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平成２４年度食育推進事業実績報告書 

 

 

取り組みの背景・目的 

多様化する価値観やライフスタイルにより、社会環境が大きく変化してきています。そのよう

な環境において、「食」は、人間が健全で健康的な生活を送るための中心的な要素であるに

もかかわらず、忙しい毎日を送る現代人の意識から優先度が下がり、乱れた食生活を送って

いる人が多く存在する現状となっています。その結果、「食」に対する意識・興味の低下から、

日本人の健康にも大きな影響を与えています。 

また、「食」は、家族の団欒の場であり、マナーやしつけの場でもあります。将来、成長した子

供たちが「健全な食生活」を送っていくときの潜在的な意識ベースとなるため、家庭での「食」

は大変重要な役割を担っています。そしてそれは、その子供たちへと引き継がれていかな

ければなりません。 

しかしながら、若年層をはじめ子育て世代の「食」については、中央官庁等の資料により問

題も指摘されていますが、2011 年 3 月 11 日の震災以降、子育て世代においては今まで以

上に「胎児・乳幼児の成長に大きな影響を及ぼす“食”」に対する意識が高まっています。本

事業ではこのような意識変化を契機に、家庭で大きな影響力を持つ若い母親を対象に、

日々の生活習慣の中で「食の安全に関する知識習得と日本型食生活の実践」を自然に身

に付けられる事業を展開し、「家族の食」を通じて「食」への意識と行動を変え、心身ともに健

康な子供の成長を支え、家族全員でバランスの良い食事を摂ることができる取り組みを行い

ました。 

 

 

対象者 

「プレママ（妊産婦）を含む、６歳までの幼児を持つ若い母親」 

「食」の課題が多い若年層において、この層は課題を抱えつつも比較的アプローチがしや

すく、意識改革・継続的な実践につながりやすいため、高い効果が期待できます。また、家

庭内で中心的なポジションへのアプローチは、本人や子供にとどまらず、若い父親世代へ

の波及効果も期待できます。本事業ではこの意識変化を契機に家庭で大きな影響力を持

つ若い母親を対象としました。 
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取り組み概要 

対象者である「若年ママ世代」に有効なコミュニケーションツールを活用して広域に展開を

目的に、Android アプリを構築してサービス展開を行いました。 

今や、スマートフォンは、「電話」の役割を超え、プライベートな場では、パソコンやテレビにと

って代わる勢いで伸びているコミュニケーションツールです。特に、若年層には、その傾向

が顕著に現れています。この層に有効なコミュニケーションツールを中心に事業展開するこ

とで、訴求する地域を限定せず、広い範囲での伝達が可能となり「継続的な取組」を構築す

ることができるため、スマートフォンを活用してバランス食が学べるアプリを構築しました。

日々の生活で「食の安全に関する知識習得と日本型食生活の実践」が自然に身に付き、利

用者同士、専門家との双方向のコミュニケーションが展開できる仕組を構築しました。 

また、スマートフォンアプリで当該対象者向けの 「食」 に特化した悩み解決のサービスは存

在しないため、子育て全般についての広く浅い情報提供のためのツールはあるものの、「食」

に特化して意味ある情報を提供しているアプリは存在しません。本事業では、興味喚起を呼

び起こし、「食」の正しい理解と実践方法が使いながら自然と身につく独自性の高いツール

を展開しました。 

事業終了後の自走を目的とするため、対象者が日常的に高頻度に利用するスマートフォン

で、対象者の課題解決やニーズに沿った取組を全国の対象者に促す取組を全国で展開を

行い、さらに、事業終了後も引き続きスマートフォンアプリを自主事業として運用し、子育て

世代の母親に対する「正しい食」の啓蒙活動を継続していきます。 

当食育事業の構造は以下の通り。 
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＜参考＞ 本事業の対象世代でのスマートフォン利用の現状とその有効性 

 18～29 歳の女性のスマートフォンの利用状況＞ 

出典： google 「Our Mobile Planet」「世界のスマートフォン利用に関する大規模調査」の

2012 年版より（2012 年 5 月時点） 

「拡大し続けるスマートフォン。これからのコミュニケーションはスマートフォンが中心に。」 

 スマートフォンの普及率は対象層人口の 29％に上り、前年比 3.3 倍の勢いで伸びてい

る。 

 スマートフォン利用者の 98%がスマートフォンで 1 日に 1 回以上インターネットにアクセス

している 

 スマートフォンの一般的な用途として、利用者の 70％が「アプリを使う」と回答している。

（ 80％以上が、①メール、②一般的な検索、③ウェブサイトを閲覧利用と回答。従来の

インターネットコミュケーションについで、スマートフォンでのアプリ利用はこの世代では

大変一般的） 

 スマートフォン利用者の 70%がアプリを利用。また、平均で 44 のアプリをダウンロード（世

界最大）。 

 「今後、スマートフォンでのアプリ利用が減る」と回答しているのはわずか 4%。 

 スマートフォン利用者の 72%が、SNS を利用。 

 iOS、とAndoroid のアプリで、対象者の 98%が利用できるサービスとなる。iOSとAndroid 

アプリのシェアの比率は半々。 

 スマートフォンでの情報収集について、46%が「テレビより重要」、42%が「テレビより面白

い」と回答。 

 

 

Android アプリサービス概要 

アプリ名称： ママコンシェル 

「困ったときに頼りになるママとキッズのためのコンシェルジュ」をテーマに、完結でサービス

内容が伝わりやすい名称としました。 

全体のデザインのトーンとしては、「母親と子供の絆」、「子供に対する母親の愛情」を表現し、

また、若年女性が「使いたい」と思ってもらえるような柔らかい印象の色使いながら、前向きな

印象のあるデザインとしました。さらに、それぞれのページは、視覚的にわかりやすいように

情報の整理に配慮しました。 
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▼「ママコンシェル」起動時ローディング画面 

  
 

1. 専門家との接点 （情報入手、共有）   「専門家」機能 

プレママ（妊産婦）と子育てママの悩み・疑問解決Ｑ＆Ａコーナーの構築 

利用者の悩みや疑問を解決し、正しい知識と行動を身に付けることを目的のサービス。「子

供の食事」、「体調との食の関係」、「食の安全性」、「妊娠中の食事」、「子供体調」に関して、

利用者から質問を個別に受けて、専門家が個別に回答。蓄積した質問内容と回答内容は、

読み物としてコンテンツ展開し、利用者がQ&Aとして閲覧し、日々の食生活、健康生活に役

立つようなコンテンツとして情報を編集して提示しました。 

▼「専門家」トップページ ▼個別の質問画面 
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▼質問画面 ▼専門家から回答があった時のお知らせ画面 

  

 

専門家に寄せられた質問内容は、震災の影響で「食の安全性」についての意識が高くなり、

安全性の質問が多くなると推測しておりましたが、メディアなどでも多く報じられているためか、

実際には、「子供の食事」についての質問が多く、次いで「子供の身体と健康について」が

多く寄せられる傾向がありました。日々の子育ての過程で、どのように食事を与えたらよいか、

また、成長過程での身体について、母親は疑問に思うようです。 

 

なお、実際に利用者から寄せられた質問の内容は以下のとおりです（抜粋）。 

 

