶ人
参料理について会話を弾ませる様子も見られました。また、親子で「お
いしかったよ」「今度うちでも作ってみようか」などと話している姿も
見られました。
さらに掲示の回数を増やし、家庭とも連携のとれた食育を行っていく
ことが今後の課題です。
〈取組項目：乳幼児期における基本的な食習慣の確立〉

〈取組場面：保幼〉

愛知県内の小中学校での「こころとからだ」の健康教育
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
●実施時期：通年

●対象者：小中学生・保護者・教員

●内容
あいち健康の森健康科学総合センターでは、健康で望ましい生活習慣
を実践する動機づけを図るために、愛知県内の小中学校と連携して出前
健康教育を実施しており、学校側の要望に応じて、食事、運動、睡眠、
こころなどの項目の中から企画しています。その中の食事については、
朝食の重要性、食事の型、おやつのとり方などをテーマとしています。
平成 28 年度は、市町村の小中学校 53 校、26,635 人に出前健康教育を
実施しました。
●活動の成果、今後の課題
児童生徒対象の「授業前後食意識・食習慣調査アンケート」では、朝
食摂食、食事バランスなどの項目で、授業直後及び 1 か月後に意識の改
善がみられ、一部の学校では 1 か月後の食事内容やおやつの摂取頻度に
改善がみられました。
今後は、新たなテーマの教材開発や、新たに高校生を対象にして、健
康教育を広めたいと考えています。
〈取組項目：学校における小中学生への食に関する指導の更なる充実〉
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〈取組場面：学校〉

飛島村の野菜作りの達人から様々な技を学ぼう
飛島村立小中一貫教育校飛島小学校
●実施時期：平成 28 年 5 月～7 月

●対象者：5 年生の児童

●内容
飛島村の農業に理解を深め、食べ物を大事にし、感謝する気持ちを育みた
いと考え、ナス・ピーマン・トマトなどの夏野菜を栽培することにし、地域
の方の協力を得て、苗の植え方、栽培のポイントなどを学びました。
収穫できるまで成長を記録し、世話をし、収穫したナスは給食の味噌汁に
入れて会食をしました。また、収穫したトマトを使い、村の「食生活改善委
員」の協力のもと、スコーン作りに挑戦し、全生徒に配り試食しました。
●活動の成果、今後の課題
児童には、「ナスを収穫したときは、今までの苦労を思い出せてよかった
です。」「スコーンを配りにいった学年からお礼の手紙をもらいうれしかっ
た。
」というような感想をいただきました。
仕事の大変さばかりでなく、仕事の楽しさややりがいを学ばせることも
児童に夢を抱かせるために大切であると感じました。
〈取組項目：学校における小中学生への食に関する指導の更なる充実〉

〈取組場面：学校〉

健康ランチの提供
尾張旭市、株式会社日本ゼネラルフード、あいち尾東農業協同組合
●実施時期：通年

●対象者：食堂利用者

●内容
市民や市職員の食習慣の改善につなげてもらえるよう、市役所食
堂の事業者である株式会社日本ゼネラルフードに協力していただい
て、市役所の食堂で、毎週水曜日に栄養バランスを考慮した「健康
ランチ」を提供しています。
期間限定で、市役所で育てた「緑のカーテン」のゴーヤ、あいち
尾東農業協同組合から無償提供された尾張旭市産「ツルムラサキ」
健康ランチ例

を取り入れたメニューを提供しました。
●活動の成果、今後の課題
身近な食堂で健康ランチを提供することで、市民や市職員に普段

○ 野菜炒め

○ 塩麹鶏天

○ ご飯

○ 味噌汁

から食習慣に関心を持ってもらい、食生活の改善へつなげることが
できました。
〈取組項目：青年期以降の若い世代を中心とする食育の推進〉

〈取組場面：地域〉
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☆キラッとかにえ 健幸ポイントカード（小学生）
蟹江町
●実施時期：平成 28 年 12 月～平成 29 年 2 月

