
 

 

 

        重点的取り組み 

 １ ライフステージに沿った食育 

  

食は、全生涯を通じて重要な位置を占める日常生活の要です。 

 そこで、食育に関してもそれぞれの人のライフステージにあわせた課題を設定します。 

 すべての人がすこやかに暮らしていけるよう、食育の課題を周知し、達成できるように

サポートしていきます。 

対 象 特 徴 食育の課題 

胎児 

（妊産婦等に対

して） 

 

この世に生を受け、

母親の健康（栄養）

状態に完全に依存し

ている 

・妊産婦の食生活や飲酒喫煙等の習慣が、胎児の発育に大きな

影響をもつことを知る～妊産婦のための食生活指針 

・葉酸やカルシウムなど胎児が健やかに育つ栄養素や摂り方

等の知識を習得する～妊産婦のための食事バランスガイド。 

・妊産婦が適正体重を維持するための食事量を知る。 

・夫が妊産婦の食生活等をサポートできるように、調理等の知

識を習得する。 

乳幼児 

（0～5歳） 

 

食生活の基礎を育む

時期 

・お腹がすき、母乳またはミルク、離乳食、食事を喜んで飲み

または食べ、心地よい生活を味わう。 

・早寝、早起き、朝ごはんのリズムを習慣づける。 

・いろいろな食べものを見、触れ、味わい、それらの経験を

通し食への好奇心を育む。 

・おやつ（補食）を一日の食生活の項目として位置づける。 

・食事に必要な基本的習慣や態度を身につける。 

・健康と食べものの関係について関心を持つ。 

・身近な人と一緒に食べる楽しみを感じる。 

・口を閉じて、よく噛んで食べる。 

小学生 

（６～12歳） 

 

 

 

心身の発達が著し

く、生活習慣が固ま

る時期 

・早寝、早起き、朝ごはんのリズムを習慣づける。 

・食事に必要な基本的習慣や態度を身につける。 

・朝食をなぜ食べるかを理解する。 

・朝食に何を食べたらよいのかを理解する。 

・朝食をどのように作るかを知る。 

・野菜、肉、穀類等のそれぞれの機能を知り、バランスのよ

い食生活の大切さを知る～食事バランスガイド。 

・野菜等を育てたり収穫したりすることを通じて、食べもの

の大切さを知る。 

・手洗い等の基本的な衛生習慣を身につける。 

・すぐ飲み込まず、よく噛んで食べる。 
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第２章 重点的な取り組み 
１  ライフステージに沿った食育 

対 象 特 徴 食育の課題 

青少年期 

（13～19歳） 

 

 

思春期とともにライ

フスタイル、生活習

慣が変化する時期 

・望ましい食習慣を身につける。 

・朝食を作る力を身につける～食事バランスガイド 

・朝食を継続して食べる習慣づくり。 

・適正体重を維持するための食事内容、量、摂り方を知る。 

・心身が成長していくための食の知識を得る。 

・食べものの大切さを知る。 

・野菜、肉、穀類等のそれぞれの機能を知り、バランスのよ

い食生活の大切さを知る。 

・噛みごたえのあるものを、よく噛んで食べる。 

成年～中年 

（20～39歳） 

 

 

大人として自覚を持

ち、働き、子どもを

生み育て、生活習慣

を見直し、維持する

時期 

・適正体重を維持するための適切な食事内容、量、摂り方を

知る～食事バランスガイド。 

・朝食を食べる習慣づくり。 

・外食等で不足しがちな野菜を意識的に摂取する。 

・メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）をはじめと

する生活習慣病に対して正しい知識を持ち、予防を心掛ける。

・配偶者や子どもがいる場合には、家族の食生活に関心をもち、

食習慣や郷土の料理などについてコミュニケーションを深め

る。 

・よく噛んで、食べすぎに注意する。 

中年～初老 

（40～64歳） 

 

 

心身の円熟ととも

に、身体機能が低下

し、健康が気になる

時期 

・適正体重を維持するための適切な食事内容、量、摂り方を

知る～食事バランスガイド。 

・メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）をはじめとす

る生活習慣病に対して正しい知識を持ち、予防を心掛ける。 

・配偶者、子や孫がいる場合には、それらの家族の食生活に

も関心をもち、食習慣や郷土の料理などについてコミュニケ

ーションを深める。 

・よく噛んで、食べものの消化・吸収を高める。 

高齢者 

（65歳以上） 

 

 

老化がすすむ中で、

多少の病気や障害が

あっても、生きがい

を楽しむ時期 

・適正体重を維持するための適切な食事内容、量、摂り方を

知る～食事バランスガイド。 

・噛みやすく、飲み込みやすい食事の工夫を知る。 

・配食サービスやデイサービス等の社会資源を有効に活用す

る。 

・配偶者、子や孫、曾孫
ひ ま ご

等の家族がいる場合には、それらの

家族の食生活にも関心をもち、食習慣や郷土の料理などにつ

いてコミュニケーションを深める。 

・ゆっくりよく噛んで、口の周りの筋肉を鍛える。 
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２ 基本目標に沿った食育プログラム 

 

 

【現状と課題】 

 

【これからの基本方向】 

 

【今後の展開・主な取り組みについて】 

 

      

 

 

 

 

 

         食生活改善推進員による「料理一日講習会」・「ヘルスサポーター養成講座」の開催

心と体の健康をおびやかす さまざまな「こしょく」 
「孤食」＝独りで食べる 

「個食」＝複数でいても、それぞれがばらばらに食べる 

「固食」＝同じものばかり食べる 

「小食」＝過剰なダイエット意識などでほんの少ししか食べない 

家庭における食育を支援する体制づくり 

○保護者や子どもが毎日の暮らしのなかで丁寧に自分自身の食に対する  

関心と理解を深め、継続していく 

○地域や保育園、幼稚園、学校、関係機関・団体等の連携 

ライフステージにあわせた食育 

○地域や保育園、教育機関等による啓発 

○ヘルシースクールの推進 

○子どもの肥満や思春期やせ症の予防のための取り組み 

○妊婦等への適切な食事指導の取り組み 

○メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予防対策の推進 

○高齢者への適切な食事指導の取り組み 

○よく噛んで食べる食習慣の取り組み 

（１）食と健康に関心を持つ
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第２章 重点的な取り組み 
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【現状と課題】 

