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１ 現在行われている事業 

事業等名称

（担当部署）

健康都市啓発事業
(WHO健康都市推進担当)

自分や家族の健康管理を積極的に行う人材を育成する
ため「健康都市推進講座」を開催する。

健康都市推進講座 全市民 食と健康に関心を持つ

健康都市調査研究事業
(WHO健康都市推進担当)

働き盛りの世代の詳細な生活実態を調査し、調査で得
られた課題を解決するため、専門機関に研究を委託す
る。

働き盛りの世代の健康に関するアンケート調
査

成人（40～59歳） 食と健康に関心を持つ

健康都市啓発事業
(WHO健康都市推進担当)

健康都市にふさわしい優れた取組みや活動を行ってい
る個人や団体を表彰する。

健康都市市民賞表彰 全市民 食と健康に関心を持つ

福祉施設給食管理
（障害者施設課）

明松園・松香園・梨香園における食育の実施。 給食管理、栄養相談 施設通所者 食と健康に関心を持つ

食の自立支援事業
（地域福祉支援課）

ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等で食事の支度が
困難な方に対し、アセスメントを実施し必要に応じて
配食サービスの提供を行い「食」の自立を支援する。

配食サービス ひとり暮らし高齢者
及び高齢者世帯等

食と健康に関心を持つ
食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

地域ケアシステム推進事業
（地域福祉支援課）

住民相互の支え合いや助け合いなどの福祉活動を組織
的に支援・サポートし、地域住民が安心して暮らし続
けられるような地域社会をつくる仕組みづくり。

①ふれあい会食会

②男性の料理教室

①ひとり暮らし高齢
者等
②地区の男性

食と健康に関心を持つ
食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

こども館食育事業
（子育て支援課）

中央・南八幡・市川・大洲・相之川こども館における
作る楽しさ・食べる楽しさを味わう食育の推進。

バターを作ろう・お団子を作ろう・いかのひ
と干し・らくらくクッキング「七夕クッキー
作り」、お月見団子づくり、ケーキづくり、
チョコづくり」・アイシング・チャレンジ
COOK!・みんなあつまれ！わくわくタイム

小学生・中学生・高
校生・保護者

食を楽しむ

こども館食育事業
（子育て支援課）

相之川こども館における食に関する情報掲示コーナー
の設置。

知って得する情報コーナー
朝食のレベルチェックのフローチャート表
（6月）・知ってびっくり　パート1「あまさ
くらべ」（7月）・知ってびっくり　パート2
「カロリーくらべ」

小学生・中学生・高
校生・保護者

食と健康に関心を持つ

こども館食育事業
（子育て支援課）

市川こども館におけるミニ農園の実施。 野菜（きゅうり・トマト・えだまめ）栽培、
収穫、調理、試食

小学生以上 食と健康に関心を持つ
食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

公立保育園管理運営
（保育課）

保育園における食育の実施。 給食管理、栄養・アレルギー相談、給食だよ
り、園庭野菜栽培・給食素材利用、野菜の給
食前展示、皮むき体験、年齢別調理保育、伝
承行事食、バイキング給食、ごっこ遊び、保
護者試食会、パネルシアター

保育園に入園してい
る乳幼児

食と健康に関心を持つ
食を楽しむ

すこやか応援隊
（保育課）

妊娠期、0歳～就学前までの育児相談における食に関
する悩みごとを相談者の希望に応じて自宅、近隣の保
育園などに出向き相談を受ける。

相談（電話・窓口・訪問）、保育園・地域施
設を会場とした子育てひろばの開催、サーク
ル支援など

妊娠期、０歳～就学
前

食と健康に関心を持つ
食を楽しむ

福祉施設給食管理
（発達支援課）

あおぞらキッズ・おひさまキッズにおける食育の実
施。

給食管理、献立だより、食事アドバイス、献
立、行事食紹介

施設に通所している
園児、保護者

食と健康に関心を持つ

健康診査事業
（保健センター）

妊婦、乳幼児、成人等に関する健康診査における食育
の推進。

妊婦一般健康診査（母子健康手帳交付）、1
歳6か月児、3歳児健康診査、成人病基本健康
診査、がん検診、成人歯科健康診査

乳幼児、成人 食と健康に関心を持つ

健康相談事業
（保健センター）

妊産婦、乳幼児、成人、高齢者等に関する健康相談に
おける食育の推進。

栄養相談（面接・電話） 全市民 食と健康に関心を持つ

健康教育事業
（保健センター）

妊産婦、乳幼児、成人、高齢者等に関する健康教育に
おける食育の推進。

母親学級、ママになるための歯の教室、4か
月あかちゃん講座、離乳食教室、赤ちゃんと
ママの歯みがきレッスン、2歳・4歳歯みがき
レッスン、食生活改善講座、メタボリックシ
ンドローム予防講座、更年期講座、歯のイキ
イキ相談