▼「身体について」の質問 

利用者からの質問 専門家からの回答 

黄疸について。うちの子はちょっと色黒な

のか、黄疸なのか、区別がつかない。黄

疸ならいつまで続くのか知りたいです。 

黄疸か色黒かは白目を見てみるといかがでしょうか？

黄疸だと白目が黄色く染まって見えます。母乳性の黄

疸だと２ヶ月くらいは続くお子さんもいますね。母乳性

の黄疸なら心配はないのですが、先天性の胆道閉鎖と

いう病気で黄疸が出ることもあります。黄疸があり、ウン

チの色が白っぽい時には小児科を受診して、相談して

ください。 

顔にニキビみたいな乳幼児湿疹ができて

います。これはいつごろよくなるのでしょう

か？ 

赤ちゃんは新陳代謝が活発であり、脂漏性の湿疹がで

きやすいです。できる程度や期間も個人差があります

が、医師の指示に従って、スキンケアを続ければ、必ず

きれいな皮膚になります。また、赤ちゃんだからといっ

て厚着をさせ過ぎると汗疹もできてしまいます。 

うちの子のアレルギーは卵だけなのでま

だいいですが、乳製品や小麦アレルギー

の子供を持つママは、本当に大変そうで

す。アレルギーってなぜ起きるのでしょう

細菌やウイルスなど病原体を排除するために持ってい

る「免疫」という働きが、食べ物や花粉などに過剰に反

応してしまうことがあり、これをアレルギーといいます。

決して現代人特有のものではなく、昔から存在していま
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か？現代人特有のものですか？ した。ただ、食品に含まれる添加物や大気汚染などと

いった環境要因でアレルギーの患者さんは増えている

ようですね。 

共働きですと、ちょっと外食が多くなった

りするので、味付けの濃いものを好むよう

になります。特にお醤油味。摂りすぎない

ことが、もちろん一番ではありますが、塩

分気になる食事になってしまった際は、

やはり水分を多く摂取して排尿するしか

ないでしょうか。 

外食が中心になるとどうしても塩分摂取過多になりやす

いですね。理想はお母さんの手作りの食事でしょうか。

塩分を摂りすぎてしまうと、水分を多く摂取しても体へ

の影響は残ってしまうと思います。 

月齢にあった睡眠時間はどれくらいのも

のなのでしょう？18 か月で夜間 10 時間

昼寝 1.5 時間は睡眠時間として充分でし

ょうか？ 

新生児の睡眠時間は 1 日の 65〜80%で、生後６ヶ月を

過ぎると 50%前後に減ってくると言われています。昼夜

のリズムや離乳食との時間との兼ね合いで 1日のリズム

を作ってあげるのがいいのではないでしょうか。親の夜

型の生活に赤ちゃんを巻き込むのは発育や発達の面

から、おすすめできませんね。 

熱性けいれん起こしたことがある場合、発

熱時の受診の目安はどのようにしたらよ

いでしょうか？ 

熱性けいれんの既往があっても、発熱時の受診の目安

は特別なものはないと思います。熱性けいれんを繰り

返したり、家族歴のあるお子さんでは主治医の指示に

従って抗けいれん在の予防投与がされることもありま

す。いずれにしても、かかりつけ医を決め、普段からい

い関係を築きましょう。 

トイレトレーニングを始める時期と発達の

目安はいつくらいでしょうか？2 歳すぎて

も極度に嫌がる場合はおむつのままでも

よいでしょうか？ 

トイレトレーニグを始める時期の目安として、①一人で

上手に歩ける、②おしっこの間隔が 2〜3 時間以上開

く、③言葉や動作で自分の意思を伝えられる。以上の

３項目がクリアできたら始めていてください。ただし、あ

くまでも目安です。焦らず、叱らず、進めてあげてくださ

い。 

耳掃除の必要性はどうでしょうか？綿棒

での耳掃除はよくないと耳鼻科でいわれ

るますが、どの程度の掃除をすべきでしょ

うか？ 

耳垢は元々、掃除しなくても自然に排泄されていきま

す。掃除し過ぎはかえって耳垢を増やしたり、嫌がる子

どもに無理矢理掃除すると耳道や鼓膜に傷をつける危

険もあります。入浴後に綿棒で見えるところの水分を取

ってあげる程度で十分でしょう。 

汗や乾燥による皮膚トラブルで皮膚科を

受診すると、すぐにステロイド剤を処方さ

れますが問題ないのでしょうか？ 

スキンケアの基本は皮膚を清潔にしての保湿です。皮

膚トラブルの原因が汗にしろ乾燥にしろ、基本は同じ

です。すでに皮膚が炎症を起こしてしまっている時に

は適切な強さのステロイド剤を使用します。以前もらっ

た塗り薬があったから使ってみようもいいですが、自己

判断せず、医師の指示の上で正しく使用してください。 

言葉の覚え間違い（例：ただいま→まー

たい おかいもの→おかいのも）を 1 歳半

くらいの時期は、正しく訂正せず様子を

みたほうがいいのでしょうか？ 

様子を見ていいと思います。まだ、しっかりと単語を話

せる年齢ではありません。 

3 歳 8 ヶ月 男児です。離乳食期に、アレ

ルギーを引き起こしやすいからNGと言わ

れていた蕎麦、そしてお刺身などの生も

の。その当時は「もちろんそうだよね」と思

離乳食が開始されているのなら、特に駄目な年齢はあ

りません。食べさせはじめていいと思います。心配であ

れば少量ずつ開始してみるといいと思います。 
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ってあげていなかったのだけど、今だに

あげていません。もうこの年齢になればい

いのではと思うけど、イマイチ踏み切れず

にいます。あげても大丈夫という年齢の

目安や本人の状態があれば伺いたいで

す！…と、実は今だに悩んでいる私でし

た。回転寿司に行っても、玉子ばかり食

べている息子です（笑） 

際限なくどんどんごはんを食べてしまいま

す。小出しにしても何度もおかわりしま

す。今のところ肥満児ではありませんが、

欲しがるだけあげても大丈夫でしょうか？ 

はい、ごはんなら満足するまであげてもだ大丈夫です。 

インフルエンザの予防接種、毎年打って

も結構感染しています。特にアレルギー

はないのですが、接種後腕が腫れたりす

る副作用も出ますし、金額的にも安くはな

いのですが、それでも打つ方がよいので

しょうか？ 

打った方が良いと思いますが、接種後の腫れがあまり

にもひどくそれにより日常生活に支障を来すようであれ

ば接種しないことも考慮してよいと思います。心配であ

れば腫れの状態を医師に診てもらい、今後も接種が必

要か、接種しなくて良いのか判断してもらっても良いと

思います。 

断乳して 1 か月(現在の月齢 16 か月)で

すが１日中食べ物を欲しがります。断乳

直後から食欲旺盛になり、朝昼晩と２回

の間食という風に時間を決めてあげたい

のですが、本当に食べ物の要求が多くて

つい渡してしまうのですがどうしていくの

がいいでしょうか？ 

バランスの良い食事であればいくら摂取してもいいと思

います。 

食物アレルギー(乳・卵・甲殻)があり、今

は乳から少しずつ解除を始めようとしてい

ますがどんな風にすすめていったらいい

でしょうか？またどんなことに注意してい

ったらいいですか？ 

どの程度のアレルギーで、どのような経緯で診断された

のかがわからないと的確な回答ができませんので、そ

の経緯をまずは教えてください。 

食事に意欲がなく好きなもの以外の遊び

食べが抜けない(月齢１７か月)のですが

どういうことで気持ちが向けていくのがい

いでしょうか？ 

味付けや工夫をして、少しずつでもいいので食べさせ

ればいいと思います。また、無理矢理食べさせない方

がいいと思います。 

うちの子供は、便通がなかなかありませ

ん。大人用の便秘の薬を飲ませるわけに

もいかず、困っています。 

腹部の状態、便秘の原因も大切になってきますので、

小児科受診をすすめます。 

子供の体調変化はとても気になり、ちょっ

とした風邪でもすぐに病院に連れて行き

ます。大人ならまずは市販の薬を飲んだ

りして、風邪ひくたびに毎回病院には行

きません。子供の場合は、市販の薬を飲

ませるというのはよくないでしょうか？ 

別に悪いわけでは」ありません。 発熱、咳嗽、鼻汁が

あっても、元気にしていて食事・水分がとれて、眠れて

いるなら、市販薬で構わないと思います。 
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▼「食の安全について」の質問 

