Ⅲ

平成 29 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」
、子供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。

1

バランスのとれた規則正しい食生活の実践

離乳食教室
豊根村
●実施時期：
【第 1 回】平成 29 年 7 月 29 日、【第 2 回】平成 29 年 12 月 7 日
●対象者：乳児を持つ保護者
●内容
保護者が「離乳食」と気構えず、気楽にできるよう、基本的な知識を伝
えるとともに、食に対する不安や疑問を相談する場として、保健センター
で離乳食教室を育児講座の一環として実施しています。
第 1 回は 3 組、第 2 回は 7 組の親子の参加がありました。
当日は子供の月齢に応じてグル―プを作り、栄養士から離乳食について
の基本的な話やテクニックを教えてもらった上で、保護者が実際に離乳食
の調理を行いました。調理後には参加者がテーブルを囲んで試食をしまし
た。
また、栄養士が参加者一人一人に声をかけ、アドバイスを行いました。
●活動の成果、今後の課題
村には在勤の栄養士がおらず、親は離乳食や子供の栄養について専門
家の話を聞く機会がありません。年 2 回ではありますが、食に関する知
識を得る貴重な機会となっています。
里帰り出産等で村に戻ってきていない人以外は、対象者全員が参加をし
てくれており、大変関心の高い事業だと感じています。今後も継続してい
きたいと考えています。
〈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〉

「野菜の名前当てクイズ」をして、野菜に親しみ、興味をもとう
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（安城市立さくの幼稚園）
●実施時期：平成 29 年 12 月 19 日

●対象者：年長児

●内容
野菜嫌いの子が多い中、野菜に親しむことで少しでも野菜に興味を持
ち、食べる意欲につながればと思い、年長児を対象とした食育指導を実
施しました。
当日は、安城市子ども課と給食課の栄養士を園に招き、
「野菜の名前当
てクイズ」を行いました。
4～5 人のグループで布袋の中の野菜を考え、においを嗅いだり、感触
を言い合ったりしました。答え合わせの後は、栄養士の方から野菜につ
いての話がありました。その後、給食を児童と栄養士の方が一緒に食べ、
給食に使われている食材についても教えてもらいました。
●活動の成果、今後の課題
「野菜はお腹を掃除してくれるんだって」、
「お肌もすべすべになるよ」
など栄養士の方から聞いた話を給食時に言いながら、野菜を食べるよう
になりました。食べる量も増えて、残飯を減らすこともできました。
〈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〉

高校生への食育講座
豊田市
●実施時期：通年

●対象者：豊田市内高等学校（3 校）の生徒

●内容
若い時から食の大切さを理解し、望ましい食生活を身に付けられるよ
うになること及び卒業後の学生生活や社会人生活で自立した食生活を
送れるようなることを目的に、自ら食事を選び、作る力を育むための食
育講座を、高校生を対象に実施しました。
市が作成したワークシートを用いて、養護教諭や市が学校に派遣する
管理栄養士による講話・調理実習を行いました。
●活動の成果、今後の課題
食生活の問題点を生徒が自ら考える機会を設けたことで、自身の食生
活に対する振り返りや今後の食生活の改善に繋がる良い機会となりま
した。
例年、講座案内は市内全校（15 校）に PR していますが、講座を利用
する学校が少ないため、今後は養護教諭等と連携し、食育啓発の必要性
や講座の PR をしていく必要があると考えています。
〈取組項目：高校における食育の充実〉

〈取組場面：学校〉

つながる食育推進事業
愛知県教育委員会健康学習室、瀬戸市教育委員会
●実施時期：平成 29 年 6 月～平成 30 年 2 月
●対象者：新入学児童保護者および瀬戸市立水野中学校の生徒・保護者等
●内容
「つながる食育推進事業」は、栄養教諭が中心となり、学校を核とし
て地域の生産者や関係機関・団体等とも連携しつつ、学校においてより
実践的な食育を行うとともに、その活動に保護者も参画し、家庭におけ
る望ましい食生活の継続的な実践にもつながる食育の実践モデルを構
築することを目的としています。
県においては、委員会を開催し、新入学児童保護者向けリーフレット
を作成するとともに、モデル校（瀬戸市立水野中学校）において「健康
な心と身体をもつ生徒の育成～人・命のつながりと広がりを通じて～」
をテーマに、
「共食」を意識しながら、①教科や日常の活動を通した生徒
への指導、②生徒・保護者の食に関する体験活動、③家庭・地域への啓
発活動などを実施しました。
●活動の成果、今後の課題
モデル校の生徒・保護者が共に自分のこととして食に関する意識や関
心が高まり、生徒の生活に変化が見られるとともに、家庭において、地
産地消を意識した食材が選ばれたり、食事内容について会話する機会が
増えたりしてきました。また、食に関する正しい知識を得たことで、こ
れまでの自分の食習慣を見直すようにもなってきています。
今後も、国の事業を活用しながら、教育活動を通じた取組を継続・波
及していき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さらなる充実〉