●対象者：小学生

●内容
「かにえ活き生きプラン 21（第 2 次）
」では、学齢期を「育ち・学び
の世代」として、楽しく生活リズムを獲得するという目標を掲げていま
す。
今年度は「キラッとかにえ健幸ポイント」の小学生版に取り組みまし
た。
例えば、早寝早起き、朝ごはんを食べる、食べたら歯をみがく等の基
本的な生活行動から、
「ぼく、わたしのめあて」を自分で考えてもらい、
実行したらポイントをつけます。
ポイントをためていくうちに、子どもたちは楽しく健康習慣が身につ
くようになりました。
●活動の成果、今後の課題
成果： 長期休暇前に学校からポイントカードを配布していただくこ
とにより、親子で取り組むことができていました。
「脳を休める上手な睡眠のとりかた」の情報提供もでき、健
康づくりに関する普及啓発の機会となったと思います。
課題： ポイントカードの提出先を身近にしていくことで、今後検討
していく予定です。
〈取組項目：小中学生の食育のための家庭への支援〉

〈取組場面：地域〉
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大豆の加工総合的な学習の時間
愛知県小中学校長会（愛西市立開治小学校)
●実施時期：平成 28 年 5 月、平成 29 年 2 月

●対象者：5、6 年生の児童

●内容
5・6 年生が、理科の単元を利用して大豆の種まきをしました。
鳥害に悩まされながら、大豆の成長を見守り、秋も深まった頃、大
豆の収穫をしました。年明けの 2 月に、講師の方を招いて豆腐、味噌
作りを行いました。
(1) 味噌作りについて（5 年生）
5 年生が大豆を洗い、順番に灰汁とりをしながら、寸胴鍋で柔ら
かくなるまで煮ました。その後、豆の種類や麹等についてのお話を
聞き、それぞれの家で守ってきた味噌作りへの関心を高めました。
煮た大豆は潰し、麹、塩と一緒にかめに入れ、冷暗室に置いて、
来年味噌が出来るのを待ちます。
(2) 豆腐作りについて（6 年生）
豆腐の成分やにがりの働きについてお話を聞いた後、豆腐作りが
始まりました。
茹でた大豆をつぶし、豆乳を絞り、おからをとりました。熱さと
戦いながら、絞った豆乳に「にがり」を入れると、固まり始め、子
どもたちから歓声が上がりました。
その後、昨年に味噌を仕込んだかめの中を確認しました。１年前
の大豆とは全く様子が変わり味噌となっている、この変化にも子ど
もたちからは驚きの声があがりました。
確認後は早速この味噌と豆腐で、味噌汁を作った他、豆腐作りで
採れたおからと小麦粉、バターでおからクッキーを作りました。
●活動の成果、今後の課題
味噌作りも豆腐作りも、初めて体験する児童が多かったです。
食材として、大豆は利用価値が高いことや、味噌や豆腐がもつ味や
触感に触れたことで、日本人になじみ深い食材であることに子どもた
ちは改めて気付くことができたと思います。
また、味噌汁ひとつとっても、それぞれの家庭で味や調理方法が違
い、それらが次の代へ伝承されていくことに感慨深げな様子でした。
〈取組項目：学校における小中学生への食に関する指導のさらなる充実〉
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〈取組場面：学校〉

健康カレッジ「サルコペニア予防教室」
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
●実施時期：平成 28 年 8 月 30 日～10 月 25 日、10 月 26 日～12 月 21 日
●対象者：介護いらずの体をめざしたい 65 歳以上の県民（希望者）
●内容
運動習慣の定着や食生活の見直しなどにより、筋力・筋量の低下を防ぎ、
要介護状態への進行防止を目指す通所型教室を年間 2 コース（7 回／コー
ス）開催しました。
身体組成・血液データや、
「基本チェックリスト№11～12（低栄養状態判
定）
」で普段の食生活を振り返り、低栄養予防に必要な食事情報を愛知県研
究開発事業で作成したパンフレットや、料理カード実習を用いて伝える等、
今日・明日から実施してみようと思ってもらえる動機づけを行いました。
●活動の成果、今後の課題
教室後アンケート結果では、約 75％の参加者から「役に立った」と回答
があり、
「食事講義では、料理カードを使用してバランスガイドに従って並
び替えるといった、ゲーム感覚で食事バランスについて考えることができ、
よかった。
」との声もいただきました。
〈取組項目：高齢期における食による健康維持の推進〉