利用者からの質問 専門家からの回答 

食の安全→オーガニックも勿論だけど、

放射性物質について、安心できる食材っ

て、どう選べばいいのかいつも悩みます。

政府が信用ならないもので…。うちは、兵

庫野菜の自然派 coop で、宅配を頼んだ

りしてるけど、安心できる食材ってどのよう

に選べばよいのでしょうか？ 

野菜を例に取りますと、「写真や栽培方法が表示され

ている生産者の顔が見える野菜」や「伝票などで生産

者までたどり着ける」野菜を揃えている販売店を選べば

いかがでしょうか？当然、農薬の使用の有無や土の管

理なども分かる事が多いようです。スーパーや百貨店、

生協などは生産⇒流通⇒販売までが分かる、「フード

チェーン」を確立させているお店もありますので、ホー

ムページで調べたり販売員に聞いてみてはいかがでし

ょうか？現在の放射性物質の基準値は一般食品１００

ベクレル、乳児用食品・牛乳５０ベクレル、飲料水１０ベ

クレルで管理されています。 

新たに、乳児用食品（１歳未満）を明確にするため、

「乳幼児用規格適用食品」の表示基準が設けられまし

た。（平成 24 年 8 月 1 日施行。平成 25 年 12 月 31 日

まで経過措置） 

今のお菓子って、何入ってるか分からな

いので、なるべく国産で低カロリーの、と

思って選ぶのですが、国産自体が、安全

なのか疑問です。おやつまで手作りは正

直無理だし、ジャンキーでなくて、子供が

喜ぶおやつってどうしたらいいの？市販

のお菓子はどのように選べばよいのでし

ょう？ 

包装されたお菓子には、原材料や添加物（多い順に表

示）、アレルギー原材料（卵や落花生など７品目は強

制。いか、オレンジ、やまいもなど１８品目は任意）の表

示が義務付けられています。国産を好む人は多くいら

っしゃいますが、国産＝安全ではなく、ご自身の目で

確認することが大切だと思います。ママとすればどのよ

うな原材料や添加物を使っているか、良く見て、ご自身

が嫌な添加物を使っていない食品を選ぶことが必要と

思います。添加物を極力使わないメーカーもあります

ので、表示やホームページをしっかり見て頂きたいと思

います。カロリーなど栄養表示は、現在「新食品表示法

（案）」で義務化が検討されています。 

国産ではない野菜や肉などを買う時、本

当に安全なのかどうか、躊躇します。日

本国内で流通している海外からの食品

は、本当に安全なのでしょうか？大人に

は問題がなくても、体の小さな子どもや赤

ちゃんには影響が大きいのでは、と不安

になります。 

輸入時の検査は抜き取り検査を中心に行っています。

違反があった国の当該食品は全数検査も行っていま

す。全ての輸入品に全数検査は出来ませんので、効

率の良い、抜き打ち検査に頼らざるを得ないといえま

す。野菜などは、残留農薬について、ポジティブリスト

制度（輸入の野菜全てに基準が適用されます）を導入

してから、基準値はかなり厳しくなりました。 

また、添加物の使用量は、一生涯取り続けても大丈夫

な量を基準として決めています。 

 

原産地（国）の表示義務は次の様に決められていま

す。 

・肉、魚、野菜などの生鮮品 

・肉、魚、野菜などを主な原料として、ボイルなど簡単

な加工をした食品（２２食品群） 

・ウナギの蒲焼、野菜の漬物など指定された食品（４食

品）※ＪＡＳ法 
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また、消費者が原産国を勘違いするような商品は原産

国の表示が必要です。※不当景品類不当表示防止法 

離乳食で使うお皿とかは大人のものと同

じ様に洗ったものをつかっていいのでしょ

うか？あるいは、ある程度まではお皿も消

毒した方がよいのでしょうか？ 

使用する洗剤の表示通り、しっかり洗い、良くすすげ

ば、大人と同じで良いと思います。消毒する場合は、食

器の表示を良く見てから対応してください。 

・電子レンジを使う 

・煮沸する 

・塩素系やアルコール系など、薬剤の使用（食品に使

用できる、食品添加物表示のある薬剤もお勧めです） 

 

個人的には、グツグツ１～２分の煮沸消毒が簡単・確実

で、お勧めですが、時間のない方は、アルコール消毒

が使いやすいのではないかと思います。濡れている場

合は効果がありませんので、きちんと水気を取ってか

ら、アルコールを使用してください。 

セッケンにこだわる方は、ヤシノミ洗剤で有名な自然派

のサラヤの「arau アラウベビー」シリーズが好評なよう

です。哺乳瓶などの洗浄消毒にはミルトンも人気がある

ようです。 

 