 食事のマナーや伝統的な料理や食品など、食文化の多くは家庭を中心に、日常生活の中

で受け継がれてきました。しかし、ライフスタイルの多様化や食の外部化などにより、家庭

において家族一緒に食卓を囲む機会が減り、さまざまな“こ食”が進んでいるといわれます。 

コミュニケーションが減ってきた中で食事マナーや健康を育む知恵を伝える機会が減

り、個々の食習慣が乱れ始めても、互いに気づくことなく、健康に関わるさまざまな問題

につながっています。 

 

【これからの基本方向】 

 子どもの頃からの健全な食生活を実践することが生涯にわたって心身ともに健全な育

成につながることから、保護者や子どもが毎日の暮らしのなかで丁寧に自分自身の食に対

する関心と理解を深め、継続して行くことが重要です。 

 そのためには、家庭における食育を支援していく体制づくりが必要で、地域や保育園、

幼稚園、学校、関係機関・団体等の連携を密にすることが重要になります。 

 

【今後の展開・主な取り組み】 

 

 

 

地域や保育・教育機関での食育の取り組みを通じ、保護者に対して食育に関する啓発を

行います。また、男女共同参画の意識の浸透を図り、男女の別なく主体的に食に取り組め

るような啓発や講習等を行います。 

 

○食生活改善推進員による啓発 

 地域の食の推進役として、料理一日講習会、親子料理教室、健康づくり支援事業などを

通して、直接地域で市民とふれあう中で食育活動を推進します。 

 料理一日講習会では、食事バランスガイドや野菜の摂り方等を、親子料理教室では「自

分の朝食を作ろう」等を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食生活改善推進員による親子料理教室      調理の前にまず手洗い        子どもたちの調理実習  

地域や保育、教育機関等による啓発 
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○市川市勤務栄養士ネットワークによる啓発活動 

 市川市内の保健・福祉・教育等の分野に勤務する管理栄養士・栄養士が連携して啓発活

動、情報発信等を行います。 

 

 

 

 健康都市推進モデルプロジェクトとして、「健康について自ら考え、行動し、改善でき

る子どもの育成」を目指し、市立幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校で包括的な健康

教育に関する取り組みを進めます。 

 

○幼稚園 

幼児が多くの食べものに接し、親しみが持てるように、給食や園内活動を通じて食育に

取り組みます。また、食に関する基本的なしつけを担う保護者との連携を図ります。       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

園庭栽培：幼稚園におけるだいこん栽培体験～種まきから収穫まで 

 

 

○小学校、中学校、特別支援学校での取り組み 

学校教育目標に食育指導の必要性を明確化するために食の全体計画を作成し、給食の時

間、学級活動の時間、総合的学習の時間、家庭科や保健体育等の教科の時間を通じて、発

達段階に応じた食育に取り組みます。 

 小学校では、ランチョンマットの活用などにより、食に対する基本的な所作や知識を養

うとともに、食べものや食べ方が自分たちの身体に及ぼす影響を理解し、食に関する自己

管理能力を身につけることを目標にします。 

 中学校では、例えば極度な痩身（やせ）願望や過食など、思春期に特有な価値観や行動

によって食習慣が維持されなくなる傾向にあるので、適切な食育習慣や食生活の維持を目

標にします。特別支援学校では、それぞれの児童生徒の特性に合わせた食育指導を行い、

食生活の自立を目標にします。 

ヘルシースクールの推進 
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第２章 重点的な取り組み 
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○食に関する指導体制の確立 

 小・中・特別支援学校では、食の全体計画（前述）とともに、教職員の食育への理解を

推進し、学校全体での取り組みを行います。また、現在、学校栄養職員が特別非常勤栄養

士として対応している食育を学校栄養職員の栄養教諭への移行や配置も勘案し、食の専門

家である栄養教諭（学校栄養教諭）の未配置校への派遣や共通の教材の開発等を通じて、

全小中学校、特別支援学校の食育を総合的に推進していきます。 

 また、保育園、学校等で食育に関わる職員の資質向上を図るため、研修体制を充実しま

す。 

 

 

 

 

 

 

   小学校：管理栄養士による食育指導の様子 

 

○研究機関・生産者等との連携 

大学等の研究機関と連携し、学校での食育や 

保護者・市民の啓発等を行います。 

 また、食の生産・流通等に関わる方を学校の 

ゲストティーチャーとして招き、児童生徒の食 

に対する理解を深めます。 

健康都市講座調理実習→ 

 

  

 

 

 

子どもの肥満や思春期やせ症は、単に食べる量の多い少ないや食べ方の問題ばかりでは

ありません。食に執着したり、拒絶する行動の背景にある心の問題に注意を払うことが大

切です。過食には、空虚感や欠乏感、孤独感等が背景にあるといわれています。また、「や

せ願望」には、「やせることで他人に認められたい」と思う自己顕示欲求や、「今の体型の

せいで幸せになれない」と思う「自己不全感」、あるいは成熟を拒否する感情等が強く反

映していることが指摘されています。 

 検（健）診や家庭教育学級、学校行事など、子どもや保護者等に対しさまざまな場を利

用した啓発活動に取り組み生活習慣病と食の関係や、成長期の無理なダイエット予防の理

解を深める機会を増やします。 

 

子どもの肥満や思春期やせ症予防のための取り組み 
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妊娠中、産後、育児の時期においても、自分にあっ 

た食事バランス、内容、量を知り、適切な食習慣を続 

けることが大切です。特に、野菜に含まれる葉酸は、 

ある種の先天性障害の予防にもつながることから、妊 

娠に気づく前から十分な野菜摂取が重要です。 

 このために、思春期の頃から栄養に対する知識、バ 

ランスの摂れた食事の実践など、情報発信をしていき  保健センターによる離乳食教室 

ます。 

 

 

 

