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出産前のパパ
ママセミナー
１回目

妊婦と夫に対して、妊娠期に必要な栄養や望ましい食
習慣、体重コントロールについて栄養講話を行う。ま
た、塩分チェックリストを活用して、日頃の塩分のとり方
の見直しを行う。妊娠を機に自分と家族の食生活を見
直す機会とする。

年5回開催し、９１名(うち４０名が夫)の妊娠初期の妊婦
とその家族が参加。塩分チェックリストで塩分量を振り
返った。「夫婦のコミュニケーション、生活を見直すきっ
かけになった」との声もあった。

妊娠期に特化した栄養ポイント（便秘、貧血等の対応）
を強化するとともに、妊婦世代の生活様式に合わせた
献立写真や、間食としてコンビニやサプリメントの活用
法の紹介等を検討する。

出産前のパパ
ママセミナー
２回目

妊娠中の食事についてのポイントについて啓発チラシ
で説明（主食3:主菜１：副菜２のバランスや、よくある質
問等）母子健康手帳の経過（体重、尿糖など）を基に、
食事のリズムやバランスなど、個々の状況に応じた個
別相談を行う。

年５回開催し、４３名の妊娠中期の妊婦が参加。開催
時間短縮のため食事記録表を廃止し、簡単なチェック
リストで不足しがちな食材を確認した。パパママセミ
ナー通信や不足しがちな食材が取れる簡単レシピを配
布した。

限られた時間の中で説明に十分な時間が取れなかっ
た可能性がある。次年度から定員(１５名)を設け、余裕
がある中で個別相談を行う予定。

乳幼児健診時の
栄養相談
（１０か月児健診）

幼児食へのスムーズな移行を目指して、離乳食（３回
目）の進み具合を確認する。

年２１回、１１２件の相談があった。１０か月児健診で離
乳食の進み具合を確認し、進め方に悩みや不安を訴
えている方や、離乳食の進み具合が順調でないと思わ
れる方へ、管理栄養士の個別相談を勧めた。

全体的にたんぱく質不足の傾向にある（魚や肉はパサ
パサになるので、豆腐が多い）。魚、肉の簡便な調理法
の提案を検討する。

すくすく広場
３回目

１歳児の食事のポイントについて講話を行う。食事リズ
ムやバランスなど家族全体の食習慣の重要性も併せて
啓発する。

年１０回開催し、９３名の児に保護者が付き添い参加。
管理栄養士からバランスを、保健師から生活リズムを整
える必要性を伝えた。

１歳過ぎの入園が増加していることにより卒乳の相談が
多い。授乳と離乳食の量と時間軸の調整ができず幼児
食への移行ができない傾向がある。改定後の授乳・離
乳食の支援ガイドの反映が必要。

子どもの栄養
相談会

離乳食の進め方や幼児食について、個々の状況に応
じた具体的な提案ができる（生活リズムに配慮した食事
時間の設定、食事量、献立例等）。

年１２回開催し、１６組(うち３組が２回、４か月から４歳
児)の親子が参加した。管理栄養士と１時間程度の個
別相談を実施した。

養育の支援が必要な保護者の相談が少なからずある。
調理スキルや理解力に合わせた媒体や資料等、説明
の可視化について検討する。

食に関する健康
講話

主に年長児クラスを対象に生活リズムや朝食の大切
さ、食事バランスなどを園児が自ら考えられる内容で啓
発する。
また、各保育園では毎月、食育の日の活動を実施す
る。

公立保育園（１６園）では栄養士が朝食の大切さや栄
養バランス、食べたものが体の中でどう働くのか、排便
の習慣等の内容について紙芝居や料理カード、食育
媒体を活用しながら啓発をした。各園では毎月の食育
の日に食事のマナーや感謝して食べること等を講話や
クイズ等を通して実施した。

栄養士による健康講話は、引き続き年長児クラスを対
象に実施する。各保育園では園児の活動、保護者へ
の働きかけ、地域との関わり等を考え食育年間指導計
画を作成し、保育園職員が食育を意識して実践する。

