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第Ⅰ章 

1.1 事業の背景と目的 

 

高齢化の深化に伴い、社会における健康ニーズが高まっている。しかし日常生活に密着

した食材提供の場である国内のスーパーマーケットにおいては「食と健康」に対する具体的

な取組みがほとんど存在していないのが現状である。 

株式会社千葉薬品では、これまでスーパーマーケットやドラッグストアといった小売業を

展開する一方で調剤、介護、予防といった専門職によるサービス事業を自社に抱えその充

実を図ってきた。 平成19年度より立ち上げた予防事業は、弊社として初の管理栄養士を

採用し市町村の特定保健指導委託事業を開始、地域市民への健康改善指導に取り組む

事になった。そしてその場において、より生活に密着した食材を購入する場において健康

改善を行えないのか、という問題意識から弊社スーパーマーケット事業と予防事業が連携し

て平成24年10月よりスーパーマーケットに管理栄養士・栄養士を配置したコーナーを開設。

ただ食べるだけではなく、食に対する正しい知識を学んで欲しいとの考えから“クッキングラ

ボ”という名称とした。これまでの小売業おける中心的価値であった「価格」・「品質」にプラス

「健康」を提供する事で、地域社会におけるスーパーマーケットの新たな役割を担おうと取り

組んでいる。本事業では、地域における日常の食に対する状況を把握し、そのバランスを

整える事を目的に、地域資源であるスーパーマーケットの店舗を活用しながら、「食材」「栄

養」「美味しさ」をテーマに管理栄養士、栄養士を中心に小売業と地元生産者、地域住民の

交流の「場」を構築。地産地消を促進すると共に、これまでの弊社における取り組みを産官

学で取り組む事によって更に改良を加えることで、高齢者においても安心して「手軽」「手頃

」に食事のバランスを“整える”取組みを実践、地域における「食と健康」を創造する事を目

的とした。 

 

実際の事業の内容としては、食品小売業であるスーパーマーケットにおいて、管理栄養

士を活用した食と健康をテーマとした各種の取組による改善効果とその費用対効果の見え

る化に取り組む事とし、食と健康への取組による改善目標を下記の3点に設定した。 

 

(1) 女性の食物繊維摂取量の増加割合：17．7％ 

 

 取組前後の食事調査結果から、本取組により野菜類の摂取量を中心とした食物繊維摂 

取量がどのように変化したかを定量的に分析し、事業の効果を確認。 

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2010年版）における食物繊維の摂取目標量は、

18歳以上の男性において19ｇ以上、女性は17ｇ以上であるのに対し、同じく厚生労働省「

平成23年国民健康・栄養調査結果」の概要によると、本事業が対象とする30歳以上の食

物繊維摂取量の平均は男性14.3g（目標対比75.5％）、女性14.0g（同82.4％）である。本
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事業対象店舗の顧客は73％が女性であることから、女性を事業対象の中心とし「平成23

年国民健康・栄養調査結果」における食物繊維摂取量の不足分17.7％を増加させること

で17ｇ以上の目標を達成する事とする。 

 

(2) 食生活の改善に対する行動変容ステージが実行期・維持期の者の割合の増加：40

％ 

 

取り組み前後の食生活の改善に対する行動変容ステージ変化から、本取組により何ら

かの食生活改善に取り組んだ者の割合がどの程度増加したかを集計し、事業の効果を

確認するとともに、今後の取組の参考とする。 

弊社がこれまでに実施した特定保健指導業務における指導前と指導後の行動変容ス

テージ変化の実績から、事前調査時における実行期・維持期の協力者を約30％と仮定し、

残りの70％の無関心期・関心期・準備期の協力者のうち、40％を実行期に移行することを

目標とする。 

 

(3)主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合：75

％ 

 

取組前後の野菜摂取に関する意識調査から、本取組により主食・主菜・副菜を組み合わ

せた食事を1日2回以上摂取している者がどの程度増加したかを集計し、事業の効果を確

認する共に、今後の取組の参考とする。 

内閣府「食育の現状と意識に関する調査報告書」（平成23年度）の結果において、主食・ 

主菜・副菜を3つそろえて食べることが1日に2回以上ある頻度について、ほぼ毎日と回答し

た方が68.1％、週4～5日が15.4％、週2～3日が11.6％、ほとんどないが4.9％である。本事

業の協力者も同様の分布であると仮定し、各群において②の目標の約40％が上記形式で

の食事が1日程度増えると見込み、週4～5日の15.4％の約40％がほぼ毎日に移行すること

で75％を目標とした。 

 