〈取組場面：学校〉

学級訪問栄養指導（中学生）
東郷町給食センター
●実施時期：平成 29 年 10 月～平成 30 年 2 月

●対象者：東郷町内中学生

●内容
栄養教諭と養護教諭が、学年ごとにテーマを決め、中学生に対して栄養指導を実施しています。
平成 29 年度は 1 年生が「カルシウム」
、2 年生が「朝食」
、3 年生が「生活習慣病」とその学年に合わ
せたテーマで、それらの大切さや必要性などを学ばせ、将来を見据えた食教育を実施しました。
いずれも学校給食を例にとって、より具体的で身近な話題にすることにより、自分で選択して食べる
という力を身に付けさせるように働きかけました。
●活動の成果、今後の課題
生徒からは、
「給食で摂れない残り半分のカルシウムを家で頑張って摂ろうと思う。
」や「朝食は必
ず食べようと思った。」
、
「卒業したら給食がないので、自分で気を付けていかなければならないと
思った。
」などの感想が聞かれました。
年に 1 度ではありますが、継続した指導ができているので、これからも続けていきたいです。
〈取組項目：学校における小中学生への食に関する指導の充実〉

〈取組場面：学校〉

産業フェスタでの食生活診断実施
みよし市食育推進会議
●実施時期：平成 29 年 11 月 5 日

●対象者：市民

●内容
みよし市緑と花のセンターの「産業フェスタ」において、食育 SAT シ
ステム(株式会社いわさき製)を使用した、みよし市食育推進会議による
「食生活診断」を実施しました。
みよし市食生活改善推進協議会会員の協力のもとで実施され、普段の
食事を見直すことで食育について考えてもらうきっかけとなりました。
また、管理栄養士による栄養バランスの指導も交えながら、食の大切
さを知ってもらう機会にもしました。
●活動の成果、今後の課題
当日は 283 名の幅広い世代の方が参加されました。
みよし市食生活改善推進協議会の会員や管理栄養士の指導のもと、正
しい食生活や栄養バランスについて知ってもらい、身近なところから食
育を実践してもらうよう促すことができました。
今後も広く市民の方に食育推進の取組を実施していきたいです。
〈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〉

給食センター施設見学試食会
長久手市給食センター
●実施時期：平成 29 年 6 月 12 日、11 月 16 日、平成 30 年 1 月 25 日
●対象者：市内在住、在勤、在学者で食育などに関心を持っている個人又は団体
●内容
平成 29 年度は、合計 3 回実施し、のべ 57 人に参加いただきました。
「食育月間」や「愛知を食べる学校給食の日」と開催日を合わせ、地
元生産者会の協力を得て、長久手市産の旬の野菜や、県内産の食材を使
用したデザートなどを使った献立を試食していただきました。
また、千人釜で作る調理作業を見学窓から見学したり、実物と同じス
パテラ（へら）を持ったり、栄養士に献立作りについて話を聞いたりし
ていただきました。
●活動の成果、今後の課題
給食事業について理解を深め、食の大切さや食に関する正しい知識を
学んでもらうことができました。
〈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〉

生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業（学生編）
愛知県食生活改善推進員連絡協議会
●実施時期：平成 29 年 9 月～平成 30 年 2 月