〈取組場面：地域〉

食育月間合同イベント
あいち食育サポート企業団
●実施時期：6 月

●対象者：県民

●内容
「野菜摂取量の向上」
「食文化の啓蒙」
「朝食の大切さ」をテーマとして、
企業団各社が共同でオリジナルレシピを開発し、愛知県内のショッピング
センター アピタの 4 店舗でレシピの調理体験イベントを行いました。
調理体験を通じて、栄養バランスの大切さと料理を作ることの楽しさを
伝えるとともに、
「いただきます・ごちそうさま」の由来についての紙芝
居を行い、普段何気なく食べている食べ物が、実はとてもありがたいもの
であるということを学んでいただきました。
調理体験でつくった料理は、最後には参加者ご自身で食べて頂きまし
た。
●活動の成果、今後の課題
イベント終了後のアンケートでは、「食育について考えるきっかけに
なった」等のご意見を多く頂きました。今後はより多くの方に参加して頂
けるように、実施店舗数を増やすなどの取組を検討していきたいと考えて
います。
〈取組項目：野菜摂取量を増やす取組の推進〉

〈取組場面：地域〉
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ラブベジ・カフェ
丸進青果株式会社、内堀醸造株式会社、生活協同組合コープあいち
●実施時期：平成 28 年 12 月 3 日

●対象者：県民、生協組合員

●内容
生活協同組合コープあいち日進店レストスペースで「ラブベジ・カ
フェ」を開催し、50 名の方に参加していただきました。
前菜は野菜ソムリエのラブベジレッスン、講演のメインはお酢との
コラボでドレッシング作りでした。ドレッシングを作った後は 7 種の
旬の野菜にかけて、美味しくあっという間に食べて頂きました。
（野菜
の量は約 350g＋りんご、みかんです。
）
≪参加者の感想≫
「野菜って大切だからいっぱい食べます。」「野菜のことあらためて
話が聞けて良かったです。
」「ドレッシングについていつも悩んでいた
ので、本日教えて頂いたレシピを参考にしたいと思います。」「説明も
ポイントを教えて下さり端的で良かったです。」「楽しかった。子ども
が野菜に興味をもってくれたのでよかったです。
」
●活動の成果、今後の課題
「食からの健康づくり」のテーマとして、バランスの良い食事や不
足しがちな野菜を食べることなどを、野菜とお酢のコラボレーション
を通して伝えていくこととしました。短時間でしたが、参加者は楽し
みながら主旨を理解頂けた様に思います。
今後、ラブベジ・カフェのコンセプトを活かし、各地域で展開して
いければと思います。
〈取組項目：野菜摂取量を増やす取組の推進〉

〈取組場面：地域〉
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2

生活習慣病や過度な痩身等の予防

第 6 回もっと噛んで歯ッピーレシピコンテスト
一般社団法人愛知県歯科医師会
●実施時期：募集（平成 28 年 5 月 9 日～9 月 6 日）表彰式（平成 28 年 11 月 20 日）
●対象者：県内在住もしくは在勤、在学の者
●内容
生涯おいしく楽しく食べるためには、歯や口が健康でよく噛みながら食
べることが重要です。
このため、愛知県歯科医師会では、栄養バランスを考慮した「よく噛ん
で食べるように工夫を凝らしたオリジナルレシピ」作品を募集し、広く県
民に発信・普及することで「8020 健康長寿社会」を目指しています。
●活動の成果、今後の課題
当初は会員の歯科医院からの発信で始まり、現在では連携する組織から
の通知が出来るようになったことから、応募数は年々増加傾向にありま
す。
今後は「歯科と食育の関連」について、県行政を通して「県民に対する
周知と理解の広がり」を検討いただく必要があると考えます。
応募数：927 作品【ｷｯｽﾞﾚｼﾋﾟ 582 点、地産池消 226 点、高齢者 119 点】
〈取組項目：歯の大切さについての子どもへの啓発活動の推進〉

