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は じ め に 
 

「食」は、私たちの生命と直結し、くらしの柱であり、毎日の楽しみのひとつです。し

かし現在、食が命と直結しているという実感は希薄になっています。自分自身で育てなく

ても米や野菜は買えるし、手間をかけずに食べることができるため、若い世代は食べるも

のがなくなるということは想像もできないのではないでしょうか。安い輸入食品が大量に

流通し、食卓にのぼっており、一見豊かな食生活ですが、地域の食料自給基盤が壊され、

伝統的食文化がどんどん浸食されており、何千年もかかって作り上げられてきた食文化の

基盤が寸断されつつあります。 

食べ物は本来、自給性の高いもので、国境を越えて流通することは少なく、地元で生産

したものを地元で消費することが当たりまえでした。しかし今は、穀類や豆類など乾燥で

きる食料に限らず、生鮮食料品までもが世界をかけめぐっています。日本は食料自給率が

カロリーベースで40％と先進国の中で最も低く、外国で生産された食べ物に依存する状態

がこの40年ばかり続いています。また、国内でも栽培技術と輸送システムの進歩によって、

年間を通して野菜等が生産でき、また、遠方で生産された食べ物が手に入るようになり、

旬を感じ取ることが困難となってきています。そして、地域それぞれのユニークさを消し

去ってきました。また、このような状況は、エネルギー資源の節減の観点からも課題があ

ります。 

戦後期、高度成長期に伴い食の分野でも食材が急速に欧米化し、飽食できるようになっ

た結果、脂質の摂取が多い食生活は日本人の体質には合わず、生活習慣病の蔓延を招いて

しまっています。  

 食は命と直接つながっており、安さだけを追い求めていると、結局高いつけが自分たち

に回ってきます。地元の食料基盤を崩さないために、少々高くても地元の食品を購入する

ことにより、地元の農業生産を知るとともに生産を側面から支えていくことが消費者に求

められています。日本の農業、水産業、畜産業の息を吹き返えらせ、食料自給率も確実に

あげていくことが、持続可能で環境に配慮した食料生産と食の安全を確保することにつな

がっていくと考えています。 

 私たちの「食」を巡って様々な問題が顕在化し、そうした問題を私たち個人の問題とい

うだけでなく、社会全体の問題として放置しておくわけにはいかなくなったという状況に

ある中で、国民をはじめ、食育に関係する者がそういった様々な問題とともに、我が国が

抱えている「食」を巡る様々な「現実」も十分に認識した上で、徐々に望ましい姿に近づ

けていくため、自発的で実践的な「食育」の取組が活発化することが求められます。 

 本報告書は、近畿地域で食育に携わる方々の参考となるように、各委員からの報告を基

に協議会として取りまとめて作成しました。本報告書が、近畿地域の食育の推進活動の一

助となれば幸いです。加えて、本報告書が広く一般の方々にもお読みいただき、そして、

自らが食生活の改善に努められ、食育の推進にも寄与していただければ幸いです。 

 最後に、多大なご苦労をされた委員各位に改めて敬意を表するとともに、編集していた

だいた事務局に感謝申し上げます。 

 

 平成１８年３月 

近畿地域食育推進協議会  座長  堀越 昌子 
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第１章 食育について 

第１節 食育のはじまり 

（１）「食育」という言葉の歴史 
「食育」への関心が高まり、以前にも増して様々なところで「食育」という言葉が使

われるようになっている。  
この「食育」という言葉は、明治期に活躍した食養医学の祖とされる石塚左玄と小説

家の村井弦齋が使い始めたとされており、「食養道」を唱えた石塚左玄は、「体育も智育

も才育も、すべて食育であると認識すべき」と書き記している。また、村井弦齋は新聞

連載小説「食道楽」の中で、「小児には、徳育よりも知育よりも、体育よりも、食育が

先。体育、徳育の根源も食育にある」と記している。  
その後、「食育」という言葉は様々な分野でそれぞれの解釈により使用されてきたが、

平成 13年の日本国内でのＢＳＥ発生を踏まえて設置された「ＢＳＥ問題調査検討委員
会」の報告書（H14.4.2）において、「食に関する教育いわゆる『食育』の必要性」が、
また同年４月に農林水産省が示した「食と農の再生プラン」において、「『食』の安全、

『食』の選び方や組み合わせ方を子ども達に教える『食育』の促進」が掲げられている。  
平成 17年 6月に制定された食育基本法前文には、「子どもたちが豊かな人間性をはぐ

くみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも『食』が重要である」とした上で、

食育を、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と

し、「様々な経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てること」と位置付けている。あわせて、「食

育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成

長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな

人間性をはぐくんでいく基礎となるものである」としている。 

 

 

～「ＢＳＥ問題調査検討委員会報告書（H14.4.2）」での食育に関する記載～ 
④食に関する教育いわゆる「食育」の必要性 

今日の食品の安全性をめぐる事態に照らし、学校教育における食品の安全性や公衆衛生及び

リスク分析などに係わる基礎的知識の習得・教育を強化する必要がある。 

農業や食品産業など、フードチェーン全般にわたる基礎的な知識および栄養や健康に関する

教育も充実させる必要がある。 

食品にゼロリスクはあり得ないこと、情報をもとに一人一人が選択していく能力を身につけ

ていくことの大切さの認識の普及が必要である。 

 

～「食と農の再生プラン」での食育に関する記載～ 

子供の時から『食』について考える習慣を身につけるよう『食』の安全、『食』の選び方や組

み合わせ方などを子供たちに教える『食育』を促進します。 
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（２）家庭や地域が従来担ってきた役割（親から子への食に関する知識の継承等） 
日本では、それぞれの地域でそれぞれの文化が育まれ、伝承されてきた。文化の伝承

には、家庭でのしつけ、地域の祭りなどの行事や農作業に関する共同作業などが大きな

役割を果たしており、そこには多くに「食」の場面が関わっている。特に近畿地域は、

その歴史的背景から特有の食文化が形成されてきた。  
今日のように、食べものがどこにでも簡単に手に入るようになったのは、近々のこと

であり、それまで、食べることと食べ物を確保することは自身の命を維持するためにも

必然のことであった。子どものころからの食と農に関する知識の伝承教育は重視され、

家庭におけるしつけなどをとおした伝承と地域での行事や作業が一体となって、日々自

然に学習が繰り返し続けられてきた。  
近年は、生活様式の変化、都市部への人口集中、核家族化などの時代背景の変化とと

もに、生産・流通・加工・消費・廃棄という食の一連の流れ（フードチェーン）が、そ

れぞれ専門の職業となって分業化されており、従来、家庭や地域が担ってきた食と農の

知識伝達機能が希薄化しているといわれている。このため、家庭と地域に加えて、様々

な方面から食育に取り組む必要が求められるようになってきている。  
 
（３）食に関する教育のこれまでの変遷 

これまで、食に関する教育は、もっぱら家庭におけるしつけや地域の中での行事を通

して行われるべきものと認識されていたこともあり、義務教育課程では、食についての

単独の教科としてではなく、家庭科の中で食事の取り方と調理の仕方、生活科や理科の

中で植物や動物の成長、社会科の中で地域の歴史と文化、保健体育の中で規則正しい食

生活、学校給食の中で栄養に関する知識などで教えられてきた。  
一方で、近年、食教育と農業体験を一体的に実施する「食農教育」への関心が高まっ

ている。これまで、学校で行われてきた座学中心の食に関する教育に農作業や調理など

の実体験を絡ませる授業で、児童は体験によって、植物の生長や食べ物の成り立ちや自

分たちが暮らす地域についての理解を深め、食に関する一連の流れを学習することがで

きる。また、学校と地域住民との交流による地域の活性化や、農業と地元産農産物に関

する理解の促進により、地域住民にも有益な点が多いとされる。平成14年度から、本格
的に小中学校で開始された総合的学習の時間に、食と農に関するテーマを採用する学校

が増えており、実習圃場の確保や協力者、指導者の不足などの課題を、学校・地域・行

政が一体となって解決した創意あふれる取組が行われている。  

近畿地域でも、食をテーマに農業、地域との関係などを学校活動の中で重点的に取り

組む「農業体験パイロット事業（滋賀県）」、「『食』に関する指導の実践モデル市町村指

定事業（京都府）」、「栄養教諭実践モデル校事業（大阪府）」、「地産地消学校給食モ

デル事業（兵庫県）」などの取り組みが行われており、既配置の学校栄養職員と教職員

のティームティーチングによる食教育授業などの試みが進められている。  

学校教育の中で食に関する指導と給食の管理を行う「栄養教諭制度」が平成 17年度

から全国で実施できることとなり、講習等により栄養教諭の育成が図られている。平成

17年の開始年度には、北海道、福井県、大阪府、高知県、長崎県で合計 35名（18年 1



 

 ７ 

月 1日現在）の栄養教諭が配置されているが、近畿地域の府県においても、18年度か

らの配置に向け養成が進められており、「食」を中心とした視点での教育が行われよう

としている。 

 

第２節 食に関する知識と能力 
「食育」においては、「食」に関する知識を習得することとともに、「食」に関する能力

を身につけることが重要である。「食」に関する知識と能力を説明すると次のとおりとなる。 

（１） 食に関する知識 

食に関する知識としては、主に次のようなものがあげられる。 

①栄養に関する理解  
食べものにどのような栄養が含まれ、人間の体にどのような効果や影響をもたらし、

どの程度摂取すればよいのかなどを知ること。  
② フードチェーンに関する理解  
食べものはどのようにして作られ、市場に流通して家庭や学校などに届き、どのよ

うに調理して食卓に並べられて食し、生じる食品ゴミをどのように有効に利用するか

という食の一連の流れを理解し、それぞれの技術を身につけること。  
③食文化に関する理解  
日本人が伝承してきた食に関する言い伝え、調理技術、祭事で食が果たす役割とそ

の背景などを知り、身につけること。  
④食の安全に関する理解  
食品表示の仕組み、有害物質が人の健康に及ぼす影響と安全対策、リスク分析等の

食の安全性に関する知識を習得すること。  
（２）食に関する能力 
 体に良いものを選ぶ目を育て、食の大切さや楽しさを学び、好ましい食習慣と豊かな

こころを身につける過程において次のような「能力」が身につくことが期待される。 

①味がわかる能力 

正しい味覚を育て、食材の「味」や「おいしさ」をきちんと言語化して評価できる

能力。 

②食べ物を選択し組み合わせる能力 

身体に良い食べ物を選ぶ力を養い、自分の体にとって必要な食べ物をバランスよく

食べているかを判断する能力。 

③料理する能力 

包丁の使い方や食材の選び方を身につけるだけでなく、指を使い、五感を総動員し

て料理を作ることで、創造力や集中力、表現力、計画性を育む能力。 

④健康な「からだ」を育てる能力 

食事は、本来人間が備えている自らの体を守り、また癒す力と深い関わりがあるこ

とを知り、心身の健康のために自分の食事に関心を持ち、自分に適した食生活を実践

する能力。 
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第２章 食をめぐる状況（全国的な状況） 
（１）食料消費・供給構造の変化 
食料消費の用途別支出構成を見ると昭和 40年に 48％を占めていた生鮮食品の割合が、
平成 15年には 29％と年々低下しており、食卓における生鮮食品の位置づけが、年々下っ
てきていることが読み取れるが、一方で外食の占める割合が同７％から 18％と増加し、
調理食品も同３％から 11％と増加している。食の外部化、分業化が進行している姿が想
像できる。  
家庭においては、加工食品や市販の惣菜などを上手に使い手早く食事を用意する姿と、 
手作りにこだわらずに、簡便化、省エネルギーの食事作りが行われるようになった姿が

想像できる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、米の消費量は下降線をたどり、昭和 37年のピーク時に 118.3ｋだった消費量が
平成 16年には 61.5ｋｇと半分近くにまで減ってきており、食生活の変化が現れている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

米の消費量の推移（１人１年当たり） 

 

資料：農林水産省「食料需給表」注：1人当たりの供給純食料の値、平成16年度の値は概算値 



 

 ９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）国民の食生活・健康・栄養の変化 
日本人の平均寿命は、第二次大戦後の

結核よる死亡者数の減少と昭和 40 年
代からの脳卒中による死亡者数の減少

により、昭和 50年代より世界一となっ
た。この背景には栄養・食生活の変化

として、動物性食品の摂取増加と食塩

摂取量の減少、ごはんを中心として多

彩な副食を組み合わせる「日本型食生

活」が要因として挙げられる。  
栄養バランスをたんぱく質（Ｐ）、脂

質（Ｆ）、糖質（Ｃ）の摂取量で表すＰ

ＦＣバランスを見ると、昭和 40年は、
脂質が少なく糖質が多い歪な食生活を

しており、バランスを欠いていたが、

昭和 40年代に、畜産物と油脂類の消費
が増え、昭和 62年頃は、ほぼ理想的に  
近いバランスの食生活が営まれてきたといえる。しかしながら、近年は脂質エネルギー比

が高い食生活となる傾向が見受けられる。  
動物性食品や脂質摂取の増加は、肥満や糖尿病など生活習慣病の増加に結びついたと考

えられるが、子供においても肥満が増加してきていることは大きな問題である。食生活の

変化のみならず運動不足の影響も大きく、バランスのよい食生活と運動という暮らし方そ

のものを考え直す必要もある。  

 
 

資料：農林水産省 食料需給表 

※摂取ベースの適正比率は、Ｐ:13 Ｃ:62 Ｆ:25 

 

資料：厚生労働省「国民栄養調査」 

 出所：農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針2003年6月 
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食品選択等に困らない知識・技術の有無を尋ねたデータによると、食品選択知識が「あ

まりない」という人が、年齢が若くなるにつれて増加してきており、また、「まったくな

い」と言う人は１０代に多く、これら世代にどのように知識を伝達していくかが重要で

ある。これまでは、親がこの部分を担うものとされていたが、考えを転換して、学校教

育をはじめとした多方面での取組により、１人１人が自分の食は自分で賄えるくらいの

力を身につける必要がある。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）食料自給率・食べ残し・食品ロス 
日本は、大豆やナタネなどの植物油の原料や家畜の飼料を外国からの輸入に頼ってお

り、国産品を食べれば食料自給率が向上するということではなくなっている現状もある。 
現在カロリーベースで 40％の食料自給率を向上させるため、生産面での取組だけではな
く、食料消費面での取組が必要となっている。  

 
資料：厚生労働省「国民栄養調査」（11年調査） 

出典：「食料・農業・農村の動向に関する年次報告（平成 14年度）」 

肥満傾向児の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：文部科学省ホームページ 子どもの食生活を取り巻く状況 
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日本では飽食といわれ

る中で、食べ残しや賞味

期限切れ食品の廃棄があ

り、これを国民１人あた

り供給熱量と摂取熱量の

差として捉えると、その

差は拡大傾向にある。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家庭での食べ残し・廃

棄についての調査による

と、食品ロス率は、4.2％、
食品廃棄物のうち一般家

庭から発生するものは

55％を占めている。  
世界には、８億４千万

人にものぼる栄養不足人

口が存在し、満足な食料

がなく、その日の食べ物

の確保に必死な人が多く

ある中で、日本は、多く  
の食料を海外から輸入しながら無造作に捨てていることになる。  
このような現実と、資源の浪費・環境への負荷の増大などの視点をあわせた対策をと

ることが課題となっており、食べることだけでなく、捨てないことも含めた食育を進め、

食の原点を見直す必要がある。  

 
資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民栄養調査」 

注意：酒類を含まない。両熱量は、統計の調査方法及び熱量の算出方法が全く異なり、 

単純に比較出来ないため、両熱量の差はあくまで食べ残し・廃棄の目安として位置付け 
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（４）世帯構成や労働環境の変化 
日本の社会は少子高齢化が急

速に進んでおり、昭和 30年代か
ら 40年代後半にかけて、2.0 ～  
2.1であった出生率（合計特殊出
生率）が、昭和 50年から低下を
始め、平成 15年には 1.29まで
低下しており、今後の人口の減

少、特に若者の減少が進行する

ことが予測されている。  
 
家族構成も変化してきている。

３世代世帯が減少し、高齢者世

帯が急速に増加しており、平成  
19年以降は全区分の中で単身世帯が最大の割合になると予測され、これまで標準世帯と  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：厚生労働省 人口動態統計 

家族類型別にみた世帯数、平均世帯人員の推移 

 
資料：総務省「国勢調査」、国立社会保険保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来 

         統計」（平成15年10月推計）を基に農林水産省において作成 

     注意：平成12年までが実施、17年以降は推計値である。 

 

３人以上世帯 
高齢者がいない 

３人以上世帯 
高齢者がいる 
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されていた夫婦２人と子ども２人という家族構成が、標準とは言えなくなると考えられ

る。これからの家族構成は、多様な家族形態が存在している状態になると言える。  
労働環境の変化も進み、女性の社会進出が増加するとともに、専業主婦が減少して働

く女性が増え、平成 10年ごろにその割合が逆転している。男女雇用機会均等法など女性
の社会進出を支える環境が整備され意識も変化してきている。  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

女 性 が 職 業 を 持 つ こ と に つ い て 

単位：％  

女性は職業を

もたない方が

いい 

結婚するまで

は職業をもつ

方がいい 

子どもができる

までは、職業を

もつ方がよい 

子どもができた

ら職業をやめ、

大きくなったら

再び職業をも

つ方がよい 

子どもができて

も、ずっと職業

をつづける方

がよい 

その

他 

わから

ない 

平成４年１１月調査 4.1 12.5 12.9 42.7 23.4 1.5 2.9 

平成１４年７月調査 4.4 6.2 9.9 36.6 37.6 1.1 4.2 

出所：「ライ フスタイルの選択と雇用・就業に関する制度・慣行」についての報告 2004年 7月 男女共同参画会議影響調査専門調査会 

 
 
（５）食品安全 
 食品の安全は全ての人々の願いで

ある。様々な対策が進められている

が、食品添加物、Ｏ１５７、ダイオ

キシン、環境ホルモン、ＢＳＥ、食

品表示偽装、鳥インフルエンザ等

次々と問題が発生し、食品の安全が

脅かされている。  

○食品購入時における消費者の意識・関心

1.2%

2.1%

3.0%

4.5%

5.5%

14.5%

50.2%

54.3%

63.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

簡便性

話題性

カロリー

ブランド

量や大きさ

栄養素

価格

おいしさ

安全性

 
資料：農林漁業金融公庫「平成 14年度第１回消費者動向等に関する調査 

（食品表示に関するアンケート調査）」平成 14年６～７月調査） 

 
資料：総務省統計局「労働力調査」 注意：「共稼ぎ世帯」とは、夫婦ともに雇用者の世帯、「専業主婦世帯」とは夫が雇

用者であり、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯である 
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特に表示の偽造は、消費者の食の