●対象者：県内高校生、大学生

●内容
朝食欠食の解消及び食事バランスの普及を目的に、県内 10 協議会で生
活習慣病予防のための講座等を開催しました。
内容は、
「朝食の欠食による弊害」、
「野菜摂取の必要性」、
「BMI や適正
体重」
、「食事バランスや減塩の必要性」の講義の他、可能な限り調理実
習も併せて実施しました。調理実習では、彩りよく野菜が摂取できるよ
う、また季節のものを多く取り入れられるよう心掛けました。
各回 20～30 名が参加し、テキストは学生向けに漫画形式で編集したも
のを使用しました。
●活動の成果、今後の課題
「毎日の食事作りの大変さがわかり、親の苦労がわかりました。」、
「自
分の食習慣や偏りを実感できたので、今後直していきたいと思います。」
、
「朝ごはんの大切さが理解できました。もっとしっかりと食べるように
したいと思います」
、
「この内容を家族にも伝え、レシピ内容を実践した
いと思っています。
」等の感想があり、感謝の言葉も聞かれました。
活動を理解し、協力してもらえる高校や大学探しが今後の課題です。
〈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〉

妊娠・授乳サポート薬剤師
一般社団法人愛知県薬剤師会
●実施時期：通年

●対象者：妊婦・授乳婦と家族

●内容
各地区において、保健所・保健センターが開催する「プレママ教室」等に「妊娠・サポート薬剤師」
を派遣し、葉酸の必要性に関する情報、妊娠期・授乳期における薬剤を使用する時に知っておきたい
ことについての啓発活動を行いました。
また、赤ちゃんへの影響を恐れるあまり、妊娠期、授乳期に自身の服薬を中止し症状を悪化させる
ことのないよう正しい知識を広める活動もしました。
●活動の成果、今後の課題
認知度が高まるにつれ、問合せも増えてきました。今後も、保健師、助産師などの他職種も含めた一
層の周知活動を続けていきます。
〈取組項目：妊産婦や乳幼児を持つ親への食育の推進〉

〈取組場面：地域〉

男性のための栄養教室
刈谷市
●実施時期：平成 29 年 7 月～8 月、11 月～12 月

●対象者：市内在住の 65～69 歳男性

●内容
超高齢社会を迎え、65 歳以上の夫婦二人世帯や一人暮らしの世帯が
増加しています。介護予防の観点のもと、栄養バランスや調理の基本
を身につけ、日常生活における自立を促すとともに、参加者同士の交
流を深めて閉じこもりを予防することを目的に教室を開催しました。
内容は、食材の切り方、調味料の計量、健康日本 21 かりや計画、
野菜の摂取、三色食品群についての講義及び調理実習です。5 回の教
室で 1 コースとし、計 2 コース実施しました。参加者は合計 44 名で
した。
●活動の成果、今後の課題
参加者からは「料理をするきっかけができた」
、
「チームで楽しく料
理ができた」などの意見が多くあり、事業の目的を達成することがで
きました。
適切な食塩量のレシピで実習を行っていますが、味が薄いと感じる
参加者も少なくなく、現在これに「気づく」機会にはなっていますが、
より具体的な改善策を伝える必要があると考えています。
〈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〉

オリジナル野菜の歌「届け！野菜の力」の制作と体操を活用した啓発活動
愛西市
●実施時期：平成 29 年 8 月 26 日、平成 30 年 1 月 28 日及び各施設の計画に基づき実施
●対象者：
「野菜の日イベント」や「あいさいフェスティバル」に来場した市民、小・中学校生等
●内容
平成 28 年度に愛西市健康日本 21 計画推進の一環として、野菜の栄養と摂取量の目安、地元で生産
される野菜の名前などを歌詞に入れたオリジナル野菜の歌「届け！野菜の力」を制作し、その CD を市
内小中学校等に配付して給食の時間の放送などに活用しています。
平成 29 年度は幅広い年代に歌を知ってもらうきっかけとなるよう、歌に合わせた体操の振り付けを
作成して、市内のスーパーマーケットやイベントでの啓発に活用しました。
●活動の成果、今後の課題
8 月 26 日にスーパーマーケット行われた「野菜の日イベント」では、体操の発表や野菜レシピの配
布、野菜に関する掲示や体験を行い、約 100 名の参加者がありました。
また、1 月に開催した「あいさいフェスティバル」の会場でも、健康づくり運動推進協議会の指導に
よる歌と体操の発表会を行い、約 100 名の参加者と一緒に気持ちよく体を動かしました。
〈取組項目：野菜摂取量を増やす取組の推進〉