〈取組場面：保幼・学校〉

11

0 歳児からの口腔機能育成研修会
一般社団法人愛知県歯科医師会
●実施時期：
【1 回 目】平成 28 年 6 月 16 日【2 回 目】3 月 12 日
●対象者：
【1 回 目】県歯科医師会員及び会員スタッフ
【2 回 目】県民・愛知県内幼稚園・保育園教諭・行政関係者及び県歯会員
●内容
身体の成長発育、口腔に関わる機能発達が著しい乳幼児期に、歯科医療機関
で指導を受ける事は、生涯にわたり豊かな食生活を送るための基礎となります。
歯が萌出していなくとも、正しい顎位で支える体幹育成や、離乳食指導など
を通した口腔機能育成、乳幼児期における口腔の発育と食育をテーマに研修会
を開催しました。
●活動の成果、今後の課題
6 月 16 日の研修会については、277 名の出席者があり、サテライト会場が用
意されました。会場では乳児期からの口腔機能の育成のために、歯科医療従事
者が持っておくべき知識の研鑽が行われました。
今後は、この時期からの歯科医院受診の重要性を県民に浸透させていく活動
が課題です。
〈取組項目：歯の大切さについての子どもへの啓発活動の推進〉

〈取組場面：地域〉

メタボバイキング
知立市
●実施時期：平成 28 年 11 月 24 日、25 日
●対象者：平成 28 年度特定保健指導対象者及びその家族、特定保健指導非対象者であっても、メタボ
判定において基準該当と判定された者
●内容
講座前に計測（血圧、体重、腹囲測定）を行い、参加者にバイキング
形式で料理を選んでいただきました。
その後、管理栄養士より個別指導を行い、実際に試食してもらいまし
た。
●活動の成果、今後の課題
アンケート調査において、
「食生活などの生活習慣を改善しなければな
らないと思うが実行できていない」と答えた方で「講座で学んだことを
実践したい」と回答された方が多かったので、行動変容にもつながった
と感じました。
今後は、リピーターの方だけでなく、新規の方に多く参加してもらえ
るよう、周知方法も検討する必要があると感じています。
〈取組項目：職場での健康診断等に基づく食生活改善の更なる推進〉
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〈取組場面：地域〉

若年女性「やせ」に対するソーシャルマーケティングに関する研究
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
●実施時期：通年

●対象者：①20 歳～45 歳

②BMI20.0 未満 の社会人女性 60 名

●内容
若年女性の「やせ」（BMI18.5 未満）は肥満対策と同様に喫緊の課題で
あるため、事前調査をもとに生活習慣改善プログラムの開発をし、行動変
容・身体への効果を検証することを目的に、現在、介入研究を実施してい
ます。
1 か月毎にエアロビクスなどの運動実技とあわせ、筋肉量向上、貧血・
骨粗鬆症予防に必要なエネルギー及び主食・主菜の量、不足がちな鉄・カ
ルシウム量がわかるよう、調理実習による食事体験（下段写真）にて情報
提供を行っています。
●活動の成果、今後の課題
参加者 26 名に課題改善に向けた行動目標を設定し、家庭での実践を
行ってもらった結果、食事目標の達成率は約 6 割でした。3 か月後の中間
で、BMI は 17.8±1.1→18.2±1.2 ㎏/㎡、筋肉量は 34.8±2.9→35.3±3.2
㎏と有意に増加していました。
今後も一人一人に目を向けた支援を引き続き行っていく予定です。

〈取組項目：地域における健康づくりの推進〉

〈取組場面：地域〉
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3

食の安全に関する信頼の構築

現地見学型リスクコミュニケーション
愛知県生活衛生課、厚生労働省東海北陸厚生局
三井食品工業株式会社（1 回目）
、株式会社おとうふ工房いしかわ（2 回目）
●実施時期：
【1 回目】平成 28 年 8 月 2 日【2 回目】8 月 15 日
●対象者：
【1 回目】県内在住の親子 9 組 26 名【2 回目】9 組 29 名
●内容
生活衛生課では、食の安全に関する正しい知識を深めてもらうため、
県内の製造工場に御協力いただき、親子参加型の工場見学を実施してい
ます。
今年は、漬物と豆腐の製造工程を見学し、安全な食品を製造するため
の取組について学習しました。
また、食品の衛生管理の手法である HACCP についても学ぶとともに、
手洗いの方法について体験しました。体験では、実際に手を洗い、洗い
残しの有無について手洗いチェッカーを用いて確認しました。
●活動の成果、今後の課題
実際に製造現場を見学し、豆腐作りを体験することで、食に対する知
識や理解を深めることができました。
HACCP については難しかったものの、クイズに積極的に参加する子ど
もたちの姿が見られました。また、手洗い後のチェックを実際体験し、
楽しく学ぶことができました。
〈取組項目：食の安全に関する情報提供や意見交換〉