1.2 事業の内容 

1） 食事実態調査と改善施策の事前準備 

 一日平均店舗利用者の20％の調査協力者を得ることを施策の目的とし30代以上の店

舗利用会員上位者（購買額・来店回数）40％に対してダイレクトメールを送付。併せて店

舗における事業実施前に野菜摂取・食事バランス改善への動機付けのポピュレーション

アプローチとして、食に関する著名人を招いた事前説明会を企画開催する。説明会への

招待、会場にて食事実態調査、食事意識調査を実施する事で調査協力者を確保及びデ

ータの取得を行う。 
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（１） 食事実態調査についてはBDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）により実施し、食物

繊維摂取量及び食事バランスガイトﾞにおける副菜のサービング数（主材料の重量70ｇ

相当を1単位とした時の単位数）、PFC比（たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー比

率）で定量的に評価する。 

 

（２） 食事意識調査は、内閣府「食育の現状と意識に関する調査報告書」（平成23年度）を参

考に“食知識”、“食行動”、“食環境”に加え “食生活改善に関する行動変容ステージ”

を評価する。 

 

（３） 体重、血圧測定に関しては、自身で測定してもらう事を原則に、協力前後における身体

変化を比較してもらうことで、「食」による身体への影響等から意識向上の一環として実

施する。 

 

各調査の結果については、個々の調査協力者にダイレクトメールにて結果を送付する

とともに、全体の結果を分析してとりまとめる事で、各地域における食の実態として店頭掲

示及び、弊社ホームページへの掲載、店舗利用者とその家族に対する意識付けを行う。 

 

2） 店舗における食生活改善方策の実施   

1)の調査結果を検討の上、次の取組を実施する。また、調査協力者に対し「食と健康を

いっしょに考える会」会員としてカードを発行、一般会員との差別化、囲い込みを行った。 

 

（１） 店内の一角において食と健康への理解、食と農業への理解を深めることを目的に自社

管理栄養士による生活習慣病との関わりの講義や店内ツアー、地元生産者を招いた店

舗での講習会を開催する。 

 

（２） 店内情報提供・試食コーナーにて栄養士・管理栄養士による野菜摂取・食事バランス

改善の課題解決に向けた店頭におけるカウンセリングを実施する。 

 

（３） 手軽に野菜を摂取してもらうことで食事バランスを改善するため、当社管理栄養士監修

の野菜を多く使った惣菜の開発及び販売、レシピの提供を行う。 

 

（４） 日常の食への意識付けと食事バランス改善のために野菜の摂取目標量、野菜の摂取

効果等を店内にポスター及びPOP掲示する。 

 

（５） 食知識向上・食行動改善に向け、行動変容ステージレベルに応じた健康情報やレシピ

を作成し調査協力者個別にダイレクトメールで月1回発送を行う。 
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（６） 野菜摂取量の増加を目的に、調査協力者を対象に野菜を購入しやすい少量単位での

販売を実施する。また、家庭での下処理の手間を省き調理時間を短縮するための野菜

のカットサービスを行う。 

 

（７） 行動継続、モチベーション維持のため、野菜摂取に関するモニタリングシートを応募券

とする景品が当たる抽選会を実施。 

 

3） 効果の検証 

2)の取組について、事前調査の協力者に対して、再度同様の調査を郵送により実施し、

取組の前後における対象者の食事バランス、食物繊維摂取量の変化、関連する食知識、

食行動、食生活改善に関する行動変容ステージの変化、自己測定による体重・血圧測定

値を総合的に分析、事業の目標に対する達成状況について検証を行う。 

 

