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第1節 子供の基本的な生活習慣の形成
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章

1 食に関する子供の基本的な生活習慣の状況

家庭における食育の推進

近年、「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という、成長期の子供にとって必要不可欠

と言われている基本的な生活習慣に乱れが見られ、体力、気力とともに学習意欲の低下を招く
要因の一つと指摘されています。
文部科学省が小学校6年生と中学校3年生を対象に実施した令和元（2019）年度「全国学
力・学習状況調査」
（以下「学力調査」という。
）によると、毎日、同じくらいの時刻に起きて
いない（
「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」という質問に対し、
「あまりしていな
い」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 8.4％、中学生の割合は 7.1％、毎日、
同じくらいの時刻に寝ていない（
「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」という質問に対
し、「あまりしていない」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 18.6％、中学生の
割合は 22.0％でした。また、朝食を欠食することがある（
「朝食を毎日食べていますか」とい
う質問に対し、
「あまりしていない」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 4.6％、
中学生の割合は 6.9％と、一定割合を占めていることが確認できています（図表 2-1-1、2-12、2-1-3）。
図表 2-1-1

毎日、同じくらいの時刻に起きている小・中学生の割合
0

小学校６年生

中学校３年生
している

20

40
58.7

57.2

どちらかといえば、している

60

80
32.9

35.6

あまりしていない

100
（％）
7.0

5.9

全くしていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：
（質問） あなたは、生活の中で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。
「毎日、同じくらいの時刻に起きている」
（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」
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図表 2-1-2

毎日、同じくらいの時刻に寝ている小・中学生の割合
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どちらかといえば、している

3.1 18.6

4.2

17.8

あまりしていない
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22.0
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中学校３年生

42.5

100
（％）

章

38.9

80

第

0

全くしていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：
（質問） あなたは、生活の中で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。
「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」
（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」

図表 2-1-3

朝食を毎日食べている小・中学生の割合
0

小学校６年生

中学校３年生
している

20

40

60

86.7

100（％）
8.6

82.3

どちらかといえば、している

80

10.7

あまりしていない

3.6 1.0 4.6

4.9 2.0 6.9

全くしていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：
（質問） あなたは、生活の中で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」

小・中学生の朝食欠食率は、一時期は減少傾向がみられたものの、近年は横ばい傾向となっ
ています。また、
「毎日、同じくらいの時刻に起きていない」
、
「毎日、同じくらいの時刻に寝
ていない」小・中学生の割合も同様の推移がみられます（図表 2-1-4、2-1-5、2-1-6）
。
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図表 2-1-4

毎日、同じくらいの時刻に起きていない小・中学生の割合の推移
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）
「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」という質問に対して、

「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割
合の合計
2）小学校6年生、中学校3年生が対象
3）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査を実施していない。

図表 2-1-5
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）
「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」という質問に対して、

「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割合
の合計
2）小学校6年生、中学校3年生が対象
3）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査を実施していない。

図表 2-1-6
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）
「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割合の合計
2）小学校6年生、中学校3年生が対象
3）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査を実施していない。
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また、同調査の結果によると、毎日朝食を食べる子供ほど、学力調査の平均正答率が高い傾
向にあります（図表 2-1-7）。さらに、スポーツ庁が小学校5年生と中学校2年生を対象に実

第

施した令和元（2019）年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
（以下「全国体力調査」
という。）によると、毎日朝食を食べる子供ほど、体力合計点が高い傾向にあります（図表

章

1

2-1-8）。
朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係
小学校 6 年生

（％）
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算数
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中学校 3 年生
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65.6
平均正答率
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図表 2-1-7

どちらかといえば、している

国語

数学

あまりしていない

英語

全くしていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：
（質問） あなたは、生活の中で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」

図表 2-1-8

朝食の摂取と全国体力調査の体力合計点との関係
小学校 5 年生

（点）
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56
体力合計点
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45
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40

50.0

50

38.8

35
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中学校 2 年生

（点）
55

男子
毎日食べる

女子
食べない日もある

30

男子

食べない日が多い

女子
食べない

資料：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
（令和元（2019）年度）
注：
（質問） 「朝食は毎日食べますか。（学校が休みの日も含める）」
（選択肢）
「毎日食べる」、「食べない日もある」、「食べない日が多い」、
「食べない」
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2「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進

（1）子供の生活習慣づくりの推進

第

文部科学省では、子供の健やかな成長に必要となる、十分な睡眠、バランスの取れた食事、
適切な運動等、規則正しい生活習慣づくりを社会全体の取組として推進しています。

章

1

令和元（2019）年度は、独立行政法人国立青少年教育振

家庭における食育の推進

興機構と連携・協力し、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を
促進するための「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業を全
国8か所で実施するとともに、中学生の基本的な生活習慣の
維持・定着・向上を図るための「早寝早起き朝ごはん」推進
校 事 業 を 全 国 12 か 所 で 実 施 し ま し た（ 図 表 2-1-9、2-110）。

早寝早起き朝ごはんフォーラム
in ほっかいどう チラシ

図表 2-1-9
No.

都道府県

委託団体

1

北海道

北海道教育委員会

早寝早起き朝ごはんフォーラム in ほっかいどう

2

宮城県

宮城県教育委員会

みやぎっ子ルルブルフォーラム開催事業

事業名

「早寝早起き朝ごはん」兵庫県
「元気ひょうご！」早寝早起き朝ごはんフォーラム
フォーラム実行委員会

3

兵庫県

4

奈良県

奈良県立教育研究所

5

鳥取県

鳥取県教育委員会

6

愛媛県

愛媛県教育委員会

7

高知県

高知県教育委員会

熊本県

早寝早起き朝ごはんくまもと
フォーラム実行委員会

8
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令和元（2019）年度「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業一覧

ならっこの明日を育む家庭教育支援事業
心とからだ
たちの未来
う～

いきいきキャンペーン フォーラム～わたし
とっとりの未来 わくわくする明日をつくろ

「早寝早起き朝ごはん」フォーラム in えひめ
こう ち け

高知家の早寝早起き朝ごはんフォーラム

早寝早起き朝ごはんフォーラム in くまもと
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図表 2-1-10

令和元（2019）年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業一覧
委託団体

事業名

1

北海道

国立大学法人北海道教育大学

睡眠に関するデータの収集およびフィードバックを含んだ
指導による睡眠に対する自律的な生徒の育成

2

茨城県

結城市立結城 南 中学校

群馬県

ゆう き みなみ

なんもくむら

南牧村教育委員会
く き し

く き

4

埼玉県

5

滋賀県

ながはま し

6

大阪府

さかい し

大阪府

はんなん し

7
8
9
10
11
12

兵庫県
和歌山県
和歌山県
熊本県
熊本県

久喜市立久喜中学校
長浜市教育委員会
堺 市教育委員会

阪南市教育委員会

にしのみやし

いま づ

西宮市立今津中学校
ちょう

かつらぎ町教育委員会
ゆ あさちょう

湯浅 町 教育委員会
こう し し

結城 南 中学校

規則正しい生活で生活習慣病を予防しよう！
小・中学校、家庭、地域による『健康会議』で生活向上推
進事業
「早寝早起き朝ごはん～学ぶ力を育む学校と家庭をめざし
て～」
睡眠教育を軸とした『家での 7 つのやくそく』推進事業
はんなん し

阪南市

カエルとカワル

プロジェクト

豊かな心と健やかな体を育む早寝早起き朝ごはん運動
かせ だ

笠田中学校区

早寝・早起き・朝ごはん推進計画

早寝早起き朝ごはん推進校事業
早寝早起き朝ごはん推進校事業

か しま

基本的生活習慣の定着推進事業

嘉島 町 立嘉島中学校

1

食育・生活習慣改善プロジェクト

にしごう し

合志市立西合志中学校
か しまちょう

ゆう き みなみ

家庭における食育の推進

3

ゆう き し
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都道府県

第

No.
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（2）
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会との連携による運動の推進
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会は、平成 18（2006）

第

年に発足し、幅広い関係団体や企業等の参加を得て、
「早寝
早起き朝ごはん」国民運動を文部科学省と連携して推進し

章

1

ています。令和2（2020）年3月現在、全国協議会の会員

家庭における食育の推進

団体数は 334 で、様々な年齢層の子供や保護者に向けたガ
イドブックの作成・配布、全国フォーラム・総会の企画・
運営等、子供の基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向
上につながる取組を展開しています。令和元（2019）年度
は、幼児期から「早寝早起き朝ごはん」を始めとした規則
正しい生活習慣について、楽しみながら理解し、実践して
もらうことを目的として、平成 30（2018）年度に作成し

絵本「わくわく げんきに あそぼう！」
© やなせスタジオ

た絵本「みんなで にっこり！ あさごはん」に続いて、シリーズ第3弾となる絵本「わくわく
げんきに

あそぼう！」を作成し、10 月から順次、全国の図書館、教育委員会、幼稚園、保

育所等に配布しています。
また、専門家による講演やトークセッション等を通し、子供の生活リズムについての知識や
理解を深めるために、毎年3月に全国フォーラムを開催しています。
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みんなで取り組む食育・生活習慣改善プロジェクト！

（平成 30 年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業）

い た こ し

第

事例

いたこ

潮来二中

いたこ

茨城県潮来市立潮来第二中学校

章

1

いたこ

家庭における食育の推進

潮 来第二中学校では、生徒一人一人が目標を持ち、食
生活の改善や生活習慣の見直しを行うことにより、学力
向上や体力向上を実感し、今よりもレベルアップしたよ
り良い中学校生活を送れるようにすることを目的に、平
成 30（2018）年4月に食育・生活習慣改善プロジェク
トを立ち上げました。
活動に当たり、学校・家庭・地域の三者が情報の共有

栄養教諭による授業の様子

や意見交換など連携を図るとともに、学校が中心となっ
て情報を発信することで、地域全体で取り組み、効率よくかつ効果的に活動が普及するよう進
めています。
主な活動内容として、市内の栄養教諭や管理栄養士をゲストティーチャーとして招き、学年
ごとにテーマを設定して、グループワークを取り入れた食育に関する授業を行いました。授業
後には、学級担任が各学年で学んだ内容をまとめ、食育・生活習慣改善プロジェクトに対する
保護者への啓発と協力を得られるように、「朝食通信」として配布しました。
また、各学年の食育授業で設定したテーマに継続して取り組み、
「野菜ソムリエプロ」の資格
を持つ講師に指導・助言を受け、朝食のメニューに地元の旬の食材を取り入れた「朝食作り講習
会」を行いました。地元の食材を取り入れることで、地元の良さを改めて知る機会となり、旬の
食材をその時期に食べることの意義や効果についても知識として身につけることができました。
そのほか、啓発ポスター・標語の作成や、家庭や地域にも啓発していくことを目的に、保護
者や地域の方も参加した親子一緒に給食を食べる「親子給食」や朝食・食育に関する講演会を
行いました。
生徒の実態に合わせて一貫したテーマで授業を行うなどの取組を通じて、朝食をとることの
大切さを伝えることができました。特に、ただ食べるだけではなく、野菜や果物、乳製品等、
何をどのように食べた方が良いのかを考える生徒や、実際に「朝食作り」にチャレンジする生
徒も増えてきました。結果として、毎日、朝食をとる生徒も増えています。また、きちんと朝
食をとることを意識することにより、早寝・早起きなどの生活習慣も確立されてきました。
今後も、家庭や地域と連携して持続的な活動を展開し、食育と生活習慣の改善に取り組んで
いきたいと考えています。

グループワークで発表する生徒

「朝食作り」を行う生徒
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3 望ましい食習慣や知識の習得

（1）家庭教育支援における取組

第

文部科学省では、子供の生活習慣に関する情報の発信や食育を含む学習機会の効果的な提供
等、地域における家庭教育支援の取組を推進しています。

章

1

また、全国の教育委員会や PTA、子育て支援団体において学習機会等で活用できるよう、

家庭における食育の推進

家庭教育に関する様々な資料等をホームページに掲載しています。その中には「一日のスター
トは朝食から。
」
、
「一緒に食事をするって、とても大切。
」などのテーマで、食育に関する内容
を盛り込んでいます 1。

（2）適正体重の子供の増加に向けた取組
厚生労働省では、子供の頃からの肥満が将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告
があることから、
「健康日本 21（第二次）2」において、
「肥満傾向にある子どもの割合の減少」
について目標（小学5年生の中等度・高度肥満傾向児の割合を減少傾向にする）を設定してい
ます。
大人だけでなく子供においても偏った栄養摂取や不規則な食事などの食生活の乱れによる肥
そうしん

満や痩身傾向が見られることから、子供と保護者や家庭がともに健やかな生活習慣を実現でき
るよう、地方公共団体においても様々な食育活動が行われています。

1 「子供たちの未来をはぐくむ家庭教育」ホームページ（文部科学省）
：https://katei.mext.go.jp/contents2/
index.html

2 「平成 24 年厚生労働省告示第 430 号による改正後の国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基
本的な方針（平成 15 年厚生労働省告示第 195 号）」
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第2節 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
第

1 妊産婦に対する栄養指導

そうしん

近年、20 歳代及び 30 歳代の女性では、痩 身（低体重）や食事の偏り等、栄養・食生活に

1

そうしん

章

そうしん

おける健康上の課題が指摘されています。また、痩身傾向児が 10 歳代で増加するなど、痩身

家庭における食育の推進

傾向の低年齢化が見られます。妊娠期・授乳期においては、母子の健康の確保のために適切な
食習慣の確立を図ることが極めて重要であり、特に、妊娠期の適切な体重増加量については、
出生体重との関連が示唆されること等から、妊娠中の体重増加量が一律に抑制されることのな
そうしん

いよう、肥満や痩身といった妊婦個々の体格に配慮した対応が求められています。
このため、厚生労働省では、妊娠期・授乳期における望ましい食生活の実現に向け、
「妊産
婦のための食生活指針 1」を作成し、妊婦個々の体格に応じて適切な体重増加量が確保されるよ
う妊娠中の推奨体重増加量を示すとともに、妊産婦が何をどれだけ食べたら良いかが分かりや
すく伝わるよう食事の望ましい組合せや量を示した「妊産婦のための食事バランスガイド」を
示しています。妊産婦に対する健康診査や各種教室等においては、これらを活用しながら栄養
指導を行っています。

1

平成 18（2006）年2月に「健やか親子 21」推進検討会が作成
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第

コラム

1

「健やか親子 21（第2次）」の中間評価

章

「健やか親子 21」は、20 世紀の母子保健の取組の成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体
が一体となって母子保健に関する取組を推進する国民運動計画です。21 世紀の母子保健の主

家庭における食育の推進

要な取組を提示するビジョンとして、平成 13（2001）年から開始し、「健やか親子 21」の計
画期間（平成 13（2001）年～平成 26（2014）年）の終了時に最終評価及び次期計画の検討
1
」を開始しました。
を行い、平成 27（2015）年から「健やか親子 21（第2次）

図表1

「健やか親子 21（第2次）」イメージ図

「健やか親子 21（第2次）
」は、平成 27（2015）年度から令和6（2024）年度までの 10
年間を計画期間とし、中間年である令和元（2019）年度に「「健やか親子 21（第2次）」の中
間評価等に関する検討会」を開催し、これまでの5年間の取組状況を評価しました。
「健やか親子 21（第2次）
」の策定に向けた検討では、地域間での健康格差を解消する必要
性及び多様性を認識した母子保健サービスを展開する必要性の2つの方向性が示され、策定時
から 10 年後に目指す姿を「すべての子どもが健やかに育つ社会」としています。「すべての子
どもが健やかに育つ社会」の実現に向けて、従来の施策や取組の確実な実施や更なる充実を目
指した3つの基盤課題と、その取組を一歩進めた形で重点的に取り組む必要があるものとして
2つの重点課題を設定しています（図表1）。各基盤課題と重点課題の指標は「健康水準の指
標」
、
「健康行動の指標」
、
「環境整備の指標」の三段階に整理され、目標を掲げる 52 指標（う
ち再掲2指標を含む）と、28 の参考指標から構成されています。
1 「健やか親子 21（第2次）」ホームページ（厚生労働省）https://sukoyaka21.jp/
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中間評価では、52 指標中 34 指標が改善し、既に最終評価目標に到達した指標も見られまし

第

た。一方で、子供の健康や食生活に関しては、学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の
指標の一つである「朝食を欠食する子どもの割合」が策定時より悪化するなど、食生活等の生
活習慣に関する課題が明らかとなりました（図表2）。

章
家庭における食育の推進

図表2

1

子供の健康や食生活に関する指標の状況

指標名

ベースライン

直近値

児童・生徒における
痩身傾向児の割合
児童・生徒における
肥満傾向児の割合

2.0%
（平成 25 年度）
9.5%
（平成 25 年度）
・小学 6 年生
11.0%
・中学 3 年生
16.3%
（平成 22 年度）

1.9%
（平成 29 年度）
8.9%
（平成 29 年度）
・小学 6 年生
15.2%
・中学 3 年生
20.2%
（平成 30 年度）

53.6%
（平成 25 年度）

63.2%
（平成 29 年度）

朝食を欠食する
子どもの割合
地域と学校が連携し
た健康等に関する講
習会の開催状況

中間評価
（5 年後）目標

最終評価
（10 年後）目標

1.5%

1.0%

8.0%

7.0%

―

・小学 6 年生
8.0%
・中学 3 年生
10.0%

80.0%

100%

資料：
「
「健やか親子 21（第2次）」の中間評価等に関する検討会報告書」

朝食欠食は、朝だけの問題ではなく、一日の生活リズムも関係しており、就寝時間、起床時
間とも連動します。さらに、貧困の状況等も含めた総合的な視点の中で、子供の食生活につい
て対応していくことが求められています。若い世代において、朝食欠食の割合が高い状況が見
られることを踏まえると、朝食を食べなかった世代が親となり、その食習慣が次世代の子供の
食生活に影響することも懸念されます。学童期・思春期は、生涯の健康づくりの重要なスター
トの時期であり、健康に関する正しい知識を身につけること、自身の心身の健康に関心を持つ
ことは、生涯の健康づくりに向けた大事な第一歩となります。
なお、平成 30（2018）年 12 月に成立した「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産
婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」
（平
成 30 年法律第 104 号。以下「成育基本法」という。）は、子供たちの健やかな成長を切れ目な
く支援することを目的としており、令和元（2019）年 12 月1日に施行されました。今後は
「健やか親子 21（第2次）
」と「成育基本法」が一体的に展開していくことが望まれます。厚
生労働省では、引き続き、
「健やか親子 21（第2次）」を国民全体に周知するとともに、「すべ
ての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け、関係者と連携し、次世代を担う健やかな子供
たちを育む取組を推進していきます。
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2 乳幼児の発達段階に応じた栄養指導の充実
授乳期・離乳期は、子供の健康に

第

とって極めて重要な時期であり、親
子双方にとって、慣れない授乳や慣

章

1

れない離乳食を体験する過程を支援

家庭における食育の推進

することが重要です。このため、厚
生労働省では、妊産婦や子供に関わ
る産科施設、小児科施設、保健所・
市町村保健センターなどの保健医療
従事者が授乳や離乳の支援に関する
基本的事項を共有することで妊産婦
への適切な支援を進めていくことが

授乳スタートガイド

離乳スタートガイド

できるよう、「授乳・離乳の支援ガイド 1」を平成 19（2007）年3月に作成しており、地方公
共団体や医療機関等で活用されています。ガイド作成後の科学的知見の集積、育児環境や就業
状況の変化、母子保健施策の充実等、授乳や離乳を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、同ガ
イドを平成 31（2019）年3月に改定しました。これまでよりも育児支援の視点を重視すると
ともに、食物アレルギー予防に関する支援についての記載を充実させる等、内容を見直しまし
た。令和元（2019）年度は、一般の方への普及啓発を行うため、見直しの内容を踏まえ、授
乳や離乳について分かりやすく記載したリーフレットを作成しました。
また、厚生労働省では、授乳・離乳の支援、乳幼児の食生活改善のための基礎資料として、
全国の乳幼児の栄養方法や食事の状況などの実態を把握するため、昭和 60（1985）年から
10 年ごとに「乳幼児栄養調査」を実施しています。直近の調査は、平成 27（2015）年9月
に実施し、平成 28（2016）年8月に結果の概要を公表しました。今回の調査結果からは、母
乳で乳幼児を育てる母親の割合 2 が増加したことや、経済的な暮らし向きによって子供の食物
摂取の状態に差があること等が明らかになりました。
地域では、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象とした栄
養指導が実施されており、健康診査や各種教室等における保健・栄養指導を通じて、出産から
離乳食の開始時期以降に至るまでの一貫した支援が図られるような取組を行っています。平成
29（2017）年度に保健所及び市区町村で栄養指導を受けた乳幼児は 2,972,079 人 3 です。
児童福祉施設では、適切な栄養管理方法や食事提供における留意点、食を通した自立支援な
どについてまとめた「児童福祉施設における食事の提供ガイド 4」を参考に、子供の健やかな発
育・発達を支援する観点も踏まえ、食事の提供を充実させるなど、食育の推進を図っていま
す。厚生労働省では、毎年、児童福祉施設給食関係者等を対象とした研修を開催し、子供の食
を通じた健康づくりの推進に関する情報共有を行うとともに、地方公共団体から推薦された児
童福祉施設の給食関係者等が取組事例を発表するなど、質の向上にも努めています。令和元
（2019）年度は、宮城県、東京都、大阪府及び福岡県の4か所で開催し、約 1,000 名が参加し
ました。
1