〈取組場面：地域〉

野菜を食べようプロジェクト「野菜たっぷり‼ヘルシーメニュー」
知多市
●実施時期：通年

●対象者：市民

●内容
野菜がしっかりと摂取できる環境づくりを行い、市民の健康に対す
る意識を高め、野菜摂取量向上につなげていくため、市内飲食店におい
て、一食あたりの野菜の使用量、塩分量、エネルギー量の基準を満たし
たメニューを「野菜たっぷり‼ヘルシーメニュー」として認定していま
す。
平成 30 年 1 月 13 日から 3 月 11 日には、市商工会主催でヘルシーメ
ニューを対象とした「みんなで健康スタンプラリー」も開催しました。
（詳細は市ホームページでも紹介しています。
）
●活動の成果、今後の課題
平成 29 年度は新規 1 店舗と新規 5 メニューを含む 15 店舗 20 メ
ニューがヘルシーメニューとして認定されました。
新規店舗の獲得と提供店舗へのフォローアップが今後の課題となっ
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〉

マタニティ栄養教室

あま市

妊娠期及び授乳期における適切な食習慣の確立を支援するために、妊産婦のための食事バランスガ
イドを用いた健康教育や情報提供を行いました。
妊娠高血圧症候群予防のための減塩の工夫や、貧血予防のための鉄分の積極的な摂取のアドバイス
を行いました。また、鉄分がしっかり摂れるレシピの紹介と試食の実施、さらに妊婦に注意が必要な
魚の種類について周知しました。教室回数は年 9 回、参加者は母 42 人、父 12 人でした。
参加者からは「試食の料理を自宅で作りたい。
」、
「減塩の工夫が分かりやすい。」という声が聞かれ、
妊婦同士の交流の良い機会ともなりました。
実施回数と試食の内容を検討した上で、今後も同様の取組を継続していきたいと考えています。

新鮮！地場産！野菜料理フェア！
岩倉市、食の健康づくり推進員、愛知北農業協同組合
地元で育った野菜を多くの人に食べてもらうことで、野菜摂取量増加の周知啓発を図るとともに、
地産地消を推進することを目的に、平成 29 年 12 月 7 日に JA と岩倉市のコラボ事業を実施しまし
た。
当日は、JA 愛知北が会場と地場産野菜の準備を行い、岩倉市の栄養士と食の健康づくり推進員が
講師として活動しました。
参加者はグループ毎に、食の健康づくり推進員が作成した「季節の野菜料理

プラス 1 品集」の中

から料理を選び、調理実習を行いました。
今後も、このような生産者と消費者双方のニーズや思いが伝わる活動を継続的に支援していきたい
と思います。

食まる食育活動

刈谷市立重原幼稚園

3 歳児：食まるファイブに登場してもらい、食まるの名前と各食まるの仲
間の食べ物を教えてもらい、食まるファイブを身近に感じられるように触
れ合いました。
4･5 歳児：パワーポイントや五感を使った食べ物当てゲームなどを通し
て、5 色（食まる全員）が揃うことでバランスがとれ、元気で丈夫な体にな
ることを学びました。
どの学年も、給食を食べながら「お豆は『にくまる』だよね。」、
「今日の
給食はフルーツまるがないね。お家でみかんを食べよう。
」などと、食まる
ファイブと食べ物を照らし合わせたり、5 色が揃うように食べようとした
りする姿が見られました。

まんずまんずクッキング

岩倉市、食の健康づくり推進員

岩倉市には、男性だけの料理グループ「まんずまんずクッキング」があります。このグループは、
男性が料理を作る楽しさ・面白さを味わいながら、それを他の男性にも伝え、食に興味のある男性同
士、交流を深めているものです。平成 29 年度は、旬の野菜を使った簡単料理の紹介や、今後の活動に
向けた勉強等を行いました。男性の食への関心を高めるとともに、仲間作りにもつながりました。

エプロンシアター

飛島村

「元気なからだになろう」をテーマにエプロンシアターを行いました。
赤（体をつくる）
、緑（体の調子を整える）、黄（体を動かす力になる）の
3 色のエプロンを使い、バランスよく食べることで元気なからだをつくる
ことができることを楽しく学びました。
今後は、エプロンを使って、色々な展開ができるように検討していきた
いです。