安全に対する信頼を大きく裏切るこ

とであり、信頼性を大きく低下させ

たといえる。  
国内産・外国産を問わず、総合的

な食品の安全が、どのように守られ

ていくのかを追い求めていかなけれ

ばならない時代を迎えている。消費

者が安心して食べ物を口にできる状

況を作ることが企業、行政に求めら

れている。  
 

（６）学校給食（米飯給食の実施） 
学校給食は、学校給食法の目標を達成するために、義務教育諸学校において実施され

ており、学校給食は単に食べさせることのみを目的にしているのではなく、給食を通じ

て多くのことを児童・生徒に教育する機会となっている。  
 

 
～学校給食法（抜粋）～  

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄

与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充

実を図ることを目的とする。 

（学校給食の目標） 

第二条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目標を実現するために、次の各号に掲げる目標

の達成に努めなければならない。 

一 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい食習慣を養うこと。 

二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。 

三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。 

四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 
  
学校に調理場がある単独調理場方式の学校を例にとると、３時限目にもなれば校内に

良い香りが漂い、もう少しでおいしい給食が食べられると思って給食室を覗きに来る児

童・生徒の姿が見受けられる。そして、調理員との間で「今日の給食は何？」「今、何

を作っているの？」、「今日は新メニューの『麻婆大根』よ。おいしく作るからしっか

り食べてね。」などと、お互いの姿が見えることで自然とコミュニケーションが交わさ

れ、そのことが、豊かできめ細やかな食事の提供と食に関する指導へと通じていく。  
 なお、学校の調理体制については、平成９年の保健体育審議会答申において、「豊か

○食品表示への姿勢の変化

24%

25%

43%

51%

78%

30%

58%

40%

34%

46%

17%

17%

15%

18%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

栄養表示をみて食品を選ぶようになった

添加物表示を見て食品を選ぶようになっ
た

生鮮食品は産地・栽培方法を見て選ぶ
ようになった

遺伝子組み換え原料を使っているが気
にするようになった

表示されていることが信用できなくなった

そう思う 前からそうしている そう思わない

 
資料：内閣府「食品表示に関する消費者の意識調査」 

（平成 14年度消費者の意識調査） 
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できめ細やかな食事の提供や食に関する指導等が可能となるような単独調理場方式への

移行について、運営の合理化に配慮しつつ、児童生徒の減少等に伴う共同調理場方式の

経済性や合理性と比較考慮しながら、検討していくことが望ましい。」とされている。  
 
 
 ～保健体育審議会 答申 1997/9 抄 （「学校給食の調理体制等」の部分を抜粋）～  
生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について～ 

学校給食を活用した食に関する指導を一層充実する観点から、学校栄養職員が個々の給食実施校に配置され、

これにより、児童生徒の実態や地域の実情に応じて、豊かできめ細かな食事の提供や食に関する指導が行われる

ことが望ましい。したがって、このような食に関する指導等が可能となるような単独校調理場方式への移行につ

いて、運営の合理化に配慮しつつ、児童生徒の減少等に伴う共同調理場方式の経済性や合理性と比較考量しなが

ら、検討していくことが望ましい。 

 
 

 学校給食はアメリカからの小麦粉・脱脂粉乳の

寄贈により発展してきたため、昭和 51年に米飯給
食が正式に導入されるまでは、パンとミルクにお

かずをつけて提供するというスタイルであった。

このため、学校給食で毎日パンを食べてきた世代

が親となり、パンを主食とする生活を送るため、

食生活の洋風化が進んだといわれている。現在で

は、全国の約 88％の学校で週３回以上の米飯給食

が実施されていて、週２回、週 1回の学校も含め

れば米飯給食の実施率はほぼ 100%となる。 

 (※数値は、文部科学省の平成16年度学校給食実施状況等調査)。 

 

このことは近畿地方でも同様で、この給食制度を活用して、地場で取れる新鮮で高品

質な食材を使い、米飯をベースとした食事を子どもたちに提供できれば、子ども達の成

長のみならず、食育の推進に寄与するところは大きい。 

 
素材の味を楽しむ素食給食 

京都教育大学附属京都小学校 
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第３章 近畿地域における食をめぐる状況 

 第１節 農林水産の視点から見た近畿地域における「食」の現状と課題 

（１）食料消費･供給構造の推移 
近畿における食料品

購入量の推移を見ると、

全国に比べてパンや肉

類の消費が多く、米や野

菜・果物の消費が少ない

という特徴がある。  
 また、一人当たり消費

支出に占める食料費の

割合では、最近の食生活

を反映して、調理食品

(11.2%)、外食 (16.4%)、
中食 (3.0%)で食料消費
支出額の３割以上を占

め、全国的な傾向と同じ

く、食の外部化、分業化

が進行している姿が想  
像できる。（総務省  平成 15 年「家計調査年報」） 
近畿地域のある生協組合員に対するアンケートによると、外食の回数は増えている

が、家で食事を作っているとする傾向が強い家庭でも、半調理製品や冷凍食品の利用

で食卓を豊かにするという傾向が強くなっており、料理を素材から手作りでやらなけ

ればならないという感覚を持つ組合員は減少している。また、同アンケートによると、

シニア世代がごはんを中心とした食事からパン食に切り替わったということも伺え

る。朝ごはんを作る習慣も持たない家庭が増加したことも原因と思われる。  
 

（２）食べ残し・食品ロス・ 

食料自給率 
  近畿地域の世帯にお

ける食品ロス率は、全国

より低く、 3.9％となっ
ている。このうち、食品

の廃棄は 2.7％、食べ残
しが 1.2％となっている。 
  また、食品廃棄の内訳

としては、主な食品類別  

１人当たりの食料品購入量の推移    

(近畿) (近畿)

　区　　分 平成９年 14年 15年 平成９年 14年 15年 前年比 全国比

① ② ③ ②／① ②／③

　米類 31.229.128.130.829.829.596.695.3

　パン 14.117.217.811.513.714.3103.5124.5

　　食パン 7.6 7.8 7.7 5.8 6.0 6.198.7126.2

めん類 11.212.013.410.511.411.6111.7115.5

生鮮魚介 13.213.612.413.613.813.291.293.9

生鮮肉 14.013.613.612.712.512.3100.0110.6

　牛肉 4.7 3.6 3.7 3.3 2.4 2.5102.8148.0

　豚肉 4.1 4.8 4.7 4.7 5.3 5.197.992.2

　鶏肉 4.1 4.1 4.0 3.6 3.8 3.697.6111.1

牛乳 35.835.134.734.332.032.398.9107.4

卵 11.911.611.410.710.310.298.3111.8

生鮮野菜 57.057.351.559.058.255.089.993.6

　葉茎菜 19.219.417.919.018.817.992.3100.0

　根菜 22.522.320.023.722.721.589.793.0

　他の野菜 15.315.413.616.316.315.488.388.3

生鮮果物 28.632.227.731.733.430.386.091.4

近　　　　　畿 全　　　　　国

（単位：kg、㍑、％）

  
               資料：総務省「家計調査年報」 
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では、野菜類(8.7%)、果実類 (9.3%)、魚介類 (8.2%)となっており、購入しても消費さ
れずに廃棄されるのは、生鮮食品に多いことがうかがえる。（近畿農政局調べ）  
近畿地域における食料自給

率は、都市部を中心に全国平均

を大きく下回っている。これは、

農地が少ないこと、人口が集中

する都市部を多く抱えている

ことなど社会構造的に厳しい

条件にあることが要因となっ

ている。  
都市部が近いというメリッ

トを活かして、限られた農地を

最大限に活用した農業生産を

展開していくことが重要であ

る。  
 

（３）ブランド農産物  

近畿地方では小規模な農業が多く、また、伝統行事が伝承されている地域が多いこ

とから、地域に古くから伝わる農業やその土地由来の作物が伝えられている。  
近年、これらの農業や食文化を支える特産物や伝統野菜をＰＲし、ブランド化を

図るため、各地で「ブランド農産物」が認定され、地域の新鮮で安心できる農産物が

供給されている。京都府の「ブランド京野菜」、大阪府の「なにわの伝統野菜」、奈良

県の「大和野菜」等、地域の伝統野菜の見直しや新たな認定を行い、地域食材や地域

に伝わる伝統料理の継承などにもつながっている。  
 

～京都府のブランド京野菜～ 

京都府では、品質的に優れた府内産農産

物を市場や消費者にＰＲし、消費者に本物

の京野菜を提供するため、府内産農産物の

ブランド化に取り組んでいる。平成 14年

12月「ブランド京野菜等倍増戦略」を策定

し、このプランに基づき他県産京野菜との

違いの明確化や京野菜の信頼性の向上、ブ

ランドイメージの浸透、「京マーク」の知

名度向上等を重点課題として計画的に施

策を推進している。 

現在、賀茂なす、堀川ごぼう、みず菜、えびいも、黒豆など２０種類以上が、

ブランド京野菜等として認証され、京料理店での活用、料理教室の開催などを

通じて、伝統的な食材と伝統料理の継承に取り組まれている。  

        府県別食料自給率   （単位％） 

  カロリーベース 生産額ベース 

  

１５年度 

確定値 

１６年度 

概算値 

１５年度 

確定値 

全国 40 40 70 

滋賀 51 53 48 

京都 13 13 25 

大阪 2 2 6 

兵庫 17 16 39 

奈良 15 15 31 

和歌山 30 29 103 

出典：平成17年11月25日農林水産省調べ 

 

ブランド京野菜 

日本食文化フェスタ in  KYOTOでの展示より 
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（４）地産地消 

近年、地域で生産されたものをその地域で消費することが、新鮮な農産物を供給で

き、消費者と生産者の顔の見える関係づくりによる安心の確保や食育の推進につなが

ることから、地産地消の重要性が見直されている。また、広域流通はエネルギーを多

く使うという一面もあるため、輸送エネルギーの消費を抑える観点からも地産地消が

見直されている。  
近畿地域における農産物の生産と流通は、消費地が近郊か近在にあるという反面、

比較的農家規模が小さく、季節ごとの多様な多品種の作物生産が行われ、消費形態も

小売店や小規模な公設・民設市場を介しての流通という、いわば地域内で生産し流通

している形態が主体であり、従来からいわゆる地産地消が図られていたと考えられる。 
 

～農産物直売所で地産地消～  
和歌山県紀の川市（旧 打田町）では、紀

州の風土の中で丹精込めて作り上げた旬の

野菜、花、果物を農家が直接届ける『新鮮』

『安全』『安い』ひとつひとつに作り手の顔

が見える地産地消を推奨する店ＪＡ紀の里

「めっけもん広場」が人気を得ている。登録

農家 1500戸で作られているため、商品数も

多く、価格は各農家が付けている。商品に生

産者名を載せ「顔の見える関係」作りに取り

組んでいる。 

販売時点情報管理（POS）システムと売れ行き情報（レジ）を連動させ、生産

者が携帯電話で自分の商品の売れ行きを確認できる。商品が少なくなってくる

と追加搬入し欠品を少なくし新鮮なものを販売する仕組となっている。  
 

～地元農産物を学校や病院などに供給～  
京都府では、農産物の地産地消を推進するために、学校給食や病院・福祉施

設に京野菜等地元農産物の供給を推進する「『いただきます。地元産』プラン」

を策定している。  
学校給食では、「京野菜等地元野菜給食の日」を定め地元野菜を使った郷土

食の給食を行い、郷土食の献立内容や使用した食材についての説明や体験学習

などにより、子どもたちが地域の農業や食文化への理解を深める取組となって

いる。  
病院・福祉施設では、地産地消の一環として、新鮮で安心な京野菜等地元産

農産物の利用を推進することにより、施設入居者や入院患者のより健康的で精

神的にも充実した暮らしの実現を目指している。  

 
地産地消は、地元のものを利用することにより、単に物の生産と消費という関係

 
農産物直売所 ＪＡ紀の里「めっけもん広場」 
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だけでなく、生産者と消費者との交流、地域経済の活性化にもつながってきている。

また、食育の面から各地で学校や保育所などの給食や病院などの福祉施設で、地産

地消を活用した新たな取り組みが生まれている。  
 

（５） 消費者・都市住民との交流  
都市部に住む住民にとっては、食料の生産現場を身近に見る機会が少なく、生産、

流通、加工、消費という一連の流れを理解しがたいため、食べ物の育ちや命への感謝

の気持ちを持ちにくいと言える。都市と農村が近い近畿地域では、都市と農山漁村の

間で「人・もの・情報」の交流を活性化させることによって都市住民に、「食」や農

業についての理解を深めることが重要な課題である。このため、関係者間の情報交換の場

として、行政機関・民間企業・協同組合・ＮＰＯ・個人等(平成 16年 11月 19日現在

165団体等）からなる「都市と農山漁村の共生・対流近畿ネットワーク」（愛称：近

畿ふるさとネット）が設立されている。都市と農山漁村の共生・対流を図る取組を展

開している。 

 

 
 ～消費者・都市住民との交流（グリーンツーリズムの事例）～  
 和歌山県日高川町（旧中津村）では、

29名の会員からなる「中津都市農村交流
推進協議会（ゆめ倶楽部 21）」を平成 14
年 2月 1日に設立し、毎月企画部会を開
催し、体験のプラン作り、大阪府下の企

業等への営業活動並びに体験型観光の実

施による受け入れや田舎体験活動を展開

している。  
体験では、田舎味噌作り、杵と臼で体

験する草もちづくり、こんにゃく作りな

どのプランを提供する他、農業漁業体験  
や家庭菜園の貸し出し等が行われている。  
こういった活動により、近年、中津村来訪者数が著しく増加しており、交

流を契機にＩターン者も増加傾向にある。  
 

    
農林漁業体験民宿は、農山漁村に滞在しつつ農林漁業の体験を行うことができ、収

穫の喜びや食料生産の苦労を体験すると共に新鮮な野菜のおいしさや旬を知るなど、

食や農業への理解を深める場所ともなっている。「農山漁村滞在型余暇活動のための

基盤整備の促進に関する法律」で定められている体験民宿の登録数は近畿地域で２４

件となっている。  
 

 

じゃがいも収穫体験の様子 

写真提供：旧 中津村 
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農林漁業体験民宿業者の登録状況（平成 17年３月実績） 
府県名 滋　賀 京　都 大　阪 兵　庫 奈　良 和歌山 近畿計 全　国

登録民宿数 2 4 0 14 1 3 24 415
 

資料：近畿農政局調べ 

 

また、都市住民の健康づくりや野菜づくりといった土とのふれあいの場としての

市民農園の開設は増加傾向にあり、都市住民が自らが作物を作る喜び、旬の食べも

ののおいしさ、土とのふれあいなどを求めていると言える。 

今後も都市住民に、農業・農村体験のための各種情報を積極的に発信し、都市と農

村の交流をさらに促進する取組が必要である。  
 

市民農園整備促進法等に基づく市民農園数 
(単位：農園)

構成比

3 4 4 5 5 1.6%

32 41 39 43 4013.0%

37 44 45 45 6621.5%

91 122 123 132 14246.3%

17 19 24 25 22 7.2%

28 27 31 33 3210.4%

208 257 266 283 307100.0%

市民農園整備
促 進 法

特 定 農 地
貸 付 法

2,3192,5122,6762,8192,904全 国 計

7925.7%

151 193 200 211 22874.3%

57 66 72

兵 庫

奈 良

和 歌 山

近 畿 計

滋 賀

京 都

大 阪

64

15 16区　　分 平成12年 13 14

 
資料：農林水産省農村振興局地域振興課調べ 
注：各年とも３月末現在の市民農園数である。 
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第２節 健康増進の視点から見た近畿地域における「食」の現状と課題  
（１）食生活  

近畿地域では、特有の食文化が育まれてきたことから、全国平均と比べ栄養摂取

面でも異なる状況がある。  
平成 15年国民健康・栄養調査報告で示された栄養素摂取量によると、動物性たん
ぱく質と脂質の摂取量が全国平均より多く、塩分と食物繊維の摂取量が少ないのが特

徴である。  

栄 養 素 等 摂 取 量 の 比 較 

    全国 近畿Ⅰ 近畿Ⅱ 

エネルギー kcal 1920 1959 1942 

たんぱく質 (P) g 71.5 73 71.7 

うち動物性 g 38.3 40.3 39.3 

脂質 （Ｆ） g 54 56.6 54.3 

うち動物性 g 27.1 28.4 27.2 

炭水化物 （Ｃ） g 269.9 271.3 273.2 

食塩（ナトリウム×2.54/1000） g 11.2 10.5 10.3 

食物繊維 g 14.3 13.5 13.7 

平成１５年国民健康・栄養調査報告 

近畿Ⅰ は、京都府・大阪府・兵庫県  近畿Ⅱ は、滋賀県・奈良県・和歌山県 

 
同じく平成 15年の国民健康・栄養調査報告 食品群別摂取量でみると、全国平均
と比べて肉類の摂取量が多く、野菜類の摂取量が少ないのが特徴である。穀類につい

ては、小麦・加工品は近畿Ⅰブロック（京都府・大阪府・兵庫県）で特に多くなって

いるが、反対に、近畿Ⅱブロック（滋賀県・奈良県・和歌山県）では少なく、米・加

工品の摂取量が多くなっているのも特徴である。  
近畿の食生活の良さは、薄い味付けを好む食習慣から食塩摂取量が少ないことであ

るが、それと関連して、特にⅠブロックにおいて、食の欧米化が進んでいると考えら

れ、脂質が多く、食物繊維が少なくなっている。食塩摂取が低い良さを残した状態で、

米を主とする日本型食生活への食生活の見直しが必要である。 

 
 平成１５年国民健康・栄養調査報告  食品群別摂取量   １人１日あたり （ｇ）  

  総量 
動物性

食品 

植物性

食品 

穀類 

米・加

工品 

小麦・

加工品 

いも類 

砂糖・

甘味料

類 

豆類 種実類 

野菜類 
緑黄色

野菜 

その他

の野菜 

全国 2071 327.7 1743 462.0 356 96.6 59.7 7.2 58.1 2.1 277.5 94.2 161.0 

近畿Ⅰ 2106 344 1762 458.5 336.1 114.3 58 8 51.8 2 255.4 94.8 142.6 

近畿Ⅱ 2069 336.2 1733 476.7 392.7 80.1 53.4 7.9 55.3 3.4 264.8 94.3 147.1 
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  果実類 
きのこ

類 
藻類 魚介類 肉類 卵類 乳類 油脂類 菓子類 

嗜好飲

料類 

調味

料・香

辛料類 

補助栄養食品・特

定保健用食品 

全国 115.1 15.0 13.2 89.7 76.9 36.6 126.4 10.4 25.8 592.8 93.2 11.9 

近畿Ⅰ 116.3 12.9 10.9 83.5 87.5 41.3 130.6 11.2 27.8 645.3 92.1 13.4 

近畿Ⅱ 97 14.2 17.1 83.3 79.7 34.4 137.6 10.3 22.8 620.9 75.3 14.7 

 近畿Ⅰ は、京都府・大阪府・兵庫県  近畿Ⅱ は、滋賀県・奈良県・和歌山県  

 

（２） 生活習慣病・肥満・思春期やせ  
近畿地域の平均寿命を見ると、全国平均に比べて滋賀県、京都府、奈良県が上位

に、大阪府、兵庫県、和歌山県が下位に位置している。特に大阪府の平均寿命は低

くなっている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一方で、近畿地域での生活習慣病

（悪性新生物、心疾患（高血圧を除

く）、脳血管疾患による死亡率（人

口 10万人対）を厚生労働省公表の
「平成 15年人口動態統計」から見
ると、府県別人口の年齢構成との関

係もあるが、全国平均より高い府県

は、悪性新生物で京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県、心疾患で京都

府・奈良県・和歌山県、心疾患で和

歌山県となっている。  
糖尿病患者とその予備群の増

加が、社会的問題となっているが、

近畿地域では、京都府、大阪府、 

都道府県別 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患による死亡率（人口10万人対） 

 
資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「平成 15年人口動態統計」 

 府 県 別 平 均 寿 命  

  男（歳） 順位 女（歳） 順位 

全 国 77.71   84.62   

滋賀県 78.19 6 84.92 15 

京都府 78.15 7 84.81 20 

大阪府 76.97 43 84.01 46 

兵庫県 77.57 27 84.34 38 

奈良県 78.36 3 84.8 21 

和歌山県 77.01 41 84.23 15 

 厚生労働省 平成１２年都道府県別生命表 

 



 

 ２３ 

奈良県が全国平均を下回り、滋賀県、兵庫県、和歌山県が全国平均を上回っている。  
現状よりも、野菜や果物を多く摂取し、塩分の摂取を少なくするほど、これらの疾

患の発症リスクが低減することから、食生活の改善に向けた啓発活動が引き続き欠か

せない。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、中年男性の肥満者の増加と思春期の過度な痩身志向が全国的な問題とされ