平成 19（2007）年3月に「授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会」が作成

3

厚生労働省「平成 29（2017）年度地域保健・健康増進事業報告」

2
4
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毎日母乳を与えているわけではない場合、又は外出時や入眠時等に少しだけ与える場合は該当しない。
平成 22（2010）年3月に「児童福祉施設における食事の提供及び栄養管理に関する研究会」が作成
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また、21 世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョンとして、20 世紀の母子保健の
取組の成果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子保健に関する取組を推進す

第

る国民運動計画として、
「健やか親子 21」を平成 13（2001）年から開始しました。
「健やか
親子 21」の計画期間（平成 13（2001）年～平成 26（2014）年）の終了時に最終評価及び次

章

1

期計画の検討を行い、平成 27（2015）年4月からは第2次計画である「健やか親子 21（第

家庭における食育の推進

2次）」を進めています。
「すべての子どもが健やかに育つ社会」を目指し、学校など関係機関
のほか、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等とも新たに連携、協働し、子供だけでな
く、親への支援や親子を取り巻く温かな環境の形成等を通し、幅広い対象者に向けた「健やか
親子 21（第2次）」の普及啓発に取り組んでいます。令和元（2019）年度は、計画の中間年
に当たることから中間評価を行いました（コラム：
「健やか親子 21（第2次）
」の中間評価 参
照）。さらに、平成 27（2015）年度から、
「健やか親子 21（第2次）
」のスタートに合わせ、
「健康寿命をのばそう！アワード」に母子保健分野を加え、食育を含む母子の健康増進を目的
とする優れた取組を行う企業・団体・地方公共団体を表彰する制度を創設しました。令和元
（2019）年度は、応募のあった 90 件のうち 14 の企業・団体・地方公共団体が表彰されました。
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第3節 子供や若者とその保護者に対する食育推進
第

食育の取組は、日常生活の基盤である家庭において、確実に推進していくことが極めて重要
です。特に、家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図ることは食育

章

1

の原点であり、共食を通じて、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を修

家庭における食育の推進

得する機会にもなります。
令和元（2019）年 11 月の「子供・若者育成支援強調月間」
（内閣府、関係省庁、地方公共
団体その他関係諸団体が実施主体）では、その実施要綱中、取り組むべき課題の重点事項の一
つとして、「生活習慣の見直しと家庭への支援」が掲げられ、食育の推進、生活時間の改善等
により、子供の生活習慣の見直しに取り組むこととされるなど、国民運動の一環として食育の
推進が図られています。
また、政府は、「第4次男女共同参画基本計画」
（平成 27（2015）年 12 月 25 日閣議決定）
の第1分野「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」の章において、具体的な取組とし
て、「男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広めるため、男性を
対象とした啓発手法の開発・実施、食育の推進、男性のロールモデルによる活躍事例の発信、
キャンペーンや顕彰を通じ、国民全体の気運の醸成を図る。
」ことを決定しました。
内閣府では、平成 28（2016）年に、若年世代の夫婦・カップルを主な対象とした、家族の
役割シェアについて具体的にイメージしながら実践するためのコミュニケーションツールとし
て、夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」を作成し、男女共同参画局のホーム
ページ上で公開しています 1。

「夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」」サイト

1
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夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」
（内閣府）http://www.gender.go.jp/public/

sakusenkaigi/index.html
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また、令和元（2019）年6月開催の「すべ
ての女性が輝く社会づくり本部」において、
「女

第

性活躍加速のための重点方針 2019」が決定さ
れ、前年の同重点方針 2018 に引き続き、男性

章

1

の暮らし方・意識の変革として、男性の家事・
図ることとされました。内閣府男女共同参画局
では、平成 29（2017）年度に、子育て世代の

家庭における食育の推進

育児等への参画について国民全体の機運醸成を
はん

「“ おとう飯” 始めよう」キャンペーンロゴマーク

男性の家事・育児等の中で、料理への参画促進
はん

を目的とした「
“おとう飯 ”始めよう」キャン
ペーンを開始し、令和元（2019）年度も引き
続き実施しました。
令和元（2019）年9月からは、本キャンペー
はん

いしばし

ンの取組として、“おとう飯 ”大使である石 橋
たか ひさ

尊 久 氏が男性の料理参画を促進する「
“おとう

はん

飯”語録」を発信しています。
こうした取組を通じて、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）が推進されると
ともに、男性の家事や育児への参画につながる
ことが期待されます。

はん

“ おとう飯” の心得

はん

“ おとう飯” の普及啓発

（ファザーリング全国フォーラム in にいがた
はん

「簡単でおいしく。お父さんが作る “ おとう飯” 料理教室！」）
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事例

第

家族や友人と共（トモ）に食（ショク）事を

～トモショク Project～

NPO 法人ファザーリング・ジャパン（東京都）

章
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ファザーリング

家庭における食育の推進

「Fathering ＝父親であることを楽しむ」
を合言葉に、
「笑っている父親」を増やすた
めに様々な活動を行っている NPO 法人ファ
ザーリング・ジャパンでは、令和元（2019）
年6月にトモショク Project（以下「プロ

トモショク Project のロゴマーク

ジェクト」という。
）を立ち上げました。プ
ロジェクトは、働きながら家族や友人と食事を共にする時間が作れる働き方・生き方を推進す
るものです。家族や友人、職場や地域の人等、誰かと食事を共にする「共食（きょうしょく）」
を、共（トモ）に食（ショク）事をする「トモショク」と名付け、親しみを持って取り組んで
もらえるようにしました。
「トモショク」の推進によって、個人としてはワーク・ライフ・バランスの充実、本人を含
む家族の食を通した幸せと健康の維持等が、企業としては働き方改革の推進、男性の育児休暇
取得促進等が、それぞれ期待できます。プロジェクトでは、趣旨に賛同した個人、法人、団体、
地方公共団体等が「トモショク9か条（トモショ9）」を意識し、実行することを「宣言」し
ます。
「トモショク9か条」は、「時間」、「料理」、「シェア」、
「感謝」、「健康」、「笑顔」、「協
力」
、
「子育」、「有限」からなり、例えば、「シェア」は「料理シェア（家事分担）しながらも、
臨機応変にやれる人が「判断」しトモショクすること」、「有限」は「家族や友人と食事をする
機会を大切にし、機会は有限であることを理解すること」です。
あ る 企 業 で は、 令 和 元（2019） 年
10 月に「トモショク Project 料理実演
＆ワークショップ～料理上手になって、
家族・友人とトモに食事をする方法～」
を開催し、男女 70 人が参加しました。
講演、料理実演の後、ワークショップ
を行い、参加者が「日常の仕事を効率
的に終わらせ、家族で食卓を囲む時間
を大切にします」
、
「平日2日以上、家族
と食卓を囲める時間に帰宅する」等の

天候が悪く、どこ
にもでかけられな
かったため、3歳
の娘とハンバーグ
を作り、ランチに
食べました。
妻と娘は大満足で
した。
フィードバックの一例

「トモショク」宣言を行いました。また、参加者に、この日に学んだ料理を自宅で復習し、作っ
た料理を撮影して画像と感想を提出するという宿題を出したところ、多数のフィードバックが
あり、
「休日にまた家族と一緒に料理をしようと決めました」といった感想が聞かれました。
このほか、
「トモショク」を働き方改革の具体的方策の一つとして捉え、学長名で宣言を行っ
た大学や、
「パパママスクール」の一環としてワークショップを開催する地方公共団体等、様々
な主体による取組が進んでいます。
プロジェクトでは、ホームページでの事例紹介、SNS を使った情報発信・コンテンツ提供、
企業と共同したアプリサービスの配信等、「トモショク」の輪を広げています。
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学校、保育所等における食育の推進

第1節 学校における食に関する指導体制の充実
平成 17（2005）年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理をつかさ
どることを職務とする栄養教諭が制度化されました。平成 20（2008）年6月には「学校給食
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法」
（昭和 29 年法律第 160 号）の改正が行われ、その目的に「学校における食育の推進」が明
確に位置付けられるとともに、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行う
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こと、校長が食に関する指導の全体的な計画の作成を行うこと等が定められました。学校にお

学校、保育所等における食育の推進

ける食育を推進するためには、栄養教諭を中心に、食に関する指導の全体的な計画に基づき、
全教職員が共通理解の下に連携・協力しつつ指導を展開することが重要です。このため、文部
科学省では、栄養教諭の重要性を踏まえ、
「これからの養護教諭・栄養教諭の在り方に関する
検討会議」を開催し、平成 29（2017）年3月に、栄養教諭自身の専門性を高めるとともに、
各学校や地方公共団体における栄養教諭を中心とした食育推進体制への理解促進に役立てる目
的で、栄養教諭の在り方をまとめた「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」を作成し
ました。
また、平成 30（2018）年度には、学習指導要領の改訂や社会の大きな変化に伴う子供の食
を取り巻く状況の変化等を踏まえ、食に関する指導を行う教職員向けの指導書である「食に関
する指導の手引」を改訂しました。
こうした資料等も活用しながら、学校給食を活用した食育の推進等について、各種の会議や
研修会等で周知を図るとともに、学校栄養職員を栄養教諭へ移行するなど栄養教諭の更なる配
置を促しています。
公立小・中学校等の栄養教諭については、各都道府県教育委員会が、地域の状況を踏まえつ
つ、栄養教諭免許状取得者の中から採用し、配置しています。令和元（2019）年5月1日現
在で、全都道府県において 6,488 人の栄養教諭が配置されており、配置数は年々増加していま
す（図表 2-2-1）
。
図表 2-2-1

公立小・中学校等栄養教諭の配置状況

年度

配置状況

年度

配置状況

平成 17（2005）

4 道府県

34 人

25（2013）

47 都道府県

4,624 人

18（2006）

25 道府県

359 人

26（2014）

47 都道府県

5,023 人

19（2007）

45 道府県

986 人

27（2015）

47 都道府県

5,356 人

20（2008）

47 都道府県

1,897 人

28（2016）

47 都道府県

5,765 人

21（2009）

47 都道府県

2,663 人

29（2017）

47 都道府県

6,092 人

22（2010）

47 都道府県

3,379 人

30（2018）

47 都道府県

6,324 人

23（2011）

47 都道府県

3,853 人

令和元（2019）

47 都道府県

6,488 人

24（2012）

47 都道府県

4,262 人

資料：文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課調べ（平成 27（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」
（平成 28（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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第2節 学校における食に関する指導内容の充実
学校における食に関する指導は、子供が食に関する正しい知識を身に付け、望ましい食習慣
を実践することができることを目指し、学校給食を活用しつつ、学校の教育活動全体を通じて
行われています。
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（1）栄養教諭による取組
栄養教諭は、学校における食育推進の要として、食に関する指導と献立作成や衛生管理等の
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学校給食の管理を一体的に展開することにより、教育上の高い相乗効果をもたらしています。

学校、保育所等における食育の推進

ア

食に関する指導の連携・調整

食は、各教科等で学習する内容に幅広く関わっており、食に関する指導は、学校の教育活動
全体を通して行うことが重要です。栄養教諭は、各教科等において指導に携わるだけでなく、
学校における食に関する全体的な指導計画の策定に中心的に携わるなど、教職員間の連携・調
整の要としての役割を果たしています。そして、栄養教諭のみならず関係教職員が食に関する
指導の重要性を理解し、必要な知識や指導方法を身に付けるとともに、十分な連携・協力を行
うことにより、体系的・継続的に効果的な指導を行うことができます。
イ

各教科等における教育指導

食に関する指導は、学校の教育活動全体の中で体系的・継続的に行われるものであり、その
中で、栄養教諭は、その専門性を生かして、各学級担任や教科担任等との連携を図りながら積
極的に指導を行っています。また、栄養教諭は、学校給食の管理業務を担っていることから、
各教科等の授業内容と関連させた献立を作成し、学校給食を生きた教材として活用するなど、
効果的な指導を行っています。
平成 29（2017）年3月には幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小
学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を、同年4月には特別支援学校幼稚部教育要領及び
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を、平成 30（2018）年3月には高等学校学習指導
要領を、平成 31（2019）年2月には特別支援学校高等部学習指導要領を改訂しました。各要
領においては、引き続き、学校における食育の推進を総則に位置付け、栄養教諭が学校給食を
活用した食に関する指導を充実させることを明記するとともに、教育課程の編成及び実施に当
たっては、教科等横断的な視点に立ち、新たに食に関する指導の全体計画と関連付けながら、
効果的な指導が行われるよう留意することも明記しました。
ウ

学校・家庭・地域における栄養教諭を中核とした取組

子供の望ましい食生活の実践を目指して、栄養教諭等には、学校教育活動の中で体系的・継
続的な指導を実施するとともに、家庭や地域と連携した取組を行うことについても特に大きな
成果が期待されています。
具体的取組としては、保護者会等を通じた食に関する指導、給食便りやパンフレットの配布
等、家庭と連携した取組、農作業体験などの体験活動、料理教室、給食試食会など地域と連携
した取組、PTA の積極的な取組を促すための働き掛け等が挙げられます。
文部科学省では、平成 29（2017）年度から栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプ
61

ローチや、体験活動を通した食への理解促進等、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進
することで、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深め、効果的に子供
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」を実施しています。令和
元（2019）年度は、全国で9事業、実施校 21 校で取組を行い、共通の指標によってその取組
を検証しました。
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（2）食に関する学習教材等の作成
文部科学省は、各教科等における食に関する指導において使用する教材等を作成していま
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す。平成 28（2016）年2月には、様々な教科等に分散している食育に関する内容を集約し、

学校、保育所等における食育の推進

「小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」
」を作成するとともに、学級担任等が、授業
の時間に食に関する指導を効果的に行うことができるよう、指導上のポイント等をまとめた指
導者用資料を作成し、全国の小学校等に配布しました。また、同年 12 月には編集可能な媒体
でこれらの教材等をホームページに掲載し、その活用を促進しています。

（3）食育を通じた健康状態の改善等の推進
近年、子供の食を取り巻く社会環境が変化し、摂取する栄養の偏りや朝食欠食といった食習
慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病の増加が指摘されています。
平成 30（2018）年7月には、「学校給食実施基準」を一部改正しました。食品構成につい
ては、児童生徒1人1回当たりの栄養量の摂取基準である「学校給食摂取基準」を踏まえ、多
様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ、様々な食に
触れることができるようにすること、また、これらを活用した食に関する指導や食事内容の充
実を図ることとしています。
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事例

ふくしまっ子の「食べる力」「感謝の心」「郷土愛」を育む食育推進
プロジェクト（つながる食育推進事業における取組）

福島県
み はる

福島県は、平成 29（2017）年度から文部科学省「つながる食育推進事業」を受託し、三春
しん ち ちょうりつしん ち

第

ちょうりつ み はる

町 立三春中学校と新地 町 立新地小学校をモデル校として、3年間にわたり、学校における食
育の推進を実践してきました。ここでは令和元（2019）年度の取組を紹介します。
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み はるちょうりつ み はる

【三春 町 立三春中学校】

学校、保育所等における食育の推進

3年生の総合的な学習の時間において、学校での学びと家庭
をつなぐことや未来の自分と食事を作ってくれる家族とをつな
ぐことを目的とした自身の取扱説明書、略称「トリセツ」を作
成 し ま し た。BDHQ（ 簡 易 型 自 記 式 食 事 歴 法 質 問 票：brieftype self-administered diet history questionnaire）や体組

「トリセツ」作成の授業の様子

成計の結果を用いて自分の栄養バランスについて考え、自分に合った適切な栄養素等の摂取量
を理解したり、内容について生徒間でアドバイスを出し合い、それをもとに修正するなど学び
を深めています。完成した「トリセツ」は、家庭に持ち帰り、家族に説明することで、親と子
が家庭で食を考えることにつながる重要なツールとなっています。
また、食育を中核としたカリキュラム・マネジメントの実践に取り組み、各教科等において
食育と関連する内容について実践した結果を抽出した「各教科・領域等との関連表」を作成し、
次年度の教育課程に活用できるようにしました。各教科等の授業で学校給食を教材として活用
し、学習で得た知識を食事という体験を通して具体的に確認したり、深めたりすることにより、
学習効果を高めることにつながっています。
しん ち ちょうりつしん ち

【新地 町 立新地小学校】
しん ち ちょうりつしん ち

「さわやかだ（さ：魚、わ：和食、
新地 町 立新地小学校では、
や：野菜、か：海藻、だ：だし・大豆）
」をスローガンに掲げ、
食の指導に取り組んできました。4年生では、その中の魚に視点
を当て、地元の魚市場関係者を講師に招き、魚に関する食育の授
業を実施しました。地元で水揚げされた魚についての学習をもと

「おさかな大すきレシピ」を地域
の方へ配布している様子

に、地元の魚（サバ・メヒカリ・カレイ）を使った「おさかな大すきレシピ」を作成しました。
レシピ完成後は、地域の方々の協力を得て調理実習も行い、児童の魚への興味・関心が高まり
ました。レシピは町内のイベントや店舗等で配布しており、広く町民にも発信しています。
5年生では、だし・大豆の視点で「さわやかだ！わが家のオリジナルみそ汁レシピ」を作成
しました。作成する過程では、タブレット型端末を使ってクラウド上で共有するなどの ICT の
活用も行っています。
「野菜不足解消」、「栄養バランスアップ」、「短時間で作れる」という3
つのテーマで作成したレシピをホームページ上で配信し、どのレシピも家庭で活用できるよう
になっています。また、地元の食育ボランティアと連携してみそ作りにも挑戦し、大豆の加工
にも触れることができました。作ったみそは調理実習や給食で使用することになっています。
このような食育の取組を実践するには栄養教諭の存在が欠かせません。栄養教諭を中心に学
校・家庭・地域と連携して取り組むことで、子供たちの望ましい食習慣の形成が図られると実
感しています。
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1 学校給食の現状

学校給食は、栄養バランスの取れた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を

図ること等を目的に実施されています。また、食に関する指導を効果的に進めるために、給食
の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材としても活用する
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ことができるものであり、大きな教育的意義を有しています。
学校給食の実施状況としては、平成 30（2018）年5月現在、小学校では 19,453 校（全小
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学校数の 99.1％）、中学校では 9,122 校（全中学校数の 89.9％）
、特別支援学校等も含め全体

学校、保育所等における食育の推進

で 30,092 校で学校給食が行われており、約 930 万人の子供が給食を食べています（図表 2-22）。学校給食実施校は着実に増加しており、引き続き学校給食の普及・充実が求められます。
なお、文部科学省では、学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護者、地域
住民等の理解と関心を高め、学校給食の一層の充実と発展を図ることを目的に、毎年1月 24
日から 30 日までの1週間を「全国学校給食週間」と定めており、文部科学省及び各学校等で
様々な取組が行われています。令和元（2019）年度は、文部科学省ホームページや twitter に
よる広報、栄養教諭による食育授業体験会等を実施しました。
また、学校給食における食物アレルギー対応について、文部科学省では、平成 24（2012）
年に発生した死亡事故を受けて開催した有識者会議の最終報告を踏まえ、学校におけるアレル
ギー対応の改善・充実のための資料として、
「学校給食における食物アレルギー対応指針」、
「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版」及び「学校におけるアレル
ギー疾患対応資料（DVD）映像資料及び研修資料」を作成し、平成 27（2015）年3月に全
国の教育委員会や学校等へ配布すること等を通じ、食物アレルギー等を有する子供に対する、
よりきめ細かな取組を推進しています。
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図表 2-2-2