▼「食事について」の質問 

利用者からの質問 専門家からの回答 

子供が熱を出した時、お腹を壊した時の

消化が良くて、栄養価の高い食事のメニ

ューが知りたいです。子供って、野菜は

煮たり蒸したりだけじゃ食べない子が多

いし…。病気のときに何あげたら食べてく

れるのでしょうか…？ 

子供が病気の時、食事で気をつけなくてはいけないこ

とは「水分補給」と「栄養」です。やはり消化や腹持ちも

良く、飲み込み 

やすいのは、定番の「おかゆ」です。さらに栄養面をUP

させる方法として、細かく刻んだ鶏肉や白身魚、にんじ

んや大根、 

ほうれん草などの野菜をプラスしてみましょう。加える食

材をかえるだけで、色々な楽しみ方ができます。また、

野菜を煮たり 

蒸したりするだけでは食べないというようでしたら、野菜

たっぷりのスープを作り、そこにパンを入れてとろとろに

した野菜 

パンがゆなどもオススメです。野菜の栄養がたっぷり染

み込んでいて、とても食べやすくなります。 

子供によるけど、辛いものや、大人が健

康のためにとっておきたい食材を案外食

べてくれない。そうすると、大人も子供も

喜ぶ共有メニュー、これ難しいです。結

果、オイリーな洋食が増えて、太る、もしく

は、調子悪くなりやすい。幼稚園に行くよ

うになるとお昼は1人になるから母親は好

きなものが食べられるけど、それまではと

にかく、子供中心メニューで悲しいので

すが…。 

子供中心のメニューだと洋食に偏りがちですよね。で

も、栄養面やカロリーを考えると・・・と思われていると思

います。もし、 

辛いものを食べたい場合、辛さを自分で調節できる料

理であれば（カレーや炒め物など）辛くする前に子供用

として取り出す 

ようにしましょう。また、食事は視覚、見た目も大切で

す。健康の為に食べたほうが良いもの、和食などは、少

し見た目が地味になりがちなので、盛り付けを工夫する

などして「食べたい」と思ってもらえるようにすることも効



12 

果的かと思います。 

パンとご飯って、どっちが、消化に、いい

のかなぁ？前に、子供の胃腸風邪で小児

科行ったら、おかゆじゃなければ、食パン

にジャムのほうでもいいっていわれたけ

ど、どうなんでしょう？ 

消化が早いのは「パン」です。小麦の粒を一度粉にし

てから作っている製品（パン、麺類など）は、ごはんに

比べると消化 

吸収が早くなります。ですが、これらの小麦製品は油や

塩、添加物が入っています。なので、いつもパンや麺を

食べると 

いうのは避けたほうが良いでしょう。胃腸風邪の場合で

すが、おかゆ以外ですと「パンがゆ（パンを柔らかくした

もの）」 

「柔らかめに茹でたうどん」などが良いでしょう。 

辛いもの、キムチとかって、何歳位なら食

べてもいいのかな。２、３才でも食べられ

る子供もいるけど、どのくらいからあげて

も構わないのでしょう？ 

キムチは一般的には 3 歳頃からなら与えても大丈夫と

言われています。ですが、唐辛子の刺激が強い為、初

めは水で 

洗って与えるようにしましょう。生食でそのまま食べるの

は小学生からにした方が良いです。また、辛いもの 

（からしやわさび、香辛料）もなるべく避けたほうがよい

でしょう。幼児期は味覚を形成する為にも刺激の強いも

のは 

少なく、素材の味を生かすことが大切です。 

塩分問題。子供って、塩が効いてないと

食べないんだけど、腎臓に負担かかるか

ら、塩分控えてって言われるけど、子供も

喜んで食べてくれて、塩分も抑えられる

食事って、どうしたらいいのかな。 

子供の今後の味覚の形成の為にも塩分の強い食事、

味付けの濃いものは避けた方が良いです。塩分を少な

く、おいしく 

食べるコツとしては、「旨味のあるものを使用する」（昆

布やきのこ類、わかめ、かつお節などを利用することで

味がしっかりと 

付いているように感じられます。）「香りや風味によって

味付けをする」（レモンやゆず、しそ、ゴマ、葱などの香

味野菜を使用 

して味付けが薄くても旨味を感じられます。）がありま

す。大人の減塩と同じように考えてみましょう。 

ご飯とパンとうどん、どれが消化いいのか

な。うどんなどの麺類とパンが子供は好き

なんだよね。うどんって、噛まなくても消

化いいのかなぁ。いつも思う。 

ごはんよりもパンやうどんの方が消化は早いと言われて

います。理由としては、パンやうどんは小麦を精製し、

粉にしたもの 

が原料となっているため粒のまま食べるごはんよりも消

化吸収は早くなるのです。ですが、素材そのままを食

べるごはんと 

違って、うどんやパンは塩、油、添加物などを使って作

られた製品です。同じパンでも油分を多く使用している

物ほど消化は 

遅くなるとともに、油によって消化するのに負担がかか

ってきます。 

牛乳って、本当にいいんですか？最近

は、牛乳神話は壊れてきてるけど。放射

性物質も問題だし。カフェインがなくて、

子供がばかすか飲んでもいい飲み物っ

て、お水の他には何があるの？うちは、

牛乳は、タンパク質や脂質カルシウムが多く含まれてい

ます。特にカルシウムは吸収率が高いため、飲むことを

勧められる 

ことも多いでしょう。ですが、脂質も含まれており、カロリ

ーもあるので飲み過ぎには注意が必要です。また、子
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麦茶かルイボスティーにしてるけど、あと

何かあるかな？ドイツでは、ハーブティが

一般的って聞いたけど、うちの子は飲ん

でくれないよ。 

供が飲んでも良い飲み物としては、黒豆茶、そば茶、

たんぽぽ茶、甜茶、杜仲茶、コーン茶などがカフェイン

の含まれていないお茶類になります。クセの少ないもの

もありますので、試してみてください。月齢が低いお子

さんの場合は、薄めるなどしてからあげるようにしましょ

う。 

授乳中によい食べ物や、NG な食べ物な

ど知りたいです。NG な食べ物をどうして

も食べたい時はどうしたらよいか、なども

合わせて知りたいです。 

まず、母乳は血液から作られます。なので食べるものに

よって、さらさらになったり、詰まってしまったりするので

す。母乳に 

良い食べ物としては、白米、根菜類などです。基本は

「和食」が良いと言われています。反対にあまり食べ過

ぎてはいけな 

いものとして、油分の多いもの、糖分の多いもの、添加

物が多いものが挙げられます。これらは、なるべく避け

た方が良い 

ですが、絶対にダメと考えすぎるのも良くありません。毎

日でなければ、たまにのご褒美に洋菓子を食べたりな

ら問題あり 

ません。どうしてもお菓子が食べたい時には、市販品で

あれば表示をチェックして、なるべく添加物の少ないも

のを選ぶよう 

にしましょう。 

うちの子供はまず食わず嫌いなのです

が、一般的に言われてる子供が好きな食

べ物でも嫌いだったりします。おいも系は

大好き派とダメ派がいるようですが、うち

はダメ派でした。どんな工夫で食べてもら

えるでしょうか？ 

おいも系を嫌いな理由は何でしょうか？ポサポサする

から？味が嫌？それによって対処も変わってくると思い

ます。ポサポサ 

とした食感が嫌なのであれば、マッシュポテトやポテト

サラダのように滑らかな状態にしてみてください。その

際、牛乳やヨー 

グルトを使用するとカロリーも抑えられます。味が嫌な

のであれば、細かく刻んで他の食べられる野菜と一緒

にスープにした 

り、すりおろしてハンバーグに混ぜ込んでみたりなどが

考えられます。どちらにしても少しずつ本来の味、食感

に近づけて 

慣れさせていきましょう。 

野菜を殆ど食べてくれません。もう、本当

に騙し騙しで食べさせてます。基本、お

味噌汁で野菜をとるパターンです。この

パターンは他のお母さんもよくやってるよ

うですが、他に野菜が子供が摂ってくれ

るやり方ないでしょうか？ 

まずは、その野菜をなぜ嫌いなのかを確認してみましょ

う。形や見た目が嫌な場合には、「すりおろす」「みじん

切り」が有効です。食感が嫌な場合には、温野菜やコト

コトとじっくり煮込んだスープ類が良いでしょう。野菜の

クセが嫌な場合には、子供が好きな味付け、風味にし

てみます。卵を混ぜてオムレツにし、ケチャップをかけ

るなどです。また、お菓子にするのも良い方法です。食

べた後に、これは野菜で作ったんだよ、おいしかったで

しょ？と話してあげることも大切です。 

うちの子は、牛乳系が大好き過ぎて困り

ます。飲む量を減らすのに苦労していま

す。今は、原則、うちには置てません。給

牛乳は日本人に不足しがちで、成長期に大切な「カル

シウム」が多く含まれています。ですが、脂質なども多く

含むので注意 
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食で出るからね。乳製品が大好きだと、

食べ過ぎに注意しないと、と思いますが、

1 日牛乳はどのくらいが適量で、どのくら

いを上限として考えたらよいのでしょう

か？ 

 

