
令和２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まとめましたのでご参照下さい。 

所属 令和元年度活動報告 令和２年度活動内容 

JA 中標津青年部 

TEL 0153-72-3275 

FAX 0153-72-0075 

・なかしべつ夏まつり出店～食を通じて農業を伝える（8/10-11） 

・じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場～いも堀り体験など（9/1） 

・泉保育園いも堀り遠足～じゃがいも堀りの援助（9/10） 

・親子ふれあい体験～いも堀り体験と農業見学（10/6） 

・北海道をもっともーっと食べようランチパーティ 

 ～道産食材を使った料理の提供など～（11/20） 

・中標津町立丸山小学校出前授業～酪農についての講義（12/25） 

・なかしべつ冬まつり出店～食を通じて農業を伝える（2/8-9） 

・俣落ウィンターフェスティバル 

～俣落保育所でいも塩煮とホットミルク提供（2/19） 

・中標津町立丸山小学校農園活動支援（5～9 月） 

・児童館ヨーグルト無償提供（9/17、10/1） 

・中標津丸ごと給食出前講座・給食に伯爵いも無償提供（9/25） 

・中標津町立丸山小学校出前授業（12 月） 

・俣落ウィンターフェスティバル（2 月） 

JA 中標津女性部 

TEL 0153-72-3275 

FAX 0153-72-0075 

・計根別女性部とのパン作りを予定するも未実施 未定  

食品加工交流部会 

TEL 0153-72-3275 

FAX 0153-72-0075 

・中標津高校 牛乳を使った料理講習。課題研究発表会のため（7/29） 

・中標津農業高校 パン甲子園サポート。パン作りのレクチャー（9/9） 

・丸山小学校 PTA 親子料理教室。パン 3 種類を作る（9/28） 

コロナのため予定なし 

JA 計根別青年部 

TEL 0153-78-2111 

FAX 0153-78-2556 

 

 

JA けねべつ青年部食育部会出前授業 

・青年部員による酪農業紹介、パワーポイントによる作業、施設・機械の紹介 

 グループディスカッション 

・目的：牛の生態、酪農業を学び、地域の現状を知ってもらい将来について考

えてもらう 

・対象：計根別学園８年生 

・実施時期：６月 14 日（金） 

JA けねべつ青年部食育部会チーズ製造研修 

・青年部員の生乳を使用してゴーダチーズ製造 

・対象：計根別学園８年生 

・実施時期：11 月 28 日（木） 

JA けねべつ青年部食育部会チーズ製造研修 

・青年部員の生乳を使用し、ゴーダチーズ製造 

・対象：計根別学園８年生 

・実施時期：10 月 27 日（金） 

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 

・例会８回/年の内３回を町民向けの教室を実施 

 子ども料理教室（7/30）、男性料理教室（12/20）、正月料理教室（2/7） 

・自主学習 畜産食品加工研修（２回）、パン作り研修 

・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 ４～６月は 11 月 12 月のみ講話を実施。１月以降は未定 

・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） 

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（総合文化会館調理実習室 31 名出席 8/27） 

 講師 4 名 

・手作りみそ袋詰作業（平成 30 年度仕込みそ 1ｋｇ）会員、町民に斡旋（11/29） 

・手作り味噌講習会（総合文化会館調理実習室 会員 5 名町民 18 名役員 11 名

の計 34 名出席）中標津産大豆 100％使用。美幌産麹、赤穂の塩使用（11/25） 

・斡旋用豆の袋詰め（音更産大豆、黒豆、金時、小豆）、いなきびの斡旋（音更

産）（12/12） 

 

 

・牛乳・乳製品料理講習会（総合文化会館調理実習室 コロナウイルス感染予防のため役員

のみの活動）（10/30） 

・手作り味噌袋詰め作業（令和元年度の仕込味噌を 1ｋｇ）会員、町民に斡旋（11/19） 

・手作り味噌講習会（総合文化会館調理実習室 コロナウイルス感染予防のため役員のみ

の活動）（11/27） 

・斡旋用豆の袋詰め（音更産大豆、黒豆、金時、小豆）、いなびきの斡旋（音更産）を予定 



泉保育園 

TEL 0153-73-3040 

・野菜の栽培、収穫 

・焼き芋（10/16） ・餅つき（12/11） 

・野菜の栽培、収穫 

・焼き芋（10/14） 

町立中標津保育園 

TEL 0153-72-2376 

 

