
令和 3 年度食育推進連絡会議にて各団体より報告頂いた食育活動についてご紹介いたします。 

所属 令和２年度活動報告 令和３年度活動内容 

JA 中標津青年部 

TEL 0153-72-3275 

FAX 0153-72-0075 

・丸山小学校農園活動支援（５～７月） 

・中標津丸ごと給食における出前講座の実施（9 月） 

・丸山小学校での出前授業の実施（１２月） 

・丸山小学校農園活動支援（５～７月） 

・中標津丸ごと給食における出前講座の実施（9 月） 

・丸山小学校、東小学校、中標津小学校での出前授業の実施（１２月～２月） 

食品加工交流部会 

TEL 0153-72-3275 

FAX 0153-72-0075 

・例年は小学校の親子料理教室等の受け入れがあるが、2 年度については活動 

なし 

・未定 

JA 計根別青年部 

TEL 0153-78-2111 

FAX 0153-78-2556 

・加工研修（チーズ作り）（10 月） 

 事前講習会（座学）「ナチュラルチーズはどうやってできるか？」 

 加工研修センターにてゴーダチーズ製造研修 

・出前授業（酪農の魅力について） （10 月） 

 対象：計根別学園 8 年生 

・加工研修（チーズ作り） （１０月）  

JA 計根別女性部 

TEL 0153-78-2111 

FAX 0153-78-2556 

・新型コロナウイルスのため、活動休止 ・新型コロナウイルスのため 9 月まで活動自粛 

食生活改善協議会 

事務局(保健ｾﾝﾀｰ) 

TEL 0153-72-2733 

FAX 0153-72-7964 

・新型コロナウイルス感染拡大予防策として、調理及び試食を伴う例会や教室

の中止、例会内容の変更を行い活動。 

・例会として 11 月 12 月のみ講話を実施。 

・自主学習として畜産食品加工研修（11/18）、パン作り研修（10/6）実施 

・正月料理教室（１２月）、男性料理教室（２月）に実施予定 

・消費者協会より講師の依頼あり受託（10 月） 

・自主学習として畜産加工研修（7 月、9 月）実施予定 

中標津町消費者協会 

TEL 0153-73-5211 

FAX 0153-73-5211 

・牛乳・乳製品料理講習会 20 名参加（10/30） 

 講師 後藤 良子（コロナウイルス感染予防のため役員のみ活動） 

・手作りみそ袋詰め作業（11/19） 

・手作り味噌講習会 会員 5 名、町民 18 名、役員 11 名（11/27） 

 中標津産大豆 100％使用、美幌産麹、赤穂の塩 

・凱旋用豆の袋詰め（音更産大豆、黒豆、金時、小豆）、いなきびの凱旋（音更

産）（12/11） 

・北海道米料理講習会（10/21） 

・手作りみそ袋詰め作業（11 月予定） 

・手作り味噌講習会（11 月予定） 

・凱旋用豆の袋詰め（音更産大豆、黒豆、金時、小豆）いなきびの凱旋（音更産） 

泉保育園 

TEL 0153-73-3040 

・野菜の種まき、栽培、収穫、実食（６～9 月） 

 （人参、ラディッシュ、トマト、きゅうり、なすび、しそ） 

・焼き芋（9 月） 

・野菜の種まき、栽培、収穫、実食（６～9 月） 

 （人参、ラディッシュ、ほうれん草、トマト） 

・芋ほり（8 月） 

・焼き芋（10 月） 

町立中標津保育園 

TEL 0153-72-2376 

 