ているが、文部科学省の調査によると、近畿地域の 14歳までの児童の段階では、肥
満傾向の男児の割合、痩身傾向時の女児の割合ともに、全国平均より少なめに推移

している。したがって、この時期からの正しい食と健康に関する知識を教えていく

ことがますます大切である。  
 
         肥 満 傾 向 児 の 出 現 率 （男子）     単位（％） 

区 分 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 

全 国 4.58 5.70 8.08 9.54 10.59 11.09 11.12 10.07 9.58 

近 畿 3.28 4.41 6.98 8.94 10.18 11.32 10.17 9.43 9.15 

差 -1.30 -1.29 -1.10 -0.60 -0.41 0.23 -0.95 -0.64 -0.43 

（注） 

 

肥満傾向児とは，性別・年齢別に身長別平均体重を求め， 

その平均体重の122％以上の者を肥満傾向児とした   

 

          痩 身 傾 向 児 の 出 現 率 （女子）      単位（％） 

区 分 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 

全 国 0.87 0.80 1.51 2.29 2.88 3.41 4.41 4.24 3.97 

近 畿 0.80 0.74 1.21 2.24 2.07 3.72 4.24 3.96 4.02 

差 -0.07 -0.06 -0.30 -0.05 -0.81 0.31 -0.17 -0.28 0.05 

（注） 

 

痩身傾向児とは，性別・年齢別に身長別平均体重を求め， 

その平均体重の82％以下の者を痩身傾向児とした。   

 

     平成１５年 糖尿病有所見者率（要指導＋要医療）      単位％ 

  糖尿病総数 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70 歳以上 

全国 16.0  6.2 12.6 17.3 19.5 

滋賀県 16.7 5.3 13.2 18.3 19.8 

京都府 14.8 5.3 11.1 16.2 19.0  

大阪府 13.1 5.3 10.7 14.5 16.9 

兵庫県 16.0  5.6 11.7 16.6 20.8 

奈良県 15.7 5.5 12.2 16.9 19.4 

和歌山県 18.3 8.3 16.6 20.8 21.4 

   資料：老人保健事業報告書 

資料：平成１６年度学校保健統計調査より 

資料：平成１６年度学校保健統計調査より 
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（３）健康増進計画、栄養指導・支援、食生活指導・支援  

厚生労働省では「２１世紀における国民健康運動（健康日本２１）」を平成 12年 3
月に発表し、２１世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力

ある社会とするため、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現

することを目的として、平成 22年度の達成目標値を定めて様々な対策を進めている。 

医療関係者団体などに協力を呼

びかける一方で、地方での実情に

合わせた創意工夫による地方計

画の策定による対策の実現を、地

方自治体に推奨している。 

近畿地域の地方自治体におい

ては、府県では滋賀県「健康いき

いき２１」、京都府「きょうと健

やか２１」、大阪府「健康おおさ

か２１」、兵庫県「健康ひょうご

２１県民運動」、奈良県「健康な

ら２１計画」、和歌山県「元気わ  
かやま行動計画」が策定されている。市町村における策定状況は、厚生労働省の資料

によると、全国平均で 39％のところ、奈良県で 70％、大阪府、兵庫県、和歌山県で
50％超と比較的進んでいるが、滋賀県、京都府は全国平均を下回っている。各自治体
において、目標達成に向けた普及活動、栄養指導、ボランティアやＮＰＯなどへの支

援活動などが行われている。  
 

～大阪府の健康増進の取り組み～ 

大阪府では“野菜バリバリ・朝食モリモリ”を合言葉に、子どもたちがしっかり朝食をとり、野菜や果

物を多く摂取する食習慣を身につけるために、平成15年度より学校と家庭、地域、外食や流通産業、産地

とが連携した多方向からのアプローチによる食育推進プロジェクトを進めてきた。 

「おおさか食育通信」は、その取組の一つとして平成16年４月に開設、学校関係者や食育等関係者を中

心に、平成18年１月末現在の総アクセス数は６万件を超えている。また、食品企業との協働による食育推

進イメージソング「野菜バリバリ元気っ子」ＣＤを平成17年６月に制作し、大阪府内の保育所・幼稚園・

小学校・スーパーマーケット等に配布している。授業や給食時間、運動会や文化祭等に活用するとともに、

スーパーマーケットの野菜売り場ＢＧＭとしても好評である。 

このように行政と企業の協働による公共サービスの提供をＰＰＰ（Public 

Private Partnership）という。大阪版ＰＰＰによる食育推進はこのほか、食育推

進キャンペーン、プロの調理人と一緒に作ろう！野菜バリバリたこ焼き＆お好み

焼きイベント、ポスターコンクールなど様々な取組がある。これらの取組が発展

し、野菜や朝食摂取の推進に賛同した企業16社が、平成18年１月に「健康おお

さか２１・食育推進企業団」を設立した。今後、健康的な食環境の一層の充実が

期待される。 

市町村健康増進計画策定状況（平成16年7月1日現在） 

府県名 市町村数 策定済 策定率 

全 国 3123 1222 39.1% 

滋賀県 50 15 30.0% 

京都府 39 9 23.1% 

大阪府 44 24 54.5% 

兵庫県 85 43 50.6% 

奈良県 47 33 70.2% 

和歌山県 50 27 54.0% 

資料：厚生労働省調べ 

 

 
バリバリ元気っ子歌チラシ 
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第３節 学校教育の視点から見た近畿地域における「食」の現状と課題  
 （１）地域性から時代性へ 

私たちの社会は、かつては地域の自然環境や伝統、文化と分かちがたく結びつい

て生活が営まれ、生活習慣、労働、産業など社会のさまざまな分野で地域性が見ら

れた。しかし、交通・通信が発達し、瞬時に津々浦々まで物や情報が行き渡るよう

になった現代では、そのような地域性は急激に失われ、現代という「時代性」に色

濃く影響され人々の生活が営まれている。 

子どもを取り巻く「食」環境もまたその例に漏れず、地域による摂取食品や摂取栄

養素の大きな偏りはなく、どの地域においても脂質の摂取割合の増加や一定の頻度

での「朝食抜きの子ども」や「孤食」など、近年の家庭生活の変化に起因すると思

われる現象が見られ、肥満、高脂血症など食生活に関連するリスクファクターの増

大傾向が顕著になっている。 

したがって、近畿地域の食の現状を学校教育の視点から捉えれば、このような「時

代性」に影響された現状のネガティブな局面に対し、近畿地域の特性や、人的ある

いは自然資源を生かした教育活動をどのように取り組むかが課題となっている。 

 

（２）学校給食 

学校が子どもの「食」に直接関わるのは給食である。年間約 180食、全食事の約

６分の１を担う学校給食は、空腹を満たすためだけの食事や、個人の好き嫌いを最

優先にした食事ではなく、成長発達の過程にある子どもたちのためによく考えられ

た意味のある食事を提供する重要な役割を持っている。また、子どもたちに、ある

いは子どもたちを通して家庭に、「食」に関する文化や情報を提供する有力なメディ

アでもある。 

ただし、全国的には 96.3％の実施率である小学校の給食(完全給食）で、和歌山県

は実施学校数割合では 47位、児童数割合では全国最下位(88.1%)である。また、中

学校では他地域では 90%以上の実施率が多い中、近畿地域では、他地域と比べて著し

く低い数値となっている。 

府県別学校給食実施状況（公立学校数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立小学校 公立中学校 

完全給食実施校 完全給食実施校 
  

総数 
学校数 比率 

総数 
学校数 比率 

全 国 23,160 22,304 96.3 10,324 8,112 78.6 

滋賀県 236 225 95.3 101 47 46.5 

京都府 444 436 98.2 181 112 61.9 

大阪府 1,037 1,033 99.6 464 47 10.1 

兵庫県 839 814 97.0 362 147 40.6 

奈良県 244 230 94.3 107 78 72.9 

和歌山県 333 263 79.0 142 68 47.9 

平成１６年度学校給食実施状況等調査（抜粋） 
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給食に対しては「安全な食品を使

用してほしい」、「栄養や食品につい

ての知識を身につけさせてほしい」、

「郷土食や伝統食を取り入れてほし

い」、「基本的な食事のマナーを身に

つけさせてほしい」等々の保護者の

願いがある。この願いを実現してゆ

くことは、「食」に関わる時代性のネ

ガティブな局面を克服することと方

向性は異ならない。給食実施校にお

いては給食を充実させ食育の有力な

手段として活用するとともに、給食

を実施していない学校での給食に代

わる「食育」の充実が望まれる。 

 

（３）学校給食における地産地消  

小・中学校の学校給食に地場農産

物を使用し、食育に活かそうという

取組が進められている。  
近畿地域の小・中学校の給食での  

地場農産物の使用状況は、「恒常的に使用している」が全体の約８割を占め、全国平

均とほぼ同じ割合となっている。使用されている品目は野菜類が88.6％で最も多く、
ついで米が 49.5％、芋類が 21.3％などとなっているが、野菜を除き全国平均を下回
っている。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校給食における地場農産物の使用状況 単位：％ 

  
恒常的に

使用 

平成１５年度に

試験的に使用 

過去に使用したが平成

１５年度は使用せず 
使用せず わからない 

全国 76.6 6.8 1.2 14.0 1.3 

近畿 79.6 0.4 0.9 15.6 3.5 

 資料：平成16年度農産物地産地消等実態調査  

 
農産物別の地場農産物使用状況（複数回答） 単位：％ 

  米 野菜類 いも類 きのこ・山菜 果実類 

全国 59.6 87.9 43.9 26.2 46.4 

近畿 49.5 88.6 21.3 19.1 17.7 

 資料：平成16 年度農産物地産地消等実態調査  

学校給食への要望（環境別）＜複数回答＞ 

 
出展：（独）日本スポーツ振興センター 

      平成 12年度児童生徒の食生活等実態調査結果 

都市部  ■ 

農山村部 ■ 
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学校給食に使用された食材に占める地場産物の割合を６月と１１月にそれぞれ５

日間を調べた調査によると、近畿地域においては、和歌山県を除きいずれも全国平均

を下回っている状況にある。  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
また、地産地消について平成 16年に調べた調査結果によると、地産地消の取組効

果としては、「安全・安心な給食の提供」、「食育に活用」のほか、様々な効果が期待

されている。  
食育への活用では、給食の食材を活用した学習や、生産者と児童との交流を深める

取り組みが進められている学校も多くなっている。  
しかし、食育に結びつけやすい地産地消にも「量が揃わない」「種類が少ない」な

どの課題があり、地産地消を推進するためには、解決に向けた工夫が必要である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図　　取組効果別小・中学校数割合（複数回答）

図  課題別小・中学校数割合（複数回答） 

給食食材に使用された地場産物の割合   食材数ベース   単位：％ 

 平成16 年6 月の５日間 平成16 年11 月の５日間 平均 

全 国 21.6  20.8 21.2 

滋賀県 14.9 14.0 14.4 

京都府 20.7 21.0 20.8 

大阪府 2.9 1.6 2.2 

兵庫県 23.3  18.7 21.0 

奈良県 12.0 9.5 10.7 

和歌山県 32.9 30.4 29.9 

出典：平成１６年度学校給食における地場産物の活用状況調査（独）日本スポーツ振興センター学校給食栄養報告書（週報） 

課題別　小・中学校数割合（複数回答）
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(％) 

出典：近畿農政局  

平成 16年度農産物地産地消等 

実態調査（近畿） 
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（４）学校での「食」に関する指導体制や指導環境  

子どもたちをめぐる食の状況は、個食・孤食、中食、作らない食、外食など、家

族のために食事を作り共に食べるという食卓の姿は消え、一人ひとりが好きなもの

を好きな時間に食べている様子がうかがえる。家族がバラバラに食べる食事は、栄

養的にも偏りが多く、心も体も満たされないものとなっていることが想像される。

また、子どもたちの中には、栄養素の不足をサプリメントで補えば良いと安易に考

えている子もいる。  
 
学校では周辺の環境や学年に応じた内容で、

給食の時間や生活科、保健体育科、家庭科、

総合的な学習の時間等を利用して食教育が行

われているが、各教科の学習内容と連携が図

られなければ、大きな効果や継続性は難しい。

特別活動や、総合的学習の時間の学習テーマ

として設定するなど教科を越えたトータルな

食教育の実施が必要である。  
また、学校内での食育の指導者は、栄養士、

養護教諭、教諭（教科担任、学級担任）等が

それぞれ担っているが、連携して食育を推進

する体制がとられていない場合が多い。  

 
みんなで楽しく食べる学校給食 

京都教育大学附属京都小学校 

課題別　小・中学校数割合（複数回答）
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出典：近畿農政局 

平成 16年度農産物地産地消等 

実態調査（近畿） 

(％) 
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例えば、近畿地域の学校栄養職員の配置人数を、完全給食が実施されている単独

調理場方式実施校数との割合で比較すると、全国平均前後かそれを下回っている状

況にある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、食育の内容は幅広く、教員や保育士がそれらの全てに精通することは難

しい。学校で食育を推進するためには給食関係者、農産物の生産者・流通・加工業

者など多くの専門分野からの協力を得ながら、学校内で食教育を総合的に推進する

指導者を確保することが必要となってきている。このような中で、「食の自己管理能

力」や「望ましい食習慣」を身につけさせるために、栄養教諭制度が創設され、子

どもたちへの食教育を充実させていくことになった。しかし、栄養教諭を置くかど

うかは都道府県の判断に委ねているため、府県によって配置数にばらつきがあり、

全ての学校で食育活動が深められるには、まだ時間を要することが予想される。 
 

 
～給食への食材納入から発展した体験学習交流～  
学校給食に地場の安全安心農産物を 35 品

目供給している和歌山県紀の川市の粉河町

生活研究グループ協議会では、給食の食材の

納入をきっかけに保育園などとの交流が進

み、「子どもたちに地場産を食べさせたい、

食物と農業のつながりや地域の食文化につ

いて教えたい」との思いをもとに、みかん狩

り等の体験学習を支援している。  
 

 
 
 

 
給食の食材のみかん狩り体験 

提供：粉河町生活研究グループ 

単独調理場方式実施校（完全給食実施校）数に対する学校栄養職員数の割合 

  

単独調理場 

方式実施 

小中学校数 Ａ 

単独調理場方式実施

小中学校への学校栄

養職員配置人数  Ｂ 

Ａに対する 

Ｂの割合 ％ 

全 国 13,840 6,881 49.7% 

滋賀県 86 31 36.0% 

京都府 422 134 31.8% 

大阪府 819 390 47.6% 

兵庫県 511 266 52.1% 

奈良県 161 72 44.7% 

和歌山県 188 58 30.9% 

 資料：平成１６年度学校給食実施状況等調査 
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第４節   伝統食・郷土食の継承   

（１）食文化と地域食材 
 伝統的な食生活が営まれていた時代は決して豊かな食環境ではなかったが、現代よ

りはるかに食の豊かさが感じられる。その豊かさを分析してみると、貧しい中、必

死で手間ひまかけておいしいものを作るという労力を惜しまない豊かさ、人の節目

節目の祝いなどの食の豊かさが、人間関係の豊かさ、そして日々の生活の中で培っ

てきた加工調理技術の豊かさがある。  
 行事の時など近所同志で教えあい、また姑から

嫁へ伝えられていく中で練り上げられていく確か

な技術と知恵。時には説明のつかない不合理なこ

とを含んでいたとしても、長い年月かけて整理さ

れていく中で、伝統的な食文化にはみごとな合理

性と科学性が付加されていく。何気ない作業にも

食品の特性をつかんで活かす技術が見事に盛り込

まれている。ひとつの食材を多角的に総合的に利

用している。大豆を煮て、蒸して、揚げて、煎っ 

て、発酵させて、実に多様な加工食品がうみ出される。ひとつの食品が多彩に変身

して、元の素材とは違った物性とおいしさを持つようになる。また伝統食品は資源

を 100％生かして無駄にしない。  
 また伝統食のすばらしい点は、誰でも作るこ

とができる点にある。梅干、タクアン、味噌は

全国どこででも作られている。教えてもらえば

大きな失敗をすることはなく、そこそこ作るこ

とが出来る。経験を重ねて熟練すれば、自分な

りに工夫改善することもできる。誰にでも作れ

ることこそ日常食に必須の条件であり、数百年、

数千年継承されてきた大切な財産である。 

 伝統食は地元でとれた安価で安心できる材料

を使っている。伝統食は誰にも愛され、飽きの

こない味を持っている。 

●近畿地域の食文化 

近畿の食生活は、米と魚の組み合わせを軸に構成されており、タンパク質、カル

シウム、脂質などの摂取も優れ、栄養的にもバランスがとれている。近畿地域の食

文化は、府県毎に地域性があふれており、次のような特色が見られる。  
 

～滋賀の食文化～  
 滋賀県では、「滋賀の食文化財」として、「なれずし、湖魚の佃煮、アメノイオ

ご飯、日野菜、丁稚ようかん」が選ばれている。この「滋賀の食文化財」が選択

 
女性農業士が小学生に味噌造りを伝承 

京都府亀岡市 

 
地域の方の指導でもちつき 

亀岡市立千代川小学校にて 
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されたことを契機にして、さらに平成 11、12年度に「滋賀の食文化財調査」が実

施され、それぞれの地域での作り方、味の差異が明らかとなった。 

それらを基盤に食文化研究会の活動も活発で、調査、記録、講習、研修会など

を行ない、また滋賀にしかない琵琶湖の固有種、野菜の在来種の調査や加工技術

や料理法の収集活動が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～京都の食文化～  
京都はその歴史的背景から、特徴のある食文化が形成されてきた。また、水が

良く食品の加工に適し、清酒や豆腐、湯葉などの名産品を生み出してきた。  
例えば、「京のおばんざい」は、京の町衆の家庭料理として独自の食文化を持っ

ている。料理には“ハレ（晴れ）の料理”と“ケ（褻）の料理”の２つのタイプ

に分けることができる。“ハレの料理”は、伝統に根を張りながらも、調理人の徹

底した「おもてなしの心」によって、伝統を破壊しながらも新しいものを創造し、

そこに食する人々に感動を与えるというプロの料理である。“ケの料理”は伝承の

料理である。家族の健康を願って、旬の食材を取り入れて、家代々の味を大切に

しながら、主婦の知恵と工夫が活かした家庭料理である。  
この「京のおばんざい」の特徴に、煮物料

理における含ませ料理法や出合い料理がある。

含ませ料理法はたっぷりの調味液で煮て薄味

で仕上げ、冷所に放置してゆっくりと調味液

を芯まで染み込ませ、いわゆるコクのある薄

味という京独自の風味にする調理法である。

また、出合い料理は、決して豊富でない食材

を組み合わせての料理品をいう。代表的な料

理として「エビイモと棒鱈のたいたん（いも

ぼう）」があり、その他「なすと鰊のたいたん」、

「お揚げと大根のたいたん」、「さつまいもと

九条ネギのたいたん」等々、多くの“おばん

ざい”がある。  
家庭により味や食材の組み合わせは様々であるが、このような母の味をとおし

ての味や調理法の伝承には、温もりという食育面での重要な要素を含んでいる。

京都の“おばんざい”の精神を活かした家庭での食育を見つめなおす必要がある。  

 
堀川ごぼうと鯛を使った京料理 

日本食文化フェスタ in KYOTO 

 近畿農政局ブースの展示より 

   
丁稚ようかん          なれずし（わたかずし）  

滋賀の食文化財 
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～大阪の食文化～  
 大阪は歴史的に食の集積地として発展し、全国の食材が集まる環境下で商人の

