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<親子の食生活実態調査(平成 17 年度)＞ 

６．地域の食とこれまでの食育活動（行政・学校・地域） 

  

塩竈の食 

本市は、日本有数の生鮮本マグロの水揚げ量を誇る魚市場や仲卸市場を有するほか、揚げ

かまぼこなどの水産練り製品の生産量は日本一であり、市民にとって「さかな」は身近な食

材として、地域に根付いています。 

   親子の食生活実態調査において、中学生に「塩竈と聞いて思いつく食べ物や料理は何です

か」と聞いたところ、「まぐろ」「かまぼこ」「しおがま汁」「すし」等の、魚・魚料理と回答

した生徒が８３％となり、塩竈の子どもは塩竈市を「さかなの町」と意識していることがう

かがえます。 
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 給食の現状 

 保育所、保育園の給食は自校方式で実施しており、市内の私立保育園の中でも、完全給食を

実施しているところがあります。 

 市内の各小中学校も同様に自校方式（一部拠点方式）で実施しており、完全給食率は１００％

となっています。 

①保育所･保育園 

○実施方式 自校方式 

○補食給食(主食持参)  完全給食・・・3 歳未満児 及び ひまわり保育園・あゆみ保育園 

 施設数 園児(人) 実施回数 栄養士 (人) 調理員(人) 

市立保育所 5 333 週 6 回 1 11 

私立保育園 5 340 週 6 回 2 9 

合計 10 673  3 20 

                                    ＜Ｈ19.6.1 現在 社会福祉事務所＞ 
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＜主要な施策の成果(平成 18年度)＞ 

②学校給食 

  ○実施方式  自校方式 11 校   拠点方式 1 校 

   ○米飯給食  委託炊飯 

完全給食 

実施率(％) 

 学校数 

(校) 

児童生徒数 

(人) 

実施回数

(年回) 

米飯  

給食 

(年回) 

栄養職員 

(栄養士) 

(人) 

調理員 

(人) 

市 全国 

小学校 7 3,066 175 70 6 29 100 95.8 

中学校 5 1,710 169 70 4 18 100 73.5 

合計 12 4,776 ― ― 10 47 ― ― 

                                 ＜Ｈ19.5.1 現在 教育委員会＞ 

 

 食に関する活動の現状 

  本市では、各小中学校に栄養士が配置されており、類似自治体と比較しても、栄養士の数は

多い状況にあります。また、地域の食育推進の担い手でもある「食生活改善推進員」による活

動も活発に行われています。 

 

①栄養士、食生活改善推進員数 

 塩竈市 参考（Ｔ市） 宮城県 備  考 

栄養士 18 人 6 人 1,071 人 

市:Ｈ19.4 月現在…１８人 

(内訳：市立病院 3 人，健康課 2 人 

社会福祉事務所１人，教育委員会 12 人)  

県:Ｈ19.4 月現在の宮城県栄養士会会員

数 

食生活改善推進員 57 人 80 人 3,900 人 市:Ｈ19.4 月現在 県:H19.4 月現在 

 

   ②食生活改善推進員による活動状況 

 平成 17 年度 平成 18 年度 

食生活改善推進員数 52 人 50 人 

健康教室等の開催回数 41 回 48 回 

健康教室への住民参加者数 1,516 人 1,464 人 

健康教室等への食改員活動延人数 898 人 1,080 人 

住民検診普及活動回数 3 回 3 回 

住民検診時の啓発者数 340 人 251 人 

その他の健康教育実施回数 6 回 5 回 

その他の健康教育時の参加者数 1,125 人 964 人 
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食を通したネットワークの構築と食育への取り組み 

 平成１３年度から５カ年事業として、「食を通したすこやか子どもネットワーク事業」を実施し、

食のネットワークの構築を図ってきました。平成１４年度からは、平成１３年度に実施した調査

から５つの改善目標を設定し、学校・地域、関係機関との連携を図りながら、「食を通した子ど

もたちの健康づくり」事業を展開してきました。 

【平成１８年度におけるネットワーク各団体・機関の食育関連の主な事業】 

行政（関係各課） 主な事業内容 

社会福祉事務所(公立保育所) クッキング保育，栽培・収穫保育、「給食だより」の配布、保育展の開催 

地域子育て支援センター 栄養指導（調理実習と講話） 

藤倉児童館 
幼児クラブ「芋煮会」、ハンドメイドクラブ「クッキング」、「友だちと一緒に餅つきチャ

レンジ」 

健康課 
食生活チェックシート・食事バランスガイドの活用、広報しおがま「ヘルスメイトの食

情報」掲載、親子の料理教室、地区健康・栄養教室の実施 

水産課 魚市場の見学、収穫まつりの開催、かまぼこ作り体験、魚食普及事業の実施 

学校教育課 学校給食まつりの開催、かまぼこ贈呈式 

生涯学習課 
国際クッキング講座、しおがま何でも体感団、家庭教育支援総合推進事業（食

育関係） 

生涯学習センター 

公民館教室「料理」、公民館短期講座「男性のための料理教室」、ヤングカレッ

ジ「クッキング」、ヤングカレッジ短期講座「お菓子づくり」、市民ボランティア講座「田

舎料理に挑戦しよう」、世界のいただきます「Thanks ｇｉvｉｎｇ」、子ども向けワーク

ショップ「餅つき会を楽しみましょう」 

教育委員会（小学校） 
肥満指導、健康体操、口腔指導、給食試食会、親子かまぼこ作り体験、豆つか

み大会、子育て支援講座「食育」、おやつの食べ方指導、紙芝居の読み聞かせ 

        （中学校） 

食育月間（６月）での取組、給食試食会、学校保健委員会(給食試食会でのア

ンケート集計結果報告)、給食週間、口腔指導、保健だよりの発行、肥満指導、

栄養士による掲示板を活用した食の啓発 

塩竈市立病院 栄養だよりの掲示、配布 

 

関係団体・機関 主な事業内容 

私立保育園・幼稚園 

民間四園給食研究会の取り組み「きょうのあさ なにたべてきた？」（玉川保育園,

あゆみ保育園,さかえ保育園,北浜保育園）、離乳食講習会・体験学習(玉川保

育園)、子育て支援業務(ひまわり幼稚園(おひさまｸﾗﾌﾞ))、「はやね・はやおき・あさ

ごはん運動の推進」・「年間を通した食育（給食指導）」（ひまわり幼稚園） 

食生活改善推進員会 
おやこ食育教室、男性のための料理教室、住民検診会場での普及活動、食育

教室、収穫まつり・ガス展における食事バランスガイド展示・試食提供 

水産加工開放実験室 
市内小学校や各種団体、イベント会場等での魚食普及事業（かまぼこ作り，まぐ

ろの解体，塩竈汁，揚げかまぼこ，焼き魚体験，まぐろステーキ試食等） 

子育て支援ボランティア 

「ふぉ・ゆ」 

エスプ土よう広場（「一口おにぎりとあさりのチャウダー」をつくって食べよ，シーフード

焼きビーフンを作ろう，おべんとうをつくってみよう，イタリア料理に挑戦） 