メタボリックシンドローム予防講座、各 

種イベント、ポスター、食事メニューや市内

ウォーキングマップ、リーフレットの作成、

ホームページでの情報提供などを通じて、市

民が自主的に取り組めるよう情報発信をし

ます。また、個人の状況に合わせて適切な診

断のもと必要に応じて治療や投薬を受ける

ことも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

広報いちかわ掲載記事〈平成 19 年 5 月 12 日号〉 

                              市民まつりにおける食事バランスガイドの啓発 

 

 

 

 

 

 

  

 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予防対策の推進 

妊婦等への適切な食事指導の取り組み

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）とは

      　 　　 腹囲（男性85ｃｍ以上、女性90ｃｍ以上）と

      　 　　 BMIで内臓脂肪の蓄積のリスクを判定

プラス

下記の２つ以上の項目が当てはまると　メタボリックシンドローム　です

                                  ＋

        ･中性脂肪が高いまたはHDLコレステロールが低い
  　　 ・血圧が高め

  　　 ・血糖値が高め
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高齢者は、身体機能の低下等にともなう低栄養状態や、一人きりで食事をする「孤食」

の状態になったりしがちです。 

高齢者の食の問題を解決するため、高齢者のための教室や会食会、配食サービスなど、

行政と地域の連携による取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

男性の料理教室              ふれあい会食会 

 

 

  

 

歯や口の健康は、食の営みの中で重要な役割を担っています。 

食育を通して、口から飲み込むまでの機能を正しく理解すること、健康づくりや8020

運動を市民が自主的に取り組む事業を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民まつりにおける歯科啓発活動       歯みがきレッスン（よく噛んで食べよう） 

 

高齢者への適切な食事指導の取り組み

よく噛んで食べる食習慣の取り組み
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【食と健康に関心を持つ～現在行われている事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康都市マリキナ市との交流調理実習 

          こども館におけるバター作り  
 

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

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）

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

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

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

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）パート2「カ
ロリーくらべ」

小学生・中学生・高
校生・保護者

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・枝豆）栽培、
収穫、調理、試食

小学生以上

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、
野菜の給食室前展示、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

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

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

事業概要 講座名等 対　象
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                                 房総太巻き祭りずし 

桜

事業等名称

（担当部署）

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

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

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

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

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

健康増進指導事業
（保健センター）

健康増進センターにおいて健康度測定を
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

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
勤務する管理栄養士が連携し、食に関す
る情報発信を行う。

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

全市民

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

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

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・保護者

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

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

事業概要 講座名等 対　象
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【現状と課題】 

  

 

 

 

 

 

 

【これからの基本方向】 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の展開・主な取り組みについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園におけるバイキング給食       学校農園：さつまいもの苗つけ 

 

 

生活リズムの変調で食が乱れる 

○朝食の欠食 

○食欲がわかない 

○イライラする・やる気が出ない 

食を楽しみ、生活いきいき 

○「早寝・早起き・朝ごはん」の推進 

○保育園・教育機関の給食の充実 

○農作業・漁業体験等の機会の利用 

○五感（味覚、視覚、聴覚、嗅覚、触覚）に働きかける食育 

○感謝の気持ちを育む取り組み 

○郷土料理、行事食等の食文化を伝える取り組み 

○国際交流における食文化交流の取り組み 

保育・教育機関や地域で食を楽しく 

○保育園・幼稚園・小中学校・特別支援学校で食育を推進する 

○伝統ある食文化に触れる 

○味わう楽しさに加え、調理する楽しさ、食材を作る楽しさを体験する 

 
（２）食を楽しむ 

37 

第２章 重点的な取り組み 
２ 基本目標に沿った食育プログラム 



 

 

 

【現状と課題】 

 １日３度の食事時間を楽しく過ごせることが、食を大切にすることにつながり、食育の

基礎となります。特に、子どもの健康と健やかな発育には、１日３回の量と栄養バランス

のとれた食事の習慣、適度な運動習慣、早寝早起きの生活リズムが必要です。 

 しかし、塾通いやテレビの長時間視聴などによって、食事時間をはじめとする生活リズ

ムが乱れ、朝食を欠食する、食欲がない、イライラする、やる気がでないなどの子どもが

増えています。その背景には、大人の長時間就労や就労形態の多様化に伴い、朝食欠食な

ど生活スタイルが変化し、子どもに影響を及ぼしている状況もあります。 

 

【これからの基本方向】 

 食を楽しむということは、毎日特別な料理を用意するということではありません。食に

何かしらの関わりをもつことが、食を楽しむことの基礎になります。 

                   

例えば、幼児の頃からトマトなどの野菜を育て

ること、収穫した野菜を親子で調理し食べること、

一緒に買い物に行ったりお使いに行ったりして、

献立づくりに関わることなどは、食に対する関心

を高めたり、親子のコミュニケーションの楽しさ

を味わったりすることで、食の楽しさを引き立て

ます。すでに一部の保育園・幼稚園や学校では、

野菜づくりを実践しています。 

園庭菜園：保育園枝豆の収穫 

また、正月や節句の料理や地域に伝わる伝統料

理、あるいは近隣に居住する外国の方の民族料理

にふれることで、食のもつ文化的な側面も楽しむ

ことができます。伝統的な食文化を見つめ直し、

現代の生活に取り入れていくことを「スローフー

ド」と表現します。これは、世界中で画一的なメ

ニューが提供される「ファストフード」に対して、

食生活全体を見直そうとする試みです。食育には、

このような「スローフード」の視点も必要です。 

小学校：バケツ稲 

   

    

 

 

 

 

＜伝統的な行事と行事食の例＞ 

・正月（1月：おせち、お雑煮、七草粥等）   ・お盆（8月：団子等） 

・節分（2月：まめ等）            ・十五夜（9月：月見団子等） 

・桃の節句（3月：ひな菓子、五目すし等）   ・秋分の日（9月：おはぎ等） 

・春分の日（3月：ぼた餅等）         ・七五三（11 月：千歳飴等） 

・端午の節句（5月：ちまき、かしわ餅等）   ・冬至（12 月：かぼちゃ料理等） 

・七夕（7月：素麺等）            ・大晦日（12 月：そば等） 

・土用（7月：うなぎ、もち等）        出典：内閣府「平成 19 年版食育白書（概要）」 
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【今後の展開・主な取り組みについて】 

 

 

 