給食だより

毎月の給食だよりに毎月の献立の紹介とともに、栄養
面や食事のマナー等の食育に関する記事や旬の食
材、郷土料理を紹介する。

給食だよりには献立、栄養価、食のマナーに関すること
や、年中行事と食を絡めながら食育に関して紹介し
た。

子どもの体の成長に関することや、食を通して身に付
けるマナーや食文化等を季節の年中行事等と絡めて
紹介する。

園だより
各保育園で発行する保育園だよりに、園児の肥満予防
や食習慣についての内容を掲載する。

園だよりで毎年実施している体格調査の結果状況や生
活習慣病予防について記事を掲載した。

春と秋に実施する体格調査の結果や生活習慣に関す
る記事を掲載する。
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保
育
課
保育園給食

旬の食材を可能な限り利用し、栄養バランスの良い、
薄味を意識した給食を提供する。
月１回はいい歯・食育の日の給食を実施し、噛み応え
のある給食や食育に関する啓発を行う。

季節の野菜を献立に取り入れ、栄養バランスを考慮し
た給食を実施した。だしは天然だしを利用し、味付けは
極力薄味を心がけた。
毎月１８日はいい歯・食育の日の給食では、野菜や乾
物類、大豆製品等を取り入れた噛み応えのある給食を
提供した。

幼児期に必要な栄養価を満たした、季節感のある、園
児が食べやすい給食を提供する。薄味で見た目にも
食欲がでるような工夫をする。いい歯の日の給食では
噛み応えのある食材を使用し、毎月１９日のえちごんの
ぱくもぐランチでは学校給食と一品合同献立を実施す
る。

学校の教育活動
を通じた食育計
画の作成

全ての学校が第３次食育推進計画を受け、児童生徒
の実態や地域の実情に応じた食育計画を作成する。

　全ての学校で、食に関する指導全体計画(食育計画)
を作成した。

今後も継続して指導全体計画を作成する。現行学習
指導要領に沿った計画になるよう見直しも進める。

食に関する知識
や食事マナーの
習得

給食の時間や特別活動の時間などを利用し、朝食の
大切さ、バランスの取れた食事の重要性、食事のマ
ナーなどについて、児童生徒の実態に応じた指導をす
る。

給食の時間や特別活動の時間などを利用し、朝食の
大切さ、バランスの取れた食事の重要性、食事のマ
ナーなどについて、児童生徒の実態に応じた指導し
た。
感染症拡大防止の影響で、喫食中のマナー指導は実
施しにくくなった。

今後も継続し、感染症拡大防止に努めながら実施して
いく。

望ましい食生活
の実践力の育成

各校の食育計画を基に、家庭科、保健体育科、学級
活動、総合的な学習の時間などで、計画的に授業実
践する。栄養教諭と連携し、授業の充実を目指す。

各校で計画的に授業実践した。
栄養教諭と連携した授業は、小学校で約４５％、中学
校で約５５％であった。
感染症拡大のために、調理実習や給食試食会も各校
で中止になった。

今後も継続し、各校の食に関する指導全体計画を基
に、計画的に授業を実践する。
栄養教諭と連携し、授業の充実を目指す。
感染症拡大防止に努めながら実施していく。

食文化の学習

地域の方を講師として、郷土料理や地域の農産物を利
用した調理体験等の機会を設けることに努める。

地域の方を講師に、郷土料理や地域の農産物を利用
した調理体験等の機会を設けることに努めた。
小学校では約７０％、中学校では約５５％の学校が家
庭や地域と連携した食育の活動を行った。
感染症拡大のために地域の方を講師とした取組ができ
ないことがあった。

今後も地域の方や生産者を講師として、郷土料理や地
域の農産物を利用した調理体験等の機会を設けること
に努める。
感染症拡大防止に努めながら実施していく。

農業体験

生活科や総合的な学習の時間などで、地域、ＪＡの方
を講師に米や野菜を栽培し、収穫の喜びや生産者へ
の感謝の気持ちを育む。

生活科や総合的な学習の時間などで、地域、ＪＡの方
を講師に米や野菜を栽培し、収穫の喜びや生産者へ
の感謝の気持ちを育んできた。
感染症拡大のために生産者や地域の方を講師とした
取組ができない学校があった。

今後も継続して、生活科や総合的な学習の時間など
で、生産者、地域やＪＡの方の協力・助言を受けて米や
野菜などを栽培する。
収穫の喜びや生産者への感謝の気持ちを育む。
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学校給食