いいともあいちフェア

あいち食育サポート企業団

県民の野菜摂取量の向上を図る為、企業団加盟 14 社がそれぞれ、
「1 人あ
たり 120ｇ以上の野菜を摂取できる」というテーマのもとでレシピを開発
し、リーフレットを作成して県内のショッピングセンター（アピタ・ピア
ゴ）で 11 月 20 日から配布しました。また 11 月 25 日～26 日にはアピタ 17
店でレシピの試食を行い、同時に愛知県の野菜や 1 日に必要な野菜摂取量
を紹介しながら、野菜摂取量の向上に努めました。
今後はより深く、多くのお客様へ伝えられるようにしていきたいと考え
ています。

成人向け料理教室（食生活改善推進員会委託）

日進市

「食生活改善推進員会」による料理教室を 10 月と 1 月の 2 回開催しました。平成 29 年度のテーマ
は「減塩」と「バランスのとれた食事」で、1 月の取組ではそれに加えて、愛知県の野菜摂取量が全国
でも低いことから、
「300 グラム以上の野菜」が入ったメニューで料理教室を行いました。
当日はまず、食生活改善推進員から、野菜は食物繊維が豊富で免疫力が付くことや、1 日に 350 グ
ラムの野菜を摂取しなければならないといった説明がありました。次に、調理実習が行われ、
「鶏肉と
ミックスビーンズのトマト煮込み」など 4 品を作成しました。
その後、試食が行われ、今回の調理の振り返りや、家庭で行っている調理についての意見交換など
を行いながら、和気あいあいとした雰囲気で試食する参加者の姿が見られました。食べる前は「こん
なにたくさん食べられるかな？」などの声も出ていましたが、殆どの参加者が完食し、味も気に入っ
ていただけました。平成 30 年度も継続して行っていきたいと考えています。

大型仕掛け紙芝居「コウくんとバランスマン」

愛西市

園児を対象として作成した大型紙芝居を用い、①朝食を摂る②バランスよく食べる③生活リズム（早
寝・早起き・朝ごはん）の大切さを伝えています。
園児と同年齢の主人公（コウくん）とヒーロー（バランスマン）が登場し、仕掛けを取り入れるな
ど、楽しく学べる様に工夫しています。紙芝居後は、栄養クイズを実施しています。平成 29 年度の参
加者数は園児 35 名でした。
取組を継続してもらえるよう園への PR や、保護者も同席する場で保護者向けにも食生活の大切さ
について伝える機会の確保が今後の課題となっています。
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生活習慣病や過度な痩身等の予防

親子歯みがき教室
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（常滑市立常滑幼稚園）
●実施時期：平成 29 年 6 月 14 日

●対象者：全園児・5 歳児保護者

●内容
常滑市立常滑幼稚園では、保健センターの歯科衛生士による巡回指
導を受けています。
歯科衛生士は歯みがきの大切さや正しい歯みがきの仕方について、
手作りの絵図を使いながら園児たちに分かりやすく話をしていまし
た。
年長の保護者は、6 歳臼歯の大切さや仕上げみがきの重要性につい
て話を聞き、実際に歯の汚れの染め出しチェックを行いました。
また、希望者に対しては個別指導も行い、日頃心配していることや
おやつの選び方などを相談できる良い機会となりました
●活動の成果、今後の課題
子供たちから「好き嫌いせず何でもよく食べよく噛んで」、「しっか
り歯みがき」という言葉が聞かれ、今後の保育でも継続していきたい
と思いました。
保護者も 6 歳臼歯の大切さを知り「仕上げ磨きをしっかりやりたい」
と、歯への関心が高まりました。
平成 28 年度から始まったフッ化物洗口を継続して実施することで、
歯の健康づくりを通して食育に取り組みたいと思います。
〈取組項目：歯の大切さについての子供への啓発活動の推進〉

