第2部

第1章

食育推進施策の具体的取組

家庭における食育の推進

（子供の基本的な生活習慣の形成）

○○朝食を毎日食べる小学生の割合は 84.8％、

朝食を毎日食べる小・中学生の割合

中学生の割合は 79.7％。
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○○文部科学省では、独立行政法人国立青少年教

意工夫した取組を行う「早寝早起き朝ごはん」
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朝食を毎日食べている

育振興機構と連携協力し、中学生の基本的な生
活習慣の実態把握を行い、課題を明確化し、創
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（2018 年度）
注：
（質問）あなたは、次のようなことをしていますか。当てはまるものを1つず
つ選んでください。
「朝食を毎日食べている」
（選択肢）

「している」
、
「どちらかといえば、している」
、
「あまりしていない」
、
「全くしていない」

推進校事業を全国 13 か所で実施。

事例

朝食でつくる！元気 UP 習慣（
「早寝早起き朝ごはん」推進校事業）
ふっ つ

し

さ ぬき

○○千葉県富津市立佐貫中学校では、生徒の生活習慣づくりのため、栄養教諭に
よる「朝食の大切さ」などの公開授業、「生活習慣チェック」等を実施。
○○
「朝食でつくる！元気 UP 強化月間」を設定し、生徒会が主体となり、劇等を
通じて生活習慣の改善を呼び掛け。

生活習慣チェックに取り組む
生徒の様子

（妊産婦や子育て世代等に対する食育の推進）

○○厚生労働省では、母子保健における課題解決に向けた「健やか親子 21（第
2次）」の推進の一環として、
「妊産婦の食育」を普及啓発の重点テーマに位置
付け、情報の充実や調査事業等を実施。
○○内閣府では、2017 年度から、子育て世代の男性の料理への参画促進を目的
はん

とした「“おとう飯”始めよう」キャンペーンを実施。
「妊産婦の食育」ポスター

コラム

少年院における食育の取組

○○2013 年に全国の少年院で実施した調査による
と、入院前に朝食を「ほとんど食べなかった」と

朝食・夕食を食べる頻度（1週間当たり）

答えた者が4割を超え、食生活の乱れは深刻。

朝食

○○少年院では規則正しい生活と栄養バランスや季

夕食

節性にも配慮した食事の提供により、出院後の安
定した生活につながる習慣付け。
○○食育講座や収穫感謝祭などの行事も実施。
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資料：法務省「食に関するアンケート調査」
（2013 年）
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学校、保育所等における食育の推進

学校、保育所等における食育の推進

（学校における食育の推進）

○○公立小・中学校等の栄養教諭配置数は、全国
で 6,324 人（2018 年5月1日現在）
。
栄養教諭の更なる配置の促進を図ることが必
要。
○○学習指導要領の改訂等を踏まえ、2018 年度
には、食に関する指導を行うための教職員向け
の指導書「食に関する指導の手引」を改訂。
○○学校を核とした家庭を巻き込んだ取組によ
り、子供の食に関する自己管理能力の育成を目
指す「つながる食育推進事業」を実施。2018
年度は全国で7事業（モデル校 13 校）で取組
を実施。

公立小・中学校等栄養教諭の配置状況
（人）
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校数の 89.9％で実施（2018 年5月現在）
。
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資料：文 部科学省初等中等教育局健康教育・食育課調べ（2015 年度まで、各年度4
月1日現在）
文部科学省「学校基本調査」
（2016 年度以降、各年度5月1日現在）
注：公立小・中学校等とは、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別
支援学校を指す。
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資料：文部科学省「学校給食栄養報告」

○○学校給食において地場産物が一層活用される
よう、食品の生産・加工・流通等における新たな手法等の開発と全国的な普及を図るため、
「社会的課題
に対応するための学校給食の活用事業」を実施。
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事例

地域の関係者をつなぎ学校給食で地産地消を推進
（社会的課題に対応するための学校給食の活用事業）

○○愛媛県教育委員会では、学校給食を活用した「地産地消の推進」と
「伝統的食文化の継承」に取り組むため、関係者を集め、意見交換を実施。
○○各市町の学校給食施設、生産者団体、行政等が連携し、近隣市町の地
場産物を相互に学校給食に活用するための流通ルートや人的つながりを
形成するとともに、学校給食で使いやすい地場産物の加工品を開発。
とう よ

