概 要 版

食育とは、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
できる人間を育てることをいいます。
浜松市では、食を大切にし、生きる力を育むことを食育ととらえ、市民一人ひとりが食に対して
関心を持ち、自ら食に関する正しい知識を身に付け、生涯にわたり健康的な食生活を実践していけ
るよう、食育推進計画を策定しました。

食育の推進にあたっては、その担い手がそれぞれの役割を認識し、主体的に行動するとともに、
互いに連携・協力しながら取り組んでいくことが重要です。

食育推進の中心となる場面として市民自らが食育を推進します。

食に関わる各団体が、それぞれの特色を生か
しながら食育を推進します。
子どもの食育について重要な役割を果たす
場面として、職員が中心となって食育を推進
します。

生産者・流通業者・小売業者・加工業者、
企業・団体、健康や食に関する専門家、
食育推進のボランティア、ＮＰＯ、地域
コミュニティなど

市民一人ひとりが食育への関心を高め、主体的に実践することができるよう、関係機関
などと連携し、食育推進に向けた取り組みを行います。

１

基 本 理 念

計画では①こころと身体の健康づくり、②地産地消、③食の安全・安心の
3 つの視点から目標を設定し、目標を達成するために視点ごとの方向性を定
めました。

■基本理念■

■視点■

■目標■

■方向性■

【重点】
望ましい食習慣の定着

こころと身体の
健康づくり

食を通じた
健康の保持増進
食による
コミュニケーションの充実

地元産の農林水産物の
消費拡大

地産地消

地産地消の推進
生産者と消費者をむすぶ
交流の推進

食の安全・安心に関する
情報発信

食の安全・安心

安全・安心な
食環境

安全・安心な食品の
提供と選択の推進

目標に基づき、市民のめざす姿を設定しました。それぞれ
の視点ごとの市民のめざす姿と、その達成のために私たち
ができることを掲載しています。

２

こころと身体の健康づくり
食べ物によって、私たちの身体はつくられ、活動しています。
食生活のあり方は、その人のこころと身体の健康を左右します。いきいきとした生活を送るため
には健康が不可欠であることからも、食育に「健康づくり」の視点は欠かせません。

食を通じた
健康の保持増進

市⺠のめざす姿
●栄養バランスを考えた「日本型食生活」を
実践する
●生活リズムを整え、朝ごはんを食べる
●家族や仲間と一緒に楽しく食べる
●次世代に食の知識や経験を伝える
●食べ物を大切にする

地産地消
地産地消の利点は、旬の食べ物を鮮度が高く、栄養価も高いうちに食べることができることです。
また、生産者と消費者の距離が近いことで「食」に対する感謝の気持ちが育まれます。

市⺠のめざす姿

地産地消の
推進

●生産者
安全な農林水産物の生産をもって、「食」を
通じた消費者の「命」を守る力となる
●消費者
生産者の努力や取り組みを理解して、地元
産の農林水産物を積極的に選び買い支える

食の安全・安心
健全な食生活を送るには、
「食の安全」の確保が基盤となります。そのためには、それぞれの立場
で安全・安心の確保に努めることが必要です。

市⺠のめざす姿

安全・安心な
食環境

●食の安全について考える
●食品を選ぶ確かな目を養う
●食品などの衛生的な取り扱いを実践する

３

家庭は食育の推進において中心となる場面です。ここでは視点ごとに家庭でできる取り組みを掲載
しています。自分だけでなく家族や仲間と共に、できることから実践していきましょう。

★は重点的に取り組む項目
●おなかの赤ちゃんや家族との暮らしや毎日の食事を楽しみます。
●規則正しく、バランスのよい食生活を実践します。
●母乳育児について考えます。

妊娠期

幼児期
（4～6 歳）

べる意欲の
基礎をつくり
食べる意欲
意欲の基礎をつくり
体験を広げる
食の体験を

乳幼児期
（0～3 歳）

●安心と安らぎの中で食べている（飲んでいる）心地よさを味わう機会を持ちます。
●いろいろな食品を見て、触って、味わってみる経験を通し、五感（視覚、触覚、
味覚、嗅覚、聴覚）を育てます。
●甘い物は控え、薄味の食事にします。

★おなかがすくリズムを持ち、生活リズムを整えます。
●栽培、収穫、調理を通して、わくわくしながら食べ物に触れる機会を持ちます。
●よくかんで味わい、五感を育てます。

★早寝、早起き、朝ごはんの生活リズムを整え、望ましい生活習慣を形成します。

思春期
（13～19 歳）

体験を深め、年齢や
年齢や体格に
体格に見合った
見合った
食の体験を
食事を
食事を理解し
理解し実践する
実践する

学童期
（7～12 歳）

特に、1 日のパワーの源である朝ごはんの欠食を減らします。
●よくかんで味わい、五感を育てます。
●食べ物や身体のことを話題にしながら、家族と一緒に食べることを楽しみます。
●家族と協力して食事作りや片付けに参加します。
●「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をし、食べ物を大切に思う気持ちを身に
付けます。