〈取組場面：保幼〉

平成 29 年度 愛知県歯科医師会 食育推進研修会
一般社団法人愛知県歯科医師会
●実施時期：平成 30 年 1 月 11 日
●対象者：愛知県内保育園・幼稚園教諭、行政関係者、幼稚園・保育園担当歯科医
●内容
生涯おいしく食べるには、歯や口が健康でよく噛みながら食べること
が重要です。特に、口腔機能の発達のピークとされる幼児期において、正
しい食生活をおくるための支援や園での教育は大人になるための基礎を
養うということで極めて大切であり、この時期によく噛んだり味わった
りする食べ方を体験させることが重要です。
これらのことから、保育園・幼稚園教諭および歯科医師等を対象とした
研修会を開催しました。
（参加者 240 名）
【内容】
・演題「摂食機能の発達を知る～子供たちの楽しい食事の担い手に
なろう～」
・講師 あやの歯科医院 副院長

綾野理加 先生他

●活動の成果、今後の課題
参加者に歯科診療および保育の現場で役立つ食育の知識を改めて学ん
でいただけました。今回の研修会で学んだ知識が、日常業務等を通じて県
民の皆さんに広がることを期待しています。
今後もこの研修会を継続していきたいと思います。
〈取組項目：歯の大切さについての子供への啓発活動の推進〉

〈取組場面：保幼、地域〉

健幸チャレンジ教室
岩倉市
●実施時期：通年（1 クール 9 回）

●対象者：①健康づくりを実践したい人、②特定健康診査

等の結果、メタボリックシンドローム予備群等と判定された人
●内容
広報での紹介や特定健康診査の際に教室の周知を行った上で、医師・歯科医師の講演や栄養・運動の
講座を盛り込んだ「健幸チャレンジ教室」を開催しました。
栄養面では、3 日間の食事記録票を提出してもらい、栄養分析を実施した他、調理実習で「噛む」体
験や食行動のチェックをしたりしました。また、特定保健指導の対象者には継続支援を実施しました。
歯科医師による講演では「良く噛む」ことをテーマに取り上げ、ガムによる噛むことの体験等も実施
しました。
●活動の成果、今後の課題
参加者が少なかったため、特に特定保健指導対象者には周知を行い、特定保健指導利用率の向上につ
なげたいと思います。
〈取組項目：地域における健康づくりの推進〉

〈取組場面：地域〉

あいち県民健康祭 「なんでも栄養相談」
公益社団法人愛知県栄養士会
●実施時期：平成 29 年 9 月 16 日、17 日

●対象者：県民

●内容
あいち健康プラザにおいて「はじめよう、健康につながる第 1 歩」と
題し、様々なイベントが開催される中、健康の保持増進や疾病予防を目
的に、栄養知識の普及啓発のため栄養相談を行いました。
骨密度や握力の計測結果と合わせて栄養相談を実施することで食生
活改善の意識を高めてもらい、レシピの配布説明など具体的なアドバイ
スの他、個別の相談にも応じました。参加者は栄養相談 209 名、骨密度
測定 223 名、握力測定 213 名でした。
（2 日間合計）
●活動の成果、今後の課題
「握力、骨密度測定後に栄養相談をしたことで食事や運動に関心を持
つようになった。
」、
「昨年度骨密度の結果が悪く、栄養相談での指導通り
実行したら今回改善されて嬉しかった。
」などの声が寄せられ、今後も継
続したいと考えています。
〈取組項目：地域における健康づくりの推進〉

〈取組場面：地域〉

健康づくり教室、健康カレッジ（通所型）「リバウンドしないダイエットセミナー」
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 29 年 12 月 9 日～平成 30 年 2 月 17 日

●対象者：体重減少を目指す成人～高齢者

●内容
運動習慣の定着や食生活の見直しにより、無理のない体重減少を目指
す教室を開催しました。参加者の中には極端な食事制限を行っている方
や、食事を減らして間食を摂るなどの食習慣の方も多かったため、食事
の適量やバランスを知っていただく機会として、バイキング型の実習を
行いました。また、食事記録をもとに、自身の食生活を客観的に振り返っ
ていただき、正しい食事習慣による摂取エネルギー減少を目指す支援も
行いました。
●活動の成果、今後の課題
教室終了後には、教室開始時より平均 1.6 ㎏の体重減少がみられまし
た。教室前後に行った食事調査の結果では、全体のエネルギー摂取量は
減少し、朝食エネルギー摂取量の増加、菓子・嗜好品エネルギー摂取量
の減少がみられました。参加者からは、
「食事バランスについて正しい認
識がもてて良かった」等の感想をいただきました。今後も地域の様々な
年代向けに健康づくり推進に向けた取組が必要と思います。
〈取組項目：地域における健康づくりの推進〉