学校給食実施状況（国公私立）

区分
小学校

児童数
学校数
生徒数

実施数

補食給食

百分比

実施数

ミルク給食

百分比

実施数

百分比

計
実施数

百分比

19,350

98.5

51

0.3

52

0.3

19,453

99.1

6,427,867 6,352,201

98.8

7,212

0.1

8,722

0.1

6,368,135

99.1

0.4

8,791

86.6

39

3,253,100 2,569,439

10,151

79.0

7,448

292

2.9

9,122

89.9

0.2 116,567

3.6

2,693,454

82.8

82

82

100.0

0

0.0

0

0.0

82

100.0

児童・
生徒数

34,679

33,076

95.4

0

0.0

0

0.0

33,076

95.4

52

28

53.8

0

0.0

5

9.6

33

63.5

中等教育学校 学校数
（前期課程） 生徒数

16,277

8,266

50.8

0

0.0

1,720

10.6

9,986

61.4

学校数

1,132

1,005

88.8

1

0.1

12

1.1

1,018

89.9

幼児・
児童・
生徒数

143,379

125,188

87.3

40

0.0

832

0.6

126,060

87.9

1

0.2

384

68.0

特別支援
学校

夜間定時制 学校数
高等学校 生徒数

565

297

52.6

86

15.2

76,461

18,816

24.6

3,384

4.4

16

0.0

22,216

29.1

学校数

31,617

29,553

93.5

177

0.6

362

1.1

30,092

95.2

9,951,763 9,106,986

91.5

18,084

0.2 127,857

1.3

9,252,927

93.0

計

幼児・
児童・
生徒数

2

学校、保育所等における食育の推進

学校数

章

義務教育
学校

学校数

19,635

完全給食

第

中学校

全国総数

資料：文部科学省「学校給食実施状況調査」
（平成 30（2018）年度）
注：1）完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、ミルク及びお
かずである給食
2）補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食
3）ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食
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2 地場産物等の活用の推進

地場産物を学校給食に活用し、食

に関する指導の教材として用いるこ

図表 2-2-3

とにより、子供が、より身近に、実

（％） 国産食材
80

感を持って地域の食や食文化等につ

第
章

2

78

いて理解を深め、食料の生産、流通

76

に関わる人々に対する感謝の気持ち

74

を抱くことができます。また、流通

72

76.8 77.1

77.377.7

76.7

76.0

75.2

70

に要するエネルギーや経費の節減、

学校、保育所等における食育の推進

包装の簡素化等により、環境保護に

（％） 地場産物
30

貢献することもできます。さらに、

28

地域の生産者等の学校給食を始めと

26.1

26

する学校教育に対する理解が深まる

23.7
23.3
22.4

24

ことにより、学校と地域との連携・

22

協力関係の構築にも寄与しているこ

20

とから、学校や地域において、地場
産物を学校給食で活用する取組が積

学校給食における地場産物等の使用割合

23.4

25.7

25.8
25.1

26.9 26.9
25.8

26.0
26.4

25.0

21.2
平成16 17

18

19

20

21 22

23

24

25

26

27

28

29

30 （年度）

（2004）
（2005）
（2006）
（2007）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）

資料：文部科学省「学校給食栄養報告」

極的に進められています。一方で、
地域によっては、県内産農産物の入手が困難であったり、価格が高い、一定の規格を満たした
農産物を不足なく安定的に納入することの難しさなどにより使用量・使用品目の確保が困難に
なってきているといった現状もあります。
平成 30（2018）年度の学校給食における地場
産物の使用割合は、全国平均で 26.0％（食材数
ベース）となっています。また、国産食材の使用
割合は、76.0％（食材数ベース）となっていま
す（図表 2-2-3）
。
文部科学省においては、平成 28（2016）年度
より、
「社会的課題に対応するための学校給食の
活用事業」を実施し、学校給食において地場産物
が一層活用されるよう、教育委員会などの学校設

給食現場と生産現場をつなぐ体制
（農業公社専任職員による出荷野菜の調整）

置者と生産・流通に係る農水部局や事業者とが連携し、食品の生産・加工・流通等における新
たな手法等を開発するとともに、全国的な普及を図っています。また、関係府省庁とも連携を
図りながら、地場産物の活用を推進しています。
農林水産省では、地産地消及び国産農林水産物・食品の消費拡大を推進する様々な取組を表
彰する「地産地消等優良活動表彰」を実施しています。
また、学校給食等の食材として、地場産物を安定的に生産・供給する体制を構築するため、
地場産物の生産量等の調査・分析、新しい献立・加工品の開発・導入実証等の取組への支援、
生産者と学校等の双方のニーズや課題を調整する地産地消コーディネーターの育成や派遣を
行っています。
各都道府県の現行食育推進計画の約8割において、学校給食における地場産物の活用に関す
る目標値が設定されています。目標値の算出方法やその値は様々ですが、食材数ベースで目標
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を設定している場合、目標値を 30～40％としている府県が多くなっており、中には 70％以上
としている県 1 もあります。また、令和2（2020）年3月末現在で、約6割において目標を達成
又は計画作成時より数値が増加していた一方、約4割において数値が減少していました 2。

3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付ける

第

ことや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。
平成 30（2018）年度には、完全給食を実施している学校の 100％に当たる 29,553 校で米飯

章

2

給食が実施されており、約 911 万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食

学校、保育所等における食育の推進

の回数は 3.5 回となっています（図表 2-2-4）
。
農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生
活」やその味覚を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。
令和元（2019）年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、
各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。
なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素を
バランス良く摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。
図表 2-2-4
区

分

米飯給食実施状況（国公私立）
平成 20 年度
（2008）

平成 25 年度
（2013）

平成 30 年度
（2018）

学校数

31,094 校
（31,140）

30,198 校
（30,203）

29,553 校
（29,553）

実施率

99.9％

100％

100％

実施回数
（週当たり）

3.1 回

3.3 回

3.5 回

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」
注：1）調査対象は、完全給食を実施している学校（国立・公立・私立）のうち、5月1日現在で米飯給食を実施している学校と
する。なお、中学校には中等教育学校前期課程を含む。
2）
（
）内は、5月1日現在の完全給食実施状況の数であり、実施率は、完全給食に対する比率である。

1
2

70％以上としている県は、食材数ベースでは鳥取県、山口県、重量ベースでは長崎県、大分県、鹿児

島県

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ
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事例

地域とともに取り組む学校給食を活用した「食品ロスの削減」と
「地産地消の推進」（社会的課題に対応するための学校給食の活用事
業における取組）
徳島県教育委員会

徳島県教育委員会では、文

第

部科学省の令和元（2019）
年度「社会的課題に対応する

章

2

ための学校給食の活用事業」
かみ いた ちょう

学校、保育所等における食育の推進

の 委 託 を 受 け、 上 板 町 立
たかし

高志小学校と給食センターを
中心として教育委員会等の行
政機関、地域の生産者や農協、
飲食業者等が連携し、学校給
食を活用した「食品ロスの削

事業実施体制

減」と「地産地消の推進」に取り組みました。
かみいたちょう

上板町では、商品として流通できない農作物の活用方法や加工ルートが確立されておらず、
多くの規格外農作物が収穫後に捨てられている現状がありました。そのような規格外農作物を
加工し、学校給食に使用することで少しでも廃棄される量を減らす取組として、一次収穫を
たか し

行った後の畑で高志小学校の児童が人参やブロッコリー等の二次収穫を行い、加工業者が「み
じん切り」、「ペースト」、「小房」に加工・冷凍し、それらを学校給食に使用しました。
また、キャベツを始めとする葉物野菜のカット方法を従来のものから芯付近まで使用する方
法に変更するなど、調理方法や調理過程で発生する野菜くず等の処理方法の見直しを行いまし
た。それでもなお発生する野菜くずは、地元生産者（養豚業者）へ無償提供するなど、飼料と
して再利用する取組を実施しました。その際、児童の餌やり体験も合わせて行いました。
これらの取組を通じて、規格外農作物等の学校給食への活用回数の向上や学校給食センター
における調理くずの削減等「食品ロスの削減」につなげることができました。そして、学校給
食における地場産物活用率を向上させるだけでなく、家庭における地場産物活用についても意
識の向上を図ることができました。
今後は、学校給食の残食も飼料として再利用できるよう計画しており、最終的には、食品ロ
スの出ない給食を目指し、官・民が協力して食品ロスと地産地消を同時に推進していける体制
を築いていきます。

児童が二次収穫している様子
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事例

学校給食における地場産農産物の活用について
こだいら

JA 東京むさし小平支店（東京都）

こだいら し

東京都小平市では、学校給食におけ

こだいら

25.0

納入先が市内に点在することから、生

20.0

産者個人での対応には限界がありまし
た。この課題を解決するため、行政、
こだいら

10.0

下「JA」という。）による研究会を立

5.0

先を結ぶ配送システムについて検討し
た結果、JA が配送業務を担い、行政

25.6
19.2

15.0

生産者、JA 東京むさし小 平支店（以
ち上げ、生産者からの集荷体制や納入

29.029.3
28.4

0.0

学校、保育所等における食育の推進

が直接学校等に納入していましたが、

2

章

平成6（1994）年頃は近隣の生産者

（%）
30.0

第

る地場産農産物の活用を進める上で、
農産物の配送が課題となっていました。

小平市の小学校給食における地場
産農産物使用割合の推移

図表１

22.1
20.5
20.1

12.713.5

2.3

3.9

5.5

7.5 7.1

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30（年度）

（2004）
（2005）
（2006）
（2007）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）
こ だいら し

資料：小 平 市調べ

が支援することとなりました。
地場産農産物が学校給食に活用され、農産物の計画的な出荷が見込めるようになると、JA
の営農指導員が中心となり、新たに学校給食への出荷を目指す生産者に対して作付け提案を行
うようになりました。給食への出荷量が増加するとともに、JA と生産者との関係性が良好と
なり、更に営農指導・資材供給等を実施することで、生産量の増加、生産者の所得の増加にも
つながるようになりました。
各生産者団体でも、学校給食に納入することを目的とした農産
物の生産に取り組み、安定供給できる体制を整備しています。ま
た、高齢のため少量多品目の生産ができなくなった農業者が品目
を絞って新たに学校給食へ出荷を始めたり、若手の農業後継者
が学校給食への出荷をメインとした生産体制に大きくシフトした
りと、市内の農業が学校給食によって大きく活性化されました。

JA による納品

さらに、学校給食に向かない規格外品などを、ドレッシング
等の加工品として製造・販売することで、食品ロスに配慮した
無駄のない農産物の活用を促進しています。
このような取組を通じて、学校給食における地場産農産物の
使用割合は、平成 18（2006）年度時点で、小学校 5.5％、中
学校 6.0％だったものが、平成 30（2018）年度にはそれぞれ
29.3％、26.9％まで上昇しました（図表1）。さらに、JA で取

栄養士や生産者とともに農産物
の規格を協議する「目合わせ会」

り扱う学校給食の重点品目（使用頻度・量の多い品目）の出荷量は、小学校・中学校で合計
90,120 kg と、調査を始めた平成 24（2012）年の3倍となり年々増加しています。
今後も、学校給食における野菜等の地場産率 30％という目標達成に向け、行政、生産者、
JA とがタッグを組み、更なる地場産率の向上に取り組んでいきます。
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1 保育所における食育の推進

（1）子供の育ちを支える食育 －養護と教育の一体性の重視－
保育所における「食育」は、
「保育所保育指針」
（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）にお
いて、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標と

第

しています。そして、子供が毎日の生活と遊びの中で、食に関わる体験を積み重ね、食べるこ
とを楽しみ、食事を楽しみ合う子供に成長していくこと等に留意し、保護者や地域の多様な関

章

2

係者との連携及び協働の下で実施しなければならないとしています。

学校、保育所等における食育の推進

また、平成 29（2017）年4月に策定した「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」で
は、専門分野別研修の一つとして「食育・アレルギー対応」分野を位置付け、その専門分野に
関するリーダー的職員を育成することとしました。

（2）食を通した保護者への支援
子供の食を考えるとき、保育所だけではなく、家庭と連携・協力して食育を進めていくこと
が不可欠です。食に関する子育ての不安・心配を抱える保護者は決して少なくありません。保
育所保育指針では、一つの柱として保護者に対する支援を重視しています。保育所には、今ま
で蓄積してきた乳幼児期の子供の食に関する知識、経験及び技術を「子育て支援」の一環とし
て提供し、保護者と子供の育ちを共有し、食に関する取組を進める役割を担うことが求められ
ています。
さらに、保育所は、
「児童福祉法」
（昭和 22 年
法律第 164 号）第 48 条の4の規定に基づき、
保育所の行う保育に支障がない限りにおいて、
地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、保
育所に入所していない子供を育てる家庭に対し
ても、子育て支援を積極的に行うよう努めるこ
とが期待されており、食を通した子育て支援と
して、次のような活動が展開されています。

保育所における食育活動
（食に関する体験）

①食を通した保育所機能の開放（調理施設活
用による食に関する講習などの実施や情報の提供、体験保育等）
②食に関する相談や援助の実施
③食を通した子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
④地域の子供の食育活動に関する情報の提供
⑤食を通した地域の人材の積極的な活用による地域の子育て力を高める取組の実施
食を通して保護者同士の交流の場の提供や促進を図っていくことで、保護者同士の関わりの
機会が提供され、食に対する意識が高まることが期待されます。また、多くの保育所で、育児
相談や育児講座等を通し、保護者の育児不安を軽減する活動が展開されています。

（3）子供の発育・発達を支援する食事の提供
近年は、保護者の就労形態の変化に伴い、保育所で過ごす時間が増加している子供も多く見
られるようになり、家庭とともに保育所も、子供のための大切な生活の場となっています。そ
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のため、保育所で提供される食事は乳幼児の心身の成長・発達にとって大きな役割を担ってい
ます。
厚生労働省では、乳幼児の発育・発達の過程に応じて、計画的に食事の提供や食育を実施で
きるよう、平成 22（2010）年に「児童福祉施設における食事の提供ガイド」
、平成 24（2012）
年に「保育所における食事の提供ガイドライン」を作成し、その普及啓発に取り組んでいま
す。

第

また、乳幼児期の特性を踏まえた保育所におけるアレルギー疾患を有する子供への対応の基
本を示すものとして「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を平成 23（2011）年に

章

2

作成し、各保育所で活用されています。その後、保育所保育指針の改定や関係法令等の制定が

学校、保育所等における食育の推進

行われたこと、アレルギー疾患対策に関する最新の知見が得られたこと等を踏まえ、平成 31
（2019）年4月に同ガイドラインを改訂しました。具体的には、保育所におけるアレルギー対
応に関する、子供を中心に据えた、医師と保護者、保育所のコミュニケーションツールとして
「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の位置付けを明確化するとともに、保育現
場における食物アレルギー対応の重要性を踏まえ、構成の変更や記載内容の充実を図るなど、
保育の現場における実用性を重視した内容に見直しました。
さらに、保育所を始めとする児童福祉施設の給食関係者を対象とし、子供の食を通じた健康
づくりの推進を図るため、毎年「児童福祉施設給食関係者研修」を全国4か所で開催していま
す。令和元（2019）年度は、保育所におけるアレルギー対応等について情報共有を行いまし
た。

2 幼稚園における食育の推進

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。この時期に行

われる食育では、食べる喜びや楽しさ、食べ物への興味や関心を通じて自ら進んで食べようと
する気持ちが育つようにすることが大切です。
幼稚園における食育については、平成 20（2008）年3月に改訂された「幼稚園教育要領」
に記載され、平成 30（2018）年度から実施されている新しい要領でも充実が図られています。
具体的には、心身の健康に関する領域「健康」において、
「先生や友達と食べることを楽しみ、
食べ物への興味や関心をもつ」ことが指導する内容とされています。また、幼児の発達を踏ま
えた指導を行うに当たって留意すべき事項として、
「健康な心と体を育てるためには食育を通
じた望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やか
な雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や
関心をもったりするなどし、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つように
すること。」とされています。
こうした幼稚園教育要領の趣旨を、各種研修等を通じて幼稚園教諭等に周知し、幼稚園にお
ける食育の充実を図っています。

3 認定こども園における食育の推進

認定こども園は、就学前の子供を保育の必要の有無にかかわらず受け入れ、教育と保育を一

体的に提供する、いわば幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、保護者や地域に対する子育
て支援も行う施設です。
認定こども園における食育については、平成 26（2014）年に策定された「幼保連携型認定
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こども園教育・保育要領」に基づき、各園において食育の計画を策定し、教育・保育活動の一
環として計画的に行うこととしています。
平成 29（2017）年に改訂され、平成 30（2018）年度から施行されている「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領」においても、第2章「ねらい及び内容並びに配慮事項」や、第3
章「健康及び安全」の中で、食育に関する内容の充実が図られました。特に第3章において
は、食育の推進として、食育のための環境の整備や「保護者や関係者等との連携した食育の取

第

組」について新たに明記されました。食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、家庭の
状況や生活の多様化といった食をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応

章
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や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要になってきます。

学校、保育所等における食育の推進

また、認定こども園では、栄養教諭や栄養士、調理員等がその専門性を生かし、保育教諭等
と協力し、食育における様々な関係者と多様に、かつ、日常的に連携を図るよう努め、各園の
実態に応じた取組が工夫されています。
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事例

よく噛んで食べる子供の育成

～かみかみごっくんたのしいね～
きくがわ

社会福祉法人育栄会菊川保育園（静岡県）

きく がわ

きく がわ し

菊川保育園は、静岡県菊 川市にあり、「よく噛ん

第

で食べる子供を育てる」を目標に、食育に取り組ん
でいます。

章

2

乳児期から高齢期に至るまで、噛む、飲み込むな

学校、保育所等における食育の推進

どの機能を担う、歯や口の健康が重要となります
きくがわ

が、菊川保育園では、子供たちが食べ物をよく噛ま
ずに食べている状況がみられました。そこで、噛む
力の形成と向上のために、子供たちの噛む力の実態
を調べる取組をスタートし、その結果を踏まえた評

楽しみながら学べるよう視覚的な教材の活用

価を行い、発育や発達状況に合わせた食育活動を展開しています。具体的には、畑で野菜を栽
培、収穫し、噛む力の向上を意識した料理を作り、食べることで、食べ物の生産から消費まで
の食の循環を意識した食育を進めたり、子供たちが食材や噛むことなどについて楽しみながら
学べるよう視覚的な教材を用いた活動を行うなど、噛む力を育みながら、日々の生活の中で食
に興味を持つことができるよう、一貫した取組を進めています。
さらに、子供たちの噛む力に関する調査結果と合わせて、子供の噛み方や食べ方の様子等を
保護者に伝えたり、給食参加会を開催し、親子で一緒に料理を作るなど、保育所での子供たち
の様子を保護者に知ってもらうことで、家庭での食育につながる取組となるよう努めています。
これらの取組により、子供たちと保護者がともに、よく噛んで食べることの大切さを認識し、
食への関心を高めていることが伝わってきます。
今後も、子供たちの発育や発達状況を踏まえ、食に関わる体験が広がるように工夫した取組
を展開していきます。

収穫した大根から、切干大根づくりを体験

73

事例

幼稚園・小学校・家庭・地域が一体となった食育の取組
～郷土の料理「ねったぼ」作りを通して～
みやこのじょうし

いしやま

宮崎県 都 城 市 立石山幼稚園

幼稚園における食育は、食べる喜びや楽しさを味わい、

第

様々な活動を通して、食べ物への興味や関心を通じて自
ら進んで食べようとする気持ちが育つようにすることが

章
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大切です。
いし やま

みやこのじょう し

学校、保育所等における食育の推進

石 山 幼稚園は、鹿児島県と隣接する 都 城 市 にありま
かん のん いけ

す。周りには桜の名所である観 音 池 公園や田園地帯があ
り、豊かな自然に囲まれています。昔から地域で子供を

芋の苗植えの様子

育てる気風が強く、幼稚園・小学校が併設され、地域と
の連携が密接な行事も多くあります。
いしやま

石山幼稚園では、小学1年生から3年生までの児童とともに、5月からサツマイモを栽培し
うね

ます。畑の耕しから畝作り、マルチ張りまでは、保護者・地域の方々の協力を得て取り組み、
その後、小学生と一緒に芋の苗植え、成長するまでの草取りや観察を行い、収穫をします。そ
の収穫した芋を小学4年生から6年生までの児童が栽培した餅米と合わせて「ねったぼ」作り