が必要です。1 日に必要なカルシウムを牛乳ですべて

補うとすると、1～2 歳で 200ml×2 杯、3～7 歳で 200ml

×3 杯ほどになります。牛乳以外にも、野菜や豆製品

からもカルシウムは摂取できるため、牛乳は脂質の量も

考えて上記の量までにした方が良いのではないかと考

えられます。 

うちの子は卵アレルギーです。卵アレル

ギーって、大事なたんぱく質の食材が減

るので本当に困ります。卵アレルギーの

子供は他にどんなものでたんぱく質を摂

ったらよいでしょうか？ 

卵は良質なタンパク質を含む食材です、ですが、卵以

外にも良質なタンパク質を多く含む食材はたくさんあり

ます。鶏肉、 

豚肉、牛肉、魚、牛乳など動物性の物に多いです。ま

た、豆腐や納豆などの大豆製品にもタンパク質は多く

含まれています。メインとして食べる食材には、タンパク

質が豊富な物が多いですので、ぜひこれらの食品から

タンパク質を摂取してみてください。 

生野菜。うちの子は苦手です…。保育園

では頑張って完食しているようですが、家

庭でまでたべたくないと言い張って食べ

てくれません。。。野菜は食べやすく野菜

スープ、昆布&カツオ出汁ベースで毎週

大鍋で休みの日のたびに作っています

が、ネタ切れです。。。生野菜はプチトマ

ト位しか家庭では食しません…。苦手な

子も楽しく頂けるマジック案。。。宜しくお

願い致します。。。 

保育園では生野菜も頑張って食べていて偉いです！

火を通したものは食べても生野菜が苦手な子は多いで

す。浅漬けやちょっと甘めのマリネにして、食べられる

ようになってきたら少しづつ薄味にしていってはどうで

しょうか。親が「美味しいね♪」など声掛けをしていると、

子供も興味を持って、食べてみようかな。という気持ち

になってきます。そして、一緒に野菜を買ったり調理を

したりして、自分が手伝った！という気持ちを持たせる

と自然に食べることができることもありますよ。 

乳製品(牛乳・ヨーグルト・チーズ)やクリー

ムであえた料理を食べない場合、どのよ

うにそれらで得られる栄養を補ったらよい

でしょうか？ 

カルシウムは乳製品だけでなく野菜・しらす・納豆・豆

類・海藻類・小魚等でも摂取できます。今食べなくて

も、食べる時期はきます。「食べないから食べさせない」

にならないように、チャレンジする機会はつくっていきま

しょう。 

お肉を嫌がって食べない。魚も口に入れ

るが、噛んで味がなくなったら、出しちゃ

います。何か、食べさせるよい方法はあり

ませんか？ 

小さいうちは噛む力が弱いのでお肉やお魚が苦手な

子も多いです。喉越しが良くなるように調理してみまし

ょう。豆腐とひき肉を混ぜて豆腐ハンバーグにしたり、

片栗粉をまぶしてみるとつるりとして食べやすくなりま

す。お魚は脂がのった旬の魚を選んで、小さい一口に

すると飲み込みやすくなりますよ。 

１才９ヶ月の男児です。離乳食完了後、

調味料に慣れる為に色々と試行錯誤して

いますが、カツオだし以外、ケチャップな

ど、なかなか食べてくれません。 

素材本来の味わいを理解してくれている

のは良いことだと思いますが、食事の幅

が広がらず、大人との取り分け料理も、な

かなか種類がひろがらずに困っておりま

す。因みに、わが子は卵アレルギーが４

／６です。何か対処方法がございました

ら宜しくお願いします。 

卵アレルギーとのことで、お子様のお食事をしっかりと

作っていらっしゃって偉いです！調味料になかなか慣

れてくれないとのこと、外食やとりわけも気軽に出来ず

大変ですよね。新しい料理にはなかなか手を出さない

子もいます。「美味しい♪」とお母さんやお父さんが食

べていたら興味を持ち始めて食べてみたりもします。同

じ年齢のお友達と一緒に食事をするものお勧めです。

子どもはやはり自分と同じくらいの年齢の子からの刺激

をとても受けます。お友達が食べているものに興味を

示し食べてみるきっかけになります。しかし、焦る必要

はないと思います。お食事を作るお母さんは大変です

が、楽しい食事を心がけ『食べることは楽しい♪』を優
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先にして、調味料は少しずつ慣らしていってください。 

１日の栄養バランスを考えて食事を作る

のが大変です。どんなものを気を付けて

とった方がいいのでしょうか？ポイント数

点教えてください。 

バランスの良い食事とは子どもも大人も同じです。頭で

は分かっていても、子どもが食べてくれるように好みの

ものを作りがちになることがあります。毎日の食事を振り

返り、摂りすぎしまう栄養素や不足しがちなものの傾向

をしり、摂りすぎなものは控え、不足しているものを意識

して摂るようにしましょう。＊彩りをきれいにする。＊食

材を数える(１日３０品目）＊味のバリエーションを作り、

苦手な食材を減らし多くの食材を食べれるようにする。

などのポイントを意識してみてください。 

おやつにあげた方がいいものと、あげな

い方がいいものを知りたいです。 

子どもにとっておやつはお腹が空くから食べるもので、

４番目の食事と考えても良いと思います。そう考えると、

おやつに最適なのは、甘くなく油分のすくない自然の

もの。おにぎり・ふかし芋・くだもの・ドライフルーツな

ど。逆にあまりあげない方がよいのは砂糖をたくさん使

ったもの（ケーキ・クッキー・ジュース・チョコレート等）や

スナック菓子（油分・添加物が多い）など。たまに嗜好

品として食べるにはいいと思いますよ。 

調味料で、子供の身体にはあまりよくな

い、あげない方がいい調味料はあります

か？ 

 

調味料はたくさんありますので、よく使いそうなものをあ

げます。砂糖は白砂糖などが良くないとされています。

これは「精製の過程で多くの化学物質を使っている」か

らです。塩は海水をそのまま乾燥させたものがいいでし

ょう。そして、『化学調味料』。これは、人工的につくられ

た旨味成分をいいます。「うま味調味料」とも言います。

多用することで、味覚への影響もあるようです。化学調

味料に慣れると天然の食品が持つ本来の味を感じられ

なくなり、化学調味料でしかおいしさを感じられなくなる

のです。調味料はなるべく天然のものを使うようにして

いきましょう。 

ジュースなどの甘いものはなるべくあげな

い方がいいと聞きましたが、本当でしょう

か？ 

甘いものを食べると血液中の糖分の濃度（血糖値)が上

がり、それがきっかけとなって脳の満腹中枢を刺激して

『もうお腹いっぱい』という命令を出しますので、甘いも

のを与えるとご飯を思うように食べてくれなくなります。

大きくなってお友達付き合いも増えてくると、ｼﾞｭｰｽや

おやつを食べる機会もでてきます。小さいうちはｼﾞｭｰｽ

を飲むという習慣はつけずに「特別な時だけ」として水

分補給は基本的にお茶やお水の習慣をつけていきま

しょう。 

離乳食の量について。月齢もしくは体重

に対して、あげていい量の目安について

教えてください。本などをみてもいまいち

わかりにくいです。なのに「あげ過ぎては

いけません」とか書いてあったりするので

…。 

赤ちゃんの離乳食の量は、離乳食初期・中期・後期に

よって大きく違います。生後 5・6 ヶ月の離乳食初期は、

最初の 1 ヶ月は、離乳食に慣れさせる、スプーンで食

べることに慣れさせることに重点を置く時期です。1 日 1

食、スプーン 1 杯からスタートして 30 グラム程度の 10

倍がゆを与えれば十分といわれています。そのほかは

母乳やミルクで栄養を摂ります。離乳食初期の後半 1

ヶ月は、1 日 2 食の離乳食を与えることが目安となりま

すが、母乳やミルクも離乳食初期前半とほぼ同じ量を
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飲んでいる時期ですので、それほどたくさんの量を無