妊婦、乳幼児、成
人、高齢者

食と健康に関心を持つ

事業概要 講座名等 対　象 食育分類
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事業等名称

（担当部署）

訪問指導事業
（保健センター）

家庭訪問にて栄養相談指導を実施。 家庭訪問 乳幼児、成人 食と健康に関心を持つ

健康づくり支援事業
（保健センター）

市民の健康水準を向上させるために、市民が主体とな
り健康上の課題の解決に向けて行動できるよう、健康
づくりに取り組みたいグループや団体を住民と行政の
パイプ役である食生活改善推進員、保健推進員が協力
して活動が継続していけるよう支援する。

地域の住民の課題や取り組む内容を共に話し
合い、テーマ、プログラム等の作成から実践
活動への支援を行う

全市民 食と健康に関心を持つ

食生活改善推進員
（保健センター）

市民の食生活改善に関する普及啓発と健康に対する意
識を高めるための活動を推進する。

食生活の相談窓口、料理一日講習会、親子料
理教室等の開催
市保健事業協力及び食生活改善のPR を行う

全市民 食と健康に関心を持つ

健康増進指導事業
（保健センター）

健康度測定をし、その結果に基づいて生活処方を提案
し、適正な運動習慣を身につけてもらう。

栄養相談、骨密度測定時栄養指導 成人 食と健康に関心を持つ

市川市勤務栄養士ネットワーク
（保健センター）

健康都市プログラムの推進プランの一つとして食によ
る健康づくり、正しい食習慣を普及し、生活習慣病予
防事業として位置づけ、福祉・教育・保健等の分野に
勤務する栄養士が連携し、食に関する情報発信を行
う。

推進目標：朝食を食べよう！・病気（生活習
慣病予防）にならない身体づくり！・市川の
産物をおいしく食べよう！の啓発活動

全市民 食と健康に関心を持つ

日本型食生活の推進
（保健体育課）

学校給食(幼稚園を含む）において、できる限り手作
りを取り入れ、旬の素材を活かした季節感溢れる献立
を考える。また、一汁二菜の栄養バランスの取れた日
本型食生活の良さを見直し、その導入を推進する。

給食管理、給食だより、地場産物活用給食、
行事食、バイキング給食、郷土料理〈太巻き
寿司〉アレルギー相談、保護者会試食、家庭
教育学級

幼稚園児・小学生・
中学生

食と健康に関心を持つ

市川市学校給食展
（保健体育課）

広く一般市民並びに関係者に対し、学校給食の意義と
その重要性の周知を図る事を目的に実施する。

栄養相談、自由研究、給食紹介、栄養指導、
市川の産物紹介、親子祭り寿司、給食試食、
生活習慣病資料展示、児童図画、調理研究発
表会等

全市民 食と健康に関心を持つ

ヘルシースクール推進事業
（保健体育課）

健康について自ら考え、行動し、改善できる子どもの
育成をめざし、各幼稚園、学校が家庭・地域と一体と
なって健康教育に取り組む。

市全体の取り組みを統括するヘルシースクー
ル推進協議会や各学校における取り組みの充
実を図るヘルシースクール推進委員会の開催

幼稚園児・小学生・
中学生

食と健康に関心を持つ

市川市学校保健会
（保健体育課）

学校保健の向上と健康教育の充実を図り、児童・生
徒・教職員の健康増進に寄与する。

健康教育講演会、学校保健講演会、児童生徒
保健研究発表会等の開催

小学生・中学生・教
職員

食と健康に関心を持つ

小児生活習慣病予防検診事業
（保健体育課）

望ましい生活習慣を確立するため、小児生活習慣病予
防検診を実施する。

すこやか検診身体測定・血液検査、すこやか
口腔検診咬合力・唾液検査、食事調査等の実
施

小学生・中学生 食と健康に関心を持つ

特別非常勤講師
（保健体育課）

現在は、食に関する指導の充実を図るため、学校栄養
職員を特別非常勤講師として活用する。

食育に関する授業の推進 小学生・中学生・特
別支援学校生徒

食と健康に関心を持つ

稲作体験事業
（地域教育課）

米作りの「田起こし」から「収穫」までを、半年間か
けて行う体験活動事業を「市川米っ人くらぶ」に委託
している。

・説明会　・田起こし　・代掻き
・田植え　・田の草刈り
・案山子作り　・防鳥網張り
・おだ作り　・稲刈り　・脱穀
・収穫感謝祭（出来上がった米を調理する）
・わら細工づくり
※年間１４回程度の活動。