活躍により独自の文化が形成されてきた。一般的に知られている、うどん、たこ

焼き、お好み焼きは小麦粉から作る「粉物文化」の典型と言える。子どもの頃か

ら、家庭でのたこ焼き、お好み焼き作りを経験し、かなりの技術を有する者が多

いのも特徴と言える。  
  このような特徴的な文化継承は、今後も引き継がれるべきであるが、お好みた

こ焼きだけでなく、大阪府が育成に取り組んでいる「なにわの伝統野菜」※を上

手に取り入れるなどにより、新たな食文化の発信が求められる。  
 
  ※なにわの伝統野菜  

 大阪府内には古くから大阪の農業と食文

化を支えてきた歴史や伝統を持つ、大阪独

特の「なにわの伝統野菜」が数多くあり、

これらを消費者にＰＲし、ブランド化を図

るため 15品目を「なにわの伝統野菜」に選

定し、大阪市など原産地市町村と共同で認

証マークの使用を認める認証制度を創設。

認証マークの使用申請を平成 17年 10月 3

日から受け付けている。今後、「なにわの

伝統野菜」の生産者は使用を認められた 

認証マークをつけて販売することとなり、「なにわの伝統野菜」を使って加工、

調理する加工業者や外食産業のお店でも認証マークの使用が可能となる。 

 

「なにわの伝統野菜」 15品目 

①毛馬胡瓜（けまきゅうり）②玉造黒門越瓜（たまつくりくろもんしろうり）③勝間南瓜（こつまなんきん）④金時人

参（きんときにんじん）⑤大阪しろな（おおさかしろな）⑥天王寺蕪（てんのうじかぶら）⑦田辺大根（たなべだいこ

ん）⑧芽紫蘇（めじそ）⑨服部越瓜（はっとりしろうり）⑩鳥飼茄子（とりかいなす）⑪三島独活（みしまうど）⑫吹

田慈姑（すいたくわい）⑬泉州黄玉葱（せんしゅうきたまねぎ）⑭高山真菜（たかやままな）⑮高山牛蒡（たかや

まごぼう） 

 

～兵庫の食文化～ 

兵庫県は、日本海側から瀬戸内までと県域が近畿地域で最も広く、但馬、丹波、

摂津、播磨、淡路の５つの旧国名の地域があり、地形や天候、歴史に違いより、

それぞれ個性ある食文化があり、但馬の松葉ガニなどの海産物と但馬牛、丹波の

松茸、くり、黒豆や牡丹鍋、摂津（阪神）の日本酒やいかなごのくぎ煮、播磨の

素麺と薄口醤油、淡路の鯛などの海産物や玉ねぎなど、多くの食材と食材を生か

した食文化が育まれてきた。 

 
なにわの伝統野菜 毛馬胡瓜 

大阪府なにわの伝統野菜ホームページより 
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一方で明治時代から国際港として発展した神戸一体では、海外の食文化が流れ

込み、神戸ブランドとして、パンや洋菓子などの新しい食文化が形成されている。 
 

 いかなごのくぎ煮 

兵庫県 南部の名 物。播磨から神戸にかけて、また、淡路島

北部の各家 庭において、醤油と砂糖で甘く炊き上げるくぎ煮が

作られる。いかなごは、６ｃｍ程度の透明な魚で、いかなごが獲

れる春頃になると街の中に甘い香りが 漂う。 

 

～奈良の食文化～  
奈良は、飛鳥時代・奈良時代と政治と文化の中心となり、多くの神社や寺院な

どの歴史的資産が多く残されている。日本酒の発祥の地とされる寺院があるなど、

歴史と信仰を背景としながらも、東部・南部の山間地域で生産される吉野葛、柿

などの特産物を活かした比較的素朴な食文化が育まれてきた。三輪そうめん、柿

の葉ずし、奈良漬などが有名だが、大和粥のように現在でも家庭で独自の味が引

き継がれているものもある。 

 

大和粥（茶がゆ） 

米に、布袋に入れた番 茶を加えて薄い塩 味で炊くもので、地

域によっては、現在でも朝食や昼 食に食されている。かきもち作

りで余った部分をさいの目に切った「きりこ」を入れる家庭も多

い。旬の野菜や山菜等を 料理したものを添え、季節感を味わ

う。 

 

 

～和歌山の食文化～  
和歌山県は、高野山や熊野などの信仰により、昔から数多くの人が交流して文

化が行きかい、また、温暖な気候と深い山、長い海岸線がもたらす恵まれた産物

を生かした食文化が育まれてきた。梅干、さんまずし・めはりずしなどのさまざ

な寿司、鯨料理は、その代表といえるものである。発祥の地といわれる湯浅の醤

油、金山寺味噌などの調味料も有名である。 

 

めはりずし 

熊野地 方の代表 的な郷土料 理で、地域の特 産「高菜（た

かな）漬け」でご飯を包んだおむすび。各家庭それぞれで工夫し

たご飯をたかな漬けで包んで食べる。「めはり」の由来は、大きく

握っているため、食べるときに目を見張るからであるとか、あまり

のおいしさに目をみはるからであるとか、様々な説がある。  
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第４章  食育推進に向けての提言 

第１節 食育推進に当たっての視点 

第１項 体験学習の重要性 

（１）人に遠い時代 

 21世紀は国際化社会になると言われているが、交通や通信、そして企業活動がグロー
バル化した現代にあっては、食料や資源という「物」に関してはすでに十分国際化し、

私たちの身の回りには世界各地から集められた物であふれている。かつては遠い国の物

であったものが今やその距離感を感じないほど近くなり、私たちはそれらの値段の安さ

を喜び、季節を問わず手に入れられる便利さを味わっている。  
 一方、それらの「物」がどのようなところで、どのような人々によって作られている

かについては、分からないこと、知らないことが多い。安さに驚くことはあっても、な

ぜそんなに安くできるのか、それを作った人には十分な対価が支払われているのかなど

について思いをはせることはまずない。つまり現代は「物」には近くなったが、「人」に

は遠い時代だと言える。 

 

（２）体験が育てる交流と技能 

 このことは国内に関しても同様である。かつては田んぼの米、畑の大根、そしてそれ

らを育てる農家の人々を知らない子どもたちはいないといっても良かったが、今では実

った稲や大根の葉さえ知らない子どもたちも多い。 

  農産物や水産物が工業製品と同様に扱われるようになることは、時代の流れとして抗

えないとしても、人と物との関わりの中で長い間に培われてきた知恵や技能、生産者に

対する感謝や生命に対する畏敬の念は、どのように時代が変わろうと大切に後世に伝え

るべきである。その作業は同時に時代性に大きく支配された私たちの生活のネガティブ

な面を、修復してくれる可能性がある。 

 この大切なものを伝える最も効果的な方法は体験である。作物を育てる、育てた作物

を調理するなど、かつてはごく普通の生活の一部であったことも、今では意図的な体験

活動によらないと経験することが出来ない子どもたちが圧倒的に多い。また、栽培や調

理という技能が人間にとって重要な生きる力であるとすれば、それらを知識としてだけ

ではなく、技能としても伝えていく必要がある。 

 技能とはやり方が分かってそれが出来るということである。やり方が分からなければ

何も出来ないし、実際にやってみなければ身につけることが出来ない。体験は知ってい

る人、出来る人からやり方を学び、そしてそれができるようになるための機会であるし、

興味や意欲を継続させる大きな力となる。  
食への感謝や生命に対する畏敬の念を感じるためにも、良い体験することは重要であ

る。家庭での教育力が低下した現代では社会教育、学校教育の中で体験させるなどの取

組が不可欠である。 

  近畿地域においては、すでに体験を重視した学習を行っている学校も少なくない。ま

た、さまざまな機関や団体が、学校の体験学習を支援し始めている。今後は、これらの
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学校の実践をより多くの学校に広めるとともに、実習圃場の提供、生産者や食品事業者

等からの技術指導など体験学習が実施可能となる支援システムをより整備していくこと

が望まれる。  
 
～小学校での総合的な食育教育～  
近畿農政局では、食育に実践的に取り組む小学校をモデル校として選定し、農業

などの体験を重視した活動を支援しています（五感体験型食育実践計画）。 

モデル校では、地域の方々と連携しながら、年間を通して様々な食育活動（栄

養、フードチェーン、食文化、食の安全など）をテーマとした取組が展開されて

いる。 

 

○ 京都教育大学附属京都小学校（京都市）では、

地域の方々の支援を受けながら、年間を通して

「食」や農業に関する取組が行なわれている。

「生きもの」が育ち、「食べもの」になる過程や

食文化、安全・安心など、多角的でトータルな

食育が進められていて、児童の食に対する関心

が高まり給食の食べ残しもほとんどないなどの

成果につながっている。  
 

「春」・地域の農業ボランティアの指導による、田んぼ作りと田植えの体験授業 
「夏」・食中毒予防ための「手洗いの授業」 

・夏休み前の「おやつのとり方授業」 
・田んぼに棲む生き物の学習 
・なすを使った京都のおかず「にしんなす」について実物に触れながらの「京のお

ばんざいの授業」 
「秋」・栽培したとうもろこしとイネの収穫作業 

・刈り取りから脱穀・もみすり・精米までを体験 
・自分たちで育てたさつまいもと白米を焼き芋と

ポン菓子にした収穫祭 
・和菓子屋さんによる京の和菓子学習と、自分

たちで育てたお米で作った「亥の子もちの授

業」 

「冬」・農業ボランティアの指導によるお正月のリース

作りのための「なわない」体験 
「毎月」・給食の時間を活用した「素食給食の日」「世

界味めぐり」「地方の郷土料理」「京のおばんざ

い」 と題した給食の実施 
（次頁に続く）  

 
農家ボランティアの米作り授業 

 

 
「みがきにしん」を触る児童 
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（前ページからの続き） 

 

○  京都市立京極小学校では、校区内にある同志

社女子大学で管理栄養士を専攻する学生が、児

童への食育活動を支援した。児童と大学生が米

作りを体験しつつ、学生が大学で学んだ野菜の

栄養や骨と食べ物の関係、料理実習の補助など

を授業に加わって児童に教えるなどの連携が図

られた。 

同小学校は都市部にあり水田の確保が難しい 

ため、校内のプール横あった幅 70ｍ長さ約 10ｍの花壇を田んぼに改造。田んぼ作

りから、田植えから採れたお米をおにぎりにして食べるまで、小学生と大学生が

心を通わせながらの体験学習が行われた。 

小学校では、農業体験と大学生とのふれあいを

通して児童の感受性が高まったとして、校内に作

った田んぼは、来年度も継続して利用される。ま

た、栄養学を学ぶ学生が未経験の農業に触れられ

たことで、食育に対する理解の幅が広がったと大

学側も高く評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大学生による野菜の授業 

大学生と児童でおにぎり作り 

 
花壇を利用した田んぼで稲刈り 
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第２項 食に対する感謝の心の育成 

（１）生き物の命を食することへの感謝 
人間にとって「食」は、自らの命をつなぐために不可欠なものであるが、忘れてはな

らないのは「食」は動物や植物の「命」をいただく行為であり、食育を通して、「命とい

うものの大切さ」を実感で伝える必要がある。「命と食」に関わる最低限の経験を子ども

の時から教える必要があるが、このことをどこも真剣に教えていないのが現実であり、

食べものを粗末にし、人の命をも大切にしない事例が多いことの背景となっているので

はないか、と多くの人が感じている。  
しかし、現代の生活様式では、「命」に触れる機会が少ないので「命」を実感すること

が難しく、またあえて避けている感が見受けられる。例えば、昭和４０年代前半ごろま

での農村地域では、飼育していた鶏を家族が処理して食する行為が通常の家庭生活の中

で行われ、自然に命と食の関係について学ぶことが出来たが、現代に同じことを家庭で

行うことは非常に困難である。買ってきたヒヨコが大きくなり、処分に困ったという話

を聞くことがあるが、成長したニワトリをおいしく残さずに食べてあげることが、本当

の意味での食に関する感謝の心を育成することになる。つまり、私たち人間の命がどの

ように維持されているかを知ることが教育であると考える。  
また、以前は農業と人の排泄物は切っても切れない関係と理解されていたが、現在は

衛生面から、排泄物は単なる廃棄物として扱われている。しかし、排泄物は口から入っ

た食べものが栄養分を人間にもたらした結果の産物であり、さらに土を肥沃にし、作物

を育て、命の循環を支えるものであることが理解されにくくなっている。  
田植え、稲刈りなどの農業体験活動が、学校や

親子の参加により消費者団体などでよく取り組

まれているが、収穫作業などの一部分の作業だけ

を体験するものが多い。土や水に触れられること

には価値を見出せるが、農業生産の全工程は理解

できない。農業体験のあるべき姿は、米作りに例

えれば、植物である稲の生命力を体験と観察の中

で体感させ認識させることが最も大切である。小

学校などは時間的な制約があって田植と稲刈り

で精一杯なのが現実だが、もう少し田植えをした

水田に足を運ぶ機会を設け、生長する稲を観察さ

せるよう受け入れる側も工夫と熱意を伝える必

要がある。  
 
 
 
 
 
  

 
稲の生命力を実感！ 

１本の稲穂に何粒のモミが出来るのだろう 

姫路市立船津小学校にて 
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～子ども達が、稲を観察する時に見るべきポイント～  
① 苗の分けつ時期の生命力  
自分で植えた苗が、増えていく姿に気づいて欲しい。分けつ後の田ん

ぼを見て、感想文に、「野原のようになっていた」と書いた子どもがいた。

こうした生命力の発見は人間にとって貴重である。  
② 花芽の出来る出穂２０～２５日前の幼穂  
 この時期の、稲の茎を縦に向けにカットすると、もうすでに１２０粒の

幼い穂が１～５ｍｍの長さに出来上がっている。この生命の誕生を見せて

欲しい。  
③ ８月中下旬の米の開花  
 米にも花が咲くことを知って欲しい。

「田んぼで花見をして絵を描こう」などと

いう企画で、子どもが自分の目で見て描き

留めることが、価値観の形成や、ひいては

生き方に影響を及ぼすであろう。  
 

 

 
お米の開花の様子  
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第３項 健康管理のための栄養指導 

（１）食生活と生活習慣病 
日本人の三大死因はがん、心臓病、脳卒中であるが、これらはいずれも、その発症と

進展に生活習慣、特に食生活、運動習慣と喫煙が大きく関与している。心臓病、脳卒中

は、肥満、高脂血症による動脈硬化、糖尿病、および高血圧が危険因子であり、食生活

によるこれらの予防が効果を挙げる。また、がんについても、多くのがんは野菜の摂取

不足と関連するとともに、胃がんは高塩食品、大腸がんは肉類、乳がんは動物性脂肪の

摂取過多と関連があると言われている。  
生活習慣病は、国民の健康を阻害するだけでなく、医療費の高騰は国民と国の経済に

大きな負担を強いている。生活習慣病は、食生活の改善で予防できる場合が多く、国民

１人ひとりに対して正しい知識の啓発が欠かせない。これまでより、医療関係者や自治

体が中心となって健康教育に取り組んできているが、食生活による予防の重要性はます

ます高まっている。府県によって格差のある市町村栄養士の配置率を高め、食生活によ

る予防を積極的に推進するなどの行政展開が求められる。  
 

平成１５年 市町村栄養士配置率  単位％ 

全国 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 

62.1 36.0  48.8 85.0  76.2 37.0  22.4 

  資料：日本栄養士会 

 

（２）食品と栄養、食事摂取量 

日本が世界一の長寿国となった背景には、主食の米、魚と肉の主菜、野菜、大豆等の

副菜から構成される日本の食生活が大きく寄与していると考えられる。しかし、近年問

題となるのが、エネルギーの取り過ぎと脂肪の取り過ぎである。日本人のエネルギー摂

取量は、2003年で 1920kcalと 60年前（1946年）の1903kcalとほとんど代わらないが、

労働の機械化や自動車の普及、交通の発達などで活動量が著しく低下し、相対的なエネ

ルギー過多となっている。  
 

国民の摂取エネルギーの推移  １人１日あたり 

  １９４６年 １９５０年 １９６０年 １９７０年 １９８０年 

総エネルギー kca l 1903  2098 2096 2210 2119 

脂肪エネルギー比率 % 7  7.9 10.6 18.9 23.6 

  １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００３年 

総エネルギー kca l 2088 2026 2042 1948 1920  

脂肪エネルギー比率 % 24.5 25.3 26.4 26.5 25  

  単位：ｋｃａｌ   資料： 国民健康・ 栄養調査より 
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脂肪の摂取は、60 年前（1946 年）は総エネルギーの 10％に満たなかったが、1980
年以降は 25％以上という高い割合を維持しており、これが男性で特に増加している肥満、
高脂血症、糖尿病の原因となっている。  
また、日本の食文化に根ざした食事を維持しつつ、塩分が多いこととカルシウムが少

ない日本食の欠点を補っていくことが必要である。新鮮な食材を使って減塩しながら、

乳製品を食事に加えていくことなどで理想的なバランスのよい健康食となることを国

民に知らせていくことが求められている。  
  

   
 
 
 
平成 16 年には厚生労働省より従来の「栄養所要量」に替わって「日本人の食事摂取

基準（2005年版）」が発表された。栄養素の欠乏だけでなく生活習慣病の予防ならびに
サプリメント等による過剰摂取の害に対応することを目的として改正されたが、これを

国民にわかりやすく周知するとともに、脂肪・塩分・カルシウムなどの摂取問題に対応

していく必要がある。  
栄養士や保健・医療関係者などの積極的な活動とそれを支える行政などによるシステ

ム作りが急がれる。  
 

（３）食事バランスガイドの活用 

平成 12 年に食生活指針が策定された。これは生活の質の向上、健康増進、生活習慣
病予防、農業の維持、環境保全、食文化の伝承など多様な視点からの望ましい食生活に

ついて、広く国民にメッセージを伝えたものであった。  
平成 17 年に策定された食事バランスガイド

は、食生活指針を具体的な行動に結びつけるも

のとして、何をどれだけ食べたらよいかという

食事の基本をわかりやすくイラストで示したも

のである。  
 広く一般の人々がこれを日常的に活用するた

めに、小売店、外食産業、食品生産者・事業者、

管理栄養士・栄養士、栄養教諭、保健医療福祉

の専門家、地域における食生活改善推進員、地

方公共団体、国が連携して普及に努めることが

重要である。また、小売業、外食における活用、

地域での健康（栄養）教室の教材、地域の食文  
化や郷土食などを取り入れた地域版食事バランスガイドの作成など各方面で活用され、

国民の健康増進、生活習慣病の予防に寄与することが期待される。  

平成１５年国民健康・栄養調査結果  
  塩分摂取量    １１．２ｇ （目標量 男１０ｇ未満 女８ｇ未満） 

カルシウム摂取量 ５４３ｍｇ （目標量 ６００ｍｇ）  

 
食事バランスガイドの啓発活動 
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第４項  食文化の継承  

（１）地域における食文化の学習 

 伝統的な生活には、たくましく生きてきた人間の知恵や技がいっぱい蓄積されている。

各地域で生き抜いてきた知恵や技の集大成として、伝統的な文化がある。それらの知恵

や技術を学びとり、継承していくことは、人間が地球上で他の生き物と共存しながら末

長く生きていくためにも必要である。単なる懐古趣味に陥ることなく、矛盾を解決しな

がら、伝統的なものを学びとり、新しい食文化を創造していくことが求められている。 
食育基本法が成立し、食育に力を入れる地域が増えてきた。食育に力を注いでいると

ころでは、子ども達が確実に育ってきている。食育の柱としての食文化学習はとても効

果をあげている。未来を背負う若い世代に、地元の食文化を継承していくことが、豊か

な食基盤を築き、食の安全を得ることにつながっていく。  
 
（２）伝統食・郷土食の継承 

 伝統食を継承していくためには、地域の自然と環境を守り、そこでとれる産物、資源

を守っていくことが不可欠である。食文化の伝統を守っていくためには、その伝統技術

を継承していく人の存在だけでなく、食材料になる作物の優良品種の保存や生物資源の

維持が必要である。過疎化や兼業化の進行でそれを継承する主体が危機に瀕しており、

食文化の継承も困難な状況を迎えている。伝統の味を知らない人、地元の食材を知らな

い人が多くなりつつある。味覚の伝承は大事で、おいしいと感じ、食べたいと思う人が

なくなってしまったら、伝統料理も途絶えてしまう。若い世代が伝統食に接し、味わう

機会をなんとかして増やしていかなければならない。 

 
 このような状況の中で、伝統食の材料や作

り方をきちんと記録し、それを再現できる形

で残していく地道な作業が是非とも必要であ

る。現代の情報機器をフルに活用しながら、

いろんな角度から記録していくとともに、そ

れらの散逸的な記録を系統的にまとめ、次世

代を担う人々への教育に生かしていく努力が

必要である。 

 