〈取組場面：地域〉

よいこの歯みがき運動

北名古屋市保健センター

北名古屋市では、歯や口の健康の大切さを知り、正しい歯磨き方法を理解してもらえるように、平
成 18 年度から「よいこの歯みがき運動」を実施しており、平成 29 年度は市内 14 保育園 1,307 名の園
児を対象に行いました。
当日はまず、動物を例に挙げながら、歯の役割、むし歯の予防法等について、媒体を使用しながら
話をしました。その後、人形を用いて歯ブラシの当て方を見せながら、子供たちに歯磨きを体験して
もらいました。
子供たちは興味深く話を聞いてくれ、口腔の大切さを理解してもらうことができました。
基本的な内容は毎年一緒ですが、その時の流行などを取り入れながら今後も継続していきたいと考
えています。

あなたのためのちょいやせ道場

尾張旭市

健康診査事後教室の特定保健指導の一環として、栄養講話や個別指導、調理実習を保健福祉センター
で行いました。参加者に食生活習慣行動の改善など、栄養面から学んでいただきました。
調理実習では、参加者同士が終始和やかな雰囲気の中で進行することができました。参加者からは
「今日のメニューを自宅で作ってみます。」
、
「参考になりました。
」などの声が聞かれました。

食の健康づくり推進員栄養教室

岩倉市、食の健康づくり推進員

岩倉市食の健康づくり推進員は 4 班に分かれて活動しており、各班がテーマを決めて、19 日の食育
の日（祝日等の場合はその前後）に管理栄養士と一緒に栄養教室を開催しています。
今年のテーマは「簡単！旬の美味しい野菜レシピで健康づくり」
、
「産後ママのランチセミナー」、
「手
ばかり栄養法でバランス食を作ろう」、
「秋野菜を使った健康レシピ」の 4 つで、それぞれのテーマに
従って、栄養士が講話、食の健康づくり推進員が調理講習を主に担当して実施しました。
参加者から「参加してとても勉強になった。」、「家でも作りたい。」、「家にとじこもっていたが、同
年代の子供を持つ方と交流ができて良かった。」、「楽しい時間を過ごすことができた。」等の感想を聞
くことができました。
今後も、地域の様々な年代向けに健康づくり推進に向けた取組を行うことが必要だと考えていま
す。

出前講座

清須市

市民、市内事業者等より依頼を受け、内容に応じて保健師、管理栄養士、歯科衛生士等を講師とし
た出前講座を開催しています。
平成 29 年度は、生活習慣病予防、子育て、離乳食、生活リズムと睡眠、歯科保健指導、高齢者食
事等の合計 61 講座を実施しました。
受講された方々にわかりやすく、実践しやすい内容を心掛けており、今後も市民の皆様に依頼いた
だけるよう啓発していきます。また、職員の資質向上のための研修等にも積極的に取り組みたいと思
います。
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食の安全に関する信頼の構築

食品表示１１０番の運営
愛知県食育消費流通課
●実施時期：通年

●対象者：県民、事業者

●内容
県では、｢食品表示 110 番｣として、専用の電話・メールの窓口を設置し、消費者等から、偽装表示等
の不審な食品表示に関する情報を受付けています。
消費者等の通報や、行政機関からの疑義情報の回付を受付けた場合に、食品表示法に基づき、調査を
実施し、違反が確認された場合には是正指導等を実施し、食品表示の適正化を推進しています。
●活動の成果、今後の課題
今後も引き続き窓口を設置し、疑義情報の受付を行っていきます。
また、疑義情報を基に行う、調査・指導を通して、表示の適正化を進めていきます。
〈取組項目：食品表示の適正化の推進〉