理に摂らせる必要はありません。生後 7・8 ヶ月の離乳

食中期になると、赤ちゃんの食べられる離乳食の量も

増えてきます、1日 2食の離乳食を与えますが、おかゆ

は大体 50 グラム～80 グラム程度、野菜や果物は 25 グ

ラム程度、魚や肉はそれぞれ 15 グラム程度、卵は 1/2

個程度が目安とされています。生後 9～11 ヶ月の離乳

食後期になると離乳食は 1日 3食に増えてきます。そし

て、おかゆは 90 グラム程度、やわらかいごはんであれ

ば 80 グラム程度、野菜や果物は 30～40 グラム程度、

魚や肉はそれぞれ 15～18 グラム程度、卵は 1/2 個程

度が目安とされています。離乳食初期から後期の赤ち

ゃんは、離乳食のほかに母乳やミルクからも栄養を摂

っています、離乳食の量はあくまでも目安ですので、赤

ちゃんの成長によって食べる量も違ってきます。離乳

食の量にあまり神経質になりすぎず、赤ちゃんが喜ん

で離乳食を食べられるようにしていってください。 

砂糖の摂取について。果物とかで補うだ

けでいいのでしょうか？子供用のジュー

スなどはあげる必要あるんでしょうか。で

きれば与えたくないのですが… 

果物には甘みだけでなく、ビタミンやミネラルも含まれ

ていて、体に負担をかけませんので、とても良いと思い

ます。甘いものは血液中の糖分の濃度（血糖値)が上

がり、それがきっかけとなって脳の満腹中枢を刺激して

『もうお腹いっぱい』という命令を出しますので、甘いも

のを与えるとご飯を思うように食べてくれなくなります。

水分補給はお水・お茶にして、ジュースをあげるのであ

れば、特別な時だけにしましょう。 

市販の子供用のビスケットとかおせんべ

いなどのおやつはどの位の月齢からどん

な感じで食べるのが良いのか、特に食べ

させなくても良いのか知りたいです。 

おやつは主食を補う意味合いが強いので、離乳食期

間、１歳くらいまでは基本的には必要ありません。でも、

１歳近くになると、大人がおやつを食べているところな

どを見て、赤ちゃんもおやつを食べたがるでしょう。赤

ちゃんが喜ぶからと言って欲しがるだけ与えるのはよく

ありません。塩分やカロリーを摂りすぎると食事を食べ

なくなってしまいますから、１日１回だけ、量を決めて与

えましょう。ベビー用に作られた市販のおやつは塩分

やカロリーが控えめで、安心して与えられるものが多い

よう。おやつを手作りする場合は、糖分やカロリーを抑

えましょう。おやつと一緒に与える飲み物は、水か麦茶

がおすすめです。 

子供はみんなマックが好きですが、具体

的にはどのように身体に悪いのでしょう

か？たとえば、月１回くらいなら問題ない

のでしょうか。 

マックが、というか、ハンバーガーとポテトのセットなど

は、高脂肪・高エネルギーですし、野菜がないので栄

養的な観点からはバランスが悪いですね。子どもはお

もちゃがついてくるセット（おもちゃが目的だと思います

が）好きですよね。食べる場合はハンバーガーなどの

単品と野菜をプラスして食べるようにしてはどうでしょう

か。 

ヤクルトやピルクルみたいな飲み物は、

飲みすぎてはいけないのでしょうか？飲

みすぎは身体にどんな良くない影響があ

ヤクルトやピルクルのような乳酸菌飲料は腸内環境を

整える効果が期待できます。しかし、味を調える為に大

量の砂糖を含んでいるものが多く、これらの食品を毎



17 

るのでしょう？ 日大量に飲みすぎてしまうと、体重の増加や虫歯の原

因になってしまうことがあります。適度に適量を飲むよう

にしましょう。 

 

 

2. 悩み解決＆実用 （情報入手、導入、意識付け、行動）  「レシピ」機能 

バランス献立の提案コンテンツを展開。ママや子供の栄養摂取基準に基づき、バランスのよ

い献立を表示し、その買い物リストを作成できるサービス。また、設定したバランスレシピは

登録しておくことができます。以下の段階において、バランス献立を提供できます。 

 

 妊娠準備期 

 妊娠初期 （～満 15 週目まで）  

 妊娠中期 （満 16～27 週） 

 妊娠後期 （満 28 週～出産） 

 授乳期 （産後～授乳期間中） 

 離乳食 （5 か月～18 ヶ月） 

 キッズ普通食 （1～7 歳） 

 

▼レシピ画面トップ ▼レシピ選択画面 ▼買い物リスト 

   
 

利用者（ママ本人、子供たち）の情報を登録させ、そのユーザの登録情報を元に予め設定

している栄養摂取基準（「日本人の食時摂取基準 2010 年版」に基づく）を設け、それぞれの

状態（妊娠週数や体格など）から個々に計算し、その基準に沿った単品レシピを主菜、副菜、

主食で提示。それらの提示されたレシピを自由組み合わせてバランス献立を自分で作れる

機能を実装しました。また、その献立は、「マイ献立」として登録しておくことができます。 

さらに、特に現代の子供の食生活で気をつけなければならない「アレルギー」の食材を登録
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しておくことで、予めアレルギー食材を排除したレシピを提示するサービスとしました。 

 ママの登録情報  

− 名前 

− 生年月日 

− 身長 

− 体重 

− 現在の状況（妊娠準備期、妊娠中、授乳期） 

− （前項で「妊娠中」を選択した場合）選択当日時点の妊娠週数 

− 妊娠前の体重 

− アレルギー食材登録 

− 自分の写真 

 子供の情報 

− 名前 

− 生年月日 

− 性別 

− 身長 

− 体重 

− 現在の状況（母乳・ミルク期、離乳食期、普通食期） 

− アレルギー食材登録 

− 自分の写真 

 

＜レシピ提示の摂取基準について＞ 

各属性の栄養摂取基準については、以下の通りとしました。なお、基準の算出方法、各栄

養素のバランスは、「日本人の食時摂取基準 2010 年版」に基づいてシステム的に基準を策

定しました。 

 ▼バランス献立内容 

 妊娠準備期 BMI22 になるようなカロリーバランス、通常の栄養摂

取基準に基づいたレシピ提案。 

 妊娠初期 （～満 15 週目まで） 妊娠初期に必要な栄養素が充分摂れるレシピ提

案。カロリーは、栄養摂取基準に基づき、妊娠前の

体重での摂取カロリーを算出し、それに＋50kcal 付

加のカロリー数を基準としてシステムが個々に算

出。また表示はママが気になる栄養素を表示。ただ

し、肥満の領域の妊婦の調整も必要なため、BMI25

を上限とした。 

 妊娠中期 （満 16～27 週） 妊娠中期に必要な栄養素が充分摂れるレシピ提
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案。カロリーは、栄養摂取基準に基づき、妊娠前の

体重での摂取カロリーを算出し、それに＋250kcal

付加のカロリー数を基準としてシステムが個々に算

出。ただし、肥満の領域の妊婦の調整も必要なた

め、BMI25 を上限とした。また表示はママが気にな

る栄養素を表示。 

 妊娠後期 （満 28 週～出産） 妊娠後期に必要な栄養素が充分摂れるレシピ提

案。カロリーは、栄養摂取基準に基づき、妊娠前の

体重での摂取カロリーを算出し、それに＋450kcal

付加のカロリー数を基準としてシステムが個々に算

出。ただし、肥満の領域の妊婦の調整も必要なた

め、BMI25 を上限とした。また表示はママが気にな

る栄養素を表示。 

 授乳期 （産後～授乳期間中） 授乳期に必要な栄養素が充分摂れるレシピ提案。

カロリーは、栄養摂取基準に基づき、妊娠前の体重

での摂取カロリーを算出し、それに＋350kcal 付加

のカロリー数を基準としてシステムが個々に算出。

ただし、肥満の領域の妊婦の調整も必要なため、

BMI25 を上限とした。また表示はママが気になる栄

養素を表示。 

 離乳食 （5-6 か月） 離乳食については、「普通食に慣れる」という視点

で、①5～6 ヶ月、②7～8 ヶ月、③9～11 ヶ月、④12

～18 ヶ月の 4 段階に分けて、各段階における「食

感」を重視し、その中でも、普通食で補うべき栄養

素を多く含む食材を含むレシピを管理栄養士が手

動で選定し分類。 

 キッズ（普通食） 大人のように個別に代謝量を算出ではなく、平均的な摂取カロリー

で算出した。カロリーおよび考慮した主な栄養素は以下のとおり。 

 男の子 1～2 歳： 1,000kcal、たんぱく質 20g以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム

400mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 女の子 1～2 歳： 900kcal、たんぱく質 20g 以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム

400mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 男の子 3～5 歳： 1,300kcal、たんぱく質 25g以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム
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600mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 女の子 3～5 歳： 1,300kcal、たんぱく質 25g以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム

600mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 男の子 6～7 歳： 1,550kcal、たんぱく質 30g以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム

600mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 女の子 6～7 歳： 1,450kcal、たんぱく質 30g以上、脂質（カロリーの）20%以上 30%

未満、炭水化物（カロリーの）50%以上 70%未満、カルシウム

550mg 以上、その他ビタミン、ミネラル類を考慮。 

 

＜利用者視点のサービスとするために工夫した点＞ 

 掲載レシピの質 

利用者がレシピを検索するとき、「作ってみたいと思わせるのは、食事の写真の影響が

大変大きく、また、忙しい毎日で簡単にできるもの、という視点で選定しています。掲載

レシピの選定は、①毎日の食事として簡単にできるもの、②「作ってみたい」と思わせる

美味しそうな写真であることの 2 点について気をつけました。また、掲載レシピは、ユー

ザ投稿型のレシピサイト「楽天レシピ」と連携し、その他、食品メーカー各社（日本ハム、

伊藤ハム、日清オイリオ、雪印メグミルク）にレシピを提供していただきました。 

 離乳食の場合の栄養摂取基準をどうするか？ 

「日本人の食時摂取基準 2010 年版」には栄養摂取基準はありますが、どのくらい母乳

を与えているかはそれぞれであり、その基準を算出することは難しいため、「離乳食」は

普通食への移行期であり、主に食感に慣れることを目的とし、離乳食レシピの中でも乳

児が摂った方がよいと思われる食事を管理栄養士に予め選定してもらいました。また、

離乳食はその開始時期により、以下のように分類してそのレベルに合った離乳食を提

示するようにしました。 

 離乳食 5～6 ヶ月 

 離乳食 7～8 ヶ月 

 離乳食 9～11 ヶ月 

 離乳食 12～18 ヶ月 

 

 掲載レシピの提示方法 

経費の効率化のため、以下の手順で、それぞれの「栄養摂取基準」に基づいたレシピを

提示できるようにしました。 

① ほとんどのレシピは栄養価計算されていなかったため、栄養価計算のため、各社か

らレシピを最終的に 1000 件程度採用のため、多めに提示してもらいました（全部で
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数万件）。 

② 一度、自動栄養価計算ツールを活用して栄養価計算を行いました。自動栄養価計

算で完全マッチ率は約 60%のため、この時点で、自動栄養価計算で食材名や分量

の表記がマッチしなかったものについては、採用対象外としました。 

③ システム的に判定することが前提のため、栄養摂取基準は、①主菜、②副菜、主食

に分け、それぞれの利用者カテゴリーごとに栄養摂取基準を設けました。【主菜】

は、たんぱく質を中心に、【副菜】はビタミン、ミネラル、食物繊維類を中心に、【主

食】は炭水化物として基準を作成ました。 

④ それぞれのカテゴリで、また主菜、副菜、主食の栄養摂取基準ごとにレシピを分類

しました。 

⑤ 分類された各カテゴリのレシピ数がほぼ同じくらいになるように、それぞれのカテゴリ

の分類レシピを管理栄養士がレシピの質をチェックして、採用レシピを決定しまし

た。 

⑥ また、一部レシピ数が足りないカテゴリーもあったため、②の採用対象外レシピから

追加しまし、自動栄養価計算できなかった部分を管理栄養士によって栄養価計算

してデータを完成させました。 

⑦ レシピのサマリーはアプリ内で表示とし、レシピ詳細についてはレシピ提供元のウェ

ブサイトにリンクするようにしました。 

▼大量のレシピデータを安価に栄養価計算するための仕組み 
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 表示レシピの順番 

検索時にすぐに利用者が「作りたい」と思うレシピが表示されるよう、表示順を人気順とし

ました。「人気」のロジックは、利用者が「マイ献立」に登録した件数が多い順で表示され

ます。リリース当初は利用者が少ないため、精度が低いですが、利用者の増加によって、

「人気」の精度が高くなり、検索しやすいアプリとなります。 

 アレルギー食材を含むレシピの表示方法 

当初、アレルギー食材は、食品データの食材 ID に紐付けて認識するようにしておりまし

たが、既製食品（たとえばレトルトの食品など）にもアレルギー食材が入っているため、食

材 ID に紐付けず、各食品データに対し、新たに「アレルギーデータ」を作成し、その情

報を見てアレルギー食材を認識するようにしました。また、家庭でアレルギー食材をどの

ように扱ってるのか、つまり家族全員が同じものを食べているのか、アレルギーがある子

供だけ別メニューなのかがわからないため、アレルギー食材を含むレシピを最初から除

外するのではなく、アレルギー食材含むレシピも予め提示して、「アレルギー食材を含ん

でいるレシピ」であることを表示するようにしました。 

 

＜今後追加・拡張したい機能＞ 

 提案レシピ数の増加 

初期登録レシピ数は、約 1,000 件。それぞれのカテゴリーに当てはめ、主菜、副菜、主

食と分けると、検索時の提案レシピ数が少ない印象になりました。食材で検索してもヒッ

ト数が少なく、「たくさんの候補から選びたい」利用者心理に応えていないレベルである

ため、さらにレシピ提供の協力先を開拓し、毎日の食事として簡単に作れて美味しいレ

シピの増加を行いたいと思います。 

 ごはんメニュー（丼ものなど）、麺類メニューを追加 

今回、①主菜、②副菜、③主食の定食型献立としたため、①と③、あるいは②と③が一

緒になっているような、パスタメニュー、丼ものメニューはシステム的にロジックを組むの

が困難であったため、今回は不採用としました。レシピの幅を広げるため、この部分の

表示ロジックを研究し、提示できるようなシステムの改良を行いたいと思います。 

 

3. 継続的な接触機会 「母子手帳」機能 

アプリと接触する機会をできるだけ多くするために、ママ＆キッズ日記を展開。母子手帳、子

供の成長記録、子供の予防摂取記録などがつけられる機能を提供しました。 

 母子手帳   対象：ママ 

妊娠中の以下の記録がつけられます。 

− タイトル 

− 診察日 

− 写真（アプリ内カメラで撮影か、既に撮影の画像から選択） 
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− 病院 

− 先生 

− 妊娠週 → 記録がある場合は自動計算で週数が表示され、編集も可能 

− 体重 

− 子宮低長 

− 腹囲 

− 血圧（上・下） 

− 浮腫（－、±、＋から選択） 

− 尿蛋白（－、±、＋から選択） 

− 尿糖（－、±、＋から選択） 

− メモ 

 成長記録   対象：子供 

− タイトル 

− 記録日 

− 写真（アプリ内カメラで撮影か、既に撮影の画像から選択） 

− 身長 

− 体重 

− メモ 

 予防接種の記録   対象：子供 

− タイトル 

− 摂取日 

− 写真（アプリ内カメラで撮影か、既に撮影の画像から選択） 

− 定期接種： 以下の内容で記録でき、残りの回数がわかるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立感染症研究所 HP より 

 

− 予防接種した場所 
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− メモ 

 

▼予防接種の記録結果ページ ▼予防接種の記録をするページ 

  

 

 

4. 学習＆実用  「イベント」告知 

自分で作る食事の栄養バランスチェックを目的に、ユーザ参加型のレシピ投稿イベントや、

その他のイベントのページです。第１回目はママコンシェルで学んだバランスレシピを参考

に、自らも考えて作ってみることを促すことを目的に、「ヘルシーレシピイベント投稿」イベント

を実施しました。今後も、アプリで学習する内容に興味を持ってもらうためのイベントを定期

的に実施していきます。 

 