活動名：野菜栽培 

対象者：全園児 

実施時期：5 月～10 月 

目 的：各クラスで栽培物を決め、種（苗）植えや収穫を楽しむ 

    収穫した野菜を給食で調理して食べる 

令和元年度同様 

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 

・まるごと給食のメニュー表作成 

・まるごと食堂の調理 

・まるごと給食のメニュー表作成 

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（対象：町内各小中 実施時期：年 1～2 回） 

・給食クイズ（対象：町内各小中 実施時期：毎月） 

・食育掲示板・給食便り（対象：丸山小学校 実施時期：毎月） 

・令和元年度同様 

・今年度は親子料理教室を実施予定でしたが、コロナの関係で中止 

北海道 

中標津農業高校 

TEL 0153-78-2053 

FAX 0153-78-2465 

・計根別食育学校（計根別幼稚園、計根別学園（小学部・中学部）に対する食

農教育） 

 対象／テーマ／時期 

 幼稚園／ｶﾎﾞﾁｬﾗﾝﾀﾝで町を飾ろう！／6-10 月 

 小 1／牛に触れよう(ブラッシング体験)／10 月 

 小 2／野菜博士になろう part1／6-10 月 

 小 3／野菜博士になろう part2／6-10 月 

 小 4／地域を知ろう(ｶﾎﾞﾁｬ栽培、ﾗﾝﾀﾝ加工)／9-10 月 

 小 5／小麦を栽培しよう／6-9 月 

 小 6／ｱｲｽｸﾘｰﾑを作ろう／9 月 

 中 1／地域産業を知ろう(農業機械操縦)／10 月 

 中 2／命を頂く出前授業（牛のと殺）／9 月 

 中 3／ビーフジャーキーを作ろう＆町の PR／9 月 

・今年度で計根別食育学校は 15 年目を迎えた。「食」、と「農業」をテーマとした活動ス

タイルは 15 年間変化していない。これまで計根別幼稚園・計根別学園・中標津農業高

校で連携していた活動だが、今年度からは地域のサポーターや NPO 法人とも連携し、

地域も巻き込んだ食農教育へ変化しつつある。 

 活動の具体的内容については令和元年度と同様。 

教育委員会 

学校教育課 

中標津町役場 

TEL 0153-73-3111 

FAX 0153-73-5333 

事業名：食育推進事業「地場産物について学ぼう」（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。収穫し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もたせ、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：中標津町内全小学校の１学年（232 人） 

実施日：（丸山小 2 年生・計根別学園 1.2 年生）令和元年 9 月 2 日（月） 

    （中小 3 年生）令和元年 9 月 4 日（水） 

    （東小 2 年・俵橋小 5 年）令和元年 9 月 6 日（金） 

 

 

 

 

 

事業名：食育推進事業「地場産物について学ぼう」（収穫体験） 

令和元年度と同様に開催予定としていたが、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間の確保も行っている状況

から中止としている。 



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 

事業名：児童館菜園事業 

概 要：平成 19 年度から実施している児童館菜園事業は、児童館の子ども達と

地域の方で「たがやし隊」を結成し、畑作りを通して、子ども達と地

域の方とのふれあいや、子どもの野菜に対する食育の推進につながる

事業となっている。この事業により、野菜を作る大変さを感じたり、

食べられなかった野菜を自分達が育てた野菜だということで食べられ

るようになる子どもたちも多い。 

対象者：児童館利用児童及び地域の方 

実施時期：5 月から 10 月 

事業名：児童館菜園事業 

概 要：令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「たがやし隊」の協力及び

菜園事業を中止とした。 

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、商品や事業者のリストアップ、事業者へのヒ

アリングなど、町の特産品の基準づくりに向けた取り組みを行った。 

・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

等を行う 

 

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・出前講座を実施 

・実施日：令和元年 9 月 26 日（木）町立小中高等学校及び計根別幼稚園に給食

の提供。ご飯、和風汁、じゃがいもと豚肉のみそ炒め、大根の和え物、ミル

クアイス、中標津牛乳 200ｍｌ 

・出前講座：JA 計根別青年部により計根別学園 4～6 学年に対し「牛・牛乳」

をテーマに実施 

丸ごと食堂を実施 

・実施日：令和 2 年 2 月 8 日（土）なかしべつ冬まつりに合わせ、丸ごと食堂

（限定 100 セットの販売）を実施。丸ごとビーフシチュー、中標津あんぱん、 

 さけるチーズ、なかしべつ牛乳 200ｍｌ 

 ※さけるチーズは、雪印メグミルク㈱中標津工場から提供いただいた 

丸ごと給食・出前講座を実施 

・実施日：令和 2 年 9 月 25 日（金）町立小中高等学校及び計根別幼稚園に給食の提供 

 ご飯、大根と豚肉の生姜炒め、ブロッコリー和風マヨ和え、じゃがいもとわかめの味噌

汁、ミルクアイス、中標津牛乳 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：JA 中標津により丸山小学校 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 