〈取組場面：地域〉

研修会やパンフ等による表示制度の理解促進
愛知県食育消費流通課
●実施時期：通年

●対象者：県民

●内容
県では、職員が無料で集会などの場に出向き、県政の様々な分野について分かりやすく説明する｢県
政お届け講座｣を行っています。
この取組の一環として、｢食品の産地表示について｣と題し、小牧市民を対象に消費者意識の向上を目
的とした講座を実施しました。
写真を利用して、実際の表示状況を示しながら、食品表示に対する理解を深めてもらいました。
●活動の成果、今後の課題
食品表示の記載内容やルールを知ることで、食品を選ぶ際の有効な判断材料とすることができます。
今後も消費者の方を対象に、こうした取組を続け、食品表示に対する理解促進に努めていきたいと思
います。
〈取組項目：食品表示の適正化の推進〉

〈取組場面：地域〉

食育講演会及び学校給食試食会
尾張旭市
●実施時期：平成 29 年 7 月 12 日（試食会のみ）、11 月 15 日

●対象者：市民

●内容
学校給食センターで、食の大切さ、食に関する正しい知識を学び、食
生活の習慣を身につけてもらうことにより、健全な心身を育むことを目
的として講演会を開催しました。また、普段は食べる機会のない給食の
実態を知ってもらうとともに、市民の方からの意見・評価を聞く良い機
会であるということで給食試食会も併せて開催しました。
【参加者】7 月 12 日：29 名、11 月 15 日 31 名
●活動の成果、今後の課題
試食の際には、「野菜がいっぱいで味付けも良く食べやすかった。」、
「皆が食べられるメニューなのが良かった。」、「すべて美味しかったで
す。
」、
「バランスが良く美味しかった。
」
、
「子供たちも給食を楽しみに学
校へ行っています。
」と言った声が聞かれました。
〈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：学校〉

HACCP 導入基礎研修
愛知県生活衛生課、一般社団法人愛知県食品衛生協会
●実施時期：平成 29 年 6 月 19 日、20 日、29 日

●対象者：食品事業者

●内容
生活衛生課では、HACCP の導入を推進するため、講習会や委託事業を継続的に実施しています。
平成 29 年度についても、一般社団法人愛知県食品衛生協会に委託している食品衛生相談事業におい
て、食品事業者を対象とした HACCP 研修会を開催し、HACCP の基本的な考え方や HACCP の７原則 12 手
順、危害分析や重要管理点の設定等について実習を含めた講習を行いました。
●活動の成果、今後の課題
受講者は受講後、HACCP に関する一定の知識を有する者として、食品製造施設において HACCP に基づ
く衛生管理を実行する等の HACCP チームの中心的な役割を果たすことになります。
今後も継続的に研修会を開催し、HACCP の導入を一層推進していきたいと考えます。
〈取組項目：安全に関する自主管理と情報開示の促進〉

〈取組場面：地域〉

乳と卵の除去食の提供
岩倉市
●実施時期：平成 29 年 9 月から

●対象者：乳と卵の食物アレルギーを有する児童生徒

●内容
岩倉市では、全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽しんで過
ごせるようにするため、国の「学校給食における食物アレルギー対応指
針」や県の「学校給食における食物アレルギー対応の手引」に基づいて
食物アレルギー対応検討委員会を設置し、平成 29 年 2 月に岩倉市の「学
校における食物アレルギー対応の手引」を作成しました。
これまではアレルギー対応として、飲用牛乳の提供中止や詳細献立表
の配布等を行っていましたが、平成 29 年 9 月からは食物アレルギーの
中でも対象者が多い、乳と卵の除去食の提供を開始しました。
●活動の成果、今後の課題
今回の対応が軌道に乗った後には、他のアレルギーについても、対応
が必要な食数や保護者の要望等に基づきながら、アレルギー成分除去食
の対応について検討する必要があると考えています。
〈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〉

アレルギー児、エピペンについての説明
碧南市立大浜保育園
●実施時期：平成 29 年 4 月

●対象者：園職員

●内容
食物アレルギーをもつ児童の一覧表を作成し、除去品目、段階、注意事項、対応について、わかりや
すく職員に周知しました。
また、エピペン所持児のエピペン保管場所、取扱いにあたっての注意事項、使用方法についても DVD
を視聴しながら周知し、緊急時の役割のシミュレーションをしました。
●活動の成果、今後の課題
今回の取組を通して、アレルギー児、エピペンの使用方法、緊急時の職員の連携などについて職員へ
の周知がされるとともに、緊急時の動き方などを確認することができました。
〈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：保幼〉