小学生、中学生、高
校生及びその保護者

食と健康に関心を持つ
食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

国際交流協会支援事業
（国際交流担当）

国際交流協会が主催する異文化交流イベント。“出会
い・ともだち・世界”をテーマに海外諸国と市川の料
理や踊りや音楽等を通しての交流を図る。

インターナショナルデイインいちかわ 全市民  在住外国人 食を楽しむ

事業概要 講座名等 対　象 食育分類
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事業等名称

（担当部署）

市川産業まつり支援事業
（商工振興課）

市川商工会議所青年部により構成された実行委員会が
運営の中核となり、地域密着型インターネットモール
「いちかわ産モール」に掲載している事業者などが主
体となって行うイベント。市内産業諸団体の協力によ
り、市川の名産品、特産品などを紹介し、イベントを
通してふるさと意識の高揚を図る。

いちかわ産フェスタ 全市民 食を楽しむ

講座事業
（男女共同参画課）

父子で楽しい料理を作りながら、男性の家事・育児へ
の参加を促す。

親子DEクッキング 夏休みに実施。包丁の使
い方など調理方法の基本から分かりやすく学
ぶ

子と父親 食を楽しむ

講座事業
（男女共同参画課）

男性に料理の楽しさを知ってもらい生活的自立を図
る。

男性の料理教室 料理の基礎を和風・洋風・
中華の中から学びレパートリーを広げる

男性市民 食を楽しむ

魚食文化フォーラム実行委員会
（農水産課）

生産者・消費者・小売業者・行政からなる魚食文化
フォーラム実行委員会を組織し、イベント等を開催
し、市民の参加を得ながら、市内水産業の振興と水産
物の消費拡大を図る。

市内鮮魚店での生海苔販売、各小学校での海
苔漉き体験学習、公民館等での魚のさばき方
教室

小学生・全市民 食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

体験農園
（農水産課）

土に触れる機会が少なくなった市民に農作業を体験し
てもらい、農業の楽しさや難しさ、収穫の喜びを知っ
てもらい都市農業への理解を深める。

ふれあい農園（サツマイモ栽培半年間）、市
民農園（自由栽培3年間）、農業体験農園
（指定農作物栽培）

全市民（募集抽選） 食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

学校給食における地場農水産物供
給のための仕組みづくり
（農水産課）

学校給食における地場農水産物供給のための仕組みを
つくるため学校や農協・漁協等と検討する。

学校・生産者・農協・漁協等との連携 小学生・中学生 食を楽しむ
安心できる食を選ぶ

市民情報提供・消費者啓発事業
（総合市民相談課消費者セン
ター）

市民が、安全で安心な消費生活の実現を図るため、
JAS法や食品衛生法に基づく食品表示等についての情
報提供をはじめとして、食生活にかかわる様々な情報
提供及び啓発を行う。

クオリティライフ（生活情報誌）の発行、消
費生活講座の開催

全市民 安心できる食を選ぶ

減農薬栽培推進事業
（農水産課）

環境にやさしい農業の推進事業として、梨栽培及びト
マト等の施設園芸栽培における農薬散布回数を削減
し、環境負荷や生産者の肉体的負担を軽減すると共
に、消費者が求める安心・安全な農産物を生産するた
めの事業を支援する。

生産者、農協による減農薬栽培 農業生産者 安心できる食を選ぶ

トレーサビリティの推進
（農水産課）

農産物の生産履歴の推進を行う。 生産者、農協 農業生産者 安心できる食を選ぶ

いちかわ市場まつり
（地方卸売市場）

市内公設市場を活用して、年1回秋に開催。 いちかわ市場まつり 全市民 安心できる食を選ぶ
食を楽しむ

食品衛生啓発事業
（保健管理課）

食品衛生に関する啓発、食品関係事業所に対し監視・
指導などを実施している市川保健所管内食品衛生協会
の活動支援。飲食によって発生する食中毒などの危害
発生防止を図る。

市川保健所管内食品衛生協会衛生講習会・健
康ちば協力店の推進

全市民 安心できる食を選ぶ

地球温暖化対策事業
エコライフ推進員制度
（環境政策担当）

地球温暖化対策として、市民における取組を推進する
ため、市民３０名を「エコライフ推進員」に委嘱し
て、家庭での省エネルギー・省資源に努めた「エコラ
イフ(地球にやさしい生活）」の普及を図っている。

「家庭でできるエコライフ」、「環境と財布
にやさしいエコクッキング」、「地球にやさ
しいエコショッピング」などの講座。具体的
には、旬の地元産の食材などの買い物の仕
方、マイバッグ運動、保温調理による省エネ
ルギー、残り物をごみにしない工夫、生ごみ
の処理の仕方、ごみ分別の必要性の紹介など