★健康や栄養についての知識を身に付け、自分に適した量をバランスよくとり、
生活リズムを整え、望ましい生活習慣を確立します。
●家族や仲間のために、買い物、調理、片付けを積極的に行い、食事作りを楽しみます。
●季節や行事食にちなんだ食文化に関心を持ちます。
●自然の恩恵、米や野菜などを作った人、料理をしてくれた人への感謝の気持ちを
持って、残さず食べます。
●環境に配慮した食べ物の選び方を学び、エコクッキングを体験します。

★生活習慣病予防のための正しい知識を持って、栄養バランスが優れた「日本型食生

青年期・
壮年期・
中年期
（20～64 歳）

健全
食生活を実践し
実践し
健全な
な食生活を
次世代へ伝える
次世代へ

高齢期
（65 歳～）

次世代へ食文化や
食文化や
次世代へ
食に関する
知識・経験を
経験を伝える
知識・

活」を実践します。

★野菜や塩分、脂肪のとり方に注意し、適量の食事を心がけます。
●健康診断などの機会を通じ、食生活を見直します。
●よくかんで食べ、歯と口の健康維持に努めます。
●家族や仲間と食卓を囲み、食べ物や身体のことを話題にしながら、楽しく食事を
する機会を増やします。
●環境に配慮した食べ物を選んで購入するとともに、エコクッキングを実践します。
●作りすぎ、買いすぎに配慮し、食材を無駄なく使い切る工夫をして食べ残しを減らし
ます。

★食文化や食に関する知識や経験、食べ物を大切に扱う気持ちを次世代へ伝えます。
●健康状態や活動量に応じて、食事量や内容を調整します。
●食べる機能に注意して、よくかんで食べます。
●家族だけでなく、仲間を誘って一緒に食事をしたり、地域の食事会や食のイベント
に参加して、食事を楽しむ機会を持ちます。
●食でもてなす気持ちを大切にします。

４

日本型食生活とは、日本の気候風土に適した
米（ごはん）などの主食を中心に、魚や肉など
の主菜、野菜、海そう、豆類などの副菜を組み
合わせて食べる食生活のことです。

1 日の元気は朝ごはんからはじまります。朝ごは
んを食べて生活リズムを整えましょう。

期待できる効果

●エネルギーや栄養素を補給でき、朝から勉強
や仕事に集中できる

期待できる効果

●バランス良く栄養をとることができる

●体温が上昇し、身体も脳も活発に動く

●日本各地で生産される農林⽔産物を多彩に盛
り込むことができる

●排便を促す

●⾷料⾃給率の向上や、古くから育まれてきた
食文化の継承が期待できる

〜ポイント〜

・いつもより 10 分早く起きよう
・夕食後の間食は控えよう
・手軽に食べられるものを用意しよう

日本型食生活の例

食事がコミュニケーションの潤滑油となるこ
とで、身体の栄養だけでなく、こころの安定につ
ながっていきます。

私たちの健康を保持するために大事な食品です。
成人 1 日の摂取目標量は野菜 350g、果実 200g
です。
期待できる効果

期待できる効果

●ビタミン・ミネラル・食物繊維の補給源と
なる

●楽しい会話が弾み、おいしい食事の喜びを共
有することができる

他の⾷品には微量しか含まれないため、野菜
や果実からとることが⼤切です。

●食事を共にする相手の食欲や食べ方を感知し
て気持ちや体調を察することができる

●身体に「やさしく」栄養素がとれる

よくかみ味わって食べることで、少しずつ栄
養素が身体に取り込まれます。

●⾷事の作法、料理の作り⽅や健康づくりの実
践方法などの情報を体感できる

〜旬のものを彩りよく食べましょう。〜

５

●地元産や県内産の農林水産物を積極的に使用して、家族や仲間と一緒に食べます。
●農林水産物の旬を知り、出盛り期の生鮮品や食品を使った料理を楽しみます。
●農林水産物の収穫体験や交流イベントなどに参加して、地元の農林水産物の生産につ