みやこの

をします。
「ねったぼ」は、ゆでた餅と蒸したサツマイモを合わせて作る芋餅の一種で、 都

じょう し

城 市付近で食される郷土料理です。
「すこやかフェスタ」と銘打って行われるこの活動は、小
学生・保護者・地域の高齢者や食生活改善推進員の方々との多世代交流を通した、食に関する
いし うす

大きな行事です。10 個の石臼が用意され、幼稚園・小学校の縦割り班で伝統的な餅つきを体
験します。
幼児は、餅をついたり、あんこを丸めて餅に入れたり、
「ねったぼ」を作ることに夢中になっ
て活動していました。途中、芋をふかした匂いに「いい匂い」と顔をほころばせたり、つき終
わった「ねったぼ」を大きなしゃもじですくって食べてみて「おいしい」と歓声を上げたりし
ていました。自分たちで栽培した芋を使っての「ねったぼ」作りは、できあがった感動ととも
に食に関する興味・関心を高めることができています。このような取組を通じた地域の方々と
の交流により、周りの支えてくれる人に感謝する気持ちが育まれ、自然に囲まれた地域の良さ
を改めて認識できる活動となっています。
今後は、自分たちの手で栽培・収穫した芋を「ねったぼ」作りへとつなぐ活動を充実させ、
小学校との密接な連携を生かしながら家庭や地域の方々との交流を図り、郷土に密着した幼児
らの食に関する興味・関心を更に深めていきたいと思います。

「ねったぼ」を味わう子供たち

74

高齢者の指導による「ねったぼ」作り
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事例

地域力を生かしながら体験的に学ぶ食育

～みかん狩り～
しずおか し

ゆ

い

○○県○○○市立○○○保育園
静岡県静岡市立由比こども園

ゆ

い

しず おか し

する が わん

○○○○○○○○○○○○○○は、○○○○○○○○○○○
由
比 こども園は、静 岡 市 の最東端に位置し、前面に駿 河 湾、
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はま いし だけ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○
背面には浜石岳があり、海の幸、山の幸にあふれ、豊かな自然
に囲まれています。その豊かな自然での体験や地域の方たちと
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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の温かな関わりの中で、子供の生活や食、遊び、学びがより豊
○○○○○○○○○○○○○○です。
り郷土愛が育まれています。
○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○
ゆ
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かとなり、さらには子供たちの心に地域の自然への関心が深ま
また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
夏みかん狩りの様子

い

由比地区では、温暖な山の斜面で酸味と甘味がちょうど良いみかんが作られ、地場産業の一
○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
つとなっています。地域の方にお借りしている畑で、毎年初夏になると夏みかん狩りをしてい
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
ます。自分で収穫し、五感を使い香りや味など、夏みかんを堪能します。保育教諭が収穫した
さらに、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ての夏みかんをむくと、いい香りに誘われ、自然に子供たちが集まってきます。家庭では、皮
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○。○○○○○○○○○
をむいてもらったみかんを食べる子供も多いのですが、3年間、夏みかん狩りをした年長児に
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
なると、皮も自分たちでむくようになり、年少児や年中児にも教えてあげるなど、自信がつき、
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
だんだんたくましくなってきます。
取組を通じて、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
園に戻ると、夏みかんジュースにしたり、夏みかんを凍らせアイスにしたりなど工夫して、
○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○
夏の暑い時期にいろいろな形でおいしく食べます。家庭へもお土産に持ち帰り、親子でゼリー
○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
やマーマレードを作って食べました、という嬉しい声も聞かれ、園と家庭や地域がつながって
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

いることが感じられます。また、夏みかんを味わうだけでなく、絵を描いたり色水でみかん
○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ジュースを作ったり、さらには子供たちから「ありがとうしたいね」との声が上がって畑を提
○○○○○○です。
供した方にお礼の手紙を描いたりするなど、その後の遊びに発展しました。経験だけで終わる
今後は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
のではなく、自分たちの遊びに取り入れ、体験的な学びにもつながっています。
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○です。

色水でみかんジュース作り

あおしま

ぼくのみかん

お礼の手紙

秋には地域の方の協力を得て、青島みかんのみかん狩りをしました。平成 30（2018）年は、
いのししに食べられてしまいできなかったのですが、令和元（2019）年はたくさんのみかん
の中から「これにしようかな。こっちも甘そうだな」と真剣に選んで収穫する子供、「先生、
丸い形より平らなみかんの方がおいしいんだって」と地域の方から教わったおいしいみかんの
選び方を保育教諭にそっと知らせにくる子供等、自分なりのこだわりを持っての収穫となりま
した。「いのししから守るから、また来てください」との地域の方からの声掛けに、子供たち
は「やったー！」と大喜びでした。地域の方の話を聞き、園で育てたサツマイモがいのししに
食べられたことを思い出し、いのししが食べにくる理由等への関心も高まっていました。
ゆ

い

今後も、由比地区の自然と地域の方たちとの触れ合いを保育に生かし、子供たちの五感を働
かせる体験を通して、生活と遊び、食へのつながりをより豊かなものとできるよう工夫し取り
組んでいきたいと思います。
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第2 部

3章

第

地域における食育の推進

第1節 「食育ガイド」等の活用促進
「食育ガイド」は、
「
「食べ
ること」は「生きること」
」
とし、乳幼児から高齢者に至
るまで、ライフステージのつ
ながりを大切にし、生涯にわ

第

たりそれぞれの世代に応じた



食育の実践を促すため、平成

章

3

24（2012）年3月に作成・公

地域における食育の推進

表（平成 31（2019）年3月に
改訂）されたものです。食べ
物の生産から食卓までの「食
べ物の循環」やライフステー

「食育ガイド」
わ

ジを踏まえた「生涯にわたる食の営み」等を「食育の環」として図示し、各ステージに応じた
具体的な取組を提示しています。
農林水産省では、一人一人が自らの食生活の振り返りを行い、実践に向けた取組の最初の一
歩を促すことができるよう、
「食育ガイド」をホームページに掲載し、普及啓発を図っていま
す 1。また、国民一人一人の健康の増進や生活の質（QOL）の向上、食料の安定供給の確保を
図るための指針である「食生活指針」について、平成 28（2016）年6月に一部改定を行いま
した。これは、平成 12（2000）年3月の文部省、厚生省及び農林水産省による決定から 16
年が経過し、この間に、「食育基本法」の制定、
「健康日本 21（第二次）
」の開始、
「和食；日
本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録などの食生活に関する幅広い分野での施
策に進展があったためです。この一部改定に合わせ、国民一人一人が、バランスの取れた食事
を中心に、食料生産・流通から食卓、健康までを視野に入れた食生活を実践していけるよう、
「食生活指針」の項目ごとに具体的に取り組むべき内容を「解説要領」としてもまとめました。
平成 17（2005）年6月に、厚生労働省と農林水産省により「食生活指針」を具体的な行動
に結び付けるために策定された「食事バランスガイド」は、食事の望ましい組合せやおおよそ
の量をイラストで分かりやすく示したものです。一人一人が食生活を見直すきっかけになるも
のとして、より多くの人に活用されることが重要であり、地方公共団体におけるヘルシーメ
ニューの普及啓発など、地域の特性に応じた食環境の整備においても活用されています。
厚生労働省では、
「食事バランスガイド」の普及・活用を図るため、保健所や市町村保健セ
ンターの健康づくりに関する事業等において教材として活用しています。また、農林水産省で
は、地方農政局等において、食育に関するイベント等を実施し、
「食事バランスガイド」の活
用のための講座や、地域の特性を盛り込んだ「地域版食事バランスガイド」の紹介等を行って
います。

1 食育ガイドについて（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/guide/guide_201903.html
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第2節 健康づくりや生活習慣病の予防や改善のための取組の推進
1 健康寿命の延伸につながる食育の推進

厚生労働省では、平成 25（2013）年度から開始した「健康日本 21（第二次）
」において、

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指し、53 項目の具体的な目標を設定しています。
目標達成に向け、主要な項目については継続的に数値の推移等の調査や分析を行い、都道府県
における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努める必要があることから、平成 26（2014）
年度から開始した「健康日本 21（第二次）分析評価事業」では、
「健康日本 21（第二次）
」の
目標項目について、現状値を更新し、グラフ化や「健康日本 21（第二次）
」の目標設定などに

第

用いられている「国民健康・栄養調査」における主要なデータの経年変化と諸外国との比較に
関する分析を行っています 1。また、健康格差に関する基本データとして、
「国民健康・栄養調
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査」における都道府県別の状況や都道府県等健康増進計画の目標値に関連する施策の取組事例

地域における食育の推進

についての整理をし、厚生労働省及び本事業の委託先である国立研究開発法人医薬基盤・健
康・栄養研究所国立健康・栄養研究所のホームページに掲載しています 2。
生活習慣病による国民医療費（医科診療医療費）が約3割、死亡者数が約5割強を占めてい
ます（厚生労働省「平成 29 年度国民医療費」
、
「平成 30 年人口動態統計」
）
。このため、平成
20（2008）年度から、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導制
度が実施されています。この制度は、生活習慣の改善に主眼を置いたものであり、保健指導の
実施によって、悪性新生物以外の生活習慣病に係る国民医療費の抑制に対応するものです。
さらに、糖尿病の発症予防のためには、生活習慣の改善、適切な食生活や適度な運動習慣等
によって糖尿病予防に取り組もうとしている人たちを支援していく環境の整備が必要であるこ
とから、厚生労働省補助事業「糖尿病予防戦略事業」を実施しています。本事業では、地域特
性を踏まえた課題解決型の予防対策や、飲食店等と連携して食事のバランスに偏りのある対象
集団にアプローチする食環境整備の推進を図っています。
保健所や市町村保健センターにおいては、地域の健康増進計画に基づき健康づくりに関する
事業が行われており、管理栄養士等による栄養指導や運動指導が行われています。
農林水産省では令和元（2019）年度、従業員等の健康管理に配慮した企業等の先進的な食
育推進に関する事例集を作成・公表しました（コラム：従業員等の健康に配慮した企業の食育
推進事例集

1
2
3

参照）3。

健康日本 21（第二次）分析評価事業（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養

研究所）
：https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html

健康栄養調査に関する情報のページ（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養

研究所）
：https://www.nibiohn.go.jp/eiken/chosa/kenkoeiyo.html

企業の食育推進事例集（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kigyo/jirei.html
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事例

糖尿病予防戦略事業
群馬県

群馬県は、糖尿病による新規透析導入患者率が全
国と比較して高い状況にあり、糖尿病発症予防は重
要な課題です。群馬県健康増進計画である「元気県
ぐんま 21（第2次）」において、糖尿病の重症化に

第

よる合併症を防止する体制づくりや、食生活等を改
善し、糖尿病有病者の増加を抑制する取組を進めて
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います。

地域における食育の推進

平成 30（2018）年度は、学識経験者や市町村
等の関係機関と連携し、国勢調査や特定健康診査・

管理栄養士による食事バランスの指導

特定保健指導等のデータを用いて、地域の住環境等の特徴や生活習慣病等の健康課題を分析し
たり、従来の特定保健指導等の内容を検証したりすることで糖尿病予防指導プログラムの暫定
版を作成しました。令和元（2019）年度は、「糖尿病予防戦略事業」として、そのプログラム
を用いて、糖尿病予備群等を対象に、食事バランスの指導や運動の実技指導等、糖尿病の発症
予防につなげるための講習を行いました。

事例

若い世代への栄養バランスのとれた食事の実践普及活動
滋賀県

び

わ

こ

滋賀県は、食育推進計画を策定し、琵琶湖やそれ
を囲む河川、農地、里山等の体験の場が身近にかつ
豊富にある滋賀県の特性を生かした食育を推進して
きましたが、朝食を欠食する人の割合、肥満者の割
合、バランスのとれた食事を心がける人の割合等、
依然として課題が多いことから、総合的かつ計画的
に食育を推進するため、平成 29（2017）年度に
滋賀県食育推進計画（第3次）を策定しました。食
に関する課題が多く、食育の取組が届きにくい若い

大学生協と連携した食育活動

世代へのアプローチとして、県内の管理栄養士・栄養士養成施設と連携し、大学生に対して栄
養バランスのとれた食事の実践普及事業を実施しました。学生の食生活の具体的な課題を把握
するために、実態調査を行ったところ、毎日朝食を食べている学生は6割程度、朝食は主食の
みといった結果が得られたことから、まずは、朝食を食べるという啓発活動を行うとともに、
大学生協等の事業者とも連携し、栄養バランスのとれた食事の普及活動を行いました。
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コラム

従業員等の健康に配慮した企業の食育推進事例集

農林水産省では、朝食の提供や昼食での「健康な食事（スマート
ミール）
」1 提供の推進、食生活改善のための研修等従業員の食育に
積極的に取り組んでいる企業に対してヒアリングを行いました。そ
の結果を、令和2（2020）年3月、事例集として取りまとめ、
ホームページで公開しました。この事例集が、従業員の食育に取り

第

組もうとする企業の情報源になることを期待しています。

3

ひ

び

章

（紹介している事例の一例）
の

【株式会社日比野設計】
び

の

株式会社日比野設計では、社長交代を機に社長室や会議室に使わ

「従業員等の健康に配慮した
企業の食育推進事例集」

地域における食育の推進

ひ

れていた本社3階をレストランに改装し、平成 30（2018）年1月から営業を始めました。あ
わせて、深夜までの残業が常態化していた社員の健康を考え、同レストランで社員向けに昼食
と夕食を無料で提供することにしました。しかし、夕食を食べた社員が深夜まで張り切って働
くようになり、長時間労働を助長する結果となりました。「働き方改革」が提唱される中、子
育てしやすい環境づくり、自分や家族との時間の確保といった観点から、夜型勤務から朝型勤
務への転換を促すため、同年4月から朝食と昼食の無料提供に切り替えました。
近隣のベーカリーから届くパン、牧場から届く牛乳、産直市場で購入する野菜など可能な限
り地元の食材を使用し、ヨーグルトやグラノーラも手作りするなど手間をかけた食事を提供し
ています。令和元（2019）年現在、社員 38 名のうち毎日 20 名程度が利用しています。多く
の社員が朝食を取るために朝早く出勤するようになり、朝型勤務への転換が図られています。
社員に対する朝食アンケートでは、「午前中の仕事の効率が上がったように感じる」、「たく
さんの種類の食材を食べることで、栄養面はもちろんだが、精神面でも満たされる」、「バラン
スの取れた朝食をきちんと食べることで健康が増進される」などの声が聞かれます。
今後、朝型勤務が継続できるよう、いかに社員の意識を維持させるかが課題ですが、社員一
人一人の健康づくりのために、朝食の提供を継続したいと考えています。

午前8時からビュッフェスタイルで朝食を提供

1 「健康な食事・食環境」コンソーシアムから認証を受けた、科学的根拠に基づく、健康に資する要素を含
む、栄養バランスのとれた食事、すなわち主食・主菜・副菜がそろい、減塩にも配慮した食事の通称
79

【東洋インキグループ】
東洋インキグループは、色材・樹脂など化学品の製造・
販売を行っています。東洋インキグループでは、社員食
堂で毎日昼食をとる社員が多いことから、社員食堂を通
じた栄養バランス改善の取組を実施しています。具体的
には、給食事業者と栄養学系の大学とのコラボレーショ
ンにより、社員食堂で提供しているメニューの一部を「ス
マートミール」にしました。また、お浸し・煮物などの

社員食堂で提供されている昼食の例

小鉢を充実させる、サラダバーを提供するなど、野菜や大豆製品を手軽に食事に取り入れるこ

第

とができるようにしました。
さらに、BMI が 26.0kg/m2 以上の社員を対象に、食事・運動に関する指導を中心とした生
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活習慣改善プログラムを実施しています。プログラムは、健保組合の協力を得て、グループ内
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の診療所スタッフが目標設定からプログラム実施期間中のアドバイス、終了後のフォローアッ
プ等を行っています。
【株式会社イトーキ】
株式会社イトーキは、東京に本社を置く事務用品・各
種設備を扱う企業です。平成 29（2017）年に「健康経
1
を企業の強みとしてあげ
営宣言」を制定し、
「健康経営」

られるよう活動を行っています。本社には、エネルギー
やたんぱく質、脂質などの栄養成分が表示された健康ラ
ンチ（弁当）やスティック野菜、カットフルーツを提供
するカフェがオフィスに併設され、間に仕切りがなく一

カフェに設置されたソーシャルキッチン
で従業員が調理する様子

体的にデザインされています。カフェの奥にはソーシャルキッチンが設置されています。切っ
た食材がセットになっており、すぐに調理できる「ミールキット」等を利用して、従業員が料
理を作り、カフェのテーブルで食べるなど、「みんなで作ってみんなで食べられるキッチンス
ペース」として利用されています。利用者からは、「単なる打合せではなくみんなで一緒に何
かをやっていることが楽しい」
、
「料理しているときは役職の隔たりがない」などの意見が出て
います。また、日常では交流の少ない従業員同士が、料理をしながらコミュニケーションを取
る場ともなっています。
さらに、「朝型勤務制度」を導入し、朝の始業時間より1時間以上早く出社し勤務する場合、
通常の時間外勤務手当のほかに早朝割増しとして 500 円を支給しています。コンビニ等で購入
した朝食をオフィスと一体化したカフェで食べる従業員も多くいます。
【味の素株式会社】
味の素グループは、アミノ酸メーカーとしての高品質アミノ酸の独創的な製法・利用法の開
発を通じて事業領域を拡大し、国内外で「食品事業」と「アミノサイエンス事業」を柱とした
幅広い事業を展開しています。
1

特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に
実践すること
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味の素株式会社では、味の素流の「健康経営」の一環
として、
「味の素グループで働いていると、自然に健康に
なる」をコンセプトに、社員の「バランスの良い食事」
「適度な運動」
「良質な睡眠」を意識したセルフケアの習慣
化を目指しています。
パソコンで、健康診断結果、就労状況及び生活習慣状
況を一元把握できる「My Health」システムを構築し、
社員が自分自身の健康状態を把握して、変化の予兆に気

第

づくとともに、最高のコンデションを維持できるよう、
自身の行動の見直しを行っています。
また、働き方改革により、「どこでもオフィス」が導入
アプリを活用した
「健康チャレンジキャンペーン」

地域における食育の推進

り、健康アドバイスアプリ「カラダかわる Navi」の利用

3

章

され、スマートフォンやパソコンが貸与されたことによ

が可能となりました。アプリにより「運動」
「食事」
「睡眠」
「気分」の4軸で健康状態が可視化
され、AI による自動アドバイスがなされます。
また、産業医・保健師が、保健指導（栄養教育含む）を社員全員に毎年実施しています。健
康アドバイスアプリなど IT を活用した支援と併せて、対面での面談を行うことで、各取組がよ
り効果的なものとなっています。
【リゾートトラスト株式会社】
リゾートトラスト株式会社は、全国各地でリゾートホテル、レストラン、ゴルフ場等を運営
する総合リゾート企業です。運営する施設の多くがリゾート地にあり、施設周辺に従業員が食
事をとる場所が少ない環境にあります。従業員の多数を占める若年層の多くは施設内に設置さ
れた独身寮で生活しており、そのほかに単身赴任で一人暮らしをしている社員も少なくありま
せん。加えて、ホテル、レストランなどの従業員は、シフト勤務が基本になっているため、生
活時間が不規則になりやすく、食生活も乱れがちであるという課題がありました。そこで、全
国 24 か所の大規模施設に設けられている社員食堂で、健
康管理のできる食事を提供する取組を開始しました。
食堂のメニューは、日替わりで、肉又は魚を主菜とし
た定食と麺類が基本です。どちらも野菜等の小鉢を、10
種類のうちから2品選択でき、エネルギー、たんぱく質、
脂質、炭水化物、食塩相当量、野菜の重量等がメニュー
カードに表示されています。令和元（2019）年からは、
全 24 か所の社員食堂で「スマートミール」を提供してい

昼食とメニューカードの例

ます。
平成 30（2018）年度から、生活習慣病予防のためのイベントを全国の社員食堂で毎年1回
実施しています。イベントでは、健康状態の悪化に対して自覚の薄い若年層も含め、自分の健
康状態を「見える化」し、食生活を改善するきっかけとなるように努めています。
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2 貧困の状況にある子供に対する食育推進

近年、地域住民等による自主的な取組として、

無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らん
を提供する子供食堂等が増えており 1、家庭にお
ける共食等が難しい子供たちに対し、共食等の
機会を提供する取組が広まっています。政府で
は、内閣府を中心として、貧困の状況にある子
供たちに対する食育の推進や貧困の連鎖の解消
につながる、子供食堂等の活動への支援を含む