全市民 安心できる食を選ぶ

生活排水対策推進事業
みずアドバイザー制度
（環境政策担当）

生活排水による河川の汚れを減らすために、市民15
名を「みずアドバイザー」として委嘱し、三角コー
ナーやストレーナーへのろ紙袋の設置、ゴムベラやア
クリルたわしの使用による洗剤の使用抑制など、家庭
でできる生活排水対策の普及啓発を行っている。

「生活排水による川の汚れ」、「生活排水対
策の取り組み例」、「アクリルたわしの使い
方、作り方」等の講座の他、「環境フェア」
や「市民まつり」などのイベントでの啓発

下水道未整備地域の
住民

安心できる食を選ぶ

じゅんかんパートナー
（資源じゅんかん政策担当）

市民と市がパートナーシップを発揮して、ごみ問題を
一緒に考え、一緒に行動し「資源が循環するまちー市
川」をつくり上げていく活動を行う。

ごみの減量化、資源化の推進など。3R（リ
デュース：発生抑制、リユース：再利用、リ
サイクル：再資源化)を推進する

全市民 安心できる食を選ぶ

事業概要 講座名等 対　象 食育分類
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２ 数値目標～市川市と国との比較     

項　　　目 直近実績値 → 目標値

 19年度 22年度

食育の言葉も意味も知っている割合 20歳以上 54% ↗ 80%

ほぼ毎日、1日3食食べる人の割合 20歳以上 78% ↗ 100％に近づける

小学生 7% ↘ 0％に近づける

中学生 16% ↘ 0％に近づける

20歳代女性 11% ↘ 0％に近づける

20歳代男性 31% ↘ 0％に近づける 15%

30歳代男性 18% ↘ 0％に近づける 15%

40歳代男性 21% ↘ 0％に近づける

小学生 71% ↗ 100％に近づける

中学生 52% ↗ 100％に近づける

1日１食主食・副菜・主菜をそろえた
バランスのよい食事を食べる人の割合

20歳以上 93% ↗ 100％に近づける

1日2食以上野菜料理を食べる人の割合 20歳以上 57% ↗ 80%

メタボリックシンドローム（内臓脂肪
症候群）を認知している割合

20歳以上 93% ↗ 100％に近づける 80%

20歳代女性 21% ↘ 啓発に努める　

30歳代女性 19% ↘ 啓発に努める　

学校給食における地場産物を使用する
学校の割合

幼稚園・小学校
・中学校

100% → 100％を持続 30%

食育の推進に関わるボランティアの割合 食生活改善推進員 90名 ↗ １０％UP ２０％UP

全体 80% ↗ 90%

（うち農作業） （80％）

（うち漁業体験） （84％）

食育に関心を持つ店舗を増やす
健康ちば協力店
いちかわ登録

87店舗 ↗ 200店舗

国

60%

朝食に、主食・副菜・主菜をそろえた
バランスのよい食事を食べる人の割合

子ども　０％

↗

思春期・20～30歳代女性の痩身（やせ）
の割合

農業・漁業体験を通した食育に取り組む
市民を増やす

対　　象

　　　　　　　市　川　市

「食事バランスガイド」等を参考に
食生活を送っている割合

20歳以上 40% 70%

朝食を欠食する割合

 
 

【言葉の説明】 ⇒ 「～に近づける」、「啓発に努める」 

個人の生活スタイルにかかわる目標に関しては例外があるという観点から「～に近づける」、 

「啓発に努める」という表現を採用しています。 
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３ 計画の策定体制と検討経過 

（1）検討経過 

 

年 月 日 

 

策定委員会・作業部会

 