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） 

<目的>・野菜の植え方や育て方を知る 

・野菜の生育に期待しながら育て、収穫する喜びを味わう 

・育てた野菜を調理する事や食することを楽しむ 

<概要・対象者・時期> 

①じゃが芋植え（6-9 月） 

・種芋切り～年長だけで行う  ・芋植え～全園児農高に行って行う 

・雑草取り～農高に全園児で訪問して成長過程を見学。雑草取りを経験させて

もらう 

・収穫 

②栽培体験～枝豆、豆、ピーマン、トマト、キュウリ、ブロッコリー、ズッキ

ーニ、大根、じゃが芋、赤かぶの栽培 

○園の畑にて野菜の植え付け栽培 

○収穫した野菜の調理（茹でじゃがいも、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、人参の炒め物、ｶﾎﾞﾁｬのケーキ、ズッキ

ーニの炒め物） 

○収穫際（10 月）農高生を招待 

・収穫した野菜で料理を作る（肉じゃが、ポテトサラダ、芋団子、ｶﾎﾞﾁｬ団子） 

◎親子でクッキング 

◎野菜の栽培活動（園の畑～農業高校との食育活動） 

○農業高校との食育活動 

・じゃが芋の種芋植え～コロナ感染拡大防止のため、農高単独で行う 

・じゃが芋の生長を見学に行き、雑草取りを行う 

・収穫 

○園の畑にて野菜の植え付け栽培～じゃが芋・大豆・豆・ブロッコリー・かぶ・プチトマ

ト・きゅうり・ズッキーニ・カボチャ・玉ねぎ・枝豆 

○収穫した野菜の調理・その他～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、野菜のカレースープ 

○収穫祭～日程があわないため園独自で行う（自園の畑で採れたじゃが芋を使用） 

○みんなカボチャの苗植え・雑草とり・収穫 

◎家庭教育学級での活動 

○親子で手作り食べ物・お菓子等 

・年長親子～大根の漬物作り 

◎給食指導～<目的><概要>昨年同様 

・食べ物への興味や関心をもち、食べる喜びを味わう 

・正しい食事マナーを身につける（年齢や個人差に配慮しながら） 

◎季節や旬を生かした活動 

○山菜とり（よもぎ、行者にんにく、わらび、こごみ、ふき、くるみ、山葡萄、うど） 



<目的> 

・親としての資質と教養を高め子育てに生かす 

・親子で一緒に手作りする楽しさを知る 

<概要・対象者・時期> 

○家庭教育学級の一貫として手軽にできるパエリア・うどんを講師より学び実

践（講話もあり） 

・年長親子（1 月）餃子作り～親が講師 

・年中親子（10 月）味噌作り～親が講師 

・年少親子（11 月）野菜の蒸しパン、チーズケーキ風デザート～保健センター

管理栄養士が講師） 

◎給食指導 

<目的> 

・食べ物への興味や関心を持ち、食べる喜びを味わう 

・正しい食事のマナーを身につける 

<概要・対象者・時期> 

〇日々の給食（学校給食）の中で楽しく食べる 

・苦手なものでも食べてみようとする心を育てる 

・料理をしてくれた人、作ってくれた人に感謝の気持ちがもてるようにする 

・挨拶、姿勢等様々な食事のﾏﾅｰについて（年齢や個人差に配慮しながら指導） 

◎季節や旬を生かした活動 

<目的> 

・身近な自然環境に親しみ興味をもつ  

・季節を感じ、味わう楽しさを知る 

○山菜取り（わらび、ふき、こごみ、うど） 

○クルミ入りクッキー・よもぎ団子 

○夕涼み会（ほうれん草の炒め物、カレーライス） 

○畑で採れた野菜を使っての料理（ｶﾎﾞﾁｬのｹｰｷ、豆の炒め物、芋煮） 

○焼き芋（11 月）～農高で収穫したじゃが芋を使用 

○大根の漬物作り（年長）～11 月 

○園庭でとれた（こくわ、ラズベリー、グズベリー） 

○畑でとれた野菜を使っての料理（ズッキーニの炒め物、漬物、大根・かぶの漬物、ピー

マンの炒め物） 

○夕涼み会～畑で採れたじゃが芋、玉ねぎを使ってカレーライス作り、じゃがいもパン、

グズベリージャム 

○焼き芋（11 月）～農高で収穫したじゃがいもを使用 

○大根の漬物作り（11 月年長）→家庭教育学級で使用～自分達で植え育てた大根を使用す

る 

保健センター 

TEL 0153-72-2733 

FAX 0153-72-7964 

中標津町食育推進事業として教室を３本実施 

・中学生・高校生うち café クッキング（８月） 

・20～30 代時短レシピでパパっとクッキング（10 月） 

・4～6 歳冬休みわくわく親子クッキング（1 月） 

健康増進・生活習慣病予防を目的とした教室を実施 

・健康応援栄養教室～血糖値編（7 月、12 月） 

・すこやかキッズ教室 

・健診結果説明会（生活習慣病予防の講話） 

その他啓蒙 

・食育通信の発行、紙面教育（町広報健康いちばん） 

・食生活改善協議会運営支援 

・依頼教室（出前教室）の受入れ 

・FM はな出演 

・新型コロナ感染拡大予防策として、事業中止、内容等変更しながら実施。 

 