第

官公民の連携協働プロジェクトとして「子供の
未来応援国民運動」を推進しています。この国

章

3

民運動では、民間の寄附による「子供の未来応

地域における食育の推進

援 基 金 」 を 通 じ て、 子 供 食 堂 等 を 運 営 す る
NPO 等団体を支援するほか、貧困の状況にあ
る子供たちへの支援を行う団体や企業等が参加
するフォーラムを開催しています。また、全国
の子供食堂が加盟する団体との連携等を通じて、

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）

子供食堂等を運営する団体と団体の活動への支援を希望する企業等とのマッチングを推進して
います。さらに、多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に
行うため、子供食堂等のように、子供たちと「支援」を実際に結びつける事業を実施する過程
を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域における総合的な支援体制を確立する地方公
共団体の取組を支援しています。
厚生労働省では、ひとり親家庭の子供に対し、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援と併
せて、食事の提供を行うことが可能な居場所づくりを行っています。また、子供食堂に対し
て、活用可能な政府の施策や、食品安全管理など運営上留意すべき事項を周知するとともに、
行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対して、子供食堂の活動への協力を呼び掛ける
通知を、平成 30（2018）年6月に発出しました。
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しています。また、地域における共食のニーズの把握や生産者とのマッ
チングにより共食の場の提供を支援しています。

1
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NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ及び全国の子供食堂の地域ネットワークの調査によ

ると、令和元（2019）年6月現在、子供食堂は全国で少なくとも 3,718 か所
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3 若い世代に対する食育推進

若い世代は、食に関する知識、意識、実践等の面で他の世代より課題が多く、こうした若い

世代が食育に関する知識を深め、意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活を実践する
ことができるように食育を推進することが必要です。
また、厚生労働省の「平成 27 年国民健康・栄養調査」においては、主食・主菜・副菜を組
み合わせた食事を1日に2回以上食べることが「ほとんど毎日」の者の割合は、男女ともに若
い世代ほど低い傾向にあることが分かりました。さらに、外食及び持ち帰りの弁当・惣菜を定
期的に利用している者 1 の割合は、男女とも 20 歳代で最も高いことに加えて、外食及び持ち帰
りの弁当・惣菜を定期的に利用している者は、ほとんど利用していない者より、主食・主菜・

第

副菜を組み合わせた食事の頻度が低い傾向が見られました。厚生労働省では、
「健康日本 21
（第二次）」を推進する中で、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の実践に向けて、スーパー

章

3

マーケットやコンビニエンスストア、飲食店、社員食堂、学生食堂など様々な場面で栄養バラ

地域における食育の推進

ンスの取れた食事の提供が促進されるように総合的な施策を推進しています。
農林水産省では、令和元（2019）年度に、若い世代に対する食育を推進していくため、
ウェブ調査やグループディスカッション等を行い、明らかになった結果を踏まえ、啓発資材を
作成しました（コラム：ウェブ調査結果等を踏まえた若い世代向けの啓発資材の作成

1

参照）。

外食又は持ち帰りの弁当、惣菜のいずれかの利用頻度が週2回以上の者
83

事例

地域住民のヘルスリテラシー（健やか力）向上を目指した
「おかず味噌汁」の普及活動
（第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）

公立大学法人青森県立保健大学

青森県立保健大学の学生と教員で構成される「おかず
味噌汁健やか力向上委員会」では、大学生に必要な自炊
習慣の定着及び食の自己管理能力向上とともに、地域住
民の野菜摂取量の向上及び適正な食塩量の理解促進を目

第

的に「おかず味噌汁」の普及活動を行っています。
「おかず味噌汁」とは、手軽に調理ができ、おかずにも

章

3

なる具沢山の味噌汁のことです。忙しい朝でも鍋ひとつ

万能「おかず味噌汁」

地域における食育の推進

あれば作れる、栄養バランスの良い減塩の「おかず味噌汁」を通して、「実際に調理してみよ
う」
、
「健康に配慮した食生活を心がけよう」という意欲向上とヘルスリテラシー（健やか力）
の向上を目指した活動を展開しています。
大学の寮生には「おかず味噌汁」を食べる機会を提供し、自身の食生活を振り返るよう促し
ています。学生のアンケートでは、朝、「おかず味噌汁」を食べたことにより、「集中力が増し
て、勉強がはかどった」という意見が多く寄せられ、「昼食や夕食にも気を遣うようになった」
といった意識の変化や、
「簡単に作ることができる料理教室を開いてほしい」といった行動変
容にもつながる声も聞かれました。また、地域の夏祭りや大学祭での「おかず味噌汁」の提供、
ひとり親家庭の小中学生向けの料理教室、独居高齢者向けの健康講話や健康体操も盛り込んだ
試食会など、数多くのイベントを通じて地域住民との交流を図っています。さらに、県産食材
や青森県が推進している「できるだし1」を活用し、だしのうま味で塩分もコントロールしなが
ら、どの年代でも実践しやすいレシピを作成しています。
学生の食生活改善を目的に始めた活動から、幅広い年齢層の地域住民も対象とし、
「おかず
味噌汁」の普及だけでなく健康講話や健康体操を取り入れるなど多面的に地域住民のヘルスリ
テラシー（健やか力）向上の推進につながる展開へと拡大しています。

高齢者の方と健康体操

1

使用している青森県産農林水産物の合計重量が、原材料の中で最も大きな割合を占めるだし商品の共通
名称

84

「おかず味噌汁」レシピ集

第 2 節 ● 健康づくりや生活習慣病の予防や改善のための取組の推進

事例

地域とともに歩む農業高校として
そう ま

福島県立相馬農業高等学校

そう ま

福島県立相馬農業高等学校では、学校に代々伝わ
そうのう

る「相農みそ」を活用した食育活動や、東日本大震
災後にはハマナスの自生地再生を目指した「ハマナ
ス Project」に取り組んでいます。
そうのう

第

「相農みそ」は、本校創立（明治 36（1903）年）
後間もなく、授業の一環として製造が始まり、現在

章

3

も当時の製造方法や味を忠実に守り、伝承されてい

地域における食育の推進

ます。平成 30（2018）年からは、地域の幼稚園及
び小中学校の給食で定期的に使用していただき、あ
わせて、生徒たちが小学校で味噌の歴史や製造方法
そう

についての「出前授業」を実施するとともに、「相
のう

農みそ」を使用した給食を一緒に食べる取組を行い
ました。そのほか、地域の人が参加できる「高等学
校開放講座」等でパンやクッキー作り講座も開催し

そうのう

「相農みそ」出前授業と共食の様子

ており、参加者からは「来年も楽しみにしている」
という声も聞かれ、地域に根付いた取組となっています。生徒たちは、子供たちや地域の人々
に地域の食文化等を教え、一緒に作って食べる「共食」を通じ、伝える力を身に付け、人と人
とのつながりの大切さを学んでいます。
また、自生数が激減していたハマナスが東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けたこ
とから取り組み始めた「ハマナス Project」では、ハマナスの種子発芽率を高めるための条件
調査や苗の植樹活動を行っています。ハマナスの実をハマナスジャムに、花弁をハマナス琥珀
糖に加工し、地域ブランドとして商品化するなどの研究にも取り組んでいます。
さらに、福島県内や東京都で開催される復興イベントに積極的に参加しています。イベント
で大勢の来場者と接し、自分たちの取組を紹介することにより、「積極性が出てきた」、「地域
に貢献できることをしたいと思うようになった」という生徒が増え、卒業生の多くが地域に残
り、農業や関連産業に携わっています。
今後も、地域とともに歩む農業高校として、農業や生産・加工・流通の中の「食」に関わる
地域産業を支え、次世代につなげていく人材の育成を行っていきます。
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4 高齢者に対する食育推進

高齢者については、健康寿命の延伸に向け、個々の高齢者の特性に応じて生活の質（QOL）

の向上が図られるように食育を推進する必要があります。
65 歳以上の低栄養傾向の者の割合は、男性で 10.3％、女性で 20.3％です。特に、女性の
85 歳以上では、27.5％が低栄養傾向となっています（図表 2-3-1）
。
図表 2-3-1

低栄養傾向の者（BMI ≦ 20kg/㎡）の割合（65 歳以上、性・年齢階級別）

（％）
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40
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30
20.3

20
10
0

10.3

22.8

15.1

11.9
7.7

9.6

18.2

18.8

14.8

10.3

総数 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上
（n=979）（n=293）（n=259）（n=218）（n=136） （n=73）

総数 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上
（n=1,167）（n=338）（n=313）（n=229）（n=149）（n=138）

資料：厚生労働省「平成 30 年国民健康・栄養調査」

急速な高齢化の進展により、地域の在宅高齢者等が健
康・栄養状態を適切に保つための食環境整備、とりわけ、
良質な配食事業を求める声が、今後ますます高まるもの
と予想されます。そのため、厚生労働省では、平成 28
（2016）年度に「地域高齢者等の健康支援を推進する配
食事業の栄養管理の在り方検討会」を開催しました。同
検討会では、配食には医療・介護関連施設と住まいをで
きる限り切れ目なくつなぐ役割や、低栄養予防・フレイ
ル 1 予防に資する役割が期待されることに鑑み、地域高
齢者等の健康支援を推進する配食事業において望まれる
栄養管理の在り方について、「地域高齢者等の健康支援
を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン 2」
（以下「ガイドライン」という。
）を取りまとめました。
平成 29（2017）年度は、配食事業者と配食利用者のそ

地域高齢者のフレイル予防の推進に向けた
普及啓発用パンフレット

れぞれに向けた普及啓発用パンフレットを作成しました。平成 30（2018）年度からは、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、事
1
2
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加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、そし

て死亡などの危険性が高くなった状態

平成 29（2017）年3月厚生労働省健康局策定
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業者及び地方公共団体向けの参考事例集を作成しています。令和元（2019）年度は、フレイ
ル予防も視野に入れて策定された「日本人の食事摂取基準（2020 年版）
」を活用し、高齢者
やその家族、行政関係者等が、フレイル予防に役立てることができる普及啓発ツールを作成し
ました。
また、農林水産省では、栄養面や噛むこと、飲み込むことなどの食機能に配慮した新しい介
護食品を「スマイルケア食」として整理し、消費者それぞれの状態に応じた商品選択に寄与す
る表示として、
「青」マーク（噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養
補給を必要とする方向けの食品）
、
「黄」マーク（噛むことに問題がある方向けの食品）
、
「赤」
マーク（飲み込むことに問題がある方向けの食品）とする識別マークの運用を平成 28（2016）

第

年に開始しました（図表 2-3-2）
。平成 29（2017）年度には、スマイルケア食の普及をより一
層推進するための教育ツールとして、制度を分かりやすく解説したパンフレットや動画を作成

章

3

しました。令和元（2019）年度には、引き続きツールを活用し、スマイルケア食の普及を図

図表 2-3-2

地域における食育の推進

りました。
スマイルケア食識別マーク

青マーク：噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、
健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品

黄マーク：噛むことに問題がある方向けの食品

赤マーク：飲み込むことに問題がある方向けの食品

※マーク内の数字は、内容物の「固さ」に応じた分類番号。黄マークで「5～2」、赤マークで「2～0」の番号が表示される。
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事例

地域高齢者の「通いの場」での「兵庫県版フレイル予防・改善プロ
グラム」の活用
兵庫県

県民が生涯にわたって健康で暮らすためには、働き盛り世代のメタボリックシンドローム対策に
加えて、高齢期のフレイル予防・改善対策（以下「フレイル予防」という。
）に取り組むことが重
要です。フレイルには低栄養が関連しており、平成 28（2016）年度時点で兵庫県の低栄養傾向
（BMI≦20kg/m2）の高齢者の割合は21.7％と、全国の値（17.9％）と比較して高い状況です。

第

そのため、兵庫県では、
「フレイル予防の３ヶ条」として、①体重減少に要注意、②しっか
りかめるお口をつくる、③１日３回、３つの皿をそろえて食べるを柱とし、兵庫県医師会、歯

章
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科医師会、栄養士会、歯科衛生士会等の関係団体や配食事業者、市町介護予防部局と協働で、

地域における食育の推進

「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」を作成しました。
このプログラムでは、通いの場やサロンなど高齢者が集う場におけるフレイル予防・改善プ
ログラムの実践メニューとして、フレイル予防教室「はじめて編」、「ちょこっと編」、「しっか
り編」及び「個別相談編」の４パターンの例を示しています。その中で、高齢者が自らフレイ
ル予防に取り組めるよう、①栄養と口腔についてクイズ形式で解説する動画の活用、②地域高
齢者が集まり交流する通いの場において、配食事業者を活用したフレイル予防・改善食の会食
と管理栄養士、歯科衛生士による栄養・健康教育の実施、③フレイルが疑われた場合の医療・
介護サービスへの連絡体制の構築等の事業を実施しています。
これまで、市町における地域高齢者の通いの場では、健康体操など身体機能の向上を目的と
した取組が中心でしたが、令和２（2020）年３月時点の調査では、県内全 41 市町のうち 32
市町が本プログラムを活用して、フレイル
予防教室を実施しており、6市町が活用に
向けて検討中という結果でした。
す もと し

活用事例として、洲 本 市 では、市内 15
か所の通いの場において、適切に栄養管理
された配食弁当を教材に栄養状態の改善や
口腔機能の向上に一体的に取り組むための
「はじめて編」を実施しました。また、「フ
レイル予防のための自己点検表」
（以下「自
己点検表」という。
）を用い、アセスメン

「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」の流れ

トした結果、訪問指導や適切な医療サービスにつながった事例もありました。さらに、ショッ
ピングセンターなどの生活拠点の場においても、自己点検表を用いて自分のフレイル状態を
チェックするなど、日常的に健康づくりを意識できる魅力的な取組に拡充されました。
令和元（2019）年度は、県内全域でより効果的なフレイル予防対策を推進するため、本プ
ログラムの活用研修の実施や先進事例の共有に加えて、オーラルフレイル 1 予防の体制整備に
向けても検討を進めました。
1

老化に伴う様々な口腔の状態（歯数・口腔衛生・口腔機能など）の変化に、口腔健康への関心の低下や
心身の予備能力低下も重なり、口腔の脆弱性が増加し、食べる機能障害へ陥り、さらにはフレイルに影響を
与え、心身の機能低下にまでつながる一連の現象及び過程
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第3節 歯科口腔保健における食育推進
（1）国における取組
平成 21（2009）年に、厚生労働省において開催された「歯科保健と食育の在り方に関する
検討会」で、
「歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書「歯・口の健康と食育～噛ミン
グ 30（カミングサンマル）を目指して～」
」が取りまとめられました。この報告書において、
全ての国民がより健康な生活を目指すという観点から、一口 30 回以上噛むことを目標として、
「噛ミング 30（カミングサンマル）」というキャッチフレーズを作成するとともに、食育推進
に向けた今後の取組として、各ライフステージにおける食育推進の在り方、関係機関や関係職

第

種における歯科保健と食育の推進方策、新たな視点を踏まえた歯科保健対策の推進等について
提言がなされました。
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また、食を通して健康寿命を延伸するためには、乳幼児期から高齢期に至るまで、噛む・飲

地域における食育の推進

み込むなどの機能を担う歯や口の健康が重要です。このため、厚生労働省では、平成 23
（2011）年に公布・施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」
（平成 23 年法律第 95 号）
に基づき、平成 24（2012）年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」
（平成 24 年厚生
労働省告示第 438 号。以下「基本的事項」という。
）を制定し、乳幼児期から高齢期までの各
ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健を推進しています。この「基本的事項」におい
て、食育と関連の深い口腔機能の維持・向上についての目標が設定されており、平成 30
（2018）年度には、これらの目標についての中間評価が取りまとめられました。
さらに、平成元（1989）年から推進している「8020（ハチマル・ニイマル）運動」は、全
ての国民が健やかで豊かな生活を過ごすため、80 歳になっても 20 歯以上保つことを目標とし
ており、8020 達成者の割合は、5年に一度実施している歯科疾患実態調査の結果によると、
昭和 62（1987）年の 7.0％から平成 28（2016）年には 51.2％へと上昇しています。なお、
「健康日本 21（第二次）
」では、歯・口腔の健康に関する目標として、80 歳で 20 歯以上の自
分の歯を有する者の割合の増加に加え、60 歳において 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合
の増加が設定されており、この割合は平成 17（2005）年の 60.2％から平成 28（2016）年に
は 74.4％へと上昇しています。

こおりやまし

令和元（2019）年 11 月2日には、厚生労働省、福島県、郡山市、公益社団法人日本歯科医
師会及び公益社団法人福島県歯科医師会が協同して、福島県において「おいしく食べよう、楽
しくすごそう～ようこそ！うつくしま、ふくしま。～」をテーマに「第 40 回全国歯科保健大
会」を開催しました。
これらの運動や取組を通じて、歯科口腔保健における食育を推進しています。

（2）都道府県等における取組
各都道府県等でも歯科口腔保健における食育の推進に関
する取組が行われており、厚生労働省では、
「8020 運動・
口腔保健推進事業」を通じて都道府県等の取組への支援を
行っています。この中で、噛み応えのある料理を用いた噛
むことの大切さの教育や、食生活を支える歯・口腔の健康
づくりについての歯科医師・栄養士などの多職種を対象と
した講習会、バランスの良い食事をとるための歯、舌、口

第 12 回東京都食育フェアの様子
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唇等の口腔機能に関する相談に対応できる歯科医師の養成など、食育に関わる事業も実施され
ています。
東京都では、食育への理解や意識の向上を図るため、令和元（2019）年 11 月9日、10 日
に「第 12 回東京都食育フェア」を開催し、2日間で 39,785 人が来場しました。テントブー
スや特設ステージでは食育団体や企業等による様々な催しが行われ、厚生労働省が出展した咀
嚼力判定ガムの体験ブースでは、よく噛むことで色が変わるガムを用いて、体験者に噛むこと
の重要性について意識啓発が行われました。

（3）関係団体における取組

第

公益社団法人日本歯科医師会、日本歯科医学会、一般社団法人日本学校歯科医会及び公益社
団法人日本歯科衛生士会の4団体は、平成 19（2007）年に、国民全てが豊かで健全な食生活
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を営むことができるよう、食育を国民的運動として広く推進することを宣言した「食育推進宣
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言」を出しました。この宣言において、歯科に関連する職種は多くの領域と連携して食育を広
く推進することとされています。
公益社団法人日本歯科医師会と公益社団法人日本栄養士会は、平成 22（2010）年に、
「健
康づくりのための食育推進共同宣言」を出しています。歯科医師、管理栄養士・栄養士は、こ
の宣言において、
「食」の専門職として全ての人々が健康で心豊かな食生活を営むことができ
るようにその責務を果たすと同時に、互いに連携・協働して国民運動である食育を広く推進す
ることとしています。また、共通認識を深めるため、両会はこれまでに3回の共同シンポジウ
ムを開催しています。
公益社団法人日本歯科医師会と一般社団法人山梨県歯科医師会は、令和元（2019）年6月
29 日、30 日に開催された「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」において、共同で食育に
関するブースを出展し、
「味わうためには噛むことが大事」と題し、ガムを用いた咀嚼力の測
定を実施しました。この大会の来場者は、2日間で約2万2千人であり、同ブースには延べ約
480 人が来場しました。
公益社団法人日本歯科医師会は、平成 19（2007）年6月に「歯科関係者のための食育推進
支援ガイド」を作成してから約 10 年が経過し、国民の生活環境にも変化が生じてきているこ
とから、同ガイドの見直しを行い、平成 31（2019）年3月に「歯科関係者のための食育支援
ガイド 2019」を作成しました。同ガイドは、同会ホームページに掲載しています 1。
日本歯科医学会は、食育に関する公開フォーラムや多職種によるワークショップ、研修会等
の実施や、歯科医療関係者向けの FAQ2、小児のための口腔機能発達評価マニュアルの作成を
行っています。
公益社団法人日本歯科衛生士会では、
「ライフステージごとの食育」の普及啓発を目的とし
たポスターを作成し、幅広い年齢層の国民に対して更なる周知を図っています。また、
「歯科
衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集」をホームページで公表しています 3。
1
2
3
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歯科関係者のための食育支援ガイド 2019（公益社団法人日本歯科医師会）：https://www.jda.or.jp/

dentist/program/guide.html

歯科医療関係者向け子どもの食の問題に関するよくある質問と回答（日本歯科医学会）
：https://www.

jads.jp/date/faq160821.pdf

歯科衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集（公益社団法人日本歯科衛生士会）：https://www.