〈取組場面：地域〉
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食物アレルギーのことを知ろう
愛知県小中学校長会（豊川市立中部小学校）
●実施時期：平成 28 年 9 月

●対象者：1 年生の児童

●内容
1 年生に魚アレルギーの児童が在籍しており、別室（職員室等）で弁当
を食べる生活から、学級で会食する生活に児童が適応できるようにするた
め、学年全体で学習を実施しました。
食物アレルギーの子の体験を元にして描かれた「よみきかせえほん
『ピーナッツアレルギーのさやちゃん』
」
（ポプラ社）の著者である栗田洋
子さんを講師に迎えて授業を行いました。
御自身の子どもの体験を、絵本とお話でわかりやすく説明してもらい、
アレルギーの子の気持ちや、
「いのちをまもるほうほう」について子ども
たちに知ってもらいました。その後の授業では、実際にアレルギーの友達
のためにできることを話し合い、学級のルールを決めたり、給食時の行動
を確認したりしました。
●活動の成果、今後の課題
食物アレルギーの学習を通して、
「いのちをまもる」というねらいにも
迫ることができました。専門の講師を招いて学習したことで、児童のみな
らず、保護者や職員も理解を深めることができ、有効であったと思います。
〈取組項目：学校給食等における食物アレルギーへの対応〉

〈取組場面：学校〉

福祉医療公開講座「薬剤師がはなす食育の話」
一般社団法人愛知県薬剤師会
●実施時期：平成 28 年 11 月 3 日

●対象者：県民

●内容
栄養のバランスとは別の角度から、食材の作用（例えば、温める作用・
冷やす作用・潤す作用・乾かす作用など）を、郷土料理の食材を例に分
りやすく解説しました。
郷土料理の中に込められた先人の知恵を知ってもらう事で、より郷土
料理に親しみを感じてもらえるようにしました。
また、食品添加物などへの理解を深め、正しく付き合う考え方を啓発
することも心がけました。
●活動の成果、今後の課題
今まで、県民向けに講演を続けてきましたが、まだまだ、積極的に食
育に取り組む薬剤師が少ないので、講座とあわせて会員に向けた呼びか
けが必要と思われます。
〈取組項目：食品と医薬品との相互作用に対する普及啓発〉

〈取組場面：地域〉
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大学教授による家庭科の授業
愛知県小中学校長会（名古屋市立牧の池中学校）
●実施時期：平成 28 年 6 月 19 日

●対象者：2 年生の生徒

●内容
牧の池中学校は、平成 25 年度から 3 年間名古屋市の「消費者教
育モデル校」に指定され、今年度は名古屋市市民経済局消費流通課と
タイアップして様々な取組を行いました。
その一環として、至学館大学教授の小塚諭先生を講師に迎え、家庭
教育セミナーを行いました。
セミナーでは遺伝子組み換えによって病害虫に強い品種ができたこ
とで農薬を使う量が減ったことや、天然の着色料にも発がん性がある
ものがあり、人工の着色料を使った方が安全な場合もあることなど、
生徒は遺伝子組み換え植物や添加物の必要性と体への影響などについ
ての正しい知識を学びました。
また、7 月 6 日には同じく小塚諭先生が、2 年生 4 クラスの家庭科の
授業を行いました。食品の賞味期限や消費期限の意味と見方について
学んだ他、炭酸飲料水に含まれる砂糖類の量と種類を調べ、実際に炭
酸ジュースを作ってみるなどして、消費者として知っておきたい知識
を身に付けました。
●活動の成果、今後の課題
香料や染料など、食品に含まれているにもかかわらず、単体では目
にすることがない食品添加物を使った実験は、生徒の興味関心を大い
に高めました。
この実践を通して、食品添加物に関する正しい知識を得たことで、
正しく食品を選ぶという消費者として最も大切な感覚を身に付けさせ
ることができたのではないかと思います。
〈取組項目：食の安全に関する情報提供や意見交換〉

〈取組場面：学校〉
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