主食、主菜、副菜の栄養バランスが整った食事を提供
し、児童生徒が食を選択する力、栄養バランスを考える
力を習得する支援をする。

文科省からコロナ対策通知を受け、盛付け工程の少な
い給食提供を行った時期があったが、その際も主食、
主菜、副菜をイメージできる献立を提供した。

学校での調理実習や給食試食会の取組が減る中、校
内での指導状況等を確認し、今後の指導体制を関係
者と協議検討する。
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学校給食を通し
た情報発信

給食に関係する媒体（給食だより、給食時一口メモの
放送、給食指導、食に関する学校内掲示物等）で情報
発信する。

コロナ禍で調理場栄養士が受配校に出向く機会が
減った中、栄養士によっては、積極的に受配校に学校
内掲示物等を配布し、食の指導の充実を図った。

栄養教諭等の学校訪問に課題がある中、給食だより、
給食時一口メモの放送等給食に関係する媒体を活用
した食の指導の充実を図る工夫を栄養教諭等と協議
検討する。

地場産物の給食
活用

学校給食地場産物供給拡大会議を通し、柏崎産食材
を積極的に給食で活用する。

天候不順により柏崎産野菜の納品が昨年度より幾分減
少した。半面、県補助金等を活用し、市内水揚げの鯛
を活用した給食を提供する機会を得た。

学校給食地場産物供給拡大会議を通し、柏崎産農・
水産物の安定供給に向けた関係者の意思疎通を図
る。

えちゴンのふるさ
とぱくもぐランチ

市内の小中学校および保育園の給食で、毎月の食育
の日（19日頃）に一品合同献立を実施する。その際に
柏崎産野菜をはじめとした柏崎産食材を活用する。

市内の小中学校および保育園の給食で、毎月の食育
の日（19日頃）に一品合同献立を実施した。その際に
柏崎産野菜をはじめとした柏崎産食材を活用した。

今後も継続実施し、マンネリ化払拭も含め、関係者と協
議しつつ、地場産野菜活用を推進する。

全市一斉地場産
給食デー

１１月１９日に市内の小中学校で柏崎産食材を使用し
た合同献立を実施する。給食時には、希望校に生産
者等給食食材関係者が訪問し、会食する予定。
全市一斉地場産給食デー給食だよりで、生産者や地
場産物の加工現場等を紹介する。

県補助金等を活用し、１１月１９日に市内の小中学校で
鯛めしや柏崎産食材を使用した合同献立を実施した。
希望校５校に生産者やＪＡ、市関係職員の９名が訪問し
た。

コロナ対策による学校外部から学校への訪問が、敬
遠、減少しつつある中、生産者や地場産物の関係者を
児童生徒につなげる工夫を協議検討する。

市制施行８０周
年記念給食

７月１７日に全調理場で、柏崎で水揚げされる鯛を中
心に使用した「鯛めし」を実施する。

７月１７日の「えちゴンのふるさとぱくもぐランチ」に、柏
崎で水揚げされる鯛を中心に使用した「鯛めし」を実施
した。

全市的なイベント等を学校給食にも反映させ、児童生
徒の食を通した地域への興味関心を高める工夫をす
る。

甘味飲料講座

肥満、糖尿病予防等と関連づけながら、甘味飲料の飲
み過ぎ予防を保育園児、小学生、保護者に啓発する。

３園５７名。
年長児を対象に講座を実施した。飲料に含まれる糖分
量の計量体験を行い、甘味飲料の飲み過ぎ予防を啓
発した。

保護者世代への啓発として、今後も継続実施する。
小学校低学年を対象とした食育授業の実施について、
関係課と検討する。

小児生活習慣病
予防検診結果説
明会

肥満度４０％以上の小中学生の保護者に対して、将来
の生活習慣病予防のために、小児期からの肥満改善
の必要性についてミニ講話を行う。また、個別面談絵
は、生活目標を設定し、家庭での実践につなげる。