4） 事業成果報告書の作成 

店舗において実践的に行った一連の取り組み状況と前後の調査結果を集計し、因果関

係を含め事業推進検討会にて討議、取りまとめたものを最終報告の場にて報告する。今後

の取り組み及び普及活動を含めた形で成果報告書を取りまとめる。成果報告書を、関係者

及び地方自治体の農水関連部署、弊社が加盟するオール日本スーパーマーケット協会加

盟企業、管理栄養士・栄養士養成施設へ配布する事で広く公表を行う。 
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第Ⅱ章 事業推進検討会 

具体的な取り組みの実践に向けた事業推進検討会を平成25年9月18日から平成26年3月

31日の活動期間で立ち上げた。実務に携わる弊社管理栄養士を中心にスーパーマーケット

事業関係者、該当店舗で店頭販売を行っている地元生産者及び食育に関わる学術者等を交

えて検討を行った。アジェンダは“事前検討”、“事前調査結果報告及び実践内容の検討”、“

中間評価”、“事後調査結果報告および効果検証”、“最終報告”とし期間中5回開催した。 

 

事業推進検討会メンバー 

役　　割 氏　　名 所属

渡辺　智子 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科　教授

中山　厚穂 首都大学東京都市教養学部社会科学研究科　准教授

近藤　由里子 千葉県農林水産部安全農業推進課　主査

山田　紀夫 株式会社　千葉薬品　常務取締役ｻｰﾋﾞｽ営業本部長

根本　幸男 株式会社　千葉薬品　取締役在宅介護部長

プロジェクトリーダー兼事務局 宮下　隆 株式会社　千葉薬品　在宅介護部予防ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

流通担当 山田　一男 株式会社　千葉薬品　店舗運営部ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ長

会計管理責任者 宇井　博 株式会社　千葉薬品　監査役

鈴木　亜美 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

鈴木　尚子 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

森　優子 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

長谷川　桂以 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

馬渡　さやか 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

猪俣　絵里奈 株式会社　千葉薬品　在宅介護部管理栄養士

根岸　華絵 株式会社　千葉薬品　店舗運営部栄養士

管理栄養士・栄養士

アドバイザー

外部有識者

 

事業推進検討会開催日程 

会議名 開催日・場所 内容

平成25年9月20日 取り組み内容の確認

株式会社千葉薬品　本社会議室 各業務の担当割の確認

平成25年10月15日 事前調査の内容

株式会社千葉薬品　本社会議室 取り組みについての状況

平成25年11月15日 取り組みについての進捗状況

株式会社千葉薬品　本社会議室 改善施策の検討

平成25年12月12日 取り組みについての取りまとめ

株式会社千葉薬品　本社会議室 事後調査の検討

平成26年2月18日 事後調査結果の検討

株式会社千葉薬品　本社会議室 報告書の取りまとめ方について

平成26年3月26日 活動の効果と課題について

株式会社千葉薬品　本社会議室 今後の展開について

第5回事業検討会

第4回事業検討会

第3回事業検討会

第2回事業検討会

第1回事業検討会

社内事前検討会
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第Ⅲ章 事前調査 

3.1 調査概要 

食事実態調査と改善施策の事前準備としてヤックススーパーマーケット八幡店とヤ

ックススーパーマーケット四街道店店舗を利用している顧客を対象に参加者を募った。

募集の際わかり易く伝わるよう、親しみを持ってもらう為に H25 年度農林水産省「食

材提供の場を活用した食育実践活動事業」を「食と健康をいっしょに考える会」という

名称とし、30 代以上の各店舗利用会員上位者（購買額・来店回数）に対し食実態調査・

食事意識調査を同封したダイレクトメールを送り、調査協力者を募った。併せてより多

くの調査協力者の確保及び野菜摂取・食事バランス改善への動機付けポピュレーション

アプローチを目的とし、食に関する講演を兼ねた事前説明会を開催。会場にて食事実態

調査、食事意識調査の回収、セルフでの体重、血圧測定を実施する事で調査協力者の確

保及びデータの取得を行った。不参加者についてはダイレクトメール同封の返信用封筒

で返送依頼し回収。食事実態調査は BDHQ（簡易型自記式食事歴法質問票）により実

施し、食物繊維摂取量及び食事バランスガイトﾞにおける副菜のサービング数（主材料

の重量 70ｇ相当を 1 単位とした時の単位数）、PFC 比（たんぱく質・脂質・炭水化物

のエネルギー比率）で定量的に評価する。食事意識調査は、内閣府「食育の現状と意識

に関する調査報告書」（平成 23 年度）を参考に“食知識”、“食行動”、“食環境”に加え 

“食生活改善に関する行動変容ステージ”を評価。体重、血圧測定に関しては、自身で

測定してもらう事を原則に、取組み前後における身体変化を比較してもらうことで、

「食」による身体への影響から意識向上の一環として実施した。 
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事前説明会開催日程 