○朝食のレベルアップ 

 朝食をおいしく食べるために、「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムを身につけ

るよう、子ども、家庭、地域に対して、朝ごはんを食べやすい食環境の大切さを伝えて

いきます。朝食を食べない児童・生徒が朝食を食べること、「パンと牛乳」のみなど栄

養バランスに偏りがみられる児童生徒には主菜・副菜のバランスがとれた朝食となるこ

となど、少しずつレベルアップするようにしていきます。 

○ＰＴＡ等との連携 

 市川市 PTA連絡協議会（小学校・中学校・特別

支援学校）と連携し、PTA 研修、PTA 広報等の

機会を通じて、親世代における食知識の向上や健

康増進の理解を深め、「早寝・早起き・朝ごはん」

等児童に望ましい食習慣が身につくように働きか

けます。 

また、市川市勤務栄養士ネットワークでは、市

の産物である海苔と梨を推進キャッチコピーとし

た「気分のりのり病気なしなし」を掲げ、「朝食を

食べて元気になろう！！」の推進に取り組んでいき  勤務栄養士ネットワークによる啓発↑ 

ます。                          広報いちかわ掲載記事 

 

 

○給食を通じて食に親しむ 

 保育・教育機関では、給食やお弁当参観などの機会に保護者へ指導を行ったり、野菜の

栽培・収穫・調理体験・試食などを通して幼児が食べものへの親しみや感謝の気持ちを育

むように、また、食に関する正しい知識やマナーの学習など食指導の充実を図ります。 

 小学校低学年において、給食を通して準備や片付け等の協力、共に食べる喜び、食べも

のへの関心を育みます。中学年から高学年には、身体に必要な栄養を知り、自分は何を食

べたら良いかという感覚を身につけるほか、食材の生産の仕組み、環境への関係も知り、

行動することができるような指導を行います。 

食物アレルギーについては、保護者との面談・打ち合わせを綿密に行い、除去食をはじ

めとした個別対応を徹底し、安全な食の実施に努めます。 

また、給食だより、保護者会試食、学校給食展などを通して、保護者や市民が給食を知

る取り組みを進めていきます。 

 

 

「早寝・早起き・朝ごはん」の推進 

保育園・教育機関給食の充実
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学校農園：とうもろこしの皮むき体験           学校農園：キャベツの収穫体験 

 

○地場産物の活用 

 現在、生海苔、筍、梨の地場産品を市内ほとんどの学校の給食に使っています。今後は、

生産者、関係団体、関係部署等と連携し、地場産物の活用を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地場産物を使った学校給食（生海苔）         地場産物を活用した小学校給食 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行徳の海苔（市川の水産業） 

市川の水産業はあまり知られていませんが、江戸時代には幕府より保護された製塩業が

主流でした。その後、製塩業にかわり明治の末頃より海苔の養殖が始まりました。江戸前

の品質の良い海苔養殖が主流となり、現在では、約 494 ha の海面で年間約 1,000 万枚の

生産量を誇っています。                              

現在、海苔については市川の各漁業者が加工まで行い、千葉県産の海苔の名称で販売さ

れ、また、塩浜地先付近ではアサリ漁も行われており、同じようにアサリも千葉県産として出

荷されています。 

他には東京湾内で底引き網漁、刺し網漁、船引き網漁などでスズキ、カレイ、ハゼ等を

取っており、東京や船橋の市場へ出荷されています。 

コラム 
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○小・中学校においては、体験学習の一環として、市内の農業生産者、水産業者等との連

携により、農業体験や漁業体験の機会を利用した食育の推進を図ります。また、市が整備

したふれあい農園・市民農園、学校農園および農業者が運営する農園や果樹園での農作業

体験、漁業協同組合等の協力による海苔の養殖見学、海苔すき体験、魚のさばき方講習会

など、各種の農漁業体験事業を実施します。 

○平成13年度より自然体験を含めた教育の一環として、地域農家や自治会、ＪＡ等の協

力を得て「市川米っ人くらぶ」を立ち上げ、小・中・高校生・保護者を対象とした「田起

こし」から「収穫」までを体験する稲作体験事業を進めています。 

（教育ファームとしての取り組み） 

 

 

 

 

 

 

田植え作業体験          稲刈り作業体験 

 

 

 

 

 

 

魚食文化フォーラム実行委員会における活動 

小学校における海苔すき体験         魚のさばき方教室 

 

  

  

保育園、幼稚園等では、園内活動や給食を作る過程で、 

また、こども館の催しの中でも食材に手で触れる、調理 

する音や堅い食べ物を噛み切り咀（そ）しゃくする音を 

聞く、匂いを嗅ぐ、料理を味わうといった、子どもの五 

感を使った体験を取り入れ、食への興味を育て、食べる 

ことが楽しいと感じる子どもを増やしていきます。 

保育園における「ラップおにぎり」づくり→ 

 

農作業・漁業体験等の機会の利用

五感（味覚、視覚、聴覚、嗅覚、触覚）に働きかける食育 
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                                    食品の衛生的な取り扱い、配膳や後片付けの 

体験、食事前後のあいさつや正しい姿勢、箸の

使い方など基本的な食事マナーの共通理解を

通して、食べものやそれを作る人への感謝や残

さず食べようとする、「もったいない」という

気持ちを育むように取り組みます。 

 

 

学校給食では、メニューに地場産物である野菜、筍、特産品の梨、海苔、旬の食材を使

った季節感を味わう献立、郷土食「房総太巻きずし」、正月や節句などの行事食、外国料

理、かみかみ献立（よく噛んで食べることを実践するための献立）を取り入れ、栄養教育

や食文化、食べものを育む風土や人々の働きを学び理解を深める食育を行います。 

  

 

 

 

 

       ひな祭り献立               節分献立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感謝の気持ちを育む取り組み 