いて理解を深めます。
●地域の農林水産物や食文化を、生産者や地域の住民との交流の中で学び、食や農林水

産業に対する感謝のこころを育みます。
●野菜や果物を栽培する体験を通して、収穫の喜びを家族や仲間と分かち合い、農作物

の恵みに感謝します。
●愛玩動物などの飼育を通して、牛、豚、鶏など家畜の命を慈しむこころを育みます。

地産地消とは、
【地域生産―地域消費】の略語で、地域で生産されたものをその地域で
消費することをいいます。

消費者のメリット

生産者のメリット
★少量や多品目での販売や高齢者・
女性生産者の活躍が期待できる

★生産者と「顔が見え、話ができる
関係」を構築できる

★流通コストの削減につながる

★直接見て、聞いて、話すことにより、
生産状況が確かめられる

★産地の競争力の強化につながる
★身近な場所でつくられた新鮮な
農産物が食べられる

★消費者ニーズの把握ができ、
生産現場に活用できる

★食や農についての理解が深まる

●食の安全に関する知識や理解を深めます。
●食品表示の記載を確認するなど、安全・安心な食品を選択できる力を身に付けます。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどに並ぶ加工食品のうち、パックや缶、
袋などに包装されているものには様々な表示がされています。この表示は、健康や栄養
を考えて食品を選ぶときに大事な目安となります。食品表示をきちんと読み取って食品
選択に役立てることは健康な食生活につながります。
栄養成分 1 個（100g）当たり
エネルギー
95kcal
たんぱく質
4.0g
脂質
3.7g
炭水化物
11.4g
ナトリウム
48 ㎎

●種類別名称：はっ酵乳
●無脂乳固形分：8.5%
●乳脂肪分：4.0%
●原材料名：生乳、乳製品、砂糖、甘味料（ステビア）
●内容量：100g
●賞味期限：12.6.20
●保存方法：10℃以下で保存してください
●製造者：静岡県浜松市×区△×―○ ○○食品株式会社

６

「市民のめざす姿」を達成するための指標を定め、目標値を設定しました。この目標値を目指して、
市民、食育に関わる団体、行政がそれぞれの役割を自覚し、食育に取り組みます。

指

平成 23 年度 平成 29 年度
（現状値） （目標値）

標

こころと身体の健康づくり

①食事バランスガイド等を知っている（意味も含め）人の割合

35.6%

42.0%

②主食・副菜・主菜を組み合わせている人の割合（20～64 歳）

40.5%

43.0%

③野菜を多く（1 皿 70ｇを 1 日 5 皿以上）食べている人の割合（20～64 歳）

25.6%

28.0%

④腹八分目を心がけている人の割合（20～64 歳）

23.2%

25.0%

⑤夜、寝る前（2 時間前）に食べない人の割合（20～64 歳）

41.7%

47.0%

⑥食塩（塩分）を控えている人の割合（20～64 歳）

27.8%

35.0%

⑦脂肪を多く含んだ食品を控えている人の割合（20～64 歳）

29.9%

35.0%

⑧低栄養傾向（ＢＭＩ20 以下）高齢者の割合（増加の抑制）（65 歳以上）

23.5%

24.0%

4.2%

4.0%

⑨小学生の朝食の欠食率（登校しない日）

15.1 回
⑩1 日 3 回の食事を家族や仲間と一緒に食べる「共食」の回数（1 週間）

16 回
（平成 24 年度）

68.4％
⑪よくかんで味わって食べることを心がけている人の割合

73.0%
（平成 24 年度）

⑫季節にまつわる行事食を作ったり食べたりしている人の割合

70.6%

⑬地域などと連携して農作物の収穫や料理などの体験をする
幼稚園・保育園の割合

（平成 24 年度）

⑭料理の作りすぎに気を付けるなど食べ残しを減らす努力をしている
人の割合

（平成 24 年度）

75.0%

66.5％
70.0%
90.9％
95.0%

小学校 4 年生

94.3%

97.0%

中学校２年生

85.6%

97.0%

38 団体

50 団体

⑰食育に関心がある人の割合

53.4%

70.0%

①食品購入時に「地元産」「県内産」を意識する人の割合

57.4%

60.0%

28.4%

35.0%

⑮食事の前後に｢いただきます｣｢ごちそうさま｣の
挨拶をしている児童・生徒の割合
⑯食育ボランティアなど食育の推進に関わる団体の数

地産地消

②学校給食の浜松産主要 10 品目の使用率
（だいこん、さつまいも、葉ねぎ、しらす、セロリー、パセリ、チンゲンサイ、たまねぎ、じゃがいも、
みかんの重量年間使用率）

③公立保育園の給食の浜松産主要 10 品目の使用率
（だいこん、さつまいも、葉ねぎ、しらす、セロリー、パセリ、チンゲンサイ、たまねぎ、じゃがいも、
みかんの重量年間使用率）

食の安全･安心

①食品を購入する時に食品表示の記載を参考にする人の割合

35.0%
※
（参考値 8.1%）

76.2%

80.0%

96.4％
②食の安全に関する知識を習得している人の割合

98.0%
（平成 24 年度）

61.6％
③食品などを衛生的に取り扱う人の割合

70.0%
（平成 24 年度）

※参考値 8.1％は平成 24 年 10/1～10/15 の調査結果を掲載
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