
 
 

第３章 食育の方針 施策の体系

食を通して「豊かな心」「健やかなからだ」「活力ある地域」を育むことを具体化するため、基本的

施策を次のとおりとします。

基本的施策 施策の方向

１ 食育推進のための体制づくり

（１）食育への関心の啓発

（２）多様な関係者との連携・協力

２ ライフステージと領域に応じた食育の推進

（１）妊娠期・乳幼児期

（２）幼児期

（３）学童期・思春期

（４）青年期

（５）壮年期・高齢期

（６）歯科保健と連携した食育の推進

（７）福祉からみた食育の推進

３ 農業との関わりによる食育の推進

（１）食農教育の推進

（２）地産地消の推進

４ 食文化の継承に向けた食育の推進 （１）伝統的な食文化に関する理解等の推進

５ 食の安全と安心 （１）消費者等へ食品を選択する力の確保

６ 自然環境についての意識啓発

（１）環境に配慮した食生活の推進

（２）循環型社会の推進

３章第 食育の方針（施策の体系）
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１ 食育推進のための体制づくり

「食」は、私たちの暮らしの中で命の源であり、なくてはならないものです。一人ひとりが食に関す

る知識や正しい情報を選択する力を身につけ、心身ともに健全な食生活を実践していくことができ

るよう、関係機関、団体、行政と連携を図りながら「食育」を推進します。

・第 次函南町食育推進計画では、食育に関心のある人の割合の目標値を ％としていますが、

平成 年度函南町食育に関するアンケート調査結果では ％に止まっており、引き続き食育

に関心を持っている町民の割合を増加するよう努める必要があります。

（１）食育への関心の啓発

町民一人ひとりが食に関する意識を高め、自らを見直し健全な食生活を実践するには、食育の

効果的な普及啓発が必要です。健康で心豊かな生活を送るため正しい食生活の意識が根付くよう、

各種イベントや広報媒体を利用して、食育についての総合的な啓発を図ります。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

「食育月間」「食育の日」「共食の

日」を活用した啓発

「食育月間」「食育の日」「共食の日」に合わせ、事

業を重点的に実施し、食育に関する取り組みを啓

発する

健康づくり課

教育委員会

子育て支援課

各種イベント、ウェブサイト等を

活用した啓発

食育イベント（レシピコンテストやポスターコンクー

ル）の開催や各種健診、ウェブサイト等を通じ、食

育の意義や必要性、ライフステージやニーズに応

じた健康情報の普及啓発を推進する

健康づくり課

望ましい食生活実践のための情

報提供

健診（検診）、教室等を通じ、ライフステージに応じ

た望ましい食生活に関する情報提供（レシピ紹介

等）を行う

健康づくり課

教育委員会

子育て支援課

福祉課

 

〔コラム〕 毎月 日（食育の日・共食の日）はみんなで一緒に食事を楽しもう

函南町では毎月 日を「食育の日・共食の日」として、家族や友人と一緒に食卓を囲むことをす

すめています。「共食」とは一人で食べるのではなく、家族や友人、職場の人や地域の人など誰かと

共に食事をすることです。家族や仲間と会話を楽しみながらゆっくり食べるひとときは、心もからだも

元気にしてくれます。普段はいそがしくてゆっくり食事をとれない人も、毎月 日は家族や友人、仲

間と一緒に食卓を囲み、楽しい時間を過ごしましょう！

 

☆共食するといいこといっぱい☆

絆が深まる

品数が増えて栄養バランスが良くなる

食事のマナーが身につく
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（２）多様な関係者との連携・協力

食育に関する取り組みにおいては、行政のみならず様々な関係者がそれぞれの持つ役割と特

性を活かしながら互いが連携、協力して事業を推進することが重要です。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

地域との連携による食育推進 地域で食育を推進する食生活改善推進員等※５の

ボランティアを対象に、食育の理解を深め、様々な

分野で活躍が期待できる指導者の育成を推進す

る。

健康づくり課

地域における食育指導者育成の

ための教室等の開催

食育指導者育成を目的として、エプロン学級の開

催・地区伝達講習会を実施し各地区に栄養の基礎

知識や調理技術を伝達、普及する。

健康づくり課

栄養教諭・食育担当者の育成及

び資質向上

学校における食育の推進について、各校の食育推

進の核となる人材の育成及