郷土料理、行事食等の食文化を伝える取り組み

ごちそうさま！ 

   千葉の太巻き祭りずし 

 「わっきれい！」食べるのがもったいなくなるほど、きれいでかわいらしいおすし。 

 太巻き祭りずしは、千葉県を代表する郷土料理の一つで、何といっても切り口の文様の素晴

らしさが特徴です。上総の国(現在の千葉県北東部）の農家で、地元でとれたものを使い、代々

農民の手によって作られてきたものです。 

 特産の海苔や野菜、煮物や卵焼きなどの色合いを活かして様々の文様が作り出されてきまし

た。それは、みんなが喜んでおいしく食べてくれるようにというもてなしの思いです。 

市川市では学校給食を通し、食文化の伝承活動として、子どもたちに伝えられてきました。

学校の授業や地域のコミュニティ活動の中でも祭りずし作りを体験し、多くの子どもたちの感

動の声が広がっています。そして「なっしー君」「江戸川のはぜドン」などの新たな市川の祭

りずしも生まれています。祭りずしは雑誌やテレビでも取り上げられるようになり、今では千

葉県だけでなく日本各地から世界にも広がりつつあります。 

コラム 

なっしー君 江戸川のはぜドン 梅の花 

いただきます！ 
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市川市には、平成19年４月現在98カ国、12,735人の外国人が住んでいます。 

 毎年開催される、「インターナショナル・デイインいちかわ」は、出会い・ともだち・

世界を合言葉に在住外国人と市民との相互理解を深めるイベントです。市民団体の活動を

通して、各国の料理や食文化の交流を進めます。                     

 

 

 

 

 

 

お国自慢の料理交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シュニッツェル プレッツェル

ホットドッグ 

麻婆豆腐 ナシゴレン 

国際交流における食文化交流の取り組み 

交流都市と代表料理
交流形態 国 都市 代表料理

インドネシア共和国 メダン市 ナシゴレン(炒飯の一種)、サテ（串焼き料理）、フライドバナナ

アメリカ合衆国 ガーデナ市 ホットドッグ･メキシコ料理(アメリカ南部に位置するため）

友好都市 中華人民共和国 楽山市 麻婆豆腐、坦々麺

パートナーシティ ドイツ連邦共和国 ローゼンハイム市 シュニッツェル(仔牛のカツレツ）、ドイツビール、プレッツェル

姉妹都市
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【食を楽しむ～現在行われている事業】 

事業等名称

（担当部署）

食の自立支援事業(再掲）
（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

地域ケアシステム推進事業(再掲）
（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

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

こども館食育事業(再掲）
（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

公立保育園管理運営(再掲）
（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

すこやか応援隊(再掲）
（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

稲作体験事業(再掲）
（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

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

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

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

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

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
の海苔すき体験学習、公民館等での魚の
さばき方教室

小学生・全市民

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）

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

事業概要 講座名等 対　象

 
 

 

房総太巻き祭りずし 

ベリーちゃん 
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市川の食文化のはじまり 

市川市には約20000年前の先土器時代（旧石器時代）からの多くの生活跡が残されています。特に約12000年

前からはじまったといわれる縄文時代については、途中、｢縄文海進｣という地球規模の温暖化により北極や南極、

氷河の氷が溶け、東京湾の海岸線も内陸部まで入り、利根川流域では現在の埼玉県北部にまで達していました。

市川市においても約 5700 年前の縄文海進のピーク時には松戸市との市境あたりまで海岸線が迫っていた時期も

ありました。市内北部から中部にかけて、約7000年前の美農
み の

輪
わ

台
だい

貝塚、杉
すぎ

ノ
の

木
き

台
だい

貝塚をはじめとして、約4500

年前～3000年前の姥山
うばやま

貝塚、約4000年前～3000年前の曽谷貝塚、約4000年前～2500年前の堀之内貝塚など大

小約 60 か所の貝塚が発見され、東京湾沿岸の貝塚群の一角を成しており、昔の食生活の一端を伺うことができ

ます。 

縄文人はどのようなものを食べていたのでしょう。貝塚はそこで暮らしていた人々が食べた貝の殻や魚・獣の

骨などを捨てた場所と考えられています。実際、市川市の貝塚を発掘するとハマグリやアサリ、マガキなどの貝

殻、タイなどの魚の骨やシカ、イノシシなど獣の骨が層を成して出てくるほか、オニグルミやトチなどの木の実

が炭化したものが出土しています。これらの食料の調理には、遺跡から出土する土器を鍋のように利用して煮炊

きをしたり、焼いたり、蒸したりしていたのではないかと推測されます。特に貝については日常の食として食べ

ただけではなく、干し貝にして保存食にしたり、他の地域との物々交換の品としていたと思われます。 

これらの貝殻や骨の種類とそれらの積み重なりや出土し 

た木の実の種類を調べることで、どの時期に何をとって食 

べていたか読み取ることができます。右の｢貝塚民の食生活 

カレンダー｣はそうした研究をふまえ、市川市の貝塚から 

出土した遺物をもとに当時の食生活のサイクルを復元した 

ものです。これをみると貝塚で暮らしていた人々は食料と 

して貝や魚や動物をとっていましたが、それだけを食べて 

いたのではなく、木の実などその季節に取れる旬のものを 

バランスよく食べていたことが垣間みれます。 

また、約4500年前の向台
むかいだい

貝塚では、出土した８体の埋 

葬された人骨のコラーゲン（骨髄のタンパク質）を分析し 

た結果､個々の食べていた食べ物の種類の割合がわかり、２ 

点の興味深い結果を得ることができました。第一に８体の 

人骨は２つのグループに分けられ、一方はドングリ・クリなど植物を多く食べたグループ(女性２体)、他方はマ

ダイやクロダイなどの魚を多く食べたグループ（男性４体・女性１体・不明１体）でした。こうした違いは同じ

集落内での食習慣の違いがあったか、内陸の集落から女性が結婚などでその集落に移住した可能性が考えられま

す。第二に主なタンパク源を木の実などの植物のほかに、貝塚で大量に出てくる貝を中心に得ていたのではなく、

クロダイ、スズキ、コチなどの魚からとっていたということです。このことは必ずしも貝塚から大量に出土する

貝が縄文人にとって主食ではないことを裏づけるものです。 

昔の市川市の食生活の足跡を辿るとともに、今の食生活について考えてみると新たな発見があるかもしれませ

ん。当時の人々は自分の生命や健康を維持し、生きるために無駄なく自然の恵みを食べていたと考えられます。

そして食べられない貝殻や獣の骨だけが貝塚という形になって現在私たちが見ることができるのです。 

 