jdha.or.jp/pdf/outline/renkei_syokuiku.pdf
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「ライフステージごとの食育」ポスター
（成人期）

第

「ライフステージごとの食育」ポスター
（小児期）
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「ライフステージごとの食育」ポスター
（高齢期）
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第4節 栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践の推進
「日本型食生活」とは、ごはんを中心に魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、
茶といった多様な副食等を組み合わせて食べる、栄養バランスに優れた食生活をいいます。日
本の気候風土に適した多様性のある食生活として、生活する地域や日本各地で生産される豊か
な食材を用いており、旬の食材を利用して季節感を取り入れることや、地域の気候風土にあっ
た郷土料理を活用すること、ごはんを中心に洋風や中華風など多彩な主菜を組み合わせること
により、幅広く食事を楽しむ要素を有しています。また、栄養バランスに優れているといった
メリットがあります。

第

近年、ライフスタイルが多様化しており、家庭での調理のみを前提とせずに、ごはんと組み
合わせる主菜、副菜等に、中食、冷凍食品、レトルト食品、合わせ調味料等を活用すること
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で、「日本型食生活」を実践することが可能となりました。

地域における食育の推進

農林水産省では、こうした「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
食育活動に対する支援を行っています。また、
「日本型食生活」の中心であるごはんについて
は、米の需要の減少に歯止めをかけるため、平成 30（2018）年 10 月から米の消費拡大を応
援する「やっぱりごはんでしょ！」運動を展開しており、ごはん食による栄養バランス改善の
効果やごはんレシピに関する情報などを農林水産省のホームページ1やSNSで発信しています。

1
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米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」（農林水産省）：https://www.maff.go.jp/j/

syouan/keikaku/soukatu/gohan.html
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事例

学んで食べて強くなろう！合言葉は「おにぎり」
栃木県

栃木県では、スポーツへの関心と食を結び付け、子供たちが親しみやすい食育を推進するた
めに、平成 29（2017）年度から「食べて強くなろうプロジェクト」として、子供たちを対象
とした「食育キャプテン」
、保護者や監督・コーチを対象とした「スポーツと食に関する研修
会」の二つの事業に取り組んでいます。

第

「食育キャプテン」事業は、県内を拠点とする8つのプ
ロ・実業団スポーツチームに委嘱しています。各チーム
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は、スポーツ教室やトークショーなどを行う際に、選手や
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コーチが先生役となり、それぞれの体験に基づき、合言
葉「お・に・ぎ・り」を活用しながら、規則正しくバラン
ス良く食べることなど、体づくりに欠かせない食の重要性
を子供たちに親しみやすく伝えています。令和元（2019）

合言葉（おにぎり）タペストリー

年度は 39 回開催し、計 2,950 人が参加しました。
グラクソ・スミスクライン

オレンジユナイテッド 1 は、

イベントで子供たちと交流した後に、合言葉が書かれた
タペストリーを用いて、「食育キャプテン」活動を行いま
した。また、栃木サッカークラブ 2 は、ホームゲーム前に
選手のトークショーを実施し、選手自身の経験に基づい
た食の大切さを伝え、食育○×クイズなどの活動を行い
ホッケー女子チームでの
「食育キャプテン活動」

ました。

「スポーツと食に関する研修会」事業では、指導者や保
護者に食の重要性を理解し、実践してもらうことを目的
に、スポーツ少年団や中学校の運動部等が主催する研修
会に、スポーツと食に詳しい管理栄養士（公認スポーツ
栄養士）を派遣し、成長期における食の重要性や、適切
な食事・水分補給、試合前の食事の取り方等への理解を
促 し ま し た。 令 和 元（2019） 年 度 は 13 回 開 催 し、 計

「スポーツと食に関する研修会」

1,551 人が参加しました。
事業の参加者からは「体を作るのには食が一番大切だと思った」、「バランスのよい食事を心
がけたい」
、
「やっぱりごはんが大切」といった感想が寄せられるなど、「日本型食生活」の普
及と実践につながる取組となっています。今後はこれらを県民に広く周知するとともに、取組
回数を増やすなど、活動の幅を広げていきたいと考えています。

1

ホッケー日本リーグ女子所属チーム

2

日本プロサッカーリーグ（J リーグ）所属チーム
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第5節 食品関連事業者等による食育推進
食育の推進に当たっては、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者等の関係者間の連携
と、各分野における積極的な取組が不可欠です。食品関連事業者等は、消費者と接する機会が
多いことから、食育の推進に占める役割は大きく、様々な体験活動の機会の提供や健康に配慮
した商品・メニューの提供、食に関する情報や知識の提供が求められています。
近年、食品製造業、小売業、外食産業を始めとした食品関連事業者等による食育活動は、
CSR（企業の社会的責任）活動の一環としてなど、様々な位置付けで取り組まれています。
具体的な取組内容としては、工場・店舗の見学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理教室

第

の開催といったもののほか、店舗での食育体験教室の開催、出前授業、提供するメニューの栄
養成分表示や、食生活に関する情報提供など、幅広いものとなっています。例えば、公益社団
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法人日本給食サービス協会では、会員の事業者が給食を提供する社員食堂などで健康に配慮し
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た食事を提供するとともに、
「給食施設における栄養情報提供ガイド（2017 年）
」を日本給食
経営管理学会と共同で作成し、エネルギー等の栄養成分表示の適正な運用を行うなど、健康に
関する情報提供の取組も行っています。
厚生労働省では、平成 25（2013）年度から開始した「健
康日本 21（第二次）
」において、健康寿命の延伸に向け、
企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携した取組とし
て「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進しています。
また、毎年9月に展開している食生活改善普及運動では、
「食事をおいしく、バランスよく」を基本テーマに、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

「スマート・ライフ・プロジェクト」
ロゴマーク

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、地方公共団体や企業とともに全国的な運動を実施し
ました。効果的な取組を展開するため、普及啓発ツールを作成し、
「スマート・ライフ・プロ
ジェクト」のホームページで提供するとともに、地方公共団体や「スマート・ライフ・プロ
ジェクト」の登録企業の取組例を紹介するなどの情報発信を行いました。

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」

農林水産省では、
「果樹農業振興基本方針」
（平成 27（2015）年4月 27 日農林水産省決定）
に基づき、果物は嗜好品ではなく、適量を毎日の食生活に取り入れるべき必需品であるという
ことについて、科学的見地からの理解が広まるよう多角的な取組を行っています。具体的に
は、生産者団体と協力し「毎日くだもの 200 グラム運動」による家庭や学校給食等における
果物の摂取を促進するほか、栄養面では各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の摂取源として
94
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重要な食品であり、健康の維持・増進に役立つ機能性関与成分も含まれているといった健康へ
の有益性の周知、社会人（企業）を対象とした普及啓発（
「デスク de みかん」等）
、小学生を
対象とした出前授業に取り組んでおり、果物の摂取が生涯にわたる食習慣となるよう、その定
着を推進しています。

第
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果物摂取の普及啓発

地域における食育の推進

「毎日くだもの 200 グラム運動」
ロゴマーク

さらに、農林水産省では、地域の食文化の継承に向けた調理体験や、食や農林水産業への理
解を深めるための体験活動の提供など、地域における食育活動を実施する食品関連事業者等に
対する支援を行いました。
令和元（2019）年度には、暖冬の影響で安値となった野菜の消費拡大を図るため、
「野菜を
食べよう」プロジェクトを実施し、消費者に対しては SNS（Facebook、Twitter）等を通じ
たお手頃価格の野菜やメニューの紹介、
事業者団体に対しては野菜を豊富に使用したメニュー、
商品の製造、販売等を依頼しました。
「平成 30 年国民健康・栄養調査」では、1日当たりの野菜類摂取量の平均値は 281.4g、果
実類摂取量の平均値は 100.9g でした（図表 2-3-3、2-3-4）
。
「健康日本 21（第二次）
」で目標としている野菜摂取量 350g や、
「毎日くだもの 200 グラム
運動」で推奨している果物摂取量 200g には、まだ到達しておらず、引き続き、摂取量増加の
ため、野菜や果物の安定供給とともに、消費者への普及・啓発の取組が重要です。
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図表 2-3-3

野菜類摂取量の平均値の推移（性別、20 歳以上）

（g/ 日）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物

図表 2-3-4

果実類摂取量の平均値の推移（性別、20 歳以上）
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注：果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料

男性

女性

第 5 節 ● 食品関連事業者等による食育推進

日本と米国の野菜消費量を比較してみると、1人1年当たりの野菜消費量は、米国では近年
やや減少しているものの 1970 年代から長期的に増加傾向で推移する一方、我が国では減少傾
向で推移したことから、1990 年代中頃以降は、米国が我が国を上回って推移しています（図
表 2-3-5）。
米国における野菜の消費の増加理由としては、①カット野菜等の多種類で利便性の高い商
品・商材の開発と普及、②カリフォルニア州などの野菜産地での生産拡大、③コールドチェー
ンの導入による遠距離輸送の実現、④「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書（1977
年 12 月）」
（通称：マクガバンレポート）を踏まえた栄養政策の推進等が挙げられます。
図表 2-3-5
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資料：国際連合食糧農業機関（FAO）
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事例

地域小売店と協働した減塩の取組
とぎつちょう

時津町（長崎県）

長崎県は、収縮期血圧が 140mmHg 以上の人の割合が全国ワースト1位～3位（平成 25～
28 年度レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）より）で推移しており、高血圧
とぎつちょう

対策として食塩摂取量の減少を目指しています。時津町では、令和元（2019）年度食生活改
善普及運動として、地元の酒店・菓子店と連

第

携して「おいしく減塩1日マイナス2 g」を目
標とした取組を実施しました。

3

章

とぎつちょう

時 津町の住民に馴染みがあり、かつ食塩相

地域における食育の推進

当量が多い「おでん」について、住民の作り
方を調査し、その結果をもとに「モデルレシ
ピ」を作成しました。そして、減塩醤油等の
減塩調味料を使い、
「モデルレシピ」と味の変
わらない「減塩おでん」のレシピを町の管理
栄養士が作成しました。
「減塩おでん」は、お
でん1食（250g）あたり、食塩相当量が 1.9g
であり、
「モデルレシピ」のおでん（食塩相当
量 2.6g）と比較して、約 25％の減塩に成功
しました。

「減塩おでん」と「減塩おでん」を試食した町民の感想

6月に開催した住民向けの減塩フォーラムでは、減塩に関する講演会や「減塩おでん」の試
食等を行いました。
「減塩おでん」は「従来と変わらない味」、「これなら良い」と高い評価を
得ることができました。
「減塩おでん」に使用した減塩醤油、減塩だしの素等について、住民
が手軽に入手できるよう、商工会を通じて取扱協力店を募集したところ、地元の酒店（明治8
（1875）年創業）と菓子店（昭和 34（1959）年創業）の協力が得られ、積極的に減塩食品の
紹介を行っています。
とぎつちょう

さらに、時津町保健センターでは特定健診・保健指導、乳幼児健診などで「減塩おでん」の
試食やレシピ紹介を行うとともに減塩食品のサンプルを配布し、住民への減塩啓発と減塩食品
の普及活動を行っています。今後も、地元の酒店・菓子店や食生活改善推進員とも連携し、高
血圧者の減少に向け、さらなる減塩の取組を推進していきたいと思います。



酒店や菓子店で販売されている減塩食品
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事例

「食の安全・食育」の体験型ミュージアムを運営
（第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）

大阪いずみ市民生活協同組合（大阪府）

大阪いずみ市民生活協同組合は、
「食の安
全」と「食育、食べることの大切さ」を学ぶ
ことのできる体験型ミュージアム「たべる＊
たいせつミュージアム」を運営しています。

第

誰でも無料で利用でき、週末には食に関わる
親子向けの体験イベントも実施しています。
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また、小学校の校外学習の場としても活用さ
「たべる＊たいせつミュージアム」は、年
間2万件以上を検査する「商品検査センター」

地域における食育の推進

れ、食育の推進に役立てられています。
ミュージアム（人体トンネル）を見学する小学生

に併設されています。「食の安全ゾーン」、「食育ゾーン」、「ライブラリーゾーン」、「体験・ワー
クショップゾーン」があり、来館者が「見て、触れて、試してなっとく」できる様々なコンテ
ンツが展示されています。
「食の安全ゾーン」では、微生物や残留農薬などの食品検査の様子をガラス越しに見ること
ができ、検査員にマイクを通して質問することができます。「食育ゾーン」では、消化の仕組
みを学ぶ巨大な人体トンネルを始め、子供の“なぜ？”を引き出せるよう工夫しています。「ラ
イブラリーゾーン」には、食育のこと、食の安全のことを楽しく学べる絵本や書籍があります。
そして、
「体験・ワークショップゾーン」では、ミュージアムスタッフによる食に関する体験
企画や週末イベントとして食品企業や専門家とのコラボ企画を開催し、チリメンジャコの中から
カタクチイワシの稚魚以外の生物を探す「チリメンモンスター」など、子供たちの食への興味を
引き出しています。また、移動手段等の問題で来館が難しい方のために、ミュージアムスタッフ
が出向いて行う、豆腐作り体験や食べ物の糖度調べなどの出張授業にも力を入れています。
令和元（2019）年 12 月には、来館者が 10 万人を超えました。今後さらに、様々な方に繰
り返し利用していただけるよう、新しいプログラムの検討やミュージアムスタッフの育成を
行っています。

企業と連携した体験イベント
（ウインナー作り）

出張授業の様子
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第6節 ボランティア活動による食育推進
1 ボランティアの取組の活発化がなされるような環境の整備

国民の生活に密着した活動を行っている食育ボランティアは、地域での食育推進運動の中核

的役割を担うことが期待されています。第3次基本計画作成時の値である平成 26（2014）年
度の 34.4 万人から平成 30（2018）年度は 36.5 万人と増加したものの、目標値である 37 万人
には達していません。ボランティア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の整備が必要
とされています。厚生労働省では、
「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食
生活の改善の基本指針 1」において、住民主体の活動やソーシャルキャピタルを活用した健康づ
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くり活動を推進するために、ボランティア組織の育成や活動の活性化が図られるよう、食育推
進のネットワークの構築について示しています。
さらに、一般財団法人日本食生活協会では、健康づくりのための食育アドバイザーとして活

地域における食育の推進

動している食生活改善推進員や、ボランティアの中核となり地域の食育を推進していく食育推
進リーダーの育成など、地域に根ざした食育の活動を推進しています。特に、食生活改善推進
員が地域で質の高い活動ができるよう、食生活改善の実践方法や食育の普及活動についての
リーダー研修の実施、地域住民に対する食育に関する講習会の開催など、食育の普及啓発活動
への支援を行っています。

2 食生活改善推進員の健康づくり活動の促進

地域における食育の推進に当たっては、地域の健康課題、食習慣、食文化等を理解し、地域

に密着した活動を幅広く推進していくことが重要です。一般財団法人日本食生活協会は、その
傘下の全国食生活改善推進員協議会と行政との連携を図りつつ、
「私達の健康は、私達の手で」
をスローガンに、生活習慣病予防対策に重点を置き、時代に即した健康づくりのための食育活
動を進めています。平成 31（2019）年4月現在、全国 46 道府県の 1,329 市町村に協議会組
織が存在し、ボランティア団体として住民のニーズにあった健康づくり事業を推進していま
す。食生活改善推進員は、市町村が行う食生活改善推進員の養成事業の修了後、自らの意思に
より当該協議会の会員となることで活動が始まります。地域における食育推進活動の最大の担
い手となっており、平成 30（2018）年度は1年間で約 260 万回、延べ約 1,429 万人に対して
健康づくり活動を実施しました。
主な活動には、次のようなものがあります。

（1）世代別に取り組む生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業（第2弾）
「健康日本 21（第二次）」では生涯を通じる健康づくりに「一次予防」が重視され、健康寿
命の延伸のための生活の質の向上が求められています。
令和元（2019）年度は平成 30（2018）年度に引き続き、
「健康日本 21（第二次）
」の目標
を踏まえ、世代別のニーズに合わせた食生活改善の推進と社会環境の整備に取り組みました。
対象を「若者世代」
、
「働き世代」
、
「高齢世代」の大きく3つに分け、若者世代は朝食欠食の解
消と食事バランスの必要性をテーマに、バランスの取れた食事を習慣化することが健康的な身
体をつくり食事の楽しさにつながること、働き世代は生活習慣病予防として「適正体重の維
1
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平成 25（2013）年3月厚生労働省策定
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持」や「減塩」
（食塩摂取量8 g 未満）
、
「野菜 350g 摂取」の大切さを伝え食生活の見直しを図
りました。また、高齢世代には、低栄養予防や閉じこもりによる孤立化を防ぐために、第1の
居場所である「家庭」、第2の居場所の「職場」に次ぐ、第3の居場所「シニアカフェ」を
オープンさせ、小さなコミュニティ単位でのお茶会などを通して閉じこもり予防を進めまし
た。低栄養・フレイル予防の取組としては、食事のポイントや方言の入ったラジオ体操等で身
体を動かす内容にしました。
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地域における食育の推進

講習会テキスト

高校への出前授業

「シニアカフェ」

（2）
「おやこの食育教室」で「食育5つの力」
「おやこの食育教室」は、体験学習を通
して「食育5つの力」である〈1〉食べ物
を選ぶ力、
〈2〉料理ができる力、
〈3〉食
べ物の味がわかる力、〈4〉食べ物のいの
ちを感じる力、〈5〉元気なからだがわか
る力を理解することを目的としています。
令和元（2019）年度は「朝食と共食の大
切さ」と「食物アレルギー」をテーマに情
報を発信し、親子での調理体験から成長著
しい大事な時期における食事の大切さを

「おやこの食育教室」

ともに学び、親子のコミュニケーションの充実を図りました。また、一般財団法人日本食生活
協会が作成した「食育ランチョンマット」を教材として、食の基本である主食・主菜・副菜の
正しい並べ方を学びました。本教室は、いろいろな体験を通して様々な能力を見いだす絶好の
101

機会でもあり、親子で共食の大切さを感じ取ってもらうことにもつながりました。
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「食育ランチョンマット」

地域における食育の推進

（3）生涯骨太クッキング
健康寿命の延伸と生活習慣病の予防を目的
として、日本人の食生活に不足しているカル
シウム摂取量を増やすための乳製品を使った
料理講習会「生涯骨太クッキング」を実施し
ました。あわせて、令和元（2019）年度は、
「高血圧予防」
、
「糖尿病予防」をテーマに減
塩と適正体重の維持について学習しました。
また、フレイルから要支援や要介護の状態に
なりやすくなることから、低栄養予防と骨

「生涯骨太クッキング」

折・転倒予防のためのロコモーショントレーニングや手軽にできる体操にも取り組み、健康維
持及び増進に努めました。

（4）男性のための料理教室
高齢者の単身世帯が増加する中、男性を対
象に、食生活の自立や生活習慣病を防ぐこと
を目的とした料理教室を実施しました。
「男
性料理教室 20 のレシピ」を教材に、ごはん
の炊き方から始め、
「生きていくための 20 品
目」を覚えてもらいました。この男性料理教
室の参加者からは、
「人と人とのつながりが
地域参加へのきっかけにもなっている」との
声が寄せられています。

男性のための料理教室

（5）やさしい在宅介護食教室
高齢になると加齢に伴い食欲が低下し、料理を作る意欲も減退していくため、知らぬ間に低
栄養状態になる高齢者が増加しています。今後も高齢化は続き、家庭での食事介護の知識を習
得することが求められてくることから、令和元（2019）年度は自分でも作ることができる介
護食を知り、その作り方を学ぶことを目的に、
「やさしい在宅介護食教室」を実施しました。
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また、単身の高齢者への食事支援や安否確
認の一つとして、
「おとなりさん、お向かい
さん活動」の「一皿・一声運動」を実施しま
した。

（6）
「
 毎 月 19 日 は 食 育 の 日 」 全 国 一 斉
キャンペーン活動
全国食生活改善推進員協議会では、国が毎
月 19 日を「食育の日」と設定したことに賛

「やさしい在宅介護食教室」

第

同し、平成 18（2006）年度から「毎月 19
日は食育の日。家族そろって食事を楽しみま
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3

しょう」をテーマに全国各県において駅や

地域における食育の推進

スーパーマーケットなど多くの人が集まる場
所で「食育の日」のチラシを配布し、食育の
大切さや食育の認知度を高めるための活動を
行っています。
「やさしい在宅介護食」