○○こうした取組を行った東予地域5市町の全てで学校給食における地場

郷土料理の親子料理教室

産物の活用率が増加。

事例

学校給食における地場産物の活用について
ふくろ い

し

○○静岡県 袋 井市では、2013 年の中部学校給食センターの新
設を契機に、地場産物の利用促進を本格化。
○○学校給食センターは地場産物の種類や生産量等を、生産者
は給食で使う地場産物の規格・数量を把握していないという
課題を解決するため、年間で使用する野菜の品目や使用量の
整理や小規模農家への働き掛けを実施。2017 年度には「地産

地場産物の使用金額
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地消コーディネーター」の派遣も。

4,025 万円

5,061 万円

2,365 万円

地場産

その他

○○その結果、地場産物の使用日数や使用金額が大幅に増加。
農家の所得向上にも貢献。

（就学前の子供に対する食育の推進）

○○保育所では「保育所保育指針」
、幼稚園では「幼稚園教育要領」
、認定こども園では「幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領」に基づき、保育・教育活動の一環として、計画的に食育の取組を実施。

事例

自然に触れ、多くの気付きや感動を生む食育への取組
かがみ いし ちょう

かがみ いし

かがみ いし まち

○○福島県 鏡 石 町 立 鏡 石幼稚園では、鏡石町が実施する「かがみいし
田んぼアート」と同じ苗で、幼児たちが様々な色をした田んぼアート米
を栽培。一部は給食でも出し、お米への関心が向上。
○○野菜などのいろいろな作物も栽培。収穫したトマトを使ったパンケー
キづくりを保護者と一緒に体験したり、園庭にある柿の木から収穫した
柿で干し柿づくりにも挑戦。
パンケーキづくりの様子
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地域における食育の推進

○○「食生活指針」を具体的な行動に結び付けるものとして策定し
た「食事バランスガイド」について、健康づくりに関する事業や
地域における食育に関するイベント等で普及・活用。
○○厚生労働省では、糖尿病予防に取り組もうとする人たちを支援
するための環境を整備するため、
「糖尿病予防戦略事業」を実施。

元気じゃけんひろしま 21
協賛店・団体認定ステッカー

ひろしま し

広島市では、飲食店や社員食堂で、健康に配慮した栄養バラン
スの取れた定食「元気じゃけん定食」を提供する店舗・企業等を
認証する取組等を実施。

（別紙1）
衛生管理のチェックリスト
項目
調理前に行うこと

○○農林水産省では、子供食堂と連携した地域における食育が推進
されるよう、ホームページにおいて関連情報を紹介。
○○厚生労働省では、子供食堂に対する食品安全管理などの留意事
項等の周知と行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対す
る子供食堂の活動への協力を呼び掛ける通知を発出。

1

調理施設は清掃や整理整頓を行いましたか？

2

トイレは清掃、消毒を行いましたか？

3

調理担当者は、下痢・嘔吐の症状があるなど体調不良ではありませんか？また、手指の傷などは
ありませんか？

4

エプロンや三角巾、必要に応じてマスクなど、清潔な作業着を身につけましたか？

5

手洗い、消毒を行いましたか？また、子どもが調理に参加する場合は、手洗い、消毒を徹底させ
ましたか？

6

原材料は、仕入れ時に鮮度、賞味期限等を確認し、１回で使い切れる量を仕入れましたか？

7

献立や食材の仕入れ先・仕入れ時間の記録（レシートなど）は保管しましたか？

8

仕入れた食品は冷蔵庫や冷凍庫で保管していますか（冷えていないなどの温度の異常はありませ
んか）？また、生肉や鮮魚介類などの食品は他の食品を汚染しないよう、冷蔵庫の最下段に区別
して保管しましたか？

9

お年寄り、幼児、妊婦などの抵抗力が弱い方が食べる場合、メニューに生ものは入っていません
か？

調理中に行うこと
10 魚介類、野菜・果物は流水で良く洗いましたか？
11

別の原材料を調理する場合などは、手洗い、消毒を行いましたか？また、手洗いの際、調理器具
についても、洗浄剤で洗浄してから使いましたか？

12 食品（特に肉類）は、中心部までよく加熱（中心温度75℃で1分間以上）しましたか？
13

生の食材を扱う調理器具と加熱済みの食品に使用する調理器具は専用のものを使いましたか？専
用のものがない場合は、よく洗浄剤で洗浄してから、使いましたか？

調理が終わった後に確認すること
14 調理後は、時間を置かずに提供しましたか？

目立つところに貼って、確認しましょう！！

通知に添付した子供食堂における衛生管理のポ
イントにおけるチェックリスト（厚生労働省）

事例

県が主体となって子供食堂の取組を支援

○○高知県では、食事の提供を通じて、様々な機能が期待される子供食堂
こう ち

け

が県内に広がるよう、
「高知家子ども食堂」という登録制度を設け、情
報発信や財政的な支援等を実施。
○○2018 年には、地元のスーパーマーケットと包括協定を結び、食材を
こう ち