 第１回イベント概要 

 「ママコンシェル」ユーザに対して、レシピ提案のコンテンツを参考に、「ママとキッズ

のためのレシピコンテスト」を実施しました。 

 募集内容： ヘルシーで美味しいメインのおかずになるレシピを募集。大人も子供

も喜ぶヘルシー料理、油を使わなくても調理法を工夫してコクのある

料理、子供な嫌いな食材を使って作る美味しい料理など、毎日の食

事に取り入れられ、健康と栄養バランスに気を使った応募者なりに考

えたレシピを投稿いただきました。 
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 応募方法： 以下の内容をメールでお送りいただきました。 

 料理タイトル 

 工夫ポイント、アピールポイント 

 詳しいレシピ（材料一覧、料理手順） 

 完成形の料理写真（1536×2048 ピクセル以上） 

 応募者情報（住所・氏名・年齢・メールアドレス） 

 応募点数： １７件 

 

告知について 

以下の告知を行い、１週間程度で２,000 件のダウンロード者数を獲得しました。 

 Google Play 内での告知 

 全国の産院 100 施設でのリーフレット設置。 

 全国の産院 100 施設に導入の入院中のベッドサイドシステムで動画の告知 

 連携先のサイトでの告知 

 成果報酬型アフィリエイトサービスを活用した告知 

 

▼Google play 内「ママコンシェル」ページ内でのメイン告知 

 

 

▼Google Paly 内のプロモーションバナー ▼Google Play 内でのアプリアイコン 
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▼アフィリエイトサービス内での告知のバナー 

 

 

 

 

実施体制 
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当事業では、食育事業社、レシピ提供会社、食品メーカー各社、クリニック、食の衛生管理

の専門業者、管理栄養士、栄養価計算システム開発会社、と連携を行い、サービスを開発

しました。 

 

 

事前、事後アンケート調査 

 調査の方法： 共通の目標（健全な食生活の実践に取り組む人の割合の向上）及び独

自目標（到達度合い）を設定し、そのうち、利用者満足度調査についての設問を設定し

測定しました。 

 アプリ利用開始時と利用開始後に再度同じ項目で意識がどのように変わったかを

測定しました。アンケートの項目は、属性、日頃の食事に対する心構え、子供や自

分の食事についての意識、食事に関する情報入手経路、子供の食事に対する不

安などが事前、事後の共通項目となり、事後はアプリの満足度、要望などについて

も質問しました。 

 事業効果を確実に把握するため、取り組みに参加する側については、予め参加者

を事前登録し、事前事後の効果を計測しました。 

 有効回答サンプルの向上のため、アプリの中に予めシステムとして組み込み、ダウ

ンロード時（本取り組み接触前）、および利用後 1 ヶ月以上経過（本取り組み接触

後）の利用者にアプリ上でアンケートに回答してもらい、データはサーバに保存しま

した。なお、無記名で実施し個人は特定しません。 

 共通の事業目標： ターゲットとしている生活者の「日本型食生活実践に取り組む人」の

割合の向上 

本事業では、共通の目標設定と個々の取り組みの独自目標を掲げ、定量的に目標の

達成度をはかりました。 

目標値の設定は、事前アンケート結果の 10 ポイント増を掲げ、結果は以下のとおりです。

また、当取り組みは、ユーザ同士、専門家とユーザ、ユーザ参加型のイベントを展開す

るなど、双方向のコミュニケーションを目的としました。 

＜日本型食生活に取り組む人の割合の向上（事前・事後設定）＞ 

 主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを考えた食事を心がけている割合（事前

６６．７％→事後８２．５％） 

 ごはんなどの穀物をしっかりと食べるように心がけている割合（事前５０．２％→事後

６６．０％） 

 牛乳、乳製品を食べるように心がけている割合（事前４８．２％→事後５０．３％） 
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 脂肪の摂りすぎに気を遣い、植物、魚由来の脂肪を摂るように心がけている割合

（事前６５．２％→事後７７．２％） 

 日本の食文化や地域の食材を使った料理やそれを踏まえた新しい料理を作ること

を心がけている割合（事前３３．３％→事後４０．０％） 

事前の結果から見てわかるように、対象が妊産婦および子育て世代であるため、「食事

のバランス」や「主食の摂取」、「植物性由来の脂肪の摂取」などを心がける割合は、全

体の半数以上と意識が高いことがわかります。また、意識が高いことから、事後の結果も

目標値を大きく上回ることができました。したがって、対象となる世代と将来の日本を担う

子どもが、望ましい食生活を送るためには、この時期に有効なアプローチを試みること

が、１つの方法であるとわかりました。 

牛乳・乳製品の摂取については、授乳期の母親には乳腺がつまるなどの理由から控え

る傾向にあったため、他の設問に比べ比較的、変化は見られなかった。これについては、

この設問を回答する対象者を選別する工夫が必要だったと思われます。 

食文化や地域の食材を使った料理の設問については、元々の意識も低く、レシピの配

信だけではなかなか割合が高まらない傾向がありました。。しかし、自由回答では「献立

を考えることが面倒なので、助かった」「妊娠期・授乳期の母子の食事については、母親

学級等で詳細まで教えてもらえないため、助かった」などの声が多くきかれたことは、大

きな収穫でした。事業終了後は、課題を改善するために、季節的なイベント等に合わせ

た配信など、季節感や行事を併せて理解を促すよう、工夫していく予定です。 

 独自目標事業の到達規模：  

日本型食生活のほか、以下の独自目標を設け、取組み自体の効果を測定しました。そ

の結果は次の通り。 

 利用者の食についての意識と行動の変化（アプリ使用後に変わったと回答した者

の割合は７２．１％であった） 

 妊娠期および子育て期の食事についての意識の変化（アプリ使用後に変わったと

回答した者の割合は７５．６％であった） 

 妊娠期および子育て期の望ましい食事の実践（アプリ使用後に実践したと回答した

者の割合は６８．２％であった） 

 食中毒予防の知識の会得と実践（アプリ使用後に知識が身に付き実践できるように

なったと回答した者の割合は６３．１％であった） 

 アプリ内における同じ対象者とのコミュニケーションの促進（利用者とコミュニケーシ

ョンをはかったと回答した者の割合は５２．０％であった） 

その他の結果 
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ア）2013 年 3 月時点のダウロード者数：2,049 件、質問対応件数： 133 件 

ウ）コンテンツに対する満足度： 50%超 

エ）食の問題解決に対する満足度： 70%超 

オ）継続しての利用意向： 70%超 

本事業の目的の１つとして、対象者の日頃の食生活を、日本型食生活を中心とした望

ましいものとするとともに、食の安全・安心への理解を促すことを目的とし、対象者が最も

活用するツールであるスマートフォンからポピュレーションアプローチを試みました。 

その結果、上記独自目標の設問に対する回答をみてわかるように、コンテンツに対する

満足度が非常に高く、“対象者のニーズや課題に対するコンテンツが、使いやすいツー

ルから使用できる”という、事業計画（設計）が評価されたことがわかります。 

ダウンロード数はもとより、質問対応件数が多いことは、それだけ対象者の関心が高いこ

とがうかがえ、継続して利用意向も高いことから、今後、口コミなどの波及効果も予想さ

れ、ダウンロード数は増えるものと思われます。 

また、墨田区賛育会病院の産科から、妊産婦への案内希望の打診があり、このような専

門機関からの評価もあることから、今後の展開が期待されます。 

 

 

今後の課題 

今後の課題としては、アプリ概要で前述のとおり、アプリの精度を上げていく必要があります。

また、利用者が継続して来訪するような仕組みや、ユーザビリティ（操作性）についても改良

を続けていくことが必要だと考えます。 

また、利用者促進のためのプロモーションや認知拡大のための活動についても今度継続し

て実施していくべき課題です。 