「毎月 19 日は食育の日」全国一斉キャンペーン活動①

「シニアカフェドリル」

「毎月 19 日は食育の日」全国一斉キャンペーン活動②

103

事例

地域に根付く「食による健康づくり」活動

（第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）

ひろのちょう

洋野町食生活改善推進員協議会（岩手県）
ひろのちょう

平成 18（2006）年から活動をはじめた洋 野町
食生活改善推進員協議会では、
「食による健康づく
ひろのちょう

り」を目的として、第2次洋野町食育推進計画に示
されている発達段階ごとの食育の実践目標と取組内
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容を踏まえた食育に取り組んでいます。具体的に
は、幼児への健康手づくりおやつの普及啓発、中学
校での郷土料理づくり、地元の海の幸や山の幸を使

地域における食育の推進

い、減塩・適塩などの工夫を凝らしたオリジナルメ
ニューの料理教室などを行っています。

減塩メニューを取り入れた
男性向け料理教室

「食事バランスガイド」をベースに開発された「バランス弁当箱」は、主食・主菜・副菜・
乳製品・果物の適量が一目で分かるように
なっています。この弁当箱を活用したオリジ
ナルヘルシーレシピ集を発行し、食べすぎ防
止や家庭での食事バランス確認の定着に役立
てているほか、年1回、町内集会施設で町民
を対象に開催している「ヘルシーレストラン」
でも活用しています。

地元食材を使ったバランス弁当

「ヘルシーレストラン」は、生活習慣病やメタボリックシンドロームの予防、改善などを目的
とした健全な食習慣の普及啓発のために平成 20（2008）年度から行われている取組です。脳
卒中予防などのテーマに沿ったバランスメニューを提供する昼食会のほか、劇やクイズを取り入
れた楽しく分かりやすい健康講座も開かれます。参加者全員で健康体操を行い、健康な身体づ
くりは、バランスの取れた食事と適度な運動が大切であることについての理解を図っています。
「ヘルシーレストラン」終了後のアンケートでは、「薄味でとても美味しい。自分の味付けが
いかに濃い味だったのか分かった」といった感想も
多く見られ、参加者のほぼ全員が、空の弁当箱を自
宅での実践用に持ち帰るなど、参加者の食に対する
意識の変化が見られています。
今後も、定期的に研修会を開くなど、会員の資質
向上を図るとともに、勤労者をはじめ成人期の食生
活改善のためのアプローチなど、幅広い年代を対象
「ヘルシーレストラン」で健康体操
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とした食育活動を行っていく予定です。
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事例

子供食堂で食を通じた「つながり作り」と「居場所作り」

（第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）

気まぐれ八百屋だんだん（東京都）

気まぐれ八百屋だんだんは、八百屋を営みながら、子
供たちの学習サポートと大人の学び直しの場作りを行っ
ていました。その中で、子供が一人で安心して外食がで
き、温かいごはんと具沢山の味噌汁をみんなで食べられ

第

る場所を地域で作ろうと、平成 24（2012）年から「子
供食堂」を始めました。「子供食堂」は毎週木曜日に開店、

3

章

毎回 80 食程度を用意し、子供はワンコイン（1円でも、

みんなの居場所「だんだん」

地域における食育の推進

おもちゃの硬貨でも1枚）、大人は 500 円で食べられます。
子供も大人もみんなで一緒に食べることにより、心がなごみ、
つながりが生まれ、思いやりや食への感謝の心が育まれます。
また、ひとり親家庭や高齢者の孤立を防ぐためのセーフティ
ネット、「居場所」としての機能も併せ持つ場所として、地域
の情報収集と発信も行っています。
さらに毎月1回、地方への関心と食文化の伝承を学ぶきっ
かけを作ろうと、「郷土料理教室」を開催しています。子供た
ちが料理を作る達成感を味わえ、調理に関する技術を習得で
きる貴重な場となっています。また、保護者の要望を受け、

「子供食堂」のメニューの一例

近隣小学校の「サマースクール」で、子供たちだけで参加できる料理教室を開催しています。
だんだんで育った子供たちの中には、農家になって自分で作った農作物を持ってきてくれた
り、大学生や社会人になりボランティアとして、「子供食堂」を手伝ってくれたり、行事を企
画してくれたりと、支援される側から支援する側へと成長が見られます。
食に関わる活動を通して、行政、学校、児童館、地域ともつながりができました。これから
も、地域の方々の笑顔のためにみんなで力を合わせ、食を通じた地域づくりに取り組んでいき
ます。

郷土料理教室の様子

みんなで囲む食卓は笑顔がいっぱい
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厚生労働省等は、国民一人一人が食に関する知識を持ち、自らこれを実践できるようにする
ため、食育に関する専門的知識を備えた管理栄養士・栄養士（以下「管理栄養士等」という。）
や専門調理師や調理師（以下「専門調理師等」という。
）等の養成を行い、関係団体との連携
等により、人材の育成や食育の推進に向けての活動に取り組んでいます。

1 管理栄養士・栄養士の養成・活用

厚生労働省等では、食生活や健康づくりに関する専門的な知識を有し、食育を推進する上で

第
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重要な役割を担う者として管理栄養士等の養成を行っています。管理栄養士等は、
「栄養士法」
（昭和 22 年法律第 245 号）に基づく資格であり、栄養士は都道府県知事から、管理栄養士は
厚生労働大臣から免許が交付されています。

地域における食育の推進

平成 31（2019）年4月1日現在、栄養士養成施設数は 300 校（平成 30（2018）年度 302
校）であり、そのうち管理栄養士養成施設数は 149 校（平成 30（2018）年度 148 校）です。
栄養士免許は、平成 30（2018）年度 18,037 件（平成 29（2017）年度 18,551 件）
、管理栄
養士免許は令和元（2019）年 12 月現在で 10,291 件（平成 30（2018）年 12 月現在 10,119
件）交付されています。管理栄養士等は、学校、保育所、病院、社会福祉施設、介護保険施
設、保健所、市町村保健センター、食品産業、大学、研究機関等の様々な場において食生活に
関する支援を行っています。
特に、都道府県や市町村においては、地域での食育の推進が着実に図られるよう、行政栄養
士の配置を推進しており、令和元（2019）年度においては、6,877 人（平成 30（2018）年
度 6,610 人）となっています。行政栄養士は、都道府県や市町村の食育推進計画の策定や食育
に関する事業の企画・立案・評価、食生活改善推進員などのボランティアの育成、国民運動と
しての食育の推進が図られるよう関係団体や関係者との調整等を行っています。
公益社団法人日本栄養士会では、会員である約5万人の管理栄養士等が、全国で、乳児期か
ら高齢者までの食育を推進していくための活動を実施しています。
公益社団法人日本栄養士会は、平成 28（2016）年に全
ての人々の健康の保持・増進を実現するために、
「栄養の日
（8月4日）
」
、
「栄養週間（8月1日～8月7日）
」を制定し
ました。
「栄養の日・栄養週間 2019」では、
「栄養を楽しむ
―栄養障害の二重負荷（Double burden of malnutrition）
の解決をめざす―」を統一テーマとして様々な事業を実施
しました。
「2019 年度全国栄養士大会」では、管理栄養士
と栄養士が一致して取り組むべき課題を協議し、対応や実
践の方法を共有しました。また、
「栄養ワンダー2019」で
は、全国各地で講話や栄養相談などのイベントを開催しま
した。国民 20 万人を対象に、栄養の重要性と管理栄養士等
の職能の認知・普及を目的として、対象者に応じて「栄養

栄養ワンダーブック

の楽しみ方」や「若年女性のやせと高齢者の低栄養、中年
男性の肥満」の解決に向けたプレゼンテーションを行い、栄養ワンダーブックを配布しました。
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「栄養ワンダー2019」の実施風景

また、
「健康日本 21（第二次）」で取り上げている身体活動・運動は、生活習慣病の予防の

第

ほか、社会生活機能の維持及び向上並びに生活の質の向上の観点で重要であることから、ジュ
ニアアスリートの保護者と指導者を対象とした研修会を、平成 28（2016）年度から開催して
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おり、最終年度である令和元（2019）年度は 11 か所で開催しました。また、野菜をたくさん

地域における食育の推進

食べて健康で生き生きとした生活を送るための支援として、都道府県栄養士会と協力して、各
地で栄養相談・食生活相談事業を行っています。
さらに、食育推進や特定健康診査・特定保健指導、介護予防などの活動拠点として、全都道
府県栄養士会に設置している「栄養ケア・ステーション」の更なる機能充実を図るとともに、
拠点数の拡大に向け、平成 30（2018）年度に「栄養ケア・ステーション認定制度」をスター
トさせ、管理栄養士による地域の在宅医療・健康・栄養・食育等の問題に対する取組を進めて
います。
加えて、管理栄養士等のキャリア支援を目的として生涯教育を実施し、到達度に応じた認定
を行っています。その中では、関連学会等と共同で、特定・専門的な種類の業務に必要とされ
る高度の専門的知識・技能を身に付けた管理栄養士等を認定しています。

2 専門調理師・調理師の養成・活用

近年、外食への依存度が高くなっており、飲食店等における健康に配慮したメニューや商品

の提供、行政等による食に関する分かりやすい情報の提供が重要となっています。また、急速
に進む高齢化、生活習慣病の増大や食の安全・安心を脅かす問題の発生など食生活を取り巻く
社会環境が大きく変化するとともに、厨房機器の多様化など調理を巡る環境も変化してきてい
ることから、時代に即した専門的知識・技術を有する専門調理師等の養成が求められていま
す。
専門調理師等は、
「調理師法」
（昭和 33 年法律第 147 号）に基づく資格であり、専門調理師
については厚生労働大臣認定として「日本料理」
、
「西洋料理」
、
「麺料理」
、
「すし料理」
、
「中国
料理」及び「給食用特殊料理」の計6種類があり、また、調理師については都道府県知事免許
として交付されています。
平成 31（2019）年4月1日現在、調理師養成施設数は 282 校（平成 30（2018）年度 283
校 ） で あ り、 平 成 30（2018） 年 度 に は 調 理 師 免 許 が 30,612 件（ 平 成 29（2017） 年 度
32,477 件）交付されています。専門調理師は、令和元（2019）年度専門調理師認定証書交付
数が 484 件（平成 30（2018）年度 464 件）となっています。
公益社団法人調理技術技能センターでは、高度な調理技術を生かして地域における食育推進
運動のリーダーとして活躍できる専門調理師を養成するために、
「専門調理師・調理技能士の
ための食育推進員認定講座」を開催しており、修了者を「専門調理食育推進員」に認定してい
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ます。この推進員名簿を各都道府県に送付し、食育推進活動等における専門調理師の活用を促
しています。
公益社団法人日本中国料理協会は、専門調理師等による中学校等での出張授業の実施や、行
政や調理師団体等が主催する食育事業の体験活動、行事等の実施に協力し、地域の食育活動を
推進しています。
また、東京、熊本などの各都県で、児童養護施設、老人ホーム、公共施設、専門学校等を訪
問し、調理した中国料理を提供しています。
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地域における食育の推進

日本中国料理協会の出張授業の様子

公益社団法人全国調理師養成施設協会では、全国の調理師養成施設において、近隣住民等を
参加対象とした「食育教室」を開催し、健康に配慮した食生活の大切さを講義する、親子調理
実習を通じて一緒に食べる楽しさを伝えるなど、食育の普及啓発に努めています。

食育教室の様子

また、平成 18（2006）年度から始まった食育推進全国大会に毎年出展しており、令和元
（2019）年度の「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」では、協会が推進する食育3本柱
（①どんなものを食べたら安全か、危険かという「選食」の力や知識を身に付ける。②食事に
ついてのしつけをしっかりと行うとともに、バランスのよい食事を心掛ける。③食料や農業に
関する問題や、環境問題を意識する。）を普及するための展示、協会会員校の全国マップの掲
示を行いました。さらに、食育推進活動で活躍できる調理師として、食育実習等を含む一定の
カリキュラムに基づく講習及び試験による食育インストラクターの養成を行い、卒業後、食育
インストラクターの知識を生かして食育のセミナーを行う調理師もおり、こうした活動を通じ
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て食育の推進に資しています。

3 医学教育等における食育推進

大学の医学部においては、医学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力

を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に基づき、医学生に対す
る教育が実施されています。
本モデル・コア・カリキュラムでは、食生活を含む生活習慣とそのリスクに関して、生活習
慣病とリスクファクター等の基本概念を説明できることや、栄養、食育、食生活を説明できる
こと等が学修目標として設定されています。

第

このほか、文部科学省では、医学部関係者が集まる会議等において、食育の推進に関する教
育の充実について周知・要請を行っています。
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地域における食育の推進
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事例

調理師養成施設（調理師学校）での「食育教室」の取組
公益社団法人全国調理師養成施設協会（東京都）

公益社団法人全国調理師養成施設協会では、全国の調理師養成施設において、近隣住民等を
対象とし、調理師養成施設ならではのバラエティに富んだ「食育教室」を開催しています。令
和元（2019）年度は 65 校で実施され、計4千人以上が参加しました。以下に2校の取組を紹
介します。

はま まつ し
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はま まつ

静岡県浜松市の浜松調理菓子専門学校では、令和元（2019）年9月に「災害時の食を考え
かけがわ し

る～パッククッキングについて学ぼう～」をテーマに、掛川市健康づくり食生活推進協議会の
会員を対象に、講義と実習を行いました。

地域における食育の推進

講義では、ポリ袋を活用した調理方法として、災害時にも役立つ「パッククッキング」の特
徴、使用する袋や適した食材について解説し、実習に向けて参加者の理解を深めてもらいまし
た。実習では、
「パッククッキング」を活用して「鯖のみそ煮」、
「鶏と野菜のうま煮」、
「お粥」、
「おはぎ」、「さつまいものレモン煮」を調理しました。普
段行わない調理法のため、最初は参加者が戸惑う様子も
みられましたが、手際よく調理することができました。
参加者からは、
「災害時の特別な時だけでなく、常に活
用して作るようにしたい」
、
「思ったよりも簡単で、味が
しみ込んでいておいしい」
、
「お粥がいい。高齢者の分を
作り分けられるのがうれしい」といった感想が聞かれま
した。

「パッククッキング」に挑戦する参加者
まつ やま し

え ひめ

愛媛県松山市の愛媛調理製菓専門学校では、令和元（2019）年6月に「スポーツ選手の効
果的な食事の摂り方＆夏バテしない食の豆知識」をテーマに、プロ野球独立リーグの愛媛マン
ダリンパイレーツの選手を対象に、講義と実習を行いました。練習で忙しい中、日々自炊を頑
張っている選手のため、栄養に関する専門知識がなくて
も食事のバランスがとれる方法や食材の選び方、手軽に
作れるメニューを取り上げました。
選手からは、「自分たちでも作れそう」、「スーパーやコ
ンビニで手に入りやすい食材を用いることで、調理も簡
単で食べやすい。寮でも作ります」と大絶賛でした。ス
ポーツ選手を対象とした今回の取組は、地域活性化につ
ながる食育活動の新たな一歩を感じる「食育教室」とな
りました。
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選手と専門学校の生徒
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事例

県や金融機関と連携した短期大学の地域食育推進の取組

（第3回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞）

やまなし

山梨学院短期大学（山梨県）
やま なし

山梨学院短期大学では、学生たちの食育実践力の育成と地域貢献を目指し、「食育推進ボラ
ンティア」を卒業必修科目「社会人基礎力育成講座Ⅱ」に位置付け、山梨県や地元金融機関と
連携して、地域の食育活動に取り組んでいます。学内に設置した地域研究連携センターをボラ
ンティアの受付窓口とし、食育推進ボランティアの依頼受付や調整、学生への情報の提供、活

第

動支援を行う体制を整えています。学生は、ボランティア先との日程調整や活動内容等の調整
を自ら行い、個人やグループで主体的にボランティア活動に取り組んでいます。
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児童養護施設に入所している児童を対象とした料理教

地域における食育の推進

室は、平成 19（2007）年度から年2～3回開催し、将
来の自立に向けて料理を学ぶ機会を提供し、入所者の調
理技術が向上するよう取り組んでいます。また、保育所
や幼稚園での食育活動を年 40 回以上実施しており、実物
の野菜や学生が手作りした教材を用いて、子供の食に対
する興味、関心の向上等を育む活動を行っています。同

保育所・幼稚園での食育活動

時に、これらの活動には、現場の保育士や栄養士にとっ
ても、食育について改めて考えるよい機会になっている
との感想が寄せられています。
さらに、平成 23（2011）年から、地元金融機関との
連携事業で、小学生以下の子供から夢のケーキのデザイ
ン（構想）を募集し、入賞作品を実際に学生が製作して
プレゼントする「ドリームケーキプロジェクト」を実施
しています。「ドリームケーキプロジェクト」は、子供に
食の楽しさを伝える機会となっており、令和元（2019）
年度は約 700 件の応募がありました。

学生が作成した教材（絵カード）を
用いた食育ゲーム

これらの活動は、学生の食育活動の実践力の育成（食育の重要性の認識、食育活動の企画力、
指導力等）や地域貢献の意識の醸成（地域の一員としての自覚、地域で生きる上での社会性の重
要性の認識等）にもつながっています。山梨学院短期大学は、次の時代を担う栄養士、製菓衛生
師、保育士、幼稚園教諭、小学
校教諭を多く地域に送り出してお
り、県全体の食育県民運動の原
動力の一つとなっています。

「ドリームケーキプロジェクト」で子供がデザインしたケーキの
イラストと、実際に学生が製作したケーキ

111

第2 部

4章

第

食育推進運動の展開

第1節 「食育月間」の取組
1「食育月間」実施要綱の制定等

基本計画では、毎年6月を「食育月間」と定めています。農林水産省は、平成 31（2019）

年度、
「食育月間」における取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「平成 31 年度（2019
年度）「食育月間」実施要綱」を定めました。実施要綱では、重点的に普及啓発を図る事項と
して、①食を通じたコミュニケーションの促進と子供の生活リズムの向上、②健康寿命の延伸
につながる健全な食生活の実践の促進、③食の循環や環境への意識の醸成、④伝統的な食文化
に関する関心と理解の増進、⑤食品の安全性に関する情報提供と食品情報に関する制度の普
及・定着、⑥都道府県・市町村が作成する食育推進計画の普及の6項目を掲げました。

第

力・参加の呼びかけや周知ポスターの作成・配布など、
「食育月間」の普及啓発を図りました。
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また、農林水産省ホームページへの掲載、関係省庁、都道府県及び関係機関・団体への協

食育推進運動の展開

2 食育推進全国大会の開催

「食育月間」の全国規模の中核的行事として、
「第

14 回 食 育 推 進 全 国 大 会 in や ま な し 」 を、 令 和 元
こう ふ

し

（2019）年6月 29 日、30 日に、山梨県甲 府 市 におい
て、
「食がつなぐ人と未来～健康寿命日本一の富士の
国やまなしから全国へ～」を大会テーマに、農林水産
こう ふ

し

省、山梨県、甲 府 市 及び第 14 回食育推進全国大会山
梨県実行委員会の共催により開催しました。
同大会では、体験を通して来場者自らが食の重要性
について楽しみながら学ぶことのできる講演・実演や、
健康寿命の延伸をテーマとしたセミナーなどのイベン
トが開催されました。このほかにも、ワークショップ
やブースによる多彩な展示や体験イベントなども行わ
れ、2日間で約2万2千人が来場しました（コラム：
「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」を通じた食育
の普及啓発 参照）
。
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「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」ポスター

第 1 節 ●「食育月間」の取組

3 都道府県及び市町村における食育に関する取組

食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動

への積極的な参加を促し、その一層の充実と定着を図るため、
「食育月間」では、都道府県及
び市町村を始め、各地の保育所、学校、図書館、飲食店、企業等において、各種広報媒体や行
事等を活用した取組が展開されました。
具体的には、余りやすい食材を使って食品ロス削減を意識した料理教室の実施、小学生を対
象に漁船に乗り漁師の仕事や船の仕組みを学ぶとともに、地元で捕れた魚介類を使った調理を
行う体験学習の実施、若い世代や働く世代の朝食欠食を減らすための、地元食品企業と連携し
た啓発活動等、様々な場面で多様な活動が展開されました。なお、農林水産省では、ホーム
ページにおいて各都道府県等における「食育月間」の取組事例について情報提供を行っていま
す 1。
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食育推進運動の展開

1

都道府県・政令指定都市の取組（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/torikumi.

html
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「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」を
通じた食育の普及啓発