 食文化調査研究は単なる記録ではなく、若い世代に将来の食への展望を持ってもらう

ための作業でもある。将来の食生活の在り方として、「贅沢でなく質素ではあるが、おい

しくて豊かな食生活」が求められている。それは伝統的な食生活の中にふんだんに見い

だすことができる。 

「地域の独特の食文化を守っていくこと、質素な中で確立されてきた伝統的な食生活か

ら学び継承していくこと」が、将来の食の課題に答えていく道であり、食の豊かさにも

つながっていく。食育の柱として、食文化学習は重要であると考えている。 

 
滋賀の伝統食展示会での伝承活動 
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※ 地域の事例 

 
 ～奈良県宇陀市での伝承の取組～  

奈良県宇陀市の「室生村食生活

改善推進員協議会」では、地域の

子ども達を対象に食品の選び方、

料理の仕方、楽しい食事など好ま

しい「食」を学ぶ教室の開催など

精力的な取り組みを行っている。  
地元中学校家庭クラブの学習に

参画しており、郷土食、伝統料理、

行事食、食文化などについて、家

庭で伝えられなくなった地域の伝

統を伝えるとともに、地域の薬

草・野草料理の実習も交えた講義

が実施されている。  
 

 
 
～滋賀県高島市での伝承の取組～  

滋賀県高島市の「新旭エルダー女性の

会」は、ボランティアとして、地域の人

たちや中学生に郷土料理を伝える活動を

行っている。  
「新旭エルダー女性の会」は、失われ

つつある郷土の味・家庭の味を見つめ直

すため、料理が誕生した背景や文化を学

びながら、地域でとれる旬の食材を中心

にした郷土料理講習会を実践している。

また、地元中学校において、家庭科調理

実習ボランティアとして、日本の伝統料  
理を指導し、地域の食伝統が受け継がれるよう精力的な活動を続けている。  

 

 

（３）地産地消とスローフード 

 地域の産物を地域で消費する「地産地消」の動きが出てきている。各地で産直グルー

プや農協が地元の野菜作りに精力的に取組んでいる。学校給食に地域の産物を取り入れ

ている。生協、スーパー、道の駅など、地域の食品を扱うところが増えているし、地域

の在来品種を調査し復活させる動きも出てきている。  

 
地域の薬草・野菜を使った料理講習 

写真提供：室生村食生活改善推進協議会 

 
中学生に地域の食文化を指導 

写真提供：新旭エルダー女性の会 
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 また、伝統的な食材の伝承や地域食材を活用した味覚教育を進めることを目的にイタ

リアで始まったスローフード運動は、日本においても、「地産地消」の動きと相俟って、

伝統的な食材の伝承や地域食材を活用した味覚教室等の特色ある活動が農業生産に係

わる者のみならず地域のＮＰＯ法人などにおいて取り組まれている。このような取組が

広がっていくことは、地域の食材や食文化の保全につながるだけでなく、消費者の食に

対する関心や理解を深めるうえでも、また、消費者と生産者の信頼関係を構築していく

うえでも重要な意義があり、地域が一体となって取組が促進されることが重要である。 
地域の食材を地域の手法で地域の味にして、地域が元気になっていく。地域で最低限

の基本食料を自給できれば、どんな世の中になっても怖くないし、生き延びていける。

ひと昔前、当り前にやっていたこと、「地元で生産したものを地元の手法で、地元で消

費すること」すなわち「地産地消」に戻れば、それが地域の安全で安定した食卓を保障

してくれる。食の一番のぜいたくは、地元でとれる安全で質のよい食材を使って、豊か

な味わいを持つ料理を食べて、健康を得ることにある。  
農業生産に携わる者は、地域に残る昔ながらの作物の存在を見直し、手間をかけて自

家採種を進めながら、新たな在来種の開発に取り組む必要がある。このため、ＪＡ兵庫

六甲では、兵庫県などと連携して、西宮地域で作られていた伝統的野菜「大市茄子（お

いちなす）」※を復活させた。収量は少ないが味はおいしく、今後は料理方法とのセッ

ト提供で、地域の方にその良さを理解してもらい購入につなげることが、地産地消につ

ながり、同時に在来種の保存となり、食文化を豊かにしていく。  
 
※大市茄子（おいちなす）  
 兵庫県の伝統野菜。兵庫県西宮市を中心に明治 16年に品種改良によって栽培が
開始された茄子。西宮市下大市地域で多く栽培されたことが名前の由来。樹勢が

強く、果実は中長、濃黒紫色で光沢がよい。  
兵庫県では、地域の人々が自らの手で種取りから

生産のサイクルを続け、全国流通品種とは異なり個

性のある、古くから地域に根ざした野菜等について

は、兵庫の伝統野菜として、地産地消を進める観点

から支援している。 

 

●その他の兵庫県の伝統野菜  
富松一寸豆（とまついっすんまめ） 武庫一寸そらまめ（むこいっすんそらまめ） 尼いも（あまいも） 鳴尾いち

ご（なるおいちご） 船坂のパセリ（ふなさかのぱ せり） 阪神のオランダトマト（はんしんのおら んだとまと） 三

田うど（さ んだうど） ペッチン瓜（ぺっちんうり） 加古川メロン（かこがわめろん） 太市のたけのこ（おおい

ちのたけのこ ） 姫路のレンコン（ひめじ のれんこ ん） 網干メロン（あぼし めろん） 妻鹿メロン（めがめろん） 

深志野メロン（ふかし のめろん） 網干水菜（あぼしみずな） 姫路若菜（ひめじ わかな） 海老芋（えびいも） 

御津の青うり（みつのあおうり） しそう三尺（しそうさんじゃく） 平家かぶら（へいけかぶら） 岩津ねぎ（い

わつねぎ） 朝倉山椒（あさくらさんしょ） 丹波黒（たんばぐろ） 住山ごぼう（すみやまごぼう） 山の芋（や

まのいも） あざみ菜（あざみな） 青垣三尺（あおがきさんじゃく） 
 

 
兵庫の伝統野菜 大市茄子 
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第５項 食育実践者の育成 

（１）ノウハウの伝達からの脱却 
 これまでの食育の目的は、食の知識・技術の習得という狭いものが多く、子どもにノ

ウハウを伝えるだけで大人の自己満足に終わっている場合があった。食という手段を通

して子どもの生きる力を伸ばすというゴールへの考え方への変換が必要である。子ども

が料理体験をすることが目的ではなく、子ども自身が考え、行動し、料理のプロセス中

に色々な発見をし、それにより子どもの行動が変わる体験が必要である。 

食教育が狭い視点で捉えられることが多かったことにより、子どもや保護者、周囲の

大人の行動変容を起こす力に乏しいものであったと考えられる。行動変容をきたすため

には、生きるために必要な心理社会的能力（意志決定能力、問題解決能力、意志伝達ま

たはコミュニケーション能力、創造力など）を体験することによって身につけることに

重点を置き、食を通し、より広い視点で子どもの育ちを促す効果に主眼を置くことが大

切である。 

 効果的、継続的に食教育が行われるためには、これまでの一部の職種が行うものとい

う認識を変え、食の問題を一緒に考えることを通して食教育に関わる関係者の意識を変

え、主体的に関わる姿勢を作る必要がある。子どもがさまざまな体験をし、行動変容を

起こすためには、職種の壁を越え多職種、地域、家族が連携して作り上げる食教育、子

どもと大人双方が影響し合う、共に育つ食教育をめざすことが大切である。 

 食育実践者の育成に際しては、子どもの生きる力を伸ばすことが食育の最終目標であ

ることを意識してもらうようにすることが重要である。 

 

（２）側面支援 
食育実践者の支援のためには、知識、体験を関連づけた単発ではない一連のシリーズ

で行える食育プログラムを作ることが必要である。こどもの発達段階や世代や環境など

の実情を考慮した包括的かつ継続が可能な食教育プログラムを提供することにより、誰

にでも、取り組める食育のノウハウを広く普及することが可能になる。地域の実情に応

じた柔軟な、地域ぐるみで主体的に取り組める意識を育てられる参加型の食育プログラ

ムを作り、地域に根ざす食育を目指すことが大切である。 

  食の問題を通して、家族、教育関係者、保健関係者、地域の大人が子どもを育てるこ

との問題点と対応に対して共通意識を持てると次のような利点もある。 

 

  ①地域の人に、子どもが置かれている食の現状を知ってもらう機会となり、地域全体

で子どもの食育への協力体制を取り組むことができること。 

②地域で子どもを育てる意識と力を伸ばす機会にすることができること。 

③職種の壁を越えた広い視野に立った食教育ができること。 

④保護者の行動変容につながること。 
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第６項 関係者間の連携 
（１）食育推進のためのネットワーク 

 「食育」の対象は幼児、子供から高齢者まで幅広く、対象ごとにさまざまなアプロー

チのやり方が考えられる。また、生産者、消費者、食品事業者、教育関係者、食育活動

家などさまざまな主体がそれぞれの立場に応じて個別的に多様な取組を実践しているの

が現状である。 

  食育の取組を広げていくためには、①食育を受けたい需要者への食育の場の情報の提

供、②食育実践の場と食育実践者との結びつけ、③個別に食育に取り組んでいる食育実

践者や食育実践機関の連携強化、④食育実践者や食育実践機関への資料、ツール等の情

報の提供、⑤食育取組事例や食育関係イベント情報の提供、が必要である。これらを実

現するため、地域においてコーディネーターの役割を果たす機関の存在が必要である。

また、これらを広い範囲を対象に大規模なものにしようとする場合には、関係機関や食

育実践者、一般市民を結ぶネットワークの構築が望まれる。 

  食育推進のためのネットワークのイメージは、食育に取り組む機関、団体、食育実践

者等を構成員として、構成員間の連携や情報交換を図るとともに、ホームページ等を通

して一般市民にアピールする形等が考えられる。 

ネットワーク構築のためには、中心となる機関の存在が不可欠である。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
～様々な関係者が連携した意見交換フォーラム～  
和歌山では和歌山プロジェクトとして農家、学校、地域活動家、それに農

協、教育委員会などが自由に学習し意見交換をするフォーラムが平成 14年か

ら平成 15年にかけて４回にわたって行われた。  
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～大阪府内の各種団体の連携活動～  
大阪府においては、府民が身近にある「農」をはじめとした大阪の「食と

みどり」に様々な形で関わりを持つことを促す取り組みを展開させるため、

府庁とみどり公社が事務局となって、府内の消費者団体、生産者団体、流通

関係団体、地域活動団体の構成員を会員とする「『農』に親しむライフスタ

イル推進府民会議」を組織している。  
具体的な活動としては、会員相互の提携、団体の活動および成果などの情

報提供、農に親しむイベントの支援、ホームページの運営などが行われてい

る。  
 

 

（２）食育の実施効果をより高めるための連携 

 食育を推進するために、教育現場や企業、生産現場、ボランティア、行政などにより様々

な取り組みが実施されているが、一過性に終わってしまうことが危惧される。食育の効果

を高めるためには、日常生活を行う家庭や地域において、これらの取り組みが取り入れら

れ継続的に実践されることが必要である。  
家庭や地域で行われるべき食育伝達の機能が衰えてきているとされ、学校や行政、農林

水産現場、企業等の様々な分野で「食」に関わることの出来る者の全てが、家庭や地域と

食育について連携を図り、相互の情報交換によって、生涯にわたって「食育」を学ぶ体制

を構築していくことが求められている。  
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第７項 自分で調理することが持つ意義  

（１）子ども料理教室  
子どもを対象とした料理教室は各地で開催されているが、料理をすることや調理技術

の習得が目標となっていることが多い。しかし、料理教室では「食」の知識の習得だけ

でなく、体験することから「生きる力」そのもの、自己尊厳感が伸ばされる。料理する

ためには、意志決定、目標設定、問題解決能力、コミュニケーション（効果的コミュニ

ケーション能力、対人関係能力）、創造的・批判的思考、共感性などが必要であり、子ど

もが「主役」としてかかわることによって、子どもの自己達成感を高めることができる。

料理は、実生活に即した内容により、体感的な食教育が実施される方法である。 

 

（２）調理を通じて得られる「食」の知識 
 調理では、始めから終わりまで全てを体験させることが大切である。危険だからと包

丁や火を使わないのではなく、子ども用の包丁、調理台が使えるように踏み台を準備す

る等、細心の注意を払い準備を整えた上で、子どもが主人公になり全てを体験すること

が、子どもの共感を呼び子どもの行動変容につながる。その場合、子どもには大人によ

る善悪の判断や価値基準を押しつけるのではなく、科学的にさまざまな情報を伝え、五

感を使って体験することにより、多くの中から、自分で選ぶ力が生まれる。体験がない

と共感できないといわれるが、特に味覚は「食べること」からのみ得られるので、五感

全てを使って体験できるのは「食体験」のみである。そのため、できる限り幼い時から

本物の体験、良い体験をさせると、「本物」を選ぶ力や「良い物」と「悪いもの」を見分

ける力を付けることができる。  
 
～子ども達が調理にチャレンジ～  
サカモトキッチンスタジオ（兵庫県神戸

市）では、「キッズ★キッチン」と名付けた、

子どもが主体的に、調理の始めから終わりま

での全てを体験できるプログラムが組まれ

ている。どのような工程でできあがっていく

のか、一人ひとりがわかるようにし、子ども

たちができるだけ多く気づき、発見していく

手助けができるように心がけられている。料

理を通じて五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、

触覚）を使い、子ども自身が発見し体験 

を広げる教室で、毎月ごとにテーマを変え、新しい体験を積み重ねていく。小さな

子どもでも一汁二菜の調理を通して、段取りなどを体験する場となっている。そし

て、食材と向き合うことで、偏食もなくなり、生きる基本の「食べる」ことへの積

極性につながるとしている。  

 
キッズ★キッチンで真剣に料理する幼児 

写真提供：サカモトキッチンスタジオ 
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第８項 食の安全に関する知識と考え方の普及  

食の安全が損なわれれば、人々の健康に影響を及ぼし、ときには重大な被害を生じさせ

るおそれがあるため、食の安全の確保は健全な食生活における基本的な問題であり、それ

ゆえに国民の関心も高まっている。  
健全な食生活の実践のためには、食品の安全な取扱い方や食品の選び方など食の安全に

関する基礎的な知識を持ち、また、食の安全に関する情報を正確に受け止め、自らが正し

く判断できることが必要であり、このため、食の安全、例えば、病原性微生物や食品添加

物、農薬、抗菌性物質（抗生物質）などのハザード（危害要因）についての知識やリスク

分析の考え方などを普及していくことが重要となる。 
食の安全に関する知識やリスクの考え方を広

く普及していくため、消費者、食品関連事業者、

専門家、行政等の関係者相互間において双方向

に情報及び意見の交換を行うリスクコミュニケ

ーションを積極的に実施することが重要である。

加えて、我が国においては食品安全分野でのリ

スクコミュニケーションの歴史がまだ浅く、十

分確立されているとは言えないことから、リス

クコミュニケーションの適切かつ効果的な手法

を関係者相互が一体となって検討することが必

要である。  
さらには、食品の安全に関する、科学的根拠に基づく客観的で正確な情報を消費者等が

入手できるよう、行政や食品関連事業者、専門家などの関係者がパンフレットやホームペ

ージ、メールマガジンなどを通じてわかりやすい形で情報発信するとともに、地域で開催

される意見交換会やモニター活動などを通じて、消費者等から発信される食の安全に関す

る情報（意見や要望など）を積極的に受信することも重要である。  
なお、食品の安全に関する正しい情報が一般消費者等に迅速に伝達されるため、行政は

地域の消費者団体等への情報伝達網（ネットワーク）を整備するとともに、消費者団体等

においても、行政から提供される情報を構成員である消費者に正確かつ迅速に伝達するよ

う体制を整備しておくことが肝要である。  
また、国民が安心して健全な食生活を実践できるようにするためには、まず、生産者団

体、食品関係事業者などの食品を提供する立場にある者が、食の安全・安心を支える大き

な責任を負うことを認識し、危害発生の防止に努め、積極的な情報開示に努めるなど、食

の安全確保に万全を期すことが肝要である。  
 

 

 
〔食の安全に関する消費者団体との意見交換の様子〕 
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第２節 実施主体別の視点 

第１項 家庭における食育   

（１）食生活の改善 
  子育て中の若い家庭では、朝食を取らない家庭もある等、食生活の改善が必要な家庭

も多くなっている。しかし、朝食は、体温を上げて脳や体をウオームアップする働きが

あり、子どもにとって、朝食はエネルギーと成長するための栄養を補給する大切な食事

である。朝食を食べる、３食をバランス良く食べるなど子どもの基本的な生活習慣を成

し、生活リズムを向上させるため、子育て中の家庭に対し、普及啓発活動を行う必要が

ある。また、生活習慣病につながるおそれのある肥満を防止するために、子どもの時か

ら適切な食生活や運動を習慣づける必要がある。未来ある子どもにとって、健康で生き

ていくためには「食」が基本であることから、「食」について真剣に向き合い、健康であ

るために「食べること」を大切にすることを伝えるきっかけとなる取組や支援を実施す

ることが望ましい。  
また、家庭での食事づくりは、家族のために母親ひとりが作るのではなく、みんなで

作ることが大切である。みんなで協力し合うことにより望ましい食習慣等が自然に身に

付く機会となることが期待できる。  
   さらに、「食べること」がストレスにならないよう、「食べ物」と良い関係性を意識し

て押しつけを排して家庭で作らなければならない。  
 

（２）家庭料理の伝承 
核家族の増加や、家庭環境の変化により、家庭料理の伝承が難しくなっているといわ

れるが、それぞれの家庭での料理の伝承は、日々の生活や、行事の中で伝えられる。子

どもに家庭料理を伝えるには、できる限り幼い時から、子どもが好きなことだけでなく、

伝えたいこと、残したいものを意識して伝えることが重要である。本物を味わう喜びを

一生持ち続けることができる確かな力は、乳幼児期の体験であるといわれている。子ど

もは知らず知らずの内に覚えるので、家庭の中ではできる限り外食、出前、間に合わせ

の料理をしないで手作りを心がけ、加工品であっても一手間かけて、我が家の味を作る

ようにしたい。家族が食を楽しみながら、望ましい食習慣や知識を習得できる環境作り

が大切である。  
幼い子どもに伝えたい最低限の食体験として

次の３つが挙げられる。  
 

① 茶葉でお茶を入れる。 

② お米をといでごはんを炊く。 

③出汁をとり、豆腐のみそ汁を作る。 
 
また、季節の行事を大切にし、行事食を取り入

れ日本の食文化を伝えるためには、地域に伝わる  

 
巻きずしを作る幼児 

写真提供：おさなご保育園 
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伝統行事や催事での伝統食を取り入れる工夫も大切である。今後は若い世代に地域の食