コラム 

「市立市川考古博物館展示解説」（1986） 
より抜粋 
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行徳の塩 

 江戸時代(1603 年～)には全国各地の海岸で塩作りが行われていましたが、当時、関東地方で最

大の製塩地は、今の市川市行徳周辺でした。行徳製塩業の始まりは戦国時代にまでさかのぼれま

す。例えば、上杉謙信が武田信玄の窮状を見かねて送った故事にちなむ諺で、｢敵に塩を送る｣と

いうのがありますが、この塩には小田原(現在の神奈川県小田原市)北条氏の支配下の領地であっ

た行徳の塩が含まれていたといいます。しかし、東国一の「行徳塩業」として特色を発揮するよ

うになったのは、1590 年、行徳の旧領主高城胤則
たねのり

の所領が没収され、徳川家康の所領となってか

らです。江戸幕府を開いた家康は「塩は軍用第一の品、領内一番の宝である」として、江戸城に

おける籠城の際に重要物資として塩を安定供給するため、行徳地域を江戸幕府直属の天領として、

行徳の塩業を保護・推奨しました。1632 年には塩を運ぶため、小名木川・新川といった新たな水

路を整備し、江戸川、中川、隅田川と経由して、江戸城とこの航路の独占権を得た本行徳村（現

在の本行徳）が水路で結ばれました。当時の塩の積み出し場(船着場)は河岸場
か し ば

と呼ばれ、1662 年、

現在常夜灯が残っている場所へ移動し｢新河岸｣と呼ばれました。運搬には「行徳船」などの船が

就航し、塩以外にも人や物資の運搬も盛んにおこなわれ、行徳は交通の一大拠点となりました。 

 行徳の塩は「入浜式」という方法で作られていました。 

これは塩田
えんでん

(海水を引き込む場所)と海の間に堤防を築き、 

潮の干満を利用して江川
え か

（水路） から塩田に海水を引き 

込んで、太陽光で乾かす方法です。しかし塩田は何度も 

使っていると「土にかえる」といって塩がつきにくくな 

ります。このため塩田を変えるため、次第に今の行徳か 

ら田尻、原木、二俣など東へ移動していき、最終的には 

船橋まで移っていきました。現在の｢本塩｣や｢塩焼｣とい 

う地名は当時その地域一帯で塩づくりをしていたという 

名残で、昭和 50 年代に設定された町名です。 

その後、明治 38 年（1905 年）の専売法（塩を全て政府に納入する制度）の実施や大正 6年（1917

年）の大津波で行徳一帯は壊滅的打撃を受け、昭和初年の塩地整理で行徳の塩業は姿を消し、水

産業の主流は明治 30 年（1897 年）より導入された海苔養殖に移り、現在に至っています。 

 このように、かつて行徳は関東でも有数の塩の生産地でした。今は生産こそされていませんが、

かわりにお店で様々な産地のいろいろな種類の塩を手軽に買うことができます。現在は塩分の摂

りすぎは動脈硬化など健康に害を及ぼす原因のひとつとしてあげられています。しかし、昔は健

康維持にはもちろん、社会的・経済的にも大変貴重なもので、人にとってその存在は大きな影響

を与えるもので価値の高いものでした。 

市川でとれた食材の歴史を紐解くとともに日常的に食べている食べものの大切さやその価値に

ついてもう一度考えてみることもいいかもしれません。 

 

行徳の塩田(大正５年 現在の原木地区) 
市川歴史博物館所蔵 
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コラム 



 

 

 

消費者・生産者・事業者が共に食の安全に取り組みます 
○情報提供の推進 

○事業者の特色を生かした食育への参画 

○「中食」などでも自分に適した食事の選択 

 

 

【現状と課題】 

【これからの基本方向】 

【今後の展開・主な取り組みについて】 

 

    

 

 

中国分市民農園              

安全とリスクを知って安心な食 

○市民の食に関する知識の向上 

○食品事業者の安全意識の向上 

○ヘルシーメニューなどの実施 

○減農薬栽培の取り組み 

○地場農水産物の消費拡大 

○「もったいない」の意識の向上 

安全の知識と意識を高める取り組み 

○情報提供の強化 

○消費生活に関する講習会等の開催 

○環境に配慮したエコクッキング等の取り組み 

○環境にやさしい農業の推進 

○市民と共存する新しい水産業の取り組み 

○より安全・安心な産地情報の発信強化 

○地域で行う食育・食農学習などへの支援 

○食品事業者との連携 

○食品衛生推進員の派遣（千葉県） 

（３）安心できる食を選ぶ
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【現状と課題】 

 食に対して不安を抱く方が多くなっています。食品や食材の品質に関すること、食品の表

示に関すること、食品添加物や残留農薬、あるいは食品アレルギーなど健康への影響に関す

ること、そのような不安を持つ方が多いことが、市民アンケートの結果明らかになりました。 

 

安心できる食を選ぶためには、生産や流通、加工に携 

わる事業者とともに、市民･家庭も正しい知識や適切な 

行動を取る必要があります。 

 例えば、細菌性食中毒の予防のためには、食中毒菌を 

「つけない･増やさない･殺菌する」の３原則が守られる 

よう、温度などの保管状態の順守、手洗いや調理器具の 

洗浄などの衛生管理、十分な加熱などの適切な調理等、 

基本的な事項をきちんと守ることが大切です。 

                              広報掲載啓発記事 

食品事業者は、衛生に関する知識や技術の習得に努めることはもちろん、消費者等への情

報提供を適切に行うように努める必要があります。また、アレルギー表示や減塩メニュー等、

消費者の健康状態に応じた対応も重要性を増しています。 

 

市川では、地域ブランドとして登録した特産の「市川の梨」をはじめとする農産物、東京

湾の海苔やアサリなどの水産物が生産されています。生産者と消費者の距離が近く信頼関係

を結べる地産地消を拡大するほか、都市農業の特性を活かして減農薬栽培も進める必要があ

ります。  

 

 

 

 

 

 

三番瀬（塩浜地先）のアサリの収穫 

 