対象地域 開催日・場所 内容

平成25年9月23日 事業説明及び参加者募集

四街道市文化センター タニタの社員食堂健康セミナー

平成25年9月24日 事業説明及び参加者募集

市原市市民会館 タニタの社員食堂健康セミナー

千葉県四街道市

千葉県市原市

 

 

事前説明会案内チラシ 

 

 

事前説明会アンケート結果 
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事前説明会コメント 

・毎日の食生活で旬の物を取り入れるようにしておりましたが、今回セミナーに参加で 

きて食物繊維をもう少し多く取り入れることと、運動を増やすことを心がけたいと思い 

ました！本日のセミナーに参加できて大変良かったと感じます。有難うございました。 

・メタボ健診結果 要指導でした。なかなか続かないということが意志の弱さで・・・ 

困っています。努力したいと思います。ありがとうございます。 

現在の野菜の栄養価が下がっている状態で、きちんと栄養が摂れているのかが不安です。 

・とても勉強になりました。今後の食生活に生かしたいです。部活（家庭料理部）で     

ヘルシー料理を考えていたので、1 日に取る野菜の量など知りたかったことがわかったの 

で良かったです。 

・今日はたまたま主人が休みだったので 5 才と 1 才の子供をあずけられましたが、もし 

できるなら(なかなか難しいとは思いますが)子連れでも参加できるようなセミナーがあ 

れば、30～40 代くらいの世代にも参加しやすくなるのではと思いました。 

・今後の食生活に参考にしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ＝53 
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3.2 事前調査結果（BDHQ） 

調査期間：平成 25 年 9 月 11 日から平成 25 年 10 月 2 日 

  対象店舗：ヤックススーパーマーケット四街道店 

ヤックススーパーマーケット八幡店 

調査対象者：各店舗利用者 

回答者数：258 名  

 

   対象者の属性 

 

＜男性＞ 
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＜女性＞ 

 

BDHQ の結果からは、男女共に「塩分の摂り過ぎ」「食物繊維摂取の不足」の傾向が見

られ、男性では「脂質の摂り過ぎ」についても傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 事前調査結果（食事意識調査） 

調査期間：平成 25 年 9 月 11 日から平成 25 年 10 月 2 日 

  対象店舗：ヤックススーパーマーケット四街道店 

ヤックススーパーマーケット八幡店 

調査対象者：各店舗利用者 

回答者数：252 名 
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とても満足、まあまあ満足を合わせると約 7 割の参加者が現在の食生活に満足。 

 

 

自身の食事に対する知識は、おおよそ半分の参加者が理解していると回答。 
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行動変容ステージについては、実行期・維持期が 66％と意識の高い参加者が多い。事

業目標の 2 つ目である食生活の改善に対する行動変容ステージが実行期・維持期の者の

割合の増加は、残りの 34%の無関心・関心・実行期の者のステージを向上させる事に

ある。 

 

 

事業目標の 3 つ目にある食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上の日がほ

ぼ毎日の者の割合 75％に対し現状の 56%からの 19%増加が目標となる。 
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約半分の参加者が、1 日に摂取すべき野菜の摂取量に対する知識があった。 

 

92%の参加者は、野菜が好きと回答。 

 

61%の参加者は、野菜摂取に関するセルフエフェカシーが高い状態にあった。 



17 
 

 

野菜による疾病予防効果について、多くの参加者は骨粗鬆症に対しての知識が少ない事

が分った。 

 
野菜を購入する際に重視する項目について１位に多く挙げられた項目は「新鮮さ」であ

り、価格は 2 位に多く挙げられた。 
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食事意識調査＜事前＞ 
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