中止 結果説明会の参加率が低い。関係課と連携しながら、
対象者へ効率的に保健指導ができる方法を検討す
る。

特定保健指導

内臓脂肪型肥満の要因となっている生活習慣を改善
するための保健指導を行う。

健診結果を説明しながら、肥満改善のための生活改善
目標を設定し、保健指導を実施した。

医療機関で個別健診を受けた７０歳代の対象者は、
「すでに主治医に受診している」等で利用率が低い。
今後、実施率を上げる方法を検討する。

特定健診結果説
明会

特定健康診査の結果説明、生活習慣に関する保健指
導を集団または個別で行う。

集団健診会場での結果説明を個別で行った。（１０月
からは予約制）個人の結果に合わせた生活習慣の見
直しや、健診受診の継続を啓発した。

今年度と同様に個別説明で結果返却を行う。血糖値と
血圧が高めの方には、集団健診で説明会へ参加勧奨
し、重症化予防を啓発する。

健
康
推
進
課

教
育
総
務
課



担
当
課

取組名
（事業名）

①内容（今年度の取組予定） ②実施状況 ③今後の課題、方向性

糖負荷試験健康
教育
結果説明会

糖負荷試験時には、血糖値を上げないための食事に
ついて講話を行う。
結果説明会では、生活習慣改善について個別指導を
行う。

３回５７名受診し、５４名に結果説明会で個別指導を
行った。あわせて、境界型（IGT-Ⅱ）と糖尿病型には受
診確認の継続支援を行った。

医療機関受診対象者の受診率が低い。未受診者に
は、発症予防・重症化予防のため、継続支援しながら
受診につなげていく。

糖尿病予防教室

糖尿病の発症予防・重症化予防に向けた、具体的な
生活改善の方法を啓発する。肥満者には３～５％の減
量を促す。

２コースで１１名参加。
血糖数値はほとんどが改善し、全員に生活改善が見ら
れた。BMI２５以上の方は、-１.３～-５.３％で体重減少
した。

６０歳を過ぎていても働いている方が多く、参加者が減
少傾向である。対象者を確保するために、年１コースに
変更する。

からだスッキリ講
座

企業向けの出前講座。肥満をはじめとする生活習慣病
予防として、適正エネルギー量の計算等を取り入れ、
食事の適量、バランスなどの講話を行う。

７事業所１３５名に実施。
肥満をはじめとする生活習慣病予防の食習慣につい
て啓発を行った。

講座の実施状況を紹介する等、利用する事業所を増
加させるPR方法を検討する。働き世代への生活習慣
病予防のアプローチとして、継続実施する。

栄養相談会

身体状況や食習慣など個人の状況に応じた個別相談
を行う。

３９件実施。そのうち医療機関からの紹介は１４件で
あった。主な相談内容は、血糖値改善が２１件と最も多
く、次いで減量や脂質異常症が多かった。

疾病の発症予防・重症化予防の働きかけとして、継続
実施する。また、同日の運動相談会と連動しながら実
施する。

糖尿病相談会

主治医の指示書を基に、保健師、栄養士による保健指
導を個別で行う。また、食事や運動の取組目標を設定
し、相談会終了３か月後に検査数値や生活改善の変
化を確認する。肥満者には３～５％の減量を促す。

９件実施。服薬と生活改善でHbA1cは全員に改善が見
られた。
BMI２５以上の方は多くが減量につながっている。７１歳
以上の糖尿病は栄養相談会で対応した。

利用する医療機関が固定化しており、参加者数が減少
している。健診結果から相談会への紹介につなげるた
め、対象年齢を７４歳以下に拡大して実施する。

食育研修会」(食
生活改善推進員
研修会)

食生活改善推進員が地域で健康づくりを普及啓発す
るために必要な講義や実習を行う。昨年度行った朝食
摂取と多様性食品摂取調査結果を活用し、今後の啓
発につなげるための研修を行う。