・野菜栽培（春～秋） 

・焼きも（10 月） 

令和２年度同様 

根室農業改良普及 

センター北根室支所 

TEL 0153-72-2163 

FAX 0153-73-4123 

・中標津丸ごと給食のメニュー表作成  

中標津町内小中学校 

養護教諭 

・栄養教諭による食育の授業 

・給食指導の実施 

・家庭科や技術などの授業の中での指導 

・栄養教諭による食育の授業 

・給食指導の実施 

・家庭科や技術などの授業の中での指導 



町立丸山小学校 

（学校給食ｾﾝﾀｰ） 

丸山小学校 

TEL 0153-73-4411 

FAX 0153-73-7763 

・食に関する指導～町内の小中学校・各学年年１～２回実施 

・給食だよりの発行～丸山小学校年４回発行 

・一口メモの配布～町内の小中学校、毎月クイズ等食べ物のことについて紹介 

・給食掲示板の作成～丸山小学校、毎月作成 

令和２年度に準じる 

・食に関する指導 

・一口メモの配布 

・給食掲示板の作成 

・給食ブログ 

北海道 

中標津農業高校 

TEL 0153-78-2053 

FAX 0153-78-2465 

「地域産業への理解を深めてもらうこと」「農業と食への興味と理解を深めて

もうらこと」「計根別を愛する郷土愛を育むこと」の３点を目標に活動実施 

・計根別幼稚園児～じゃが芋収穫 

・計根別学園 1 学年～牛とふれあい体験 

・計根別学園２学年～野菜植え付け、じゃが芋土寄せ、雑草管理 

・計根別学園３学年～じゃが芋土寄せ、雑草管理、収穫 

・計根別学園４学年～ハロウィンかぼちゃの植え付け体験、収穫、加工体験 

計根別幼稚園児  景観学習（自然から町を学ぶ学習） 

・計根別学園５学園～小麦畑の管理 

・計根別学園 6 学年～牛乳の学習・アイスクリーム製造体験 

・計根別学園 7 学年～牛舎管理体験＆トラクター操縦体験 

・計根別学園 8 学年～いのちをいただく出前授業 

・計根別学園９学年～ジャーキー作り体験事前出前授業、食肉の学習・ジャー

キー作り体験 

・上西春別中学校～入和食レシピ共同開発 

「地域産業への理解を深めてもらうこと」「農業と食への興味と理解を深めてもうらこと」

「計根別を愛する郷土愛を育むこと」の３点を目標に活動実施 

・計根別幼稚園児～じゃが芋収穫、収穫祭 

・計根別学園 1 学年～牛とのふれあい体験 

・計根別学園 2 学年～じゃが芋土寄せ、雑草管理、野菜の収穫 

・計根別学園３学年～じゃが芋土寄せ、雑草管理、野菜収穫 

・計根別学園４学年～ハロウィンかぼちゃの種まき、植え付け、収穫、ランタン加工 

計根別幼稚園児   

・計根別学園５学年～小麦畑の管理、小麦の収穫 

・計根別学園 6 学年～アイスクリーム製造体験 

・計根別学園 7 学年～牛舎管理体験、トラクター操縦体験 

・計根別学園 8 学年～いのちをいただく出前授業 

・計根別学園 9 学年～農業高校生による出前授業（農業に興味を持った理由は？） 

          ジャーキー製造体験 

教育委員会 

学校教育課 

中標津町役場 

TEL 0153-73-3111 

FAX 0153-73-5333 

・食育推進事「地場産品について学ぼう」（収穫体験） 

 （概要）町内で作付けされた野菜（大根・トマト）の収穫体験の実施、農協

の選果場を見学。収穫いた野菜を給食食材として使用。 

 （目的）町内で栽培されている野菜に興味を持たせ、バランスのよい食生活

の一助とする。地域の生産活動の学習と働く人への感謝の気持ちな

どから、身近なものとして食の大切さを学習する 

※長期の臨時休業の影響により、各学校において行事の中止・簡略化の他、長 

期休業期間の変更により授業時数の確保も行っている状況から中止となっ 

た 

・食育推進事業「地場産品について学ぼう」（収穫体験） 

（概要）町内で作付けされた野菜（大根）の収穫体験の実施、農協の選果場を見学。 

収穫いた野菜を給食食材として使用。 

（目的）町内で栽培されている野菜に興味を持たせ、バランスのよい食生活の一助とする。

地域の生産活動の学習と働く人への感謝の気持ちなどから、身近なものとして

食の大切さを学習する 

（対象者）中標津町内全小学校の希望学年 

（実施時期）令和３年 9 月（実施の可否は 8 月中に決定する） 

町民生活部 

子育て支援室 

中標津町役場 

TEL 0153-73-3111 

FAX 0153-73-5333 

・児童館菜園事業（コロナの影響により中止） 

 （概要）平成１９年度から実施している児童館菜園事業は、児童館の子ども

たちと地域の方で「たがやし隊」を結成し、畑つくりを通して、子

ども達と地域の方とのふれあいや、子どもの野菜の対する食育の推

進につながる事業となっている。 

（対象）児童館利用児童及び地域の方 

 （時期）５月～１０月頃 

 