文化を伝承する料理教室などの取組も重要になってくる。  
 

（３）食事を通じた家族のコミュニケーション 
 現在では家族がバラバラに食事をする孤食、同じ食卓に着いていても違うものを食べ

る個食が問題になっている。食べものを作り分けあって食べるのは人間だけであり、分

け合って食べることは幸福感をもたらすので、食事を通じて家族のコミュニケーション

を図ると共に、「食べ物の命」への理解を深め「感謝の心」を育てることはとても大切で

ある。そのためには、次のような工夫がよい。  
 

①テレビを付けずに食べることに集中する。 

②楽しく食べる。 

③栄養を摂るだけではなく、マナーも大切にする。 

④子どもの言い分だけではなく子どもに伝えたいことを伝える努力をする。 

 

（４）大人（保護者など）が食に関する知識・体験を得る機会の提供 
 「食育」において、家庭が重要な役割を担っているところであるが、家庭での食育で

は、当然のことながら、父母などの大人の果たす役割が大きい。しかしながら、食を巡

る様々な状況を見ると、大人自身が「食」に関する知識や認識を必ずしも十分に持って

いるとは言い難い状況にある。こうしたことから、大人自らが食に関心を持ち、食育の

必要性に気付き、進んで知識や情報を入手し、家庭での食育の取組に結びつけていくこ

とが大切である。  
このため、大人が進んで食育を学ぶことができるように、食に関する知識、情報、体

験を得る機会が、様々な関係者、あるいは様々な関係者間の連携のもと積極的に提供さ

れる必要がある。  
 

～「実施主体別の食育」において 

大人が食に関する知識・体験を得る機会の提供
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に関して記述されている箇所～ 

学校保育所等 ・・Ｐ５２  地   域 ・・Ｐ５７ 農林水産現場  ・・・Ｐ６０ 

食品事業者 ・・・Ｐ６４  消費者団体 ・・Ｐ６８ 公的機関・研究機関・・Ｐ７１ 
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～社会福祉協議会が地域で行う食育の取り組み～  
奈良市鳥見地区では、生活リズムの課題・食育の取り組みが地域でできる町を目

指して、社会福祉協議会が中心となり活動している。  
保護者には、主食・主菜・副菜のそろった食事を日に３度取ることや朝食と早寝

早起きの大切さを知ってもらうために、食について学ぶ機会や場を提供することと

し、子どもには、   
①おなかがすくリズムを持たせ  
②食べたいもの・好きなものを増やし  
③家族や仲間と一緒に食べる楽しさを味わうと

ともに  
④栽培・収穫・調理を通して食べ物に触れさせ

ること  
としている。  
また、地域で食育の大切さについて共通認識が

でき、食育に取り組む仲間ができることを目指し

ている。  
栄養士研究会と連携した調理実習、稲刈りなどの栽培・収穫の体験に小学生だけ

でなく乳幼児も参加できる休日あそび隊、子育て支援サークル、お年寄りと園児・

小学生の交流、餅つきなどのイベントをとおして、食を通じた健康づくり活動を地

域全体で継続している。  
 

                                                                

 
野菜を中心とした調理実習 

提供：鳥見地区社会福祉協議会 
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第２項 学校、保育所等における食育 

（１）体験学習 

学校は学齢期の子どもたちのほぼ 100%を掌握し、長期にわたってさまざまな働きか
けが出来る貴重な場である。そして、子どもたちだけではなく、その保護者に対しても

働きかけが可能で、家庭の「食」環境の改善や、保護者を通じた子どもたちの行動変容

のためには、極めて大きな可能性を秘めたメディア(媒体)と言える。また、就学前教育

が一般化している現在では、学校と同様に保育所や幼稚園においても同様の機能が期待

できる。 

次に学校では家庭科、社会科などに教科学習として「食」について学ぶ単元があり、

また特別活動や総合的な学習の時間として「食」について学ぶことが可能となっている。

前者は学習内容や学習時間が規定されているが、すべての学校で必ず学ぶものであり、

後者は学校の裁量で、時間数、内容とも柔軟に対応できることから、極めて効果的な学

習の機会となる。 

 すでに、学校独自で、あるいは地域の機関や団体の支援を得ながら授業や農業体験学

習など、「食」に関わる学習を展開している学校は少なくないが、より多くの学校で教

科学習以外のレベルの高い学習や実習を行うためには、学校からの働きかけを待つだけ

ではなく、外部の機関や団体から学校への積極的な働きかけが必要である。また、近畿

農政局の出張講座でいくつかの先行例があるように、都道府県教育委員会、市町村教育

委員会と密接な連携を取り、学校に専門家や地域の人々の知恵や経験を集めるシステム

の構築が必要である。 

 

 

  ～近くの港で揚がったサンマを子どもたちが料理～ 

 田辺市立田辺第三小学校（和歌山県）では、魚料理の技能を全く身につけないま

ま子どもたちが育っていくのではないかとの心配から、総合的な学習の一環として

６年生が魚料理に取り組んだ。 

近くの港で揚がったサンマをグループに

分かれて「蒲焼き」「焼いてほぐして三色ど

んぶり」「豆腐と合わせたハンバーグ」「魚

カレー」に調理。わずか１時間ほどの間に、

おそるおそる魚にふれていた手の動きが落

ち着き、たどたどしく包丁を扱う手つきがと

てもなめらかに。経験さえすれば、どんどん

知識を吸収し、技能を身につけられることが

見事に立証された授業となった。 

担任の先生は、「生の魚に初めてさわっ 

て、初めて切って、そして初めて調理をした。しかし、不思議なことに、出来上が

った料理にまずいものはなかったなあ。」とコメント。お見事！先生と子どもたち。 

 

 
包丁で魚を捌く子ども達 

写真提供：田辺市立第三小学校 
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さらに「食」教育に関わる者の交流と研修が重要である。食には生産から流通、販売

まで幅広い職業の人々が関わっている。また教育の場においても栄養士、養護教諭、教

諭(学級担任、教科担任)、管理職、それに教育委員会の指導主事等々がそれぞれ専門家

として関わっている。しかし、日常的にこれらの人々が職域や専門性を越えて交流する

ことはまれである。 

現在先進的な給食の実施校や「食育」の実施校をみると、共通することとして異なる

職種や専門性を持つ者の交流や協働があげられる。交流によって協力関係やより効果的

な役割分担が生まれ、給食や「食育」が充実するとともに、それぞれの職業や専門性に

も好ましい影響を与えている。 

 ただし、実際にこれらの場で食育を実施していくためには、いくつかの課題をクリア

ーしなければならない。 

 その第 1は既存の教育プログラムとどのように整合性を図るかということである。学
校や保育所・幼稚園での指導内容は、法令や文部科学省、厚生労働省の指導によって、

すでに決められている。そこに食育プログラムを割り込ませることは学校や保育園・幼

稚園にとって容易なことではない。また、仮に実施できても、既存の学習内容と連携が

図られなければ大きな効果や継続性は期待できない。そこで、食育にあたっては、①家

庭科、保健などの教科学習での食育関連分野を強化する、②教科、道徳以外の学習活動

である特別活動として実施する、③総合的学習の時間の学習テーマとして位置づけ、一

定時間をそれにあてる、などを年度のスタートの段階から教育計画に位置づけられるよ

うにすることが大事である。  
 第 2は食育の指導者の確保である。食育の内容は幅広く、教員や保育士がそれらのす
べてに精通していることはまれである。そのため食育を意味ある学習とするためには教

員や保育士でカバーできない分野を外部の者が積極的に分担していく必要がある。 

この支援者には給食関係者、農産物の生産、流通関係者、それに行政担当者などが期

待され、それぞれの専門分野からの食育への協力は、教育内容充実のためにはきわめて

効果的である。また、子どもたちにとっては外部講師との交流によって、専門分野の知

識だけではなく、知識を超えたところにある「努力」や「工夫」、「勤勉」といった人間

にとって価値あるものを学べるよい機会となる。 

 このような外部の者による支援、外部の者との交流を効果的にすすめるためには、学

校、園・所と支援者を結ぶコーディネーターが必要である。それぞれの地域にこの役割

を担う人がいることが、継続的かつ効果的は食育の推進の大きなエネルギーになるであ

ろう。 

  第３は給食の改善である。給食は、第 1義的には基準に則り安全で栄養豊かな食を子
どもたちに提供するためのものであるが、それは同時に食事マナーの教育や食文化の伝

達など実践的な食育の場である。 

 すでにいくつかの地域では、新鮮で安全な地域の食材を使用し、食文化にも十分配慮

した給食を供給するために、施設設備の改善、関係機関との連携体制の構築などに取り

組み、同時に「食」に関わる学習に学外の関係者が積極的に関与する活動を行っている。 

  これらの実践からノウハウを集め、生産や流通の改善、連携体制の構築、協力に基づ
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く食育の推進などがより多くの地域で進むよう、教育委員会や関係機関等の連携が望ま

れる。  
 
 

～農家グループの「食」に関わる体験学習への参画～ 

 和歌山県紀の川市で、地域農業の活性化する手法を模索し、有機農業による町

づくりに取り組んでいる「那賀町有機農業実践グループ」は、その農産物を利用

する小学校での農業体験活動に参画し、町づくり・地域づくり活動に幅をひろげ

るようになった。 

子ども達には、スイートコーンやダイコン、

米作りなどの農業体験を通じて、農業の大切

さ、命の大切さ、苦しさに負けないことを伝

えており、これらの取組により、「地域に根ざ

した食育コンクール 2003」（主催：農林水産

省等）で優秀賞（農林水産省 消費・安全局

長賞）を受賞した。 

 

    

（２）栄養教育 

 子どもたちは給食を楽しみにしており、献立に期待を寄せている。毎日食べる給食は、

おいしいのはもちろんのこと、安全で素材や料理方法が身近に感じられる手作りである

ことが望ましい。旬の食材を使い、その食材の名前や栄養、調理方法を伝え、子どもた

ちが味わうことで、野菜の名前を覚え、栄養のバランスを理解することができる。その

経験を通して、食事のバランスや季節感、調理方法など、自分で食事を作る時や食べる

時に思い出すことができるようになることが望ましい。  
また、学校給食が食育の「生きた教材」としてさらに活用される取組が推進されるこ

とが望ましいが、現実的には、学校栄養職員は１校に１名の配置がなされていないため

学校によって食育の取組内容に違いがある。今後、学校全体の食に関する指導計画の策

定や教職員、家庭、地域との連携・調整において中核的な役割を担い、そして各学校に

おける食に関する指導体制の要となる栄養教諭の配置が促進されることが望ましい。  
 

（３）給食が果たす役割 

 日本の味巡りや、世界の料理の紹介、授業で習っている地域の料理を紹介することで、

給食と教科を連携させた取組へと発展させることもできる。さらに、給食に使用されて

いる食材を、地域の方の指導を受けて栽培し収穫する体験をすることもできる。学校給

食を活用した食育は教科書（机上）学習だけではなく、実際に味わうことにより、学ん

だことが具体的なものとなって理解させやすくなる。  
 これらの取組から、食事は多くの人たちの苦労や工夫、協力があってこそ成り立って

 
田植えの体験指導 

写真提供：那賀町有機農業実践グループ  
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いることを子どもたちに伝えることができ、給食から環境や農業、漁業、流通、労働者

（生産者）の工夫や努力など、多くのことが見えるようになる。  
これらの取組が単独校調理方式の学校のみならず、共同調理場方式の学校においても

創意工夫の上、系統的、継続的に取り組まれることが望ましい。  
 

 
～給食の食材を教材として活用する保育園～  
おさなご保育園では給食調理室のカウン

ターの高さを低くして、子どもたちが毎朝届

けられる給食の食材を見たり、触ったり、作

っている様子が見えるように工夫されてい

る。  
毎朝の給食室カウンターで食材ではなく、

「分けてもらう命」「かかわってくれる命」と

して伝えたい。力まかせに人間が食べるの  
ではなくて、自分と同じ大切な命を分けてくれるものがあることを知るのは、

自分の命、人の命、生きもの全ての命を大切にする力の根っこになるとの思い

が込められている。  
 

 
（４）調理場からの情報発信 
 子どもたちの心に残る給食は、帰宅後の家庭でのコミュニケーションのきっかけとな

る。給食で出されたメニュー、食材や味付け、食材にまつわる話など家族で話し合うこ

とが、家庭での食育の広がりにもつながっていく。  
また、給食で出されたメニューのレシピを家庭にも配布することで、家庭での料理の

レパートリーを広げ、給食便りに旬の食材や生産者を紹介することで、給食と地域が結

びつき、「食」と「農」が身近なこととなっていく利点がある。  
食べることは健康に生きるための基礎となるものなので、「家庭の問題」とせずに、

家庭と保育園や学校が連携を図ることによって、子どもたちが生涯を通じて健康に生活

できる基礎となる食教育に前向きに取り組むことが望まれる。  
 
（５） 地産地消 

地元の食材を活用するには、生産者の理解と調理員の協力なしには実現しない。個人

の農家と１件ずつ契約を結んで食材を購入するのではなく、生産者グループとの契約を

し、どの農家から何を入れてもらうのかはグループで決めてもらうなど、工夫すること

も必要である。  
 

 
給食食材のサンマを触る園児 

写真提供：おさなご保育園 
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～給食に地元食材を供給するための関係者の協力～  
和歌山県紀の川市の粉河地域では、平成 16

年度に給食センターが建設されるにあたり粉河

町有機実践グループ、紀の里農協、生活研究グ

ループ、給食関係者で粉河町学校給食農産物食

材供給協議会を設立した。  
「子どもたちに地場産を食べさせたい。食物

と農業のつながりや地域の食文化について教え

たい。どんな農産物が供給できるか、これから

生産できる農産物は何か。」と話し合いを重ね学 
校給食に地場の安全安心農産物を 35品目供給するまでになっている。  
 
また、同市那賀地区でも平成 14年に新しい学校給食センターの開設を契機に、

栄養士、調理師、生産者の話し合いによって計画をたて地元農産物を納品するよう

になった。毎月給食関係者が集まって野菜の成育状況や出荷計画を立てている。最

初は給食センターに数品目でスタートした農産物の供給も、今では 41品目の農産

物を周年計画のもと供給されており、珍しい農産物が給食の献立に生かされ、生産

農家の話が授業で行われるなどの広がりを見せている。 

 
 

 
粉河町学校給食農産物 

食材供給協議会での話し合い 
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第３項 地域における食生活改善 

（１）目標達成に向けた各機関の役割（健康日本２１） 

 都道府県等においては、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活

の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、管理栄養士・栄養士等の

食に関わる専門職種や食生活改善推進員などの食に関するボランティアを中心とした、

食育に関する専門的知識を有する者を養成するとともに、その資質の向上を図る必要が

ある。さらに、市町村栄養士の配置促進とその人材の確保に努め多くの場面でその知識

や能力を用いた食育推進活動ができるよう、その組織活動を支援するとともに関係機関

等とのコーディネートなどによりこれらの活用を図ることが望まれる。 

 保健所、市町村保健センター等は、効果的に食育に関する普及及び啓発活動を推進す

るとともに、生涯を通じて対象に応じた食育に関する指導の充実を図り、保健管轄する

市町村における食育推進活動が効果的に展開されるよう支援を行うことが望まれる 

 健康増進事業実施者及び医療関係者等は、各種健康診査等の機会を活用し、食育に関

する指導の充実を図ることが望まれる。 

 食品関連事業者及び特定給食施設管理者等は、様々な体験活動の機会の提供や、より

一層健康に配慮した商品やメニューの提供、栄養、食生活等に関する情報提供等の食育

の推進のための活動を実施し、都道府県等は必要な情報提供や関係機関等のコーディネ

ートによりこれらの活動を支援することが望まれる。 

 関係団体においては、住民が日々の生活で食生活改善が継続的に実践できるよう、関

係機関及び都道府県及び市町村と連携を図り効果的な運動を展開することが望まれる。   
各機関が実施する「健康日本２１」の代表目標項目を達成するための具体的な取り組

み内容については、以下のようなものが考えられる。  
 

～食生活改善普及月間の取り組み例～ 

（１）「食事バランスガイド」等を活用し、食生活の問題点を明確にし、日々の活動に見合った

主食、副菜、主菜の食事量を示し、適正摂取を楽しく継続させるため食生活改善の意欲が

増すような支援を行う。   

（２）ＢＭＩ（Body Mass Index）やウエスト周囲径測定の普及とともに、内臓肥満や糖尿病等
のメタボリックシンドロームに関する理解を深め、標準体重などから自分の体型に対する

自己評価が正しく行えるようにする。   

（３）野菜料理などの副菜の摂取量が少ないことを気づかせ、野菜の摂取量を増やすための料理

選択の工夫を、対象の特性に応じて支援を行う。   

（４）朝食を欠食しがちな単身者等に対して、簡単にできる朝食の組合せなど日常生活のなかで

実践できるような支援を行う。   

（５）肥満が気になる者には、エネルギーと脂質との関係を理解し、油を多く使った料理を知り、

日常生活のなかで油の摂取量を控えるための工夫ができるように食生活の支援を行う。   

（６）肥満又は過度のダイエット志向の者に対して、食生活と運動の両面からのプログラムを提

供するとともに、その実践が継続できるように支援する。   
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 また、活動の方法としては、以下のようなものが考えられる。 

①ウォーキング等の運動に関するイベントと連携した「食事バランスガイド」の普

及啓発   
②スーパーマーケット、コンビニエンスストア、外食料理店や特定給食施設等にお

ける「食事バランスガイド」の活用とヘルシーメニュー提供の推進   
③住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進   
④健康相談、食生活相談及び栄養指導   
⑤ヘルシーメニュー・コンテスト等の開催   
⑥地域別、年代別に応じた食生活改善のための行動目標、スローガン等の公募及び

発表   
⑦食生活改善に関する各種講演会、大会、シンポジウム、フォーラム等の開催   
⑧テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力を得た広報   
⑨都道府県及び市区町村の広報紙、関係機関及び関係団体等の機関紙、有線放送、

インターネット等の活用による広報   
⑩ポスター、リーフレット等による広報   

 
 
～京都市保健福祉局の取組～  
京都市では、出産をひかえた夫婦

（近く父母となる者）で、平日保健所

が利用できない方への正しい食生活

指導を行うと共に、父親の育児参加を

促す等、食を通じた家族形成の推進を

図るために、「プレママ・パパクッキ

ング」を土・日曜に実施している。食

に関する講話や調理実習で、正しい食

生活を身につけると共に、妊娠中の食

事作りや、離乳食の知識を学んでい

る。  
 また、独居高齢者（男性）を対象とした「男性のための栄養教室」、幼児親

子を対象とした「ふれあい食体験教室」などを開催している。  
  

 

（２）子育て支援 

 子育ての悩みがあっても、相談できる相手が誰もいないという若い親のために、地

域保育、一時保育、子育て広場などを通じて食育に取り組むことは大切である。人の

味覚は子供の時に食べた物により１０歳前後で決まることから、幼児、低学齢者を中心

に五味や塩梅がわかる味覚、食品の鮮度、品質等の良否を見分ける能力などを育て、各

種食材を組み合わせることによって美味しい料理をつくることのできる能力を育成す

 
プレママ・パパクッキング（実習前の実演） 

提供：京都市 
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るための料理体験の必要性が認識されはじめている。味覚、嗅覚などが形成される時

期に本物を体験することが、本物を選ぶ力をつけることになる。また、未来ある子ど

もたちが健康な生涯を送るためには、食生活の基礎となる時期に望ましい食習慣を身

につけることが重要である。 

 「食べる楽しさ」、「食べる大切さ」を親子で体感できるように、体を動かしてしっ

かり遊びお腹を空かして、作る楽しさやみんなで分け合って食べる楽しさを取り入れ

た食育の場が提供されることが望ましい。 

  

 