中止 感染症予防を考慮しながら実施する。
人数制限、試食無し（持ち帰り）、全会員に研修資料を
配付等。

食生活改善推進
員養成講座（栄
養教室）

４回シリーズで、食育、生活習慣病予防、食品衛生、調
理実習などの食生活改善推進員として活動するために
必要な知識や技術を学ぶ講座を行う。

全４回（修了者５名）
参加しやすいように５回から４回コースにしたが、感染
症の影響で会員による勧誘ができず、参加者数が伸び
なかった。

会員数の減少が著しいため、修了者を増やすことが喫
緊の課題。
会員による勧誘の強化、教室の実施年度を検討する。

おいしく食べて
歯ッピー教室

高齢期における栄養改善に関する普及啓発を行い、
介護予防効果を高める。
（コツコツ貯筋体操の新規会場で立ち上げの時のスケ
ジュールに組み込む）

コツコツ貯筋体操を新規に立ち上げた３団体中１団体
の参加者１２名に対し、おいしく食べて歯ッピー教室と
して栄養講座を実施した。

新規立ち上げ団体が年々減少しているが、高齢期に
おける栄養改善に関する普及啓発の場を増やす必要
がある。

フレイル予防啓
発

コツコツ貯筋体操ハイリスク会場において、昨年度フレ
イル予防啓発を実施していない会場と西山・高柳会場
を中心に啓発を行う。

コツコツ貯筋体操２４団体２２６名に対して実施した。企
画政策課と連携し、バス路線の見直しがある西山・高
柳会場を中心に啓発を行った。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の事業の
一つとして全コツコツ貯筋体操会場に対し、フレイル予
防の啓発を実施する。

訪問型個別栄養
相談事業

各事業等で栄養改善が必要と認められたものに対して
管理栄養士が訪問し、必要な相談や指導を実施する。

利用者１名４回の訪問を実施。調理実習の内容を普段
の生活に取り入れるなど生活改善が行われている。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の事業に
位置付け、利用者数の増加を目指す。
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①内容（今年度の取組予定） ②実施状況 ③今後の課題、方向性

おさかな料理教
室

一般成人を対象に魚を使用した料理教室を開催する。
魚をさばくことに重点をおくことで、家庭での魚食普及
を行う。

中止 今年度は、新型コロナウイルス感染症の流行によって
開催を中止したが、次年度は感染動向に注意しつつ
参加者数（定員）を減らしながら新型コロナウイルス対
策を講じることで開催することとしたい。

夏休み親子おさ
かな教室

小学生とその保護者を対象に開催する。さまざまな魚
介類を見て、触って、食べることで魚食に関する興味を
高め、若年層への魚食普及を行う。

中止 今年度は、新型コロナウイルス感染症の流行によって
開催を中止したが、次年度は感染動向に注意しつつ
参加者数（定員）を減らしながら新型コロナウイルス対
策を講じることで開催することとしたい。

フレッシュおさか
な教室

２０歳代、３０歳代を対象に開催する。手軽な魚の調理
法を講習することで、魚離れが進む青年層への魚食普
及を行う。

３月６日（土）に開催し、７人が参加した。
鯛めしと鯛の潮汁、サバの味噌煮の実習を行った。

定員を半数（12人）に減らしつつ、当日は、検温、手指
の消毒、マスクの着用等の感染防止対策を講じながら
開催した。
参加者から「在宅時間が増えて料理をする機会が増え
たので料理教室に参加したくなった」という話があった
ため、次年度も参加者の需要に応えながら魚食普及に
努めたい。

Webおさかな料
理教室

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、テレビ会
議アプリを活用して開催する。感染症が落ち着いた後
も、アプリを使って手軽に参加できるメリットを生かして
魚離れが進む青年層への魚食普及を行う。

中止 リモートによる開催について関係者と協議したが、講師
が直接作業の補助をできないこと、調理場と機器環境
の条件がそろわないこと等から開催を見送ることとなっ
た。
今後は、リモートだけではなく参加者数（定員）を減らし
ながらコロナ対策を講じることで対面式の料理教室を
開催することとしたい。

やおやまつり・お
さかなまつり

農産物を扱う柏崎青果市場、水産物を扱う柏崎魚市場
を会場に隔年開催のイベントを開催する。農水産物の
販売だけでなく、飲食物の提供やミニイベントを実施す
ることで来場者に農水産物のＰＲを行う。

中止

かしわざき港おさ
かな祭り

漁業者が魚介類の直売や浜汁の無料配布等を行うこ
とで、地場産水産物の魅力を発信し、地産地消の促進
と魚食普及の拡大を図る。また、乗船体験等を通じて
柏崎の海や水産業に対する関心を高める。

中止

さけ豊漁まつり

谷根川にそ上する「さけ」を活用し、さけのつかみ捕り
や人工授精といった体験型イベントや鮮魚・加工品・さ
け汁・イクラ丼の販売を行う。根川のさけを来場者にPR
することで、地産地消の促進と魚食普及の拡大を図
る。

