
 

 

 

 

 

 

 

10・11 月は「よこはま朝食キャンペーン」！ 
～朝食の大切さをＰＲする取組を実施します～ 

 
朝食は、脳や体を目覚めさせ、一日を元気にスタートさせるためにとても重要です。横浜市では、第２期横浜市

食育推進計画において、朝食を欠食する市民の割合を下げることを目標のひとつとしています。 

このたび、10 月の健康づくり月間・11 月の地産地消月間に合わせて、朝食の大切さや食の楽しさを実感して

いただく「よこはま朝食キャンペーン」を展開します。 

 

１ よこはま朝食キャンペーン概要 

(1) 期間 

10 月１日（火）から 11 月 30 日（土）まで 

（10 月は健康づくり月間、11 月は地産地消月間） 

※実施日は取組ごとに異なります 

(2) 目的 

   朝食欠食率の改善、食事時間の楽しさの充実 等 

 

 

２ 企画内容 

(1) 市内のお店で朝食をＰＲ！ 

朝食を欠食している割合が多い子育て世代へ向けた取組として、 

イオンスタイル東神奈川店に御協力いただき、親子向け食育クイズ 

イベントを実施します。 

日時：11 月 30 日（土） 11 時～16 時 

      内容：店内を回りながらクイズに答えていただき、全問回答した方に 

食育バンダナやエコバッグ等のグッズをプレゼントします。 

あわせて、店頭スペースでは管理栄養士による献立バランス 

チェックが受けられます（無料）。 

※イオン株式会社は本市と包括連携協定を締結しています。 

 

(2) 各区でも朝食に関する取組を行います！【別紙】 

よこはま朝食キャンペーン期間は、各区役所でも朝食に関連する取組を実施しています。  

 

(3) 朝食を食べることのできるお店をご紹介！（10 月１日（火）～11 月 30 日（土）） 

下記飲食店の中で、朝の時間帯に営業している市内店舗を本市ホームページ「よこはま食育ウェブ」で 

ご紹介します。  

・よこはま地産地消サポート店【環境創造局農業振興課】 

（市内産の農畜産物を使ったメニューを提供する飲食店等で横浜市に登録されているもの） 

・ヨコハマ食べきり協力店【資源循環局一般廃棄物対策課】 

（食品廃棄物の減量化に向け、食べ残しを減らす取組を行っている店舗） 

・よこはま健康応援団（食や禁煙等の分野で市民の健康づくりを支援する取組を行っている事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 10 月 10 日 
健康福祉局保健事業課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

朝食を欠食している 20 代 30 代の 

市民はおよそ３人に１人！※ 

※平成 26 年食育に関する意識調査 

裏面あり 

※よこはま朝食キャンペーンポスター 

キャンペーン期間中、各区役所や 

市内の飲食店等で掲示予定！ 



 
 
 
 

 
 
 

(4) 大学生へ向けた啓発を実施！ 

     関東学院大学では、朝食の欠食が多くなる大学生に向けて朝カフェイベントを実施します。 

日時：10 月 15 日（火）9：30～10：30 

場所：関東学院大学 室の木キャンパス E6 号館前 

内容：栄養学部による手軽に取れる朝食の提供、人間共生学部によるカフェの提供、経済学部によるパネル展示 

等を実施します。なお、朝食の提供については、関東学院大学と共同研究を実施しているカルビー株式会社に 

も協力を受け実施します。 

 

   (5) 朝食レシピ集「よこはま朝食スタイル」配付中！ 

朝食を切り口に、６つのテーマでレシピを集めた「よこはま朝食スタイル」を 

各区役所福祉保健課やイベント等で配布しています。 

また、本市ホームページ「よこはま食育ウェブ」からダウンロードも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム】「朝食摂取８週間チャレンジ！」では、朝食摂取により睡眠の質が向上しました！ 

平成 30 年度にカルビー株式会社・関東学院大学と連携し、普段朝食を食べていない方に８週間朝食を摂っ 

ていただき、前後の変化を検証する取組「朝食摂取８週間チャレンジ！」を行ったところ、参加者へのアンケート 

調査等の結果では、睡眠の質の改善や、疲労感、抑うつなどの精神的ＱＯＬの改善が見られました。 

朝食を食べることで、朝のエネルギー補給や食事による刺激によって体内時計が修正されて、睡眠が改善さ 

れたことで、疲労感や抑うつなどの精神的 QOL も向上したものと考えられます。 

毎朝朝食を摂る習慣をつけて、生活リズムを整えましょう！ 

【出典】カルビー株式会社ホームページ：https://www.calbee.co.jp/rdde/library/academic_meeting_report_39.html      

 

    「朝食摂取８週間チャレンジ！」に御参加いただいたローム株式会社（横浜健康経営認証 2019 クラス AAA 

認証事業所）の従業員の方に、チャレンジ後の状況や感想等を伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

健康福祉局保健事業課健康づくり担当課長 室山 孝子 Tel 045-671-4042 

40 代／男性 

チャレンジへの参加にあたってカルビー株式会社からフルグラ®を頂いたので、朝

の出勤前に家で朝食をとるようになり、自然と早めに起きるようになりました。また、

自分はヨーグルトと併せてとるようにしていたため、おなかの調子もよくなりました。そ

のおかげで、増加傾向にあった体重も平衡を保つことができました。 

私は毎朝寝起きが悪く、朝食を食べない生活をしていましたが、生活改善をした

いと思い、参加させていただきました。初めは朝食を摂取するよりも睡眠をとりたいと

感じていましたが、参加して毎日朝食を摂取するようになったことで、２週間目頃か

ら寝起きがとても良くなり、朝食の大切さを感じました。 
20 代／女性 

時短 

初心者 

美容 

エコ 

和食 

おしゃれ 



区名 日時 場所 内容 問合せ先

鶴見区
10月1日（火）～
10月11日（金）

鶴見区役所１階ロビー
（鶴見中央３－２０－１）

・食育に関するパネル展示
・区役所来庁者に食生活等改善推進員が朝
食摂取についての啓発活動とレシピ配布等を
実施。

福祉保健課
TEL:510-1827
FAX:510-1792

南区

10月23日（水）
10時30分～11時

45分

睦地域ケアプラザ
（睦町１－３１－１）

＜はじめての離乳食レッスン＞
妊婦さんとこれから離乳食をはじめる乳幼児
の養育者を対象とした、おかゆの作り方やだし
のとり方などの離乳食の準備講座（母親への
朝食摂取の啓発）
（食生活等改善推進員（ヘルスメイト）による実
施）

福祉保健課
TEL:341-1187
FAX:341-1189

南区
11月11日（月）

～11月15日（金）

南区役所１階
ギャラリー
（浦舟町２－３３）

＜糖尿病予防キャンペーン＞
全国糖尿病週間に合わせて、生活習慣病予
防と朝食の摂取向上についての掲示をする。

福祉保健課
TEL:341-1187
FAX:341-1189

港南区 11月２日（土）
港南区役所１階ロビー
（港南４－２－１０）

＜ひまわり健康フェア（区民まつり）＞
食生活等改善推進員のブースで食事バラン
スガイドを用いて、バランスと朝食摂取の大切
さを啓発する。

福祉保健課
TEL:847-8437
FAX:846-5981

保土ケ谷区 10月19日(土)
ほどがや公園
（花見台４－２）

＜区民まつりでの食生活改善啓発(食生活等
改善推進員と協働)＞
・野菜の計量体験による、野菜350ｇ摂取の
啓発
・朝食にも使える時短レシピの配布

福祉保健課
TEL：334-6344
FAX：333-6309

保土ケ谷区 11月２日(土）
横浜国立大学
（常盤台７９－１）

＜区民まつりでの食生活改善啓発(食生活等
改善推進員と協働)＞
・適正な食事バランスの説明による朝食摂取
の促進
・野菜の計量体験による、野菜350ｇ摂取の
啓発
・朝食にも使える時短レシピの配布

福祉保健課
TEL：334-6344
FAX：333-6309

旭区
10月20日（日）
10時～15時

旭公会堂ホール（旭区役
所4階）
（鶴ケ峰１－４－１２ ）

＜旭区健康フェアの食生活等改善推進員
（ヘルスメイト）のブースで実施＞
「あさごはんたべよう」の普及啓発用のポス
ター掲示、リーフレット及び啓発グッズの配布

福祉保健課
TEL：954-6148
FAX：953-7713

磯子区

10月1日（火）
11月12日（火）

どちらも
10時～11時

地域子育て拠点
いそピヨ
（森１－７－10）

＜出張栄養相談＞
・乳幼児の保護者を対象とした個別栄養相談
・朝食摂取についての啓発

福祉保健課
TEL:750-2446
FAX：750-2547

【別紙】各区役所の取組一覧
10月１日から11月30日までのよこはま朝食キャンペーン期間中に各区で実施する取組です。



磯子区 10月 －

＜広報よこはま磯子区版10月号にて若者世
代の朝食摂取についての特集記事の掲載>
・朝ごはんをすすめる３つの理由
・あなたを朝食習慣に誘う４つの方法
・朝食の達人が教える簡単朝ごはんレシピ

福祉保健課
TEL:750-2446
FAX：750-2547

金沢区
10月25日（金）～
10月29日（火）

金沢区役所１階ロビー
（泥亀２－９－１）

ヘルスメイトによる健康づくりパネル展
朝食・野菜たっぷりをテーマにしたレシピ集配
布

福祉保健課
TEL:788-7840
FAX:788-4600

青葉区 11月16日（土）
嶮山小学校
（すすき野１－６－４）

＜朝食バランスチェック＞
・フードモデル（さっとシステム）を用いて食事
バランスチェック
・来校者に、簡単にできる朝食のレシピの配布

福祉保健課
TEL978-2441
FAX978-2419

都筑区
10月1日（火）～11

月30日（土）

都筑区役所
２階保険年金課
窓口付近
（茅ケ崎中央３２－１）

＜健康づくり情報や朝食摂取の啓発について
映像の放映＞
・区役所来庁者の待合スペースにおいて健康
情報等を放映する。また希望者には食育冊
子の配付の案内。

福祉保健課
TEL:948-2350
FAX:948-2354

都筑区 10月23日（水）
中川地域ケアプラザ
（中川１－１－１）

＜地場野菜を使った料理教室＞
食生活等改善推進員（ヘルスメイト）による、
都筑区の地場野菜を使用した料理教室を開
催。親子に対し、野菜の摂取量を増やすととも
に、朝食から３食しっかり食べる大切さを知っ
てもらうことを目的に実施。

福祉保健課
TEL:948-2350
FAX:948-2355

都筑区 11月３日（日）
センター南駅前
（茅ケ崎中央１－１）

＜区民まつり＞
・食事バランス・野菜の摂取の大切さや生活リ
ズム・朝食の大切さの啓発
・リーフレットの配付

福祉保健課
TEL:948-2350
FAX:948-2354

都筑区

①10月18日（金）
②11月７日（木）

どちらも
10時30分～
11時30分

①加賀原地域ケアプラザ
（加賀原１－２２－３２）
②都筑区役所多目的室
（茅ケ崎中央３２－１）

＜ママ・パパと赤ちゃんのための健康講座＞
対象：離乳食２回食頃の子とその親
・２日間１コースの健康講座
１日目 ママ・パパと赤ちゃんの食生活・朝食の
大切さについて
２日目 ママ・パパのための赤ちゃんと一緒にで
きる楽しい運動

福祉保健課
TEL:948-2350
FAX:948-2354

都筑区

①11月７日（木）
②11月22日（金）

どちらも
10時30分～
11時30分

①都筑区役所多目的室
（茅ケ崎中央３２－１）
②葛が谷地域ケアプラザ
（葛が谷１６－３）

＜ママ・パパと赤ちゃんのための健康講座＞
対象：離乳食２回食頃の子とその親
・２日間１コースの健康講座
１日目 ママ・パパのための赤ちゃんと一緒にで
きる楽しい運動
２日目 ママ・パパと赤ちゃんの食生活・朝食の
大切さについて

福祉保健課
TEL:948-2350
FAX:948-2354

泉区 10月11日（金）
踊場地域ケアプラザ
（中田東１－４－６）

＜地場野菜を使った料理教室＞
・食生活等改善推進員（ヘルスメイト）による泉
区の地場野菜を使用した料理教室を開催。
野菜の摂取量を増やすとともに、朝食から３食
しっかり食べることを目的に実施。

福祉保健課
TEL:800-2445
FAX:800-2516


	
	【別紙】令和元年度における朝食キャンペーンの取組について