内  容 

平成 1９年  5 月２４日 第 1回作業部会 ○市川市食育推進計画策定の背景 

○計画策定に向けての作業の流れ 

○食育課題抽出 ○基礎データ等整理 

○実施事業の整理 

○アンケート調査項目案の検討 

平成１９年 ６月 7日～ 

平成１９年 ６月１８日 

 ○「市民の食育に関するアンケート」

郵送実施 

平成１９年 ６月 ８日～ 

平成１９年 ６月１４日 

 ○e-モニター対象「食育推進計画につ

いてのアンケート」実施 

平成１９年  ７月 ２日 第２回作業部会 ○アンケート調査結果の報告 

○食育課題の整理・検討 

平成１９年  ７月 ６日 第 1回策定委員会 ○会長、副会長の選任 

○市川市食育推進計画の概要について 

○アンケート調査結果の検討 

○食育課題の整理 

平成１９年  ７月１２日 第３回作業部会 ○策定委員会報告 

○食育の課題まとめ及び 

○数値目標案の検討 

○目標についての検討及び市の取組 

平成１９年  ７月２６日 第２回策定委員会 ○作業部会の報告 

○数値目標案の検討 

○素案の検討 

平成１９年  ８月 ８日 第４回作業部会 ○策定委員会報告 

○素案の検討 

平成１９年  ８月２２日 第３回策定委員会 ○作業部会の報告 

○素案の検討 

○パブリックコメントの実施について 

平成 19年  ９月２０日 第５回作業部会 ○策定委員会報告 

○計画書（案）の検討 

平成 19年  ９月２７日 第４回策定委員会 ○作業部会報告 

○計画書（案）の検討 

平成１９年１０月１３日～ 

平成１９年１１月１１日 

 ○パブリックコメントの実施 

平成１９年１０月２１日 第６回作業部会 

第５回策定委員会 

○パブリックコメント中間報告 

○市内農と水産現地見学会 

平成１９年１１月 ６日  ○庁議 

 

平成１９年１２月１７日 第７回作業部会 

 

○パブリックコメント結果報告 

○計画書及び概要版報告 

平成１９年１２月２０日 第６回策定委員会 ○パブリックコメント結果報告 

○計画書及び概要版報告 
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（2）市川市食育推進計画策定委員会設置要綱 

 

市川市食育推進計画策定委員会設置要綱 

（設置）  

第１条 食育基本法(平成１７年法律第６３号)に基づき、市川市食育推進計画（以下「計画」という。） 

を策定することを目的とし、市川市食育推進策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について庁内関係各課職員で構成される「市川市食育推進計画

策定作業部会」が検討した内容を審議する。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） その他、計画の策定に関し必要な事項に関すること。 

（組織）  

第３条 策定委員会の委員の数は１５名以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 委員の任期は、平成１９年１２月３１日までとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 策定委員会に会長及び副会長を各１名置き、委員の中から互選する。 

 ２ 会長は、会務を統理し、策定討委員会を代表する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 策定委員会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。 

 ２ 策定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。 

 ３ 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 ４ 策定委員会は、その任務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求

めて意見又は説明を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（事務） 

第６条 策定委員会の事務は、保健センターにおいて処理する。 

（補足） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、会長が策定委員会に

諮って決めるものとする。 

 

附  則 

〈施行期日〉 

１ この要綱は、平成１９年７月６日から施行する。 

（この要綱の失効） 

 ２ この要綱は、平成１９年１２月３１日限りで効力を失う。 

 

 別表：（３）市川市食育推進計画策定委員会構成員参照 
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（3）市川市食育推進計画策定委員会 構成員 

  

   委 員 名       団 体 名 等 

古畑  公 和洋女子大学 

大野  京子 社団法人市川市医師会 

長谷川 勝 社団法人市川市歯科医師会 

佐藤  博彰 市川市 PTA連絡協議会 

鈴木  敬子 市川市私立幼稚園協会 

三好  清子 市川市民間児童福祉施設協議会 

坂居  ひろみ 市川市保健推進協議会 

橋本  真佐子 市川市食生活改善推進協議会 

染谷  和男 生産者代表  

澤田  洋一 市川市行徳漁業協同組合 

宇田川 正美 市川保健所管内食品衛生協会  

大河原 悦子 千葉伝統郷土料理研究会 

藤城  雄二 JA市川市 

小嶋  史江 市川女性の集い連絡会 

会 長 

副会長 

浮谷  王子 NPO法人日本食育ランドスケープ協会 

 

（4）市川市食育推進計画策定作業部会 構成員 

 

部 課 

企 画 部 WHO健康都市推進担当 

商工振興課 

農水産課 

経 済 部 

    

    地方卸売市場 

健康福祉統括部 健康福祉統括担当 

子育て支援課 こ ど も 部 

保育課 

保健管理課 

保健センター（地域担当） 

  〃   （栄養担当） 

保健スポーツ部 

    

    

  〃   （歯科担当） 

保健体育課 （給食班） 教育委員会 学校教育部 

   〃   （給食班） 

74 

資 料 編  



 

 

 

４ 用語解説 

≪アルファベット順≫ 

【B】 

BMI 

 “Body Mass Index”の略称で、「体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）」で算出される体

格指数のことで、肥満度を測るための国際的な指標。医学的に最も病気が少ない数値として 22

を「標準」とし、18.5 未満なら「やせ」、25以上を「肥満」としている。（→適正体重参照） 

 