各児童館にて畑作りを実施し、野菜を育て、収穫する取り組みを実施している。 

経済部 

経済振興課 

中標津町役場 

TEL 0153-73-3111 

FAX 0153-73-5333 

・なかしべつ観光協会と連携し、町の特産品の基準づくりやイベントの開催に

向けた検討を実施 

・ふるさと納税返礼品も含め、ＷＥＢ媒体を活用したＰＲを実施 

 

 

 

 

・なかしべつ観光協会と連携し、町の特産品のＰＲや商品開発に向けた支援の実施 



経済部農林課 

中標津町役場 

TEL 0153-73-3111 

FAX 0153-73-5333 

・丸ごと給食の実施 

 実施日：令和 2 年 9 月２５日（金） 

町内小中高等学校及び計根別幼稚園に提供 

 メニュー：ごはん、大根と豚肉の生姜炒め、ブロッコリー和風マヨ和え 

      じゃが芋とわかめの味噌汁、ミルクアイス、なかしべつ牛乳 200ml 

 ※食材のじゃがいも（伯爵）はじゃがいも伯爵祭り＆ふれあい広場実行委員

会から提供いただいた 

・出前講座の実施 

 ＪＡ中標津青年部により丸山小学校４年生に対し「中標津のじゃがいもにつ

いて」をテーマに実施 

  

・丸ごと給食の実施 

 実施日：令和３年９月３０日（木） 

町内小中高等学校及び計根別幼稚園に提供 

 メニュー：まるっと中標津カレーライス、ブロッコリーとゴーダチーズのサラダ、 

ミルクアイス、なかしべつ牛乳 200ｍｌ  

 ・出前講座の実施 

 ＪＡ中標津青年部により中標津東小学校５年生に対し「中標津のじゃがいもについて」

をテーマに実施 

 

 

計根別幼稚園 

TEL 0153-78-2336 

・野菜の栽培活動（園の畑～老人クラブ、農業高校との食育活動） 

①じゃが芋植え（６～９月）※農業高校との食育活動 

  芋植え、雑草とり、収穫 

②栽培体験（園の畑） 

  植え付け栽培（枝豆、豆、ピーマン、トマト、きゅうり、ブロッコリー、

ズッキーニ、大根、じゃが芋、赤かぶ） 

  収穫した野菜の調理（ゆでじゃが芋、豆の炒め物、きゅうりの漬物、ピー

マンの炒め物、芋団子、大根の漬物、ズッキーニの炒め物、カレースープ） 

  収穫祭（10 月）（おしるこ、芋団子、南瓜団子、ピーマンの炒め物 

・親子でクッキング 

 年長親子（漬物つくり）11 月 

・季節や旬を生かした活動 

 山菜取り（わらび、き、こごみ、うど）、焼き芋（11 月）など 

・野菜の栽培活動（園の畑～農業高校との食育活動） 

 ①じゃが芋植え 

  じゃが芋の成長を見学、雑草取り、収穫 

 ②栽培活動（園の畑） 

  植え付け栽培（じゃが芋、大根、豆、プチトマト、きゅうり、ズッキーニ、南瓜、枝

豆） 

  収穫した野菜の調理（ピーマンの炒め物、大根の漬物、かぶの漬物、ズッキーニの炒 

め物） 

  収穫祭（農業高校生徒を呼んでもてなす） 

・家庭教育学級 （年長親子～大根の漬物つくり） 

・給食指導 

 食べ物への興味や関心を持ち、食べる喜びを味わう。 

 正しい食事マナーを身につける 

・季節や旬を生かした活動 

 山菜取り（よもぎ、わらび、こごみ、ふき、くるみ、山葡萄） 

 畑でとれた野菜を使っての料理 

 焼き芋 

保健センター 

TEL 0153-72-2733 

FAX 0153-72-7964 

・食育教室 3 本、栄養教室を２本予定していたがコロナにより中止 

・啓発活動として食育通信の発行、広報１２月号に記事掲載「地産地消の推進

「中標津の旬がまるわかり「中標津旬の食材カレンダー」」 

・依頼教室の実施 

 

・食育教室 2 本、栄養教室 2 本を予定しているがコロナの状況をみて実施 

・啓発活動として食育通信の発行、広報１２月号に記事掲載予定「野菜嫌いを克服しよう」 

・依頼教室の受け入れ 

 

 