中止

学校給食におけ
る
地場産魚介類の
提供

谷根川に遡上する「さけ」を使用した「さけミンチ」や冬
場に柏崎近海で漁獲されるタラを使用したすり身など
を中心に、学校給食への地場産魚介類の提供を行う。

通年で「さけミンチ」を学校給食に提供した。
７月１７日の市制80周年お祝い給食デー、11月１９日の
全市一斉地場産給食デーにマダイのほぐし身を提供し
た。
未利用魚のエソ類を活用したさつま揚げを試作した。

安定した生産が見込めるさけミンチを引き続き学校給
食で使用してもらう。
タラやエソといったサケ以外の水産物の提供について
は、調理方法や歩留まり（廃棄率）を考慮しながら学校
給食で提供できるように関係者と協議していきたい。

不特定多数の来場者が大勢参加するイベントであるた
め新型コロナウイルス感染防止対策が課題となる。
国・県の指針を確認しつつ、他の同規模イベントの動
向を参考に実施の可否について判断することとした
い。
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食の地産地消
フェア

１１月に食の地産地消推進店が地場産食材を使用した
期間限定のメニューを提供するイベントを開催すること
で、地場産食材の普及啓発を行う。

１１月７日～２９日に開催し、２５店舗が参加、料理を１，
２６２食、持ち帰り総菜を８４５食提供した。

参加者へのアンケート（８２５人回答）では、イベントのＰ
Ｒ不足を指摘する意見が多いことから、効果的な周知
方法を検討しつつ事業を継続する。

食の地産地消
マッチング会

地元食材について、市内事業者と生産者のマッチング
会を開催することで、市内事業者での地元食材の利用
拡大を図る。

コロナ禍で飲食店の新規取組が難しいことから、マッチ
ング会は開催せず、生産者やＪＡ柏崎、柏崎地域振興
局などの関係機関と連携し、８月２５日～３０日に食の
地産地消推進店に葉月みのりを使用してもらう期間限
定のキャンペーンを実施した。

地元食材として認知度が高い食材は、既に市内事業
者の使用が多い。果物やキノコ類など、市内での認知
度や利用実績が低い地元食材の掘り起こしを行い、コ
ロナ禍の状況を見つつ、事業者と生産者のマッチング
を実施する。

秋の収穫祭

第３回秋の収穫祭を１０月２５日（日）に開催し、地場産
の食材や加工品を販売することで、食の地産地消を市
民に広く啓発する。

中止 コロナ禍での開催方法を検討するとともに、これまでの
会場である駅前公園とアルフォーレに加え、市役所新
庁舎を会場に加えることを検討しつつ、さらに発展した
イベントを企画する。

学校給食地場農
産物供給拡大連
絡会

学校給食について、関係機関が２か月に一度の頻度
で連絡会議を開催し、野菜の生育状況などの情報交
換を行うことで、地場産食材の供給量の増加を図る。

関係機関が集まる連絡会を、約２か月に一度の頻度で
６回開催し、細やかな情報交換を行うことができた。

天候不良などが原因で、学校給食用の野菜の供給が
安定しない。連絡会を引き続き現在の頻度で開催する
ことで、安定供給や新たな品目の開拓を図る。

地域営農支援事
業

市の補助事業（地域営農支援事業）の活用により、園
芸作物の生産拡大や六次産業化に必要な施設、機械
の整備を支援する。

園芸振興支援として７社へパイプハウスなどの園芸用
設備の整備を支援、六次産業化支援として１者へ餅製
造機の整備を支援した。

天候に左右されず安定して野菜を出荷するためには、
パイプハウスや機械などの園芸用設備が必須となる。
引き続き市の補助事業を活用する。

農業体験

地元農産物の生産現場で、農産物の収穫、出荷、加
工作業を体験するイベントを開催することで、市民の地
元農産物への理解を深める。

８月１日に枝豆収穫体験（２９人参加）、１１月２８日に秋
野菜収穫体験（１４人参加）を実施した。試食や調理を
中止とするなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、予定を変更しての実施となった。

収穫作業だけでなく、出荷調整作業の見学やおいしい
調理法の講義など、幅広い体験を通して地元食材へ
の理解が深まるイベントを企画する。

農
政
課