コラム

「第 14 回食育推進全国大会 in やまなし」は、令和元（2019）年6月 29 日、30 日の2日間に
こう ふ

し

「食がつなぐ
わたり、山梨県甲府市の山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨をメイン会場に、
人と未来～健康寿命日本一の富士の国やまなしから全国へ～」をテーマとして、140 の展示ブー
ス、26 の講演会等のイベントが行われました。
展示ブースにおいては、食育に関するパネルやパ
ンフレット等の展示、料理や出汁の試食・試飲、
「お菓子づくり」や「お茶の入れ方」等の体験コー
ナー、郷土料理の料理教室等、各団体が趣向を凝ら
した内容の催しを行いました。また、「やまなしの
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食」を考えるシンポジウム、食品ロス削減に関する
トークショー等も行われ、来場者に楽しみながら食

第3回食育活動表彰受賞事例発表会

育について考えていただきました。

食育推進運動の展開

メインステージでは、
「第3回食育活動表彰受賞
事例発表会～食がつなぐ人と未来～」を開催しまし
ざ おう

た。受賞団体の有限会社蔵王マウンテンファームか
ら酪農体験学習の事例、山梨県立ひばりが丘高等学
校うどん部から高校の部活動としての「うどん部」
の活動事例、気まぐれ八百屋だんだんから子供食堂
を通じた共食の事例、山梨学院短期大学から大学に
おける食育推進ボランティア活動の事例が発表され
ました。コーディネーターからは、
「4団体の事例

子供の調理体験

に共通することは地元、地域の取組であり、地元の土や水を使うことが未来の食の姿ではない
か」とのコメントがありました。
また、第3次基本計画では、
「健康寿命の延伸につながる食育」を重点課題としていること
から、開催地山梨県の特徴となっている「健康寿命日本一」に関わる「健康寿命の延伸と食育
の重要性」をテーマとした食育セミナーを開催しました。セミナーの講師からは、高血圧によ
る健康への影響を始めとした医学的な知見や減塩醤油を使ったおいしい病院食への挑戦を中心
に、健康寿命を延伸するための日々の食生活の改善についての講演がありました。
本大会の来場者は、2日間で約2万2千人となり、様々な催しを楽しみながら、食育につい
て改めて考える機会となりました。
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コラム

食育月間の取組「消費者の部屋」特別展示
食育の週～おいしい！国産食材で豊かで健やかな食生活～

食育月間の取組の一環として、令和元（2019）
年6月3日から7日まで、農林水産省の「消費者の
部屋」において、「食育の週～おいしい！国産食材
で豊かで健やかな食生活～」をテーマに特別展示を
行いました。
展示期間中は、「日本型食生活」等を紹介するパ
ネル展示等のほか、米、野菜・果物、きのこ、畜産
物（牛肉・牛乳）等について、日替わりで展示や試
食を行いました。

第

さらに、関係団体の協力を得ながら、それぞれの
食材の魅力やおいしい食べ方・選び方を知ってもら
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うための実演も行いました。品種の異なるお米の味

食育推進運動の展開

の違いを見極める「ごはんの食べ比べ」、国産牛肉
お

のおいしい食べ方を知ってもらう「家庭で出来る美

「消費者の部屋」特別展示
食育の週～おいしい！国産食材で
豊かで健やかな食生活～

い

味 しいステーキの焼き方の実演」、果物をよりおい
しく食べる方法を伝える「果物のカッティングの実

演」
、国産原木しいたけを味わう「しいたけの試食」、殺菌方法による味・風味の差を理解して
もらう「殺菌方法の異なる3種類の牛乳飲み比べ」等、様々な国産食材を見たり味わったりす
ることで、その良さを理解するきっかけづくりになるような内容としました。
「農業女子プロジェクト」のメンバーが講師を務めた玉ねぎ収穫体験教室では、近隣の保育
園児を招き、玉ねぎが生産者から消費者に届けられるまでの過程の説明後、園児たちが実際に
玉ねぎをプランターから掘り出し、
「あったよ！」、「こっちにもあった！」と言いながら、土
のついた玉ねぎを掘り出す楽しそうな笑顔が見られました。
期間中の5日間で延べ 1,025 人が来場し、来場者アンケートでは「来場をきっかけに食育に
対する意識が変わった」
、
「これからは国産食材をもっと購入したい」などの感想が寄せられる
など、特別展示により多くの方に国産食材の魅力を感じてもらうことができました。

ステーキの焼き方の実演

スイカのカッティングの実演
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第2節 食育に関する施策等の総合的な情報提供
農林水産省では、食育の様々な分野に関して広く国民の理解を深めるため、
「食育基本法」
や第3次基本計画などの食育に関する基本情報や、都道府県・市町村の食育推進計画の作成状
況等、食育推進の施策等に関する総合的な情報提供を行っています。
具体的には、農林水産省ホームページ内の「食育の推進」1 において、食育推進施策や、消費
者に健全な食生活の実現や食と農林水産業への理解を深めてもらうため、
「食育ガイド」
、
「食
生活指針」、「食事バランスガイド」
、
「日本型食生活」
、
「農林漁業体験」等に関する資料を掲載
するとともに、食育を実践する人、又は、これから実践しようとしている人に効果的で広がり
のある活動を目指してもらうため、
「食育実践ガイドブック」
、
「基礎から始める教育ファーム
運営の手引き」等を掲載しています。また、食と農林漁業体験に関する情報を提供するため、
「食と農林漁業体験メールマガジン」を配信（月に1回程度）しています。さらに、消費者が
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安全で健やかな食生活を送る上で役に立つ情報を取りまとめてホームページで提供しています 2。
地方農政局等においても、地域の関係者と連携したフォーラム等の開催、食育推進ネット
ワークの活動等について、ホームページによる情報提供を行うとともに、地域に密着した様々

食育推進運動の展開

な方法で情報提供を行っています。
食品安全委員会では、食品の安全性に関して、様々な方法で情報提供を行っています。具体
的には、食品健康影響評価（リスク評価）や食品の安全性に関する情報を随時更新し、ホーム
ページや国民の関心が高い事項等を掲載した広報誌等を通じた情報提供を行っています 3。
これに加え、各種意見交換会を通じて情報や意見の共有・交換を図っています。さらに、食
品 の 安 全 性 に 関 す る 情 報 を タ イ ム リ ー に 提 供 す る た め、SNS 等（Facebook、 ブ ロ グ、
YouTube）による情報発信を行うとともに、メールマガジンとして、食品安全委員会の審議
結果概要等を毎週配信する「ウィークリー版」
、実生活に役立つ情報や安全性の解説等を配信
する「読み物版」を、それぞれ配信しています。
文部科学省では、学校における食育の推進への理解を深めるため、ホームページにおいて、
栄養教諭制度、食に関する指導、学校給食衛生管理基準等の情報提供を行っています 4。
厚生労働省では、ホームページにおいて、
「栄養・食育対策」として、
「国民健康・栄養調
査」や「日本人の食事摂取基準」等について、情報提供を行っています 5。また、都道府県、保
健所、市町村保健センター等における健康づくりの活動を通じ、母子保健、健康づくり、食品
の安全性に関する情報提供を行っており、多くの人々が正しい情報を入手できるよう取り組ん
でいます。

1

食育の推進（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html

3

食品安全委員会（食品安全委員会）
：https://www.fsc.go.jp/

2
4
5
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安全で健やかな食生活を送るために（農林水産省）：https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html
学校における食育の推進・学校給食の充実（文部科学省）
：https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/

syokuiku/

栄養・食育対策（厚生労働省）
：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/eiyou/index.html

第 3 節 ● 食育推進の取組等に対する表彰の実施

第3節 食育推進の取組等に対する表彰の実施
食育に関する優れた取組を表彰し、その内容を広く情報提供することにより、食育が国民運
動として一層推進されることが期待されます。
農林水産省では、令和元（2019）年度に、ボランティア活動、教育活動、農林漁業、食品
製造・販売等その他の事業活動を通じた食育関係者の取組を対象として、その功績を称えると
ともに、取組の内容を広く国民に周知し、食育を推進する優れた取組が全国に展開されていく
ことを目的として、
「第3回食育活動表彰」を実施しました。ボランティア部門、教育関係
者・事業者部門において、個人・団体を含む 189 件の推薦があり、
「第 14 回食育推進全国大
会 in やまなし」において、農林水産大臣賞7件及び消費・安全局長賞14 件の表彰を行いました。
また、地産地消の取組を一層促進するため、平成 17（2005）年度から「地産地消等優良活
動表彰」を実施しています。令和元（2019）年度は、地産地消や国産農林水産物の消費拡大

第

に資する地域の創意工夫ある優れた取組や活動 13 件を農林水産大臣賞等として選定・表彰し、
優良事例としてホームページ等で紹介しました。
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文部科学省では、学校給食の普及と充実に優秀な成果を上げた学校、共同調理場、学校給食

食育推進運動の展開

関係者、学校給食関係団体について、文部科学大臣表彰を実施しています。令和元（2019）
年度は、学校 11 校、共同調理場4場が「学校給食優良学校等」として、また、15 人の学校給
食関係者が「学校給食功労者」として表彰されました。
厚生労働省では、栄養改善と食生活改善事業の普及向上等に功労のあった個人、地区組織等
について、栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。令和元（2019）年度は、功
労者として 258 人、功労団体として 57 団体が表彰されました。また、国民の生活習慣を改善
し、健康寿命をのばすための運動「スマート・ライフ・プロジェクト」が掲げる4つのテーマ
（適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診）を中心に、従業員や職員、住民に対
して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた取組等をしている企業、団体、地方公
共団体を表彰する「第8回健康寿命をのばそう！アワード」の生活習慣病予防分野では、応募
のあった 95 件の中から 21 の企業、団体、地方公共団体が表彰されました。さらに、平成 27
（2015）年度から、「健やか親子 21（第2次）
」のスタートに合わせ、母子保健分野を加え、
食育を含む母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・地方公共団体を表彰し
ています。令和元（2019）年度は、応募のあった 90 件のうち、14 の企業、団体、地方公共
団体が表彰されました。
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第4節 食育推進運動の展開における連携・協働体制の確立
1 食育推進計画の作成目的と位置付け

食育を国民運動として推進していくためには、多様な関係者が食育に関する課題や国の政策

の方向性を共有し、それぞれの特性を生かして連携・協働しながら、地域が一体となって取り
組むことが重要です。
「食育基本法」においては、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
食育推進会議において、基本計画を作成するものと定めています。
また、全国各地においても、食育の取組が効果的に進められることが必要であることから、
都道府県及び市町村に対しても、基本計画を基本として、食育推進計画を作成するよう努める
こととしています。
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2 食育推進計画の作成に関するこれまでの推移

基本計画の作成時、食育推進計画の作成割合を平成 22（2010）年度までに都道府県は

100％、市町村は 50％以上とすることを目指して取組を進めてきました。その結果、都道府

食育推進運動の展開

県の食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の 85.1％（47 都道府県中 40 都道府県）から、
平成 20（2008）年度調査において 100％に到達し、目標を達成しました。
一方、市町村における食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の 4.1％（1,834 市町村中
75 市町村）から、令和2（2020）年3月末現在では、87.5％（1,741 市町村中 1,523 市町村
作成）まで増加しています（図表 2-4-1）
。なお、第3次基本計画では、令和2（2020）年度
までに 100％とすることを目標としています。
図表 2-4-1

都道府県

（％）
100

80

都道府県及び市町村の食育推進計画の作成割合の推移

100

市町村

100

85.1

71.5
58.2

60

76.7
76.0

84.8
78.1

87.5

79.3

65.3

37.3

40

39.5
25.5

20
4.1

0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
令和元
（年度）
平成 19 20
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）
（2019）
（2007）

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（平成 27（2015）年度までは内閣府）調べ
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3 市町村食育推進計画の状況

令和2（2020）年3月末現在、1,741 市町村のうち 1,523 市町村で食育推進計画が作成さ

れ、全国における作成市町村の割合は 87.5% となりました。また、市町村食育推進計画の作
成割合が 100％の都道府県は 22 県でした。さらに、作成割合が 50％に満たない都道府県は2
県から1県に減り、目標達成に向けた対応が進んでいます（図表 2-4-2、2-4-3、2-4-4）
。
農林水産省では、平成 30（2018）年9月に市町村食育推進計画の作成・見直しに当たって
の留意事項や参考となる情報を取りまとめたほか、情報提供や研修会等へ講師を派遣するな
ど、都道府県と連携して市町村計画作成の支援を進めています。
図表 2-4-2

都道府県別

管内市町村における食育推進計画の作成状況

第

100％

22

75 ～ 100％未満

18

50 ～ 75％未満

6

50％未満

1

4

食育推進運動の展開

該当
都道府県数

章

作成割合

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和2（2020）年3月末現在）
注：作成割合とは、都道府県内の全市町村数に対する計画作成済市町村の割合

図表 2-4-3

作成割合別

都道府県における管内市町村の食育推進計画作成状況

作成割合

該当都道府県名

100%
（22 県）

岩手県
滋賀県
高知県

茨城県 群馬県
兵庫県 奈良県
佐賀県 長崎県

神奈川県 新潟県 石川県 山梨県 岐阜県 静岡県
島根県 岡山県 広島県 山口県 香川県 愛媛県
大分県

75～100% 未満
（18 都府県）

青森県
富山県

宮城県 秋田県
福井県 愛知県

山形県
大阪府

福島県
鳥取県

栃木県
徳島県

50～75% 未満
（6 道府県）

北海道

長野県 三重県

京都府

宮崎県

沖縄県

50% 未満
（1 県）

埼玉県
福岡県

千葉県
熊本県

東京都
鹿児島県

和歌山県

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和2（2020）年3月末現在）
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図表 2-4-4
都道府県
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都道府県別

管内市町村における食育推進計画の作成割合

作成状況
作成割合

都道府県

市町村数

作成済み数

北海道

179

131

73.2%

滋賀県

青森県

40

34

85.0%

京都府

作成状況
市町村数

作成割合

19

19

100.0%

26

18

69.2%

岩手県

33

33

100.0%

大阪府

43

41

95.3%

宮城県

35

33

94.3%

兵庫県

41

41

100.0%

秋田県

25

24

96.0%

奈良県

39

39

100.0%

山形県

35

32

91.4%

和歌山県

30

12

40.0%

福島県

59

55

93.2%

鳥取県

19

17

89.5%

茨城県

44

44

100.0%

島根県

19

19

100.0%

栃木県

25

24

96.0%

岡山県

27

27

100.0%

群馬県

35

35

100.0%

広島県

23

23

100.0%

埼玉県

63

59

93.7%

山口県

19

19

100.0%

千葉県

54

49

90.7%

徳島県

24

18

75.0%

東京都

62

49

79.0%

香川県

17

17

100.0%

神奈川県

33

33

100.0%

愛媛県

20

20

100.0%

新潟県

30

30

100.0%

高知県

34

34

100.0%

食育推進運動の展開

富山県

15

12

80.0%

福岡県

60

47

78.3%

石川県

19

19

100.0%

佐賀県

20

20

100.0%

福井県

17

15

88.2%

長崎県

21

21

100.0%

山梨県

27

27

100.0%

熊本県

45

34

75.6%

長野県

77

57

74.0%

大分県

18

18

100.0%

岐阜県

42

42

100.0%

宮崎県

26

17

65.4%

静岡県

35

35

100.0%

鹿児島県

43

39

90.7%

愛知県

54

51

94.4%

沖縄県

41

21

51.2%

三重県

29

19

65.5%

合計

1,741

1,523

87.5%

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和2（2020）年3月末現在）
注：東京都は特別区を含む。
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事例

地域の連携による食育推進活動～食でつながる みんなのさばえ～

（第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）


元気さばえ食育推進会議（福井県）

「元気さばえ食育推進会議」は、
「食でつながる
さば え

し

みんなのさばえ」を基本理念に、鯖江市の食育推進
計画「元気さばえ食育推進プラン」を踏まえ、食に
さば え

し

関わる各種団体や個人が連携して鯖 江 市 の食育を
総合的に推進することを目的として、
平成23（2011）
年7月に結成されました。消費生活アドバイザーや
学校・保育所関係者、料理店や菓子店、農家、JA、
野菜ソムリエ等、市内在住の各委員と行政が連携し
て、包括的な体制で成長過程にある子供たちへの食

第

学校給食畑での農業体験

育や、若い世代への情報発信を中心に食育事業の

章

4

推進に取り組んでいます。

食育推進運動の展開

取組のうち、学校給食畑活動では、児童が農家
ボランティアの指導の下、学校の授業と連携した
野菜の植付けや収穫体験を行います。また、「地場
産学校給食の日」等に農家ボランティアと一緒に
給食を食べ、感謝の気持ちを伝え、交流していま
す。

「うま味の授業」

さらに、市内の全小学校において、栄養教諭が

各委員とのつなぎ役となり、様々な体験を取り入れた食育授業も開催しています。授業では、
さば え

講師が鯖江産の食材を実際に持ち込み、児童に間近で見て触れてもらいます。自分たちが暮ら
しているまちでは、どのようなものが収穫できるのか、児童がふるさとを知り、郷土愛を育む
ことにつながるよう工夫しています。低学年では地場産食材で菓子を作る「お菓子の授業」、
中学年では五味（甘味、酸味、塩味、苦味、うま味）について学ぶ「味覚の授業」、高学年で
は和食や出汁について学ぶ「うま味の授業」を行っています。普段の授業とは違った体験型の
取組を行うことで子供の記憶に残るようにするとともに、家庭での会話を通じた食育にもつな
さば え

し

えちぜん

がるようにしています。また、市内の全小学校で、鯖江市の地場産業である越前漆器を給食用
食器として取り入れています。
さらに、小中学校での食育の取組を、義務教育が
終了した高校生にもつなげていくため、市内の高校
と連携し、高校生に対する食育も推進しています。
高校生自らが農家の指導の下、農作業を行い、収穫
した農産物を使用した献立を作成し、実際の飲食店
で提供する「高校生カフェ」の取組等を通して、食
への意識や関心を高めています。
「高校生カフェ」での調理
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事例

「宮崎の豊かな食で育む「健康長寿日本一」」を目指した食育・
地産地消活動

みやざきの食と農を考える県民会議（宮崎県）

宮崎県では、県民の豊かな食生活を実現するため、平
成 13（2001）年に農林水産業に関する幅広い関係機関・
団体が集い、「みやざきの食と農を考える県民会議」
（以下
「県民会議」という。
）を設立しました。県民会議では、
自然の恵みや生産者への感謝の心を育む「食育」と、宮
崎県の豊かな食材を生かした「地産地消」の取組を行っ
ており、毎月 16 日を「ひむか 1 地産地消の日」と定め、

子供への地元食材を活用した料理教室

家庭や学校、生産や流通の現場における地産地消及び食
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育の普及、定着に取り組んでいます。
県民会議では、平成 18（2006）年度から、これらの
活動に取り組んでもらう人（
「食育ティーチャー」という。
）

食育推進運動の展開

を登録しており、現在、126 人が登録されています。食
育ティーチャーは、農業者や漁業者をはじめ、管理栄養
士、食生活改善推進員、調理師、野菜ソムリエ、グリーン
ツーリズム実践者等、多彩な顔ぶれで、県内各地域で食育

若い世代への郷土料理教室

活動や地産地消の実践活動に取り組んでいます。
具体的な活動内容としては、子供たちを対象とした地元食材を活用した料理教室、子育て世
代・高齢世代等ライフステージに応じた料理教室や若い世代への郷土料理教室等を行っており、
近年は食品ロス削減に向けた料理教室にも取り組み始めています。
また、平成 27（2015）年度から、県内の料理人等を講師として味の基本となる五味（甘味、
酸味、塩味、苦味、うま味）について学び、味わうことの楽しみに触れる体験型学習「味覚の
授業」に取り組んでおり、令和元（2019）年度は、県内小学校 44 校、1,927 人の児童が授業
を受けました。
さらに、直売所は、新鮮な農産物等を消費者が身近に購入できる地産地消推進の拠点として
の重要な役割を果たしていることから、県内の農林水産物直売所の運営支援にも取り組んでい
ます。直売所アドバイザーを交えた店舗巡回で商品陳列や販促方法のアドバイスを行うととも
に、テーマを設定した課題解決セミナーの開催等により、店舗の魅力を向上させるための後押
しを行っています。

「味覚の授業」

直売所課題解決セミナー

1 「みやざきの食と農を考える県民会議」では、毎月 16 日を、
「１」ひ、
「６」む、「日」か、
「ひむか地産
地消の日」とし、「地産地消」と「食育」を実践する日と定めている。
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