また、食に関して「もったいない」という意識を高め 

る必要があります。家庭ゴミの３分の１を占めるといわ 

れる食べ残しや賞味期限切れ食品などの生ゴミや包装容 

器などによって環境に負荷がかからないよう、ゴミの減 

量、再利用、リサイクルに向けた啓発活動などを推進し 

ていくことも大切です。（→参照：食品リサイクル法） 

 

環境マスコット地球君 
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【これからの基本方向】 

 市民が安心できる食を選ぶため、食に関する安全・安心の知識を向上させる情報提供を適

宜適切に行い、食生活の安定を図ります。 

 食に関する、それぞれの事業者の特色を生かしながら本計画の基本理念の実現に向け、食

育運動への参画を促します。 

 また、近年では「中食」と呼ばれる持ち帰り弁当や惣菜類の利用頻度も増加するなか、こ

れらを製造・販売する食品事業者と連携し、どこでも自分に適した食事を選択できるような

環境づくりを推進していきます。 

 

【今後の展開・主な取り組みについて】  

【Ⅰ】食の安全・安心の確保 

 

 

食中毒予防、食の安全・安心情報を提供するために、広報紙、ホームページなどの媒体を

活用して、市民に対しタイムリーに正確で分かりやすい情報提供に努めます。 

 また、近年では残留農薬に対する関心が高まり、不安に感じる消費者も増えています。正

しい情報を持つことがこの不安を取り除くものであり、農薬情報など正しい情報の普及に努

め、市民が安心して食生活を送れるよう手助けします。 

 

 

 

 消費者の価値観やニーズが多様化し、消費者を取り

巻く状況も大きく変化しています。それに伴い、消費

者トラブルも変化し、より複雑になっています。消費

生活センターでは、消費者救済や被害の未然防止のた

めに啓発活動や生活の質を高める学習機会の提供や

情報の発信に努めていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

広報いちかわ(平成 19 年 7月 21 日号)      生活情報フェア開催ちらし 

 

情報提供の強化

消費生活に関する講習会等の開催
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燃やすごみ（集積所収集）の成分比較（平成18年度）

厨芥類
34.5%

紙類
35.8%

プラ類
11.0%

布類
6.9%

その他
10.7%

不燃物
1.1%

紙類

厨芥類

プラ類

布類

その他

不燃物

 

 

 エコライフ推進員は買い物から調理、後片付けまでの一連の行動を環境に配慮して行うエ

コクッキングを推進していきます。みずアドバイザーは、生活排水の汚れを減らす工夫の実

践と啓発活動を、じゅんかんパートナーは、地元自治会へのごみ減量対策の働きかけ、イベ

ント参加による啓発活動を推進していきます。また、現在、市川清掃キャラクター「きらり

ん・ぴかりん」ののぼり旗のある店舗では、マイバッグ持参キャンペーンに協賛しています。 

       

 

 

 

 

 

新聞でくるみ、毛布でくるんだ保温調理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境に配慮したエコクッキング等の取り組み 

市川市の燃やすごみと生ごみ 

燃やすごみ（集積所収集）の量は、

平成 18 年度（2006 年度）が 88,813

トンで、平成 13 年度（2001 年度）の

112,430 トンより約 21％減少。 

                      燃やすごみ（台所のごみ、紙くず、

木くずなど）の、ごみ質分析によると、

生ごみが 34.5％、紙ごみが 35.8％含

まれ、全体の約 70％を占めています。

      市民一人が１日に、1,000 グラムの

ごみを排出していることになります

が、平成 12 年度（2000 年度）1,073 グラムをピークに減少傾向にあります。 

減少の要因としては、平成 14 年 10 月から実施した資源物 

とごみの 12 分別により、ごみ処理に対する市民の意識が向上 

し、排出抑制効果が働いたものと考えられます。 

※ 生ごみ減量ポイント 

①捨てる部分を少なくする。 

②水切りを十分にする。 

③生ごみ処理機で減量する。 

 
 
 
 

1,000 グラム 

 

バナナの皮 約 15 本分！ 

コラム 
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【Ⅱ】食料生産者、食品事業者、外食産業等における食育の推進 

 

 

○都市農業の推進 

 急激に進んだ都市化に伴い、農地と新興住宅地の接点において農薬散布や堆肥の臭いや害

虫の発生をめぐるトラブルが多発し、農家の経営意欲を削ぐ大きな要因となっています。市

川市において将来とも農業を継続していくためには市民と共存する都市型農業を目指すこと

が重要な課題です。そのために、農業が単に食料の生産だけでなく、直接自然とふれあえる

教育の場、保水機能を有し地震や災害の被害軽減を図る防災機能と緑を提供する潤いの空間

など間接的機能を持っていることを充分理解してもらうよう普及・啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

ブロッコリー畑          ねぎ畑            たけのこ畑 

○農薬の適正使用の実践 

農業生産者および農業団体では、栽培にあたって許可された農薬以外は使用せず、また、

収穫物に残留する成分の基準に適合することを確認しており、それらに該当しない生産物が

流通しないよう管理しています（ポジティブリストによる管理）。また、農作物に及ぼす病気

や害虫の発生状況に応じて、正しく効果的な農薬を工夫して使用しています。農薬以外にも、

防虫ネット、粘着板等を利用した防除法も取り入れています。そして、栽培に使った肥料や

農薬を記帳し安全を確認し安定した栽培に取り組んでいます。 

 

○減農薬栽培の推進 

市川市では、環境にやさしい農業の推進事業として減農薬栽培を推進するため、梨農家が

主要害虫の発生を抑制する性フェロモン剤や野菜農家が害虫を駆除する非散布型製剤、防虫

ネットの利用を推進しています。今後とも、栽培時の農薬・肥料等の使用や管理方法等の履

歴を記帳・管理する「栽培履歴の記帳」をすすめます（→参照：トレーサビリティ）。 

 

○ちばエコ農産物の普及 

 千葉県では、化学合成農薬と化学肥料を慣行栽培の半分以下に減らした「ちばエコ農産物」

の認証制度を平成１４年度に創設し、農業の自然環境への負担を減らし、生産者と消費者の

顔が見える農業を実現し消費者の求める安全・安心な農作物を供給する体制をつくるためち

ばエコ農業を推進しています。本市でもエコ農業や環境にやさしい農業に取り組む生産者を

応援しています。またこれらの農産物を学校給食で使用したり地元で消費できる仕組みを考

え食育につなげていきます（→参照：エコファーマー、ちばエコ農業）。 

環境にやさしい農業の推進 
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 市川の水産業は良質な水産物を生産しているものの、まだ市民に十分に知られているとは