～関係者が一体となった地産地消と食と農のまちづくり～ 

滋賀県高島市の「新旭町食育と農のネットワーク会議」は、郷土の「食」の

豊かさを見直し、地域の食材を使って「食」を楽しんでいこうと、農業、教育、

保健等の関係者やボランティア団体等が連携し、地産地消及び食と農の一体的

な推進を図り健康なまちづくりに取り組んでいる。 

 地域での啓発の機会として開催した「食育

展」では、「おふくろの味」「地場産の野菜料

理」が並んだ試食コーナーや体験コーナー、

ＪＡが運営する農業小学校の子どもたちに

よる減農薬野菜の販売等が、地域の小・中学

生から大人までがスタッフとなって取り組

まれ、地産地消と食育について、学校等を含

む地域での交流実践の形を多くの人たちに

伝えている。  
 

 

 
食育展 2004 で「きなこ作り」に挑戦 

提供：新旭町食育と農のネットワーク会議 
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第４項 農林水産現場における食育 

（１）子ども達の農林水産体験 
農林水産現場での体験活動は、農林水産物の生産現場についての関心や理解を深める

だけでなく、食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、様々な人々の活動に支えられている

ことを理解するために重要であり、とりわけ、子どもの頃から体験を積ませることが大

切である。  
農林水産関係者は、自らの職業と地域を守るための活動につながるものであるとの意

識を強く持ち、幼稚園・保育所、学校で取り組まれる作物の栽培や水産、林業体験など

を積極的に支援するとともに自らの働きかけにより体験学習の実施を誘導する必要が

ある。  
 農漁村地域では、地域の子ども達に体験を積ませることは、交流を通して地域への理

解浸透と地産地消を進める効果が期待でき、地理的な条件からも比較的に取り組みやす

い活動といえる。一方で、農地などの体験の場に恵まれない都市部では、学校での子ど

も達の移動問題ともあわせて体験活動への参画が難しい現状があることから、ＪＡや漁

協、農家グループなどによる遠足学習の受け入れ、体験ツアーの企画など、農林水産現

場からの発信が重要になる。  
このような活動には、農林水産現場側の熱意が不可欠であり、行政もこの点を理解し

た誘導を図る必要がある。  
 

 
～体験活動による地域での３世代交流～  
兵庫県のある地域では、地元老人会の企

画により中学校校区内の小学校数校の児

童を集めて、一緒にもち米作りが行われて

いる。栽培の一連を体験後、最後にもちつ

きを行う。そこでは交流を通して老人会、

ＰＴＡ、子どもの３世代交流が図られ、老

人達は様々な知識を子ども達に教える役

割も担っている。  
老人達が作った野菜が、子ども達の前で 

紹介されて学校給食で食材として利用されるなどの発展がみられている。  
 

 

（２）消費者との交流・体験 

消費者との交流は、農政が転換期をむかえる中で、農産物を生産する側の必然性から

生まれた。自力で農産物を販売しなければ生き残れない時代となったことから、ＪＡや

農家グループなどは、生協などとの良好な関係を築くために交流を進めてきたといえる。 
当初は、消費者を農地に呼び込み簡単な収穫体験と採れたて野菜の直売というスタイ

 
地域農家との交流 写真提供：ＪＡ兵庫六甲 
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ルが主流であったが、体験活動などを積み重ねるにつれ、体験で学んだことを精力的に

生かす活動が出来る生協や消費者団体に交流の対象を変更するＪＡや農家グループが登

場するようになってきた。  
さらに消費者との交流体験を農産物直売所で活かすところも現れ、交流による情報交

換が販売面での礎となっている。  
適切な生産現場からの丁寧な情報提供と消費者との意見交換により、相互の信頼関係

が築かれることで、一過性でない継続的な交流が実現でき、また、このことによって販

売面での効果も現れることは明らかであり、農産物を生産する側は待ちの姿勢ではなく

熱意と積極性を持つことが最も大切である。  
また、農産物生産に携わる者としては、食と農について、命に基づいた教えをするこ

とが重要であり、真の交流を進めるためには、自信を持って訴える力、販売と結びつい

た力で消費者に訴えかけていく必要があり、農産物直売所などの消費者と交流できるシ

ステムを利用しながら先駆けた取り組みを進める必要がある。   
 

 
～黒豆栽培による消費者との交流～  
ＪＡ兵庫六甲では、生産者と消費者の交流

の一環として、「いきいき黒豆 ふれあいオー

ナー」を消費者から毎年募集している。  
豊かな自然、その恵みを肌で感じ、国産大豆

の大切さを学ぶ農業体験のひとつとして、位

置付けた交流活動で、１区画２０株で、黒豆

の定植・除草・追肥・土寄せ・収穫等の体験

を通して、生産者と消費者の交流を深めるも

の。  
６月に説明会を実施、10月に枝豆収穫、  

11月に実の収穫が行われる。  
 

 

（３）地産地消 
地産地消は、自分達でつくった農産物を売る立場の側として、とても重要な意味を持

つ。単に輸送コストなどの経費的な側面だけでなく、地元で生産した農産物の良さを地

元の消費者に理解されることは、同じ地域に生きる人からの評価を受けることであり、

地域と一体となった農業生産を進める上での力強い支えとなるものである。  
地産地消の良さは、作り手と買い手の顔が分かる関係と信頼を地域内で築けるとこ

ろにあり、特に大きな施設や仕組みは必要でない。既存の農産物直売所などの設備を

活かした交流をはじめ、農家グループとＰＴＡ活動等との連携、地域活動の企画や参

画などにより、人と人との信頼関係を築き相互にメリットのある関係に結び付けてい

くことが最も大切である。  

 
「黒豆のオーナー制度」による種まき 

写真提供：ＪＡ兵庫六甲 
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～地域と農業を結びつける地域通貨～  
ＪＡ兵庫六甲が中心となって、平成１７

年より「たべもの通貨Ａｇｒｉ（あぐり）」

の運営が始まっている。Ａｇｒｉは、ＪＡ

兵庫六甲が運営する農産物直売所と農業

資材店舗およびＪＡ店舗でのお米の購入

に利用可能な地域通貨で、地域農業と環

境、助け合いの活動にボランティアで携わ

った人が手にすることができる。  
将来は、農林水産省が新しく示した「農地・水・環境向上対策」の活用を視野

に入れ、草刈りや水路整備などの作業をＡｇｒｉ配布の対象として、地域の消費

者と共同で作業を行える仕組み作りを整備し、商店街やレストランにも呼びかけ

て新たな交流のスタイルを目指すとしている。  
 

 
真面目な生産活動と積極的な交流の姿勢は、規格面から市場に出せない農産物販売の

実現や、学校給食への食材納入の礎となるものである。  
 

（４）食品廃棄物のリサイクル 

食べ物が、生産・流通・加工・消費されていく一連のフードチェーンにおいて最後の

部分が廃棄である。本来、食品ゴミや家畜の屎尿等は貴重な農業資源であり、家畜の飼

料や農作物の肥料として生産段階においてリサイクルされることにより、フードチェー

ンの輪がつながっていた。しかし、現代では、食品廃棄物は自治体や廃棄業者によって

収集・処理されており、この部分でフードチェーンが完結している場合が多いと考えら

れる。  
環境への負荷軽減からも、リサイクルは重要であり、食品廃棄物のリサイクルに取り

組む必要がある。かつては、地域や家庭において、農作業の手伝い等を通して子どもの

ころから生産段階へのリサイクルとその大切さを自然に学習することが出来た。しかし、

現代では、日常生活においてこのことを体感することは難しく、現代の生活様式にあわ

せた理解の方向を探っていく必要がある。  
また、食品ゴミ等が飼料や肥料としてリサイクルされ、フードチェーンの輪がつなが

っていることが本来の姿であることを、子ども達をはじめ消費者に伝えていくことが、

食育の視点からも必要である。  
食品廃棄物のリサイクルは、生産者、流通業者、加工業者、消費者、廃棄業者のフー

ドチェーンに関わる者全てが関わる必要があり、互いに連携しあう事で、実効性が高ま

る。リサイクルには徹底した分別などの手間と経費がかかり、安価なものを求める消費

者が多い中で困難が伴うが、リサイクルに関心を持つ消費者などとの連携は新しい連携

 
500 円の買い物に対して１枚利用できる。 
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の手法の一つであると考えられる。  
 

 
～小学校でのリサイクル教育～  
 南丹市立吉富小学校（京都府）では、各教

科と総合的学習の時間を利用して取り組む、

農業や調理の「食」の体験学習の中に食品ゴ

ミのリサイクルの要素を取り入れている。  
家庭ゴミや事業ゴミがどの様に活用されて

いるのかを知るために、地域のバイオマスリ

サイクル施設を見学するとともに、学校給食

の残菜や野菜くずから堆肥をつくり、学校

菜園に利用している。 

また、小豆を栽培したことから、市内の和  
菓子工場で食材の生産圃場・加工作業・堆肥化施設を見学するなどの地域と一体

となった授業が行なわれている。  
 

   

 
リサイクル施設を見学 

南丹市立吉富小学校（京都府） 
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第５項 食品事業段階における食育 

（１）食品事業段階での学習、体験実習 
＜食品製造業＞  
食を作り出す仕事に携わってきた者には、本物の技巧が備わっている。このような食

のベテラン職人達が、これまで自分たちのやってきたことに対して自信をもって本物の

技を伝えられることの出来る場所を作り出す必要がある。  
これら職人は、学校現場で子どもを教えた経

験はないが現場には強い者ばかりであり、直接

子ども達に指導するよりも、既に子ども達に対

しての食育活動に取り組まれている方々に、食

の技術やノウハウを伝えていくスタイルが、現

実的には効果があると思われる。もちろん、職

人が自信とプライドをもって働ける環境を自

ら作り出すためにも、自ら教育現場などに働き

かける必要があり、そのための自信とノウハウ

を職人が学べる場を設けることも求められる。 
食品製造の現場を知ってもらうために、工場を見

せることは効果的であるが、見学コースなどの設備

の整った工場は限られており、衛生面の問題もあっ

て、児童をクラス単位で工場に迎えることには限界

はあるが、経営者は将来の視点を持った企業姿勢を

打ち出さなければならない。  
 

＜食品小売業＞  
食品を消費者に直接売る立場の商店街は、商店主

との消費者とのコミュニケーションの中で、食に関

する知識などの様々なことを伝える場となってい  
たが、近年その機能が落ちてきている。この食の知識の伝達機能の良さを再度見直す必

要があるが、これには商店街の再生が欠かせない。  
また、食品スーパーマーケットには、多くの消費者が訪れ、商店と同様に消費者と直

接接する場であるとともに、食品の販売に占めるウェイトも年々増している。このため、

単に食品を販売するだけでなく、売場での掲示や消費者とのコミュニケーションの中で

食に関する知識を伝えていくことが期待される。その意味では、消費者にとって重要な

情報とは何か、その収集力と分析能力が重要であり、社会の状況を的確に把握し、企業

内に適正に反映され得るような努力が必要である。  
食品スーパー業界の食育の取り組みは、まだ始まったばかりではあるが、今後の発展

が望まれる。  
 

 
和菓子工場で加工技術を見学  

南丹市立吉富小学校（京都府） 

 
老舗の和菓子屋さんのお話  

京都教育大学附属京都小学校  
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～食品スーパーでの食育の取組事例～  
滋賀県内のあるスーパーマーケットでは、「安全」「安心」への取り組みと、食育

を通じて「健康」への応援を進めている。  
企業内に"「食育活動推進委員会」"を組織
し、企業全体で推進することした上で、"『食
育活動』宣言"をし、具体的な活動として、
店舗に小学生を招いて専門の食育インスト

ラクターが、青果売場などで、野菜や果物を

多く取り入れたバランス良い食事の重要性、

野菜や果物に含まれる栄養について、お買い

物ゲーム（買い物の擬似体験）・クイズなど

を通じて、子ども達に楽しく教える「５Ａ Ｄ

ＡＹ（ファイブ・ア・デイ）スーパーマーケッ

ト食育体験ツアー」を実施している。 

また、親子を生産場に招待し、生産者との

交流を通して、親しみならが、野菜への関心

を高めてもらう「５Ａ ＤＡＹ産地収穫食育

体験ツアー」も取り組まれている。  
１８年度は、５Ａ ＤＡＹ活動に加えて地

産地消活動、伝統食文化の啓発活動、食に関

する情報提供活動にも取り組む予定。  
 
 
 

5 A DAY(ファイブ・ア・デイ)とは、｢1 日、5 皿以上の野菜と、200g 以上の果物を食べましょう｣と

いうメッセージのもとで進められている生活改善プログラム。米国で始まり、全世界へ広がった健康増進の

ための生活者啓発運動。 

 
 
＜外食産業＞  
外食産業は、それぞれが調理プロとしての技術を有していることから、その技術を活

かして食の魅力を発信する必要がある。  
例えば、プロの調理技術を学んで、素材から自分たちで作りあげ、自分たちで食べる

ような催しを、小学生や学校関係者・保護者に対して行うことが考えられる。催しをと

おして調理する楽しさに加えて、野菜を食べることの大切さ、手洗いの励行、挨拶含め

た食事マナー、食べ物を分け合って食べることの大切さ、いただきます・ごちそうさま

の精神、後片づけなどを伝えられると考えられる。食材に地元の野菜などを使用すると

地域への愛着も生まれる。調理は、最初は出来なくても徐々に上手くなるもので、楽し

さが加わった料理は、おいしさだけでない満足感を与えることができ、食に対する見方

が大きく違ってくるものと考えられる。  

 
小学生を店舗に招きインストラクターが説明 

写真提供：平和堂 

 
農場で生産者からの説明を受ける親子 

写真提供：平和堂 



 ６６ 

食品製造や飲食店、商店街が行う学習や体験には、現状では様々な障害があるが、そ

れぞれの業界が相互に連携し、行政の支援を受けながら、一歩一歩問題を解決していく

必要がある。  
 

（２）食生活アドバイス 

日本は世界一の長寿国であり、また、健康で暮

らすことの出来る期間を示した健康寿命も世界一

となっている。こうした日本の良いところを今後

も続けていくために、医療関係者のみならず、人

の命を預かる仕事をしている食品事業者も協力す

る必要がある。女性の社会進出の増加によって、

食品事業者の社会的責任は、ますます高まること

から、自身の分野だけでなく様々な対象との連携

が求められている。  
医食同源という言葉があるように、食事と医学

はその関係が深く、何がその人に足りないかを分

析して料理に取り入れるなどの、病院には出来な

いヘルスケアを食品産業が新しいニーズとして担  
える可能性がある。例えば、シルバー食、糖尿病食、バランス食の提供、個人別ＩＣカ

ードによる店舗での健康管理、食べる薬としてのデザイナーズフーズの提供などが考え

られるが、実現には医療関係者との連携は必然である。  
また、外食は楽しむということだけでなく、健康管理、食生活の改善、大量廃棄問題

などの食物教育、生活文化（だんらんや祭り、儀式などを含めた空間構築・調理技術）

に寄与することができる。  
 

（３）食の安全・安心の情報提供 
食品を製造する企業にとって、衛生上の安全に注意

を払うことは、最も大切なことであり、これまでも多

くの企業が真剣に取り組んでいる。しかしながら、こ

れからは安全であることは当たり前であり、どのよう

にして安心を消費者に届けることが出来るかを、大き

な課題として受け止める必要がある。  
例えば、食品スーパーマーケットには、多種大量の食

品が並べられ、現代の日常の生活に不可欠な存在となっ

ている。これまでは、価格と品物の豊富さを競い合って

きたが、近年は、消費者からの食品安全に対する強い要  
望を背景に徹底した品質管理とトレーサビリティーなどの新しい管理システムが必要と

なっている。加えて、提供する食品の安心に関する情報をどのように消費者に提供する

かが求められており、食品スーパーにおいても「食育」を模索する動きが盛んになって

 
行政による食品表示の確認 

 健康寿命の比較  （ 歳） 

1 日本 73.6 

2 スイス 72.8 

3 サンマリノ 72.2 

4 スウェーデン 72.2 

5 オーストラリア 71.8 

6 フランス 71.6 

7 モナコ 71.3 

8 アイスランド 71.3 

9 イタリア 71.2 

10 オーストラリア 71.0 

ＷＨＯ 2002 年世界保健報告より 
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きている。このような、安全・安心に対する取組は顧客獲得のためだけでなく、食品の

販売を通して、消費者の健康と命を預かる企業としての社会的役割も担っている。  
行政の進める安全対策などを参考にし、これに準じた業界別の基準を作り「信頼食品

登録店証」を遵守した店に掲示するなどの具体的なシステム作りが求められる。  
あわせて、本物の味を知ることで、食への信用が得られるものと考えており、そのた

めの働きかけを進める必要がある。  
 
また、食を提供する場を受け持つ食品事業者にとって、安全と栄養、嗜好は重要なポ

イントであり、安全と安心の面で積極的に発信していく必要がある。正しい食品表示は

もとより、食品のトレーサビリティー、外食の原料原産地表示ガイドラインの導入はそ

のヒントになるものである。多種大量の食材を使用しており乗り越えなければならない

問題は多いが、解決に向けた努力が必要である。  
食の安全・安心を追求すると、食の作り手との顔

の見える関係作りが欠かせない。食材の購入者とし

て、生産地の農家を消費地に呼ぶなどのイベントを

開催して、消費者とのよい関係の橋渡し役を果たす

必要もある。  
また、距離が近く接しやすい地元農家が作る野菜

を使ったメニューなどは、提供価格が高くても消費

者の関心を得やすいものと言える。全国展開の企業

より地域性のある企業のほうが実現しやすいことか

ら、企業はそれぞれに工夫を重ねる必要がある。  
食品事業者は、食材の大口購入者でもあり、消費

者の一員でもあることから、消費者・生産者を結ぶ

役割を持つ者としての、食の安全・安心に積極的に

取り組んでいく必要がある。  
 

生産地と消費者の触れあい 

近畿農政局「新発見！近畿食と農ふ

れあいフェスティバル」より 
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第６項 消費者団体が行う食育活動 

（１）体験学習の場の提供 
消費者団体である生協は、これまで、主に「食品の安全」について取り組んできたが、

近年の食生活の変化の中で、「食のとりかた」も大切だと認識し、健全な食生活について

の取組を始めた。健全な食生活とは、①栄養バランスがとれている、②食事から適切な

栄養素が採れている、③食事回数などの生活習慣が適切で自己管理ができているとし、

そのためには、①食生活を応援する社会環境が整い、②さまざまな情報に惑わされるこ

となく、③自分で判断し、④楽しい食生活を送ることを提案している。  
 食べ物の旬や季節、健康を考えた食事・買い物・料理、正しい情報・表示の見方、食

物と環境のつながり等を知るために、さまざまな学習会を開催し、体験や交流を行い、

親子で参加するなど、学習の場を提供していくことが必要である。  
 

 
～生協の食育活動～  
コープこうべでは、「食で健康づくり たべる たいせつ」をスローガンに、

自然の恵みや季節を感じながら、バランスよく食べる、おいしく、楽しく食べ

ることが健康づくりにつながるとして「食で健康づくり」を開始。  
子どものころから食への関心を高め、良い食生活習慣を身につけることで、

健康な身体を育むこと、食を通して自然環境・生産者への思いを広げ、豊かな

心を育てることを目指している。  
①おいしく楽しく食べましょう ②

自分で組み合わせる力をつけましょう 

③自然やその恵みに感謝しましょう 

④安全・安心を選びましょう の４つ

の柱を設定し、子どもから大人まで広

く対象にした料理教室、学習会などの

活動プログラムの提供と共に、ワーク

ブック、栄養バランスチェックカード

などの活用資材を作成し、組合員の誰

でもが企画・活動できるように支援し

ている。  
 

 

（２）食料生産現場との交流 
   食料生産現場との交流では、食べ物のでき方、旬のものを食べる大切さ、食べ物の安

全性など食べ物について自分の五感で学ぶことによって、食べ物を大切にする心を養い、

さらには日本と世界の食糧事情などを学ぶことができる。     
   また、加工工場の見学では、商品知識（例、乾物の勉強の一環でわかめの本当の長さ

 
コープこうべの食育資材 
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を知る。）や食の安全に対する取組などを知ることができる。  
 会員だけではなく、ＰＴＡ、サークル活動などへの食育活動支援としてプログラム本