BSE（牛海綿状脳症） 

 “Bovine Spongiform Encephalopathy”の略称で、異常プリオンたんぱく質（細胞たん

ぱく質の一種が異常化したもの）に汚染された飼料（BSE 感染牛の脳等を含む肉骨粉等）の摂

取により経口感染すると考えられている牛の疾病。2年以上の長い潜伏期間の後、脳組織がスポ

ンジ状になり、行動異常等の神経症状を呈し、発病後 2週間から 6か月で死に至る。1986 年

に英国で初めて報告され、これまでに国内では33頭（平成19年9月末現在）、世界では約19

万頭の感染牛が確認されている。また、BSE 感染牛の特定危険部位（脳・内臓等）を人が食べ

て変異型クロイツフェルトヤコブ病（脳がスポンジ状になり死に至る）に罹ることが強く疑われ

ている(世界の感染頭数は国際獣疫事務局のウエブサイト（www.oie.int)による）。 

 

【E】 

e－モニター制度 

 市川市ｅ―モニター制度（愛称：ｅモニ）とは、市川市が運営する登録制のアンケート制度。

モニター登録者が、インターネットを活用し、パソコンや携帯電話へ電子メールで市から送られ

たアンケート情報に回答する。市政に関する情報提供及び市民の行政ニーズを的確に把握・分析

し、行政運営に広く且つ迅速に反映させ、行政事務の効率化を図り、開かれた市政を実現するこ

とを目的としている。 

 

【N】 

NPO 

 “NonーProfit Organization”の略称で、営利を目的としない民間の組織や団体のこと。 

 平成 10年 12月、特定非営利活動を行う団体への法人格付与等により、市民の社会貢献活動

の発展を目指す特定非営利活動促進法が施行された。 
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≪五十音順≫ 

【い】 

遺伝子組換え 

 ある生物から特定の性質をもつ遺伝子を取り出し、植物に組み込むことをいう。たとえば、特

定の除草剤に対して耐性をもたせたり、害虫に対して毒性を備えたりする働きをもたせたりする、

特定の栄養価等を著しく高めるなど、本来その植物がもたない性質をもたせることができる。遺

伝子組換え技術を利用した農作物を原材料とした食品(遺伝子組換え食品）に関しては、安全性

審査を受けていないものが国内で流通しないよう、遺伝子組換え食品である旨を表示することが

食品衛生法および JAS法によって定められている。 

 

【え】 

栄養教諭 

 教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せ持つ職員として、「食に関する指導」と「学校

給食の管理」を一体のものとして行う。学校給食を生きた教材として活用した効果的な指導を行

い、学校における食育の推進の中核的な役割を担う。平成17年4月に開始された。 

 

栄養成分表示 

 エネルギー及び栄養成分量を、メニューやパンフレット等の見やすいところに、できるだけ分

かりやすく表示したもの。食品衛生法に基づき、平成13年（2001年）4月より品質表示にア

レルギー表示が追加された。 

 

エコファーマー 

①たい肥等による土づくり技術、②化学肥料低減技術、③化学農薬低減技術の３つの技術を

一体的に用いて、環境に優しい農業を実践する栽培計画を策定し、この計画が知事に認定された

農業者を言う。 

 

【き】 

教育ファーム 

 教育ファームとは、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目

的として、農林漁業者などが一連の農作業等の体験の機会を提供する取り組み。 

※一連の農作業等の体験：農林漁業者など実際に業を営んでいる者による指導を受けて、同一

人物が同一作物について2つ以上の作業を年間2日間以上の期間を行うもの。 

※対象作物：米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこなど。これらの作物と併せて、情操教

育の観点より花卉
か き

も推奨する。         （農林水産省 教育ファーム事例集より） 

 

魚食文化フォーラム実行委員会 

 生産者・消費者・小売業者・行政からなる魚食文化フォーラム実行委員会を組織し、イベン

ト等を開催し、市民の参加を得ながら、市内水産業の振興と水産物の消費拡大を図る。 
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【け】 

ゲストティーチャ― 

保護者や地域の方に、教師と共に児童生徒の学習指導に一緒に入ってもらうもの。総合的な

学習の時間等に地域の食文化や生産物などを学習する際に、専門的な知識・技能や生活の知恵

などを子どもたちに教えることにより、子どもたちの学習意欲を高めることができる。 

 

健康ちば協力店 

 県民の健康づくりを応援するため、主なメニューに栄養成分表示や栄養・食生活等

の情報を提供したり、ヘルシーオーダーに対応する店舗。 

 

【さ】 

サプリメント 

ビタミンやミネラル、アミノ酸など特定の栄養素を補うために作られた栄養補助剤や栄養補

助食品の総称。サプリメントに含まれる栄養素は、本来毎日、食事からとるべきもので、食事

の代わりにはならない。またサプリメントの効果は一面的で、特定の栄養素に限られる。なお、

健康保持増進効果など、食品の効能に関する広告については、健康増進法によって、著しく事

実に反したり、人を誤認させる表示をすることが禁止されている。 

 