いえません。市川のような都市地域における水産業の振興は、市民との協働が不可欠です。 

 今後も市民においしい水産物を供給する仕組みづくりを考えＰＲに努め、地場産業として

確立していきます。 

 

 

 

 

 

海苔の種付け             網張り             海苔の採集 

 

 

 

 

 

 

乾海苔            生海苔の販売         イベント会場での販売 

  

 

地産地消を推進するために、ホームページなどを活用し、旬の野菜や果樹の成育情報、生

産の取り組み状況を解説するとともに、市川の旬の産物、地域ブランド、直売所情報、朝市

夕市・いちかわ市場まつりなどのイベント情報等を市民に身近に活用してもらえるように発

信していきます。 

 

 

 

 

 

 

   梨街道          地域ブランド「市川の梨」      市川市地方卸売市場まつり 

市民と共存する新しい水産業への取り組み

より安全安心な産地情報の発信強化 

大町梨街道                                  

 市川市は梨の特産地で、「市川の梨」として知られています。市川市北部の大野地域か

ら大町地域にかけては多くの梨農家が点在していますが、旧盆から秋の収穫シーズンにな

ると、幹線道路の両側に多くの「直売所」が並び、「梨街道」と呼ばれるようになりまし

た。 

 直売所は、それぞれの梨農家が工夫を凝らしてつくられ、梨の直売のほか、宅配なども

行っており、道行く人々が車を停めてはもぎたての「市川の梨」を求めていきます。 

コラム 
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「ちば食育ボランティア」の協力などにより地域の自主的な食育・食農活動を支援します。 

「ちば食育ボランティア」とは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千葉県に登録されている制度

です。 

 

 

 

○外食、中食の栄養成分表示等の促進 

千葉県が推進している、「健康ちば協力店」推進事業に賛同し、一層の拡大を図ります。

健康ちば協力店とは、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です。 

○飲食店、惣菜店等においていちかわ食育キャラクターを掲げ、地場産物の活用や健康づく

りに協力する店舗であることを、市民に分かりやすく示す取り組みを推進します。 

 

 

 

 千葉県知事から委嘱されている食品衛生推進員の協力により、正しい手洗い方法などを実

践しながら食品衛生の知識の習得を図かる講習会などを開催し、食中毒予防などの普及啓発

を進めます。 

地域で行う食育・食農学習などへの支援

コラム 

日本の食料自給率～2006 年度農業白書より 

食料自給率は1965年（昭和40年）度に73％

に達していたが、89 年（平成元年）度に 50％

を下回り、近年は 40％で推移している。白書

は、自給率低下の主な要因を、コメ中心の食

生活が大きく変化し、国内での大量生産が難

しいトウモロコシなどを飼料とした畜産物

や、大豆などを原料とする油脂類の消費が増

加したためと分析している。 

昭和 40 年度当時と現在で食事の内容を比較すると、確かに大きく変わっ

た。ごはんは、１人１日５杯から３杯に減った。一方、牛肉料理（１食１50

グラム換算）は月１回から月４回に、牛乳は週に２本から４本に増えた。植

物油は３倍に跳ね上がった。 
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食品衛生推進員の派遣（千葉県） 

食品事業者との連携 



 

 

 

【安心できる食を選ぶ～現在行われている事業】 

 

 

 

房総太巻き祭りずし 

菜の花 

事業等名称

（担当部署）

食の自立支援事業（再掲）
（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

地域ケアシステム推進事業（再掲）
（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

こども館食育事業（再掲）
（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

稲作体験事業（再掲）
（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

体験農園（再掲）
（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）

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（再掲）
（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

市民情報提供・消費者啓発事業
（総合市民相談課消費生活センター）

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、食生活にかかわるさまざまな情
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

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、
消費者が求める安全・安心な農産物を生
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

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

いちかわ市場まつり（再掲）
（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

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

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
り組みを推進するため、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

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
啓発を行う。

「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

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

事業概要 講座名等 対　象
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市川の梨 
 市川の特産品は何といっても梨です。その収穫量

は年間約 7,180 トンにのぼり、産出額では 28 億７

千万円（平成 17 年産）で、千葉県一です。 

 市川市における梨栽培の歴史は大変古く、今から

約 290 年前の江戸・元禄時代が始まったとする説も

ありますが、一般的には 200 年くらいの歴史がある

と言われています。市川に初めて梨を伝えたのは寺

子屋の師匠をしていた川上善六という人でした。川

上善六が特産品を作ろうと、美濃国・大垣から梨の

枝を持ち帰り、八幡の葛飾八幡宮に植えたのが始ま

りといわれています。昔は、平田、新田などの平坦

な低地は水田として利用されており、八幡、中山な

どの砂地の小高いところで梨や桃などの果物が作

られていましたが、総武線開通後の都市化に伴い生

産地域はだんだん北部へ移り、今では大町、大野町、

柏井町を中心に宮久保、曽谷、稲越町、北方町、北

国分など北部地域を中心に、272ha の梨畑で栽培さ

れています。 

 ８月上旬頃に「幸水」の収穫が始まると、8月下

旬の「豊水」、９月中旬の「新高」と続いていきま

す。品質の良い市川梨は、直売や市場を通じて、全

国に出荷されています。また、観光もぎとり園もあ

ります。 

市川の梨農家 

コラム 

市川の野菜 
 市川市では、都市近郊という地理的条件

を活かして多くの野菜が作られています。 

 露地野菜の代表的な作物はねぎで、信篤

地域や国分地域を中心に年間 1,980 トン

（平成 17 年産）が生産されています。また、

だいこん、かぶ、にんじん、キャベツなど

も作られています。 

 施設栽培では、トマト、きゅうりが生産

され、県内や東京の市場に出荷されていま

す。 

 最近では、新鮮な野菜を販売する直売所

も増え、市民の皆様に親しまれています。 

農家による地場産物の直売 
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