を作成し、農場、漁協、食品工場などでの収穫体験や子ども向け体験を支援していくこ

とが求められている。  
 

 
～牧場での交流活動～  
京都生協では、①食べものの安全性について考え・学び・自分で選ぶ力を

つける、②季節のものを食べる大切さを学ぶ、③食べものが出来るまでを学

ぶ事によって、食べものを大切にする心を養う、④日本や世界の食料事情を

学ぶ、⑤自分の五感で学ぶ、をテーマに食料生産現場との交流を行っている。 
毎年夏に取り組まれる「も～も～キャ

ンプ」は、組合員の親子が生協で取り扱

う牛乳の産地牧場を、１泊２日で訪れ、

搾乳体験やバターづくり、生産者・メー

カーとの懇談、製造工場見学、牛乳を使

ったケーキのトッピングなどを体験。牛

の大きさ、乳の色、舌のザラザラ感、絞

りたての乳の温かさ、牛舎や牛の臭いな

どを体感する。  
子牛の誕生に遭遇した参加者からは、

「牛の生まれる瞬間を見て、命の大切さ

を知った。一生忘れない」との感想も寄

せられている。  
子ども達だけ１日早く出発して酪農家宅に前泊し、牛の世話を通して、酪

農家の１日を体験するコースも実施中。  
 

 

（３） 食に関する正しい情報の提供 
 「食」や「食の安全性」を巡る状況は変化し

続けているので、消費者も常に学習し新しい情

報を得ることが大切である。学習会で学んだこ

と、産地交流会で得た情報などを、広報紙やＨ

Ｐで多くの会員に情報発信し、情報を共有する

必要がある。  
今後は行政、ＮＰＯ法人、他の消費者団体な

どとも連携し、地域での「食育サポーター」を

育成し、地域へも広く情報発信することが重要  
になる。  

 

も～も～キャンプでの牛との触れあい 

写真提供：京都生協 

 

 
クッキングカードを作り組合員に情報提供 

写真提供：コープこうべ 
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また、外部からの食に関する講演依頼や料理教室への講師の派遣等、積極的に取り組

むことができるよう、日頃から研修や体験のプログラムの作成、食育ツールの開発と普

及に取り組み、誰もが身近なところから食育に取り組むことができる環境作りが求めら

れる。家庭や地域に密着している消費者団体ならではの取り組みが、地域の学校と連携

し、子どもたちへの食育にも発展していくことが期待される。  



 ７１ 

第７項 公的機関・研究機関による食育 

（１）食育活動支援 
国や地方公共団体などの公的な機関・研究機関では、担当している業務が食育と関連

しているものが少なくない。業務や研究を遂行していく中で得られる知識、情報、技術

を活用して食育に取り組んでいくことが重要である。取組の例としては、専門的な知識

を持つ職員の出前講座、情報誌の発行、施設見学の受け入れなどが考えられるが、従来

の手法を活かしながら、新たな創意工夫あふれる発信が期待される。  
また、シンポジウムやイベント等の開催により、地域の食育の取組の推進や個人が食

について見つめ直すきっかけ作りに積極的に努めなければならない。  
この他、食育に関して、公的機関の役割として、食育ボランティアの活動への支援や

地域における食育推進のためのコーディネーター役が期待される。食育ボランティアの

活動への支援については、食育ボランティアに対する研修の実施、食に関する情報や資

料の提供、食育関係ツールの提供などが考えられる。また、地域の食育推進のためのコ

ーディネーター役については、食育を実施できる者と受けたい者の結び付けなど、地域

での食育を活性化させるためには重要な意味を持つものであり、公的機関に期待される

ところは大きい。  
 

 
～森林フィールド体験活動～  
近畿中国森林管理局（大阪市）では、国

有林などでの森林フィールド活動体験を受

け付けている。  
森林や環境に対する素朴な疑問や質問に

答える「森林教室」や下草刈り、間伐など

の森林づくり活動を行う「体験林業」を通

して、森林の持つ機能や環境との関わりな

ど学ぶことが出来る。  
 
～シンポジウムの開催～ 

近畿農政局では、毎年１月の「食を考え

る月間」にあわせて、シンポジウム等を開

催している。 

 
 
 

 

（２）食育の実証研究 
食育活動によって得られる効果を図ることは、短期的なサイクルでは難しいと考えら

 
１８年１月に開催した 

「食生活と健康を考えるシンポジウム」 

 
箕面国有林では間伐を実施 
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れがちで、これまでは積極的に行われてきたとは言えないが、食育を国民的運動とする

ためには、実証と分析についての研究と報告が数多く行われることが求められ、そのた

めには研究機関や大学などにおいて研究テーマとして取り上げられることが欠かせな

い。  
 

 
 ～パソコンを活用した食生活診断ソフト～  
京都文教短期大学（京都府宇治市）では、食

事バランスガイドを取り入れた、食生活診断パ

ソコンソフトを独自に開発し、大学祭や各地の

イベントで、その活用と分析に取り組んでい

る。  
ソフトは、参加者がアンケートで記載した食

事の内容をパソコン入力し、結果を印刷したも

のを、食生活に関するカウンセリングをしなが

ら提供する。参加者からは、わかりやすいと好

評で、今後の更なる活用とデータの分析が進む

ことが期待される。  
 

   
 
～大学での食育活動～  
京都府立大学（京都市）では、大学の授業を小学校と共同で行う取組を進

めている。大学の農園を利用して、児童とともにカボチャを栽培・収穫し、

児童の発想を生かしたカボチャづくしの趣向を凝らしたメニューでパーティ

ーを行うなど、食のトータルな流れを体験させるもので、児童のみならず学  
生、保護者に対する食育として期待され

る。  
また、同大学では、朝食を取らずに登校

する学生が多いことから、大学生協で安

価でバランスの良い朝食が食べられる取

組も始めている。参加した学生の評価は

良く、３回の朝食提供を通して、朝食を

摂取するきっかけとなり、栄養バランス

の良い日本型食生活を学生に啓発出来る

と期待されている。  
 

 

 
食生活診断ソフト活用の様子 

日本食文化フェスタ in  KYOTO にて 

 
京都市立新町小学校と共催した 

パンプキンパーティー 
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ま と め 

 

 「食育」は「食」に関する知識や「食」を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することができる人間を育てることであるが、併せて、毎日いただく

「食べ物」を育てた自然の恵みと生命のすばらしさを感じる「こころ」を育て

ることでもある。さらには、「食育」を通して、「食」に関する信頼できる情報

をしっかりと捉え、その情報をもとに自らが責任をもって適切な判断や行動を

していく力を養っていくことが求められる。 

 

「いのち」は食べ物によって支えられており、その食べ物を大切に思う「ここ

ろ」を育てることは日々の食事が生き物の「いのち」をいただくことだと認識

することである。肉や魚はもちろんのこと、野菜や果物も生き物であり、そし

て時が来て「いのち」を失い、食べ物に姿を変えるという摂理を意識できて、

食に対する感謝の「こころ」が育つと考えられる。 

 

 食育は、従来、家庭を中心として実施されてきたが、社会の変化や家族の

あり方の変化等に伴い家庭における食育を行う機能が衰退してきている。さ

らに、かつてはどこでも目にすることができた農作業の様子や家畜・作物の

命についても、都市から農業の姿が消えつつある今日においては、日常の生

活の中で接する機会がなくなってきている。このようなことから、今日では、

家庭はもちろん、学校、保育所、行政、医療機関、農業生産段階、食品事業

段階等あらゆる所で食育を展開していくことが必要不可欠である。 

 

 また、食育は、その対象は子どもから大人まで幅広く、その取組には様々

なアプローチの方法がある。本報告書で提言した手法は食育のアプローチ方

法の一部分であるが、これらを参考に各地で地域の特色と創意工夫をこらし

た食育の取組が展開されることを望んでやまない。 
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（参考資料１） 

 

「近 畿 地 域 食 育 推 進 協 議 会」 委 員 名 簿 
 

い い だ    み つ よ 

飯 田  三 代   京都生活協同組合 常任理事 

うたがわ     こうぞう 

歌 川  弘 三   大阪外食産業協会 相談役理事 

きたやま    としかず 

北 山  敏 和   田辺市立田辺第三小学校 校長 

さかもと     ひ ろ こ 

坂 本  廣 子   食育研究家 

 た か お    な お こ 

高 雄  尚 子   和歌山県紀の川市立打田中学校 管理栄養士 

たけむら     きよし 

竹 村      潔     奈良県福祉部健康安全局健康増進課 課長 

とくなが      ま り 

徳 永  満 理   社会福祉法人おさなご福祉会おさなご保育園 園長 

にしかわ     た け し 

西 川  武 司   京都府農林水産部農政課 参事（企画室長） 

の む ら    よしひこ 

野 村  善 彦   京都府食品産業協議会 会長 

ひがし 

座長代理   東  あ か ね    京都府立大学人間環境学部 教授 

ふ じ い    しょうぞう 

藤 井  昭 三   京都新聞本社 論説委員 

           ほりこし     ま さ こ 

座  長  堀 越  昌 子   滋賀大学教育学部 教授 

まつもと      け ん じ 

松 元  健 二   日本チエーンストアー協会関西支部 参与 

 も と の       いちろう 

本 野  一  郎   ＪＡ兵庫六甲営農経済事業部営農振興室 専門職 

や な せ      け  い こ 

柳 瀬  啓 子   生活協同組合コープこうべ 理事 

 

五十音順 

平成１６年４月まで 

み か み       さだあき 

三 上  貞 昭   前奈良県福祉部健康局健康増進課 課長 

平成１７年６月まで 

いなむら      さ と し 

稲 村  智 史   前京都府農林水産部企画室 室長 

ひ ろ せ      か  よ 

廣 瀬 佳 代   前京都生活協同組合 常任理事 
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「近畿地域食育推進協議会」設置要領 

 

平成１５年１０月７日設置  

 （趣 旨） 

第１  我が国の最近の食生活における栄養バランスの偏り、生活習慣病の増加、食料自給

率の低下、食料資源の浪費等の諸問題やＢＳＥ問題等を契機とした食品の安全性に

対する国民の関心の高まりに適切に対処するためには、国民一人一人が「食」につ

いて自ら考える習慣を身につけ、生涯を通じて健全で安心な食生活を実現すること

ができるための食育を推進していくことが重要となっている。 

     食育推進のための取組は、幅広い国民の参加の下、全国段階での国民運動を展開し

ているところであるが、さらに近畿地域においてもその特性を踏まえつつ、取組を

促進する必要がある。 

このことから、近畿地域での食育推進の具体的方策等を協議・推進するため、「近畿

地域食育推進協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （構 成） 

第２ 協議会は、別表に掲げる食育関係者で構成する。 

２ 構成員は必要に応じ見直しができるものとする。 

 

 （座長等） 

第３ 協議会に座長及び座長代理を置く。 

２ 座長は協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 座長代理は、座長を補佐し、座長が不在のときは、その職務を代理する。 

 

 （協議事項） 

第４ 協議会は、近畿地域の特性を踏まえ、以下の事項について協議する。 

 （１）近畿地域における食育推進に係る基本方針の策定 

  （２）食育推進のための近畿農政局の取組への提言 

  （３）食育推進のための協議会としての取組 

 

 （会 議） 

第５ 協議会の会議は座長が招集し、毎年度２回程度開催する。 

 

 （専門家の出席要請等） 

第６ 座長は、協議会を円滑に運営するため、必要に応じて専門家の出席を要請し、意見

を聞くことができるものとする。 

 

 （庶 務） 

第７ 協議会の庶務は、近畿農政局消費・安全部消費生活課が行う。 

 

 （補 則） 

第８ この要領に定めるほか、協議会の運営に必要な事項は、座長が別に定める。 

 

 附 則  この要領は、平成１５年１０月７日から実施する。  



 ７６ 

（参考資料２） 食育資材の紹介 

 
近畿農政局では、食育活動に携わっている方、これから始めようとされる方に、オ

リジナルの食育資材の貸出やＣＤ－Ｒによるデータの提供を行っている。 

 お問い合わせ先 近畿農政局 消費・安全部消費生活課 食育資材担当 ０７５－４１４－９７７１ 

ホームページ （近畿農政局 食育アイデア、グッズの紹介） 

http://www.kinki.maff.go.jp/introduction/syouhianzen/syutyoukouza/kasidasiguzzu.html 

 

○ ？ボックス           ○ 食育かるた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 紙芝居式クイズ 「野菜の実り方クイズ」     ○ 小学生高学年向け副読本 

                        「みどりのホームラン」 

 
 
 
 
 
 

○ 紙芝居 

  

 

 

 

 

 

さといもは、どのように実るのかな？ 

    

 
これは何かなあ・・  

     
ごはんつぶこちゃんのぼうけん  やさい村の村長さんはだ～れ 

      
   おコメちゃんのともだち     ケロケロのご飯が食べたい 

 
左から「食生活編」「農業・農村編」「近畿の食編」 
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（参考資料３） 
＜引用文献・参考文献＞ 

                                                ５０音順 

書   籍  名  著      者  出   版   社  

明日からの子どもの食育にすぐ役立つ本  「食生活」編集部編  フットワーク出版  
今こそ食育を     砂田登志子  法研出版  
感じる食育 楽しい食育  食の探偵団  コモンズ  
食道楽  上・下  村井弦斎  岩波文庫  
心をたがやす保育   徳永真理  清風堂書店  
子どもの脳力は「食べ方」で決まる  西村一郎  三水社  
子どもを救う給食革命  伏木亨、北山敏和  新潮社  
知っていますか子どもたちの食卓  足立己幸  ＮＨＫ出版  
食医 石塚左玄の食べ物健康法  橋本政憲訳 丸山博解題 農文協  
食育のすすめ  服部幸應  ブティック社  
食育のすすめ方 ６つの視点 18 のプラン  農文協 編  
食教育論  大村省吾・川端晶子  昭和堂  
食生活指針ガイド   日本食生活協会  
食品安全基本法解説  食品安全基本政策研究会 大成出版社  
実践 台所からはじめる「食育」のすすめ 五月書房編  五月書房  
そだててあそぼう（既刊６５巻）   農文協  
台所育児一歳から包丁を  坂本廣子  農文協  
楽しく食育  砂田登志子  潮出版社  
日本人の正しい食事  沼田 勇  農文協  
日本の食生活全集（全５０巻）   農文協  
日本の食卓  産経新聞社会部編  集英社  
農業と経済 2004.9   昭和堂  
農業と経済 2005.10  昭和堂  
早わかり食育基本法  食育基本法研究会  大成出版社  
マンガでわかる食育  幕内秀夫  かもがわ出版  
笑う食卓  Vol.５     服部幸應  マガジンハウス  
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○ 参考ホームページ 
 
１．食育基本法、食育推進基本計画（案）（内閣府「食育推進担当ホームページ」） 

   http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html 

２．農林水産省｢食と農の再生プラン｣ 

   http://www.maff.go.jp/saisei_plan/saisei_plan.htm 

３．農林水産省「ＢＳＥ問題調査検討委員会報告書」 

   http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_tyosaiinkai.pdf 

４．農林水産省「食料需給表」 

   http://www.kanbou.maff.go.jp/www/fbs/fbs-top.htm 

５．農林水産省「新たな食料、農業、農村基本計画」 

   http://www.maff.go.jp/keikaku/20050325/top.htm 

６．農林水産省「食品ロス調査」  

http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/loss2004-setai/loss2004-setai.htm 

７．厚生労働省「健康日本２１」 

   http://www.kenkounippon21.gr.jp/ 

８．厚生労働省「国民健康・栄養調査」 

   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/04/h0421-1.html 

９．総務省「国勢調査」 

   http://www.stat.go.jp/data/kokusei/ 

10．総務省「家計調査」 

http://www.stat.go.jp/data/kakei/ 

11．総務省「労働力調査」 

http://www.stat.go.jp/data/roudou/ 

12．内閣府「男女共同参画会議影響専門調査会報告書」 

   http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/eikyou/houkoku/index-hei03.html 

13. 文部科学省「栄養教諭制度」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/ 

14．文部科学省「学校給食実施状況等調査」 

   http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index24a.htm 

15. 文部科学省「学校保健統計調査」 

   http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index03.htm 

16. 環境省「循環型社会白書」 

   http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/hakusyo.php3?kid=220 

17. （財）食生活情報サービスセンター「食育・食生活指針の情報センター」  
   http://www.e-shokuiku.com/ 
18. （財）食生活情報サービスセンター「食事バランスガイド」  
   http://www.j-balanceguide.com/ 
19. （社）農山漁村文化協会「地域に根ざした食農教育ネットワーク」  
   http://syokunou.net/ 
20. （社）農山漁村文化協会「ニッポン食育ネット」  
   http://nipponsyokuiku.net/ 
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○教育ファームについて 

「教育ファーム」とは、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への理解を

深めること等を目的として、農林漁業者などが一連の農作物等の体験の機会を提供す

る取り組みをいう。  
なお、一連の農作業等の体験とは、農林漁業者など実際に業を営んでいる者による

指導を受けて、同一人物が同一作物にについて２つ以上の作業を年間２日以上の期間

をかけて行うものとした。  
市区町村で教育ファームの取組を自ら実施または支援しているのは、近畿で約７

割と全国平均の６割を上回っている。  
 
 
 

 

 
「教育ファーム」を自ら実施または支援している市区町村の割合（府県別） 

 

出典：農林水産書 農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）実態調査結果 

（全国）  
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農林水産省と厚生労働省では、「食生活指針」を具体的な行動に結び付け、国民一人ひとりがバランスのと

れた食生活を実現していくことができるよう、食事の望ましい組み合わせやおおよその量を分かりやすくイラ

ストで示した「食事バランスガイド」を、平成１７年６月に決定しました。 

○ 日本で古くから親しまれている「コマ」をイメージして、食事のバランスが悪くなると倒れてしまうとい

うことを表しています。コマが回転することは、運動することを連想させるということで、回転(運動)するこ

とによって初めて安定するということも、併せて表しています。コマの軸は水分で、食事の中で欠かせない

存在であることを強調しています。 

○  上から、十分な摂取が望まれる主食、副菜、主菜の順に並べ、牛乳・乳製品と果物については、同程度と

考え、並列に表しています。 

○ 主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の各料理区分における 1日にとる量の目安の数値（つ(SV)）と対

応させて、ほぼ同じ数の料理・食品を示しています。 

○  日常的な表現（例：「ごはん(中盛り)だったら４杯程度」）を併記することで、｢つ(SV)｣を用いて数える

１日量をイメージし易くしています。 

○  これらの料理は必ずしも１日の食事のとり方の典型例を示したものではなく、どのような料理が各料理区

分に含まれるかを表現することが目的です。自分が１日に実際にとっている料理の数を数える場合には、上

の図の『料理例』を参考に、１つ、２つと指折り数えて、いくつとっているかを確かめると、１日にとる目

安の数値と比べることができます。 

 

詳しくは、ホームページをご覧ください。  
http://www.maff.go.jp/food_guide/balance.html 



 

●                                        ● 

発 行  近畿地域食育推進協議会 事務局 

 近畿農政局 消費・安全部 消費生活課  

〒６０２－８０５４ 

  京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 

電話 ０７５－４１４－９７７１ 

●                                        ● 


	houkokusyo1
	houkoku1
	houkoku2

	houkokusyo2
	houkokusyo2_5
	houkokusyo3
	a1
	a2
	a3
	a4

	houkokusyo4
	b1
	b2
	b3
	b4
	b5
	b6
	b7
	b8

	houkokusyo5
	c1
	c2
	c3
	c4
	c5
	c6
	c7

	houkokusyo6
	d1
	d2
	d3
	d4
	d5