残留農薬 

 出荷後も農作物に残っている農薬のこと。農薬は散布され、その効果を発揮した後、風雨に

より洗い流されたり、日光や土壌微生物により分解されるなど減少していくが、すぐに消滅す

るわけではない。食品の中に残っていても健康に影響が少ないと考えられる農薬量として厚生

労働省が基準を定めて厳しく管理されている。（→ポジティブリスト参照） 

 

【し】 

食育 

 さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てること。（出典：内閣府「みんなの食育ガイド」） 

 

食育基本法 

 食育を国民運動として推進するため、食育の基本理念と方向性を明らかにし、食育に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成 17 年 6 月に成立し、同年 7 月

15日から施行されている。（出典：内閣府「みんなの食育ガイド」） 

 

食育推進基本計画 

 食育基本法に基づき平成18年3月に策定された。5年間（平成18年度から22年度）の

計画である。食育についての施策を総合的かつ計画的に推進し、食育を国民運動として展開す

るための基本的な方針、具体的な目標値、食育月間（毎年 6 月）、食育の日（毎月 19 日）な
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どを盛り込んでいる。（出典：内閣府「みんなの食育ガイド」） 

 

食事バランスガイド 

 望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつける

ものとして、1 日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示

したもの。厚生労働省と農林水産省により平成17年 6月に決定された。（出典：厚生労働省「食

育バランスガイド」ホームページ） 

 

食農（教育） 

 農林漁業に関する体験活動を通じて、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深め、国

民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えら

れていること等に関する理解を深めること。（出典：「食育推進基本計画」） 

 

食品リサイクル法（食品循環資源の再利用等の促進に関する法律） 

 食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃

棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や

肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者（製造、流通、外食等）による食品

循環資源の再生利用等を促進する。 

 

食料自給率 

国民が消費する食糧を国内生産でどれくらい賄っているかを示す指標。通常は国民1人が1

日に獲る国産食料の熱量（カロリー）を、外国産も含めた全体の熱量で割って計算する。穀物

自給率は世界で124番目、経済協力開発機構加盟30か国の国中27番目の低水準。 

 

【す】 

スローフード運動 

 １９８０年代にイタリアで始まった運動で、バラエティ豊かな地域の食を再発見し、これを

ゆっくりと愉しみながら、人が豊かに、そして平和に生きていくうえで欠かすことの 

できない「食の喜び」を取り戻そうという運動のこと。 

 

【せ】 

生活習慣病 

 「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾病群」

のこと。高脂血症、高血圧、糖尿病を含めた代表的な生活習慣病としては、肥満、痛風（高尿

酸血症）、循環器疾患、肝臓疾患、がん、骨粗しょう症、歯周病等がある。生活習慣の積み重

ねに加え、外部環境や遺伝的素因、加齢の要因が重なり合って起こる病気だが、生活習慣の改

善によりさまざまな病気の発症や進行を予防することができる。 
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【そ】 

咀嚼（そしゃく） 

 口の中で食べものをよく噛み砕き、唾液を分泌させて食物とよく混ぜ合わせ、飲みこ 

みやすい大きさ・かたさにし、嚥下（飲み込む）するまでの一連の動作。 

 

【ち】 

地域ブランド 

 ある産品について、その地域の事業者が協力して「地域名」と「産品名」を組み合わせた商

標を登録して用いること。その地域にある商品やサービスなどが、地域外の消費者からの評価

を高めて、地域全体のイメージ向上と地域活性化に結び付くとされる。ＪＡ市川市では、19

世紀から栽培が始まったとされる梨を「市川の梨」、「市川のなし」の２商標とし、平成１９年

８月に特許庁より認定を受けた。 

 

地産地消 

 地域で生産された食料（農林水産物）を地域で消費しようとすること。フードマイレージの

考え方からすれば、できるだけ産地に近いところで消費することが環境への負荷が小さいと言

える。 

 

ちばエコ農業 

 通常と比べて農薬や化成肥料をできるだけ減らした栽培（千葉県基準の2分の１以下の科学

農薬かつ化学合成肥料による栽培）を行う「ちばエコ農業産地」を指定し、これらの産地など

で栽培された農作物について「ちばエコ農産物」として千葉県独自の認証を行い、安心･安全な

農作物を届けることにより、消費者のお互いの顔が見える農業の実現を目指すもの。 

 

ちば食育ボランティア 

「ちば食育ボランティア」食育活動サポートを自発的に取り組む農業者・農業者組織等。食生活改

善の指導や相談、食文化の紹介、農業体験の受け入れや栽培指導、郷土料理や家庭料理の指導、食

と栄養、農林水産生産に関する知識の普及などの分野で県に登録されている制度。 

 

【て】 

適正体重 

 「身長（m）×身長（m）×22」で算出される標準体重のこと。丈夫で長生きできる理想の体重と言

われている。 

 

【と】 

トレーサビリィティ(traceability) 

 トレーサビリティとは、「生産、処理、加工、流通、販売のフードチェーンの各段階で食品

とその情報を追求し、遡及できること」と定義されており、識別番号の付加等によりロットを
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特定した上で、生産から加工･流通･販売の各段階でそれぞれの情報を付加しながら食品ととも

に消費者に届け、情報の追跡・遡及が出来るシステムをいいます。食品（野菜や肉など）の生

産・加工・流通経路の履歴がどのようにされたかを証明できる仕組み。 

 

【な】 

中食 

 外食と家庭での料理の中間にあるものとして、惣菜や持ち帰りの弁当などそのまま食べられ

る状態に調理されたものを家などに持ち帰って利用すること。 

 

【に】 

日本型食生活 

 主食である米を中心とし、野菜、魚、肉、大豆等多様な副食から構成され、栄養バランスに

優れ健康的で豊かな日本独自の食生活のことを言う。 

 

【は】 

バケツ稲 

 バケツで育てる稲およびその取り組みのこと。バケツを田んぼのかわりにして、学校や家庭

で稲作に挑戦できるので、身近な農作業体験として注目されている。JA が平成元年から取り

組んでおり、平成１７年度には全国で５０万人がバケツ稲を育てたとされている。 

 

８０２０（ハチマルニイマル運動） 

 80 歳になっても自分の歯を 20 本維持しようという運動のこと。平成元年、厚生省（現・

厚生労働省）と日本歯科医師会が提唱した。 

 

「早起き・早寝・朝ごはん」 

 夜更かし朝寝坊からおこる睡眠時間の減少は、生活習慣病の関連の危険が高まり、免疫力が

衰え、気持ちも不安定になるという乱れにつながる。予防には、まず、朝きちんと起きて光を

浴びて、朝ごはんをしっかり食べ、昼間はたっぷり身体を動かし、早寝をし生体リズムを整え

ることが、身体にも心にも大切な生活習慣であるということを言う。 

（引用：神山潤『子どもの睡眠』） 

「早寝 早起き 朝ごはん」運動 

 地域、学校等、家庭が一体となって、子どもの基本的な生活習慣を整えるため、平成18年

4月から文部科学省や日本PTA全国協議会などが全国展開している運動のこと。 

 

【ふ】 

フードファディズム 

 健康や病気に対する栄養の影響を過大に信じること。 
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フードマイレージ 

 国別の食料輸入量×輸送距離で示される値のこと。この値が小さいほど、食料の輸送にエネ

ルギーを使わず、環境への負荷が小さいことを表している。 

 

腹囲 

       立位の状態で、へその高さで測定するウエスト周囲径。 

 

【へ】 

ヘルシースクール 

 子どもたちが健康について自分で考え行動することを目標に、各市立幼稚園・小・中・特別

支援学校で健康に関する取り組みを行うもので、健康都市推進のためのモデルプロジェクト。 

 

ヘルスサポーター２１育成講習会 

健康寿命を延ばすために、厚生労働省が定めた「健康日本 21」を広く普及させ、地域で多

くの賛同者と実践者を増やす、ヘルスサポーターを育成する講習会。 

 

【ほ】 

保育所における食育に関する指針 

 子どもの栄養改善と食を通じた心の健全育成のために、保育所における食育の内容、配慮事

項、食育の計画作成・評価方法等、保育所における食育のあり方に関する検討内容が「楽しく

食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～」報告書としてとりまとめられた（平成

15年度児童環境づくり等総合調査研究事業）。平成16年 3月に厚生労働省より公表。 

 

ポジティブリスト制度 

 原則として、すべての農薬等について残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留した場

合、その食品の販売等が禁止される制度。従来は、残留基準が設定されていない無登録農薬は

規制できなかったが、平成 15 年の食品衛生法改正によって、残留が認められるものについて

は個別にリスト化され、その他のものは一律の基準によって規制されるようになった。 

 

【め】 

メタボリックシンドローム（Metabolic Syndrome） 

 内臓脂肪症候群。内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）により、肥満症や高血圧、

高脂血症、糖尿病等の生活習慣病が引き起こされやすくなった状態のこと。 

 

【よ】 

葉酸 

 ビタミン B 群の一種で、ビタミン B１２とともに造血にはたらく水溶性ビタミン。ほうれん

草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜やいちご、納豆などに含まれる。 
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