子供食堂に提供する仕組みを構築。

け

高知家のロゴマーク
か

○○登録されている高知市の「えいや家」では、様々な体験を通して「自
立した」大人へと成長できる場となることを目指し、毎週水曜日に、子
供食堂を開催。子供たちは、夕食の準備や後片付けも一緒に。
○○県の支援により、安定的に開催でき、提供する食事や取組も充実。
か

食事の準備のお手伝い（えいや家）
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○○厚生労働省では、地域高齢者等の健康支援を推進するた
め、2017 年3月に配食事業者向けガイドラインを公表。
2018 年度は、事業者及び地方公共団体において、ガイド
ラインを踏まえて取り組んでいる先行事例を収集し、参考
事例集を作成。
○○栃木県において「第 39 回全国歯科保健大会」を開催す
るなど、歯科口腔保健における食育を推進。また、
「8020
運動・口腔保健推進事業」を通じて都道府県の取組を支

厚生労働省が出展した咀嚼力判定ガムの体験ブース
（第 11 回東京都食育フェア）

援。
○○農林水産省では、「日本型食生活」の実践等を促進する
ため、地域の実情に応じた食育活動を支援。

ごはんをベースに中食を組み合わせた日本型食生活の例

事例

「バランスの良い食生活の実践」若い世代をターゲットに !!

○○和歌山県では、
「食べて元気、わかやま食育推進プラン（和歌
山県食育推進計画）」を策定し、県民運動として食育を推進。
○○若い世代では、栄養バランスに配慮した食生活を送っている人
が少ないという現状を踏まえ、県内の大学において、日本型食生
活を中心とする栄養バランスに配慮した食生活の定着を図るため
の「和歌山版食事バランスガイド普及・啓発講座」を開催。
○○また、小学生が食事バランスガイドを楽しく学び、活用し続け
ることができるよう、表面に食育キャラクター、裏面に和歌山県
の郷土料理を使った「～紀州わかやま～食事バランスガイド」の
活用方法を掲載した食育啓発教材（ファイル）を作成し、県内全
小学校に配布。
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食育啓発教材（ファイル）

第3章

地域における食育の推進

○○食品関連事業者等は、CSR（企業
の社会的責任）活動の一環としてな
ど、食育に取り組む。工場・店舗の見
学、製造・調理体験、農林漁業体験、
店舗での食生活に関する情報提供、食
育体験教室の開催、出前授業等、幅広
く実施。

スマート・ライフ・プロジェクト
ロゴマーク

食生活改善普及運動
「プラス1皿マーク」

食生活改善普及運動
「マイナス2 g マーク」

食生活改善普及運動
「with ミルクマーク」

○○厚生労働省では、企業・民間団体・
地 方 公 共 団 体 と 協 力・ 連 携 し、「 ス
マート・ライフ・プロジェクト」を推
進。毎年9月の食生活改善普及運動で
は、野菜摂取量を 350g 以上にするこ
とを目標とした「毎日プラス1皿の野
菜」のほか、
「おいしく減塩1日マイ
ナス2 g」、
「毎日のくらしに with ミ
ルク」に焦点を当て、全国的な運動を
実施。
○○農林水産省では、生産者団体と協力
し「毎日くだもの 200 グラム運動」

「毎日くだもの 200 グラム運動」
ロゴマーク

による家庭や学校給食等における果物の摂取を促進。
○○食生活改善推進員等の食育ボランティアが地域に根ざした食育活動を実施。

事例

魚を通した食育プラス楽しく減塩

○○茨城県のひたちなか市食生活改善推進員連絡協議会は、小学生
とその保護者が参加する食育教室を開催。1人1尾のイワシを手
開きし、全員が料理の楽しさや食べ物の大切さを体験。魚クイズ、
減塩クイズ等も実施。
○○若い世代への簡単な魚料理の普及を目的として、「すぐ作りた
くなる海の恵み・魚（とと）料理」をテーマに、会員による料理
コンクールを実施。受賞したレシピはレシピ集としてホームペー
ジに掲載。

イワシ手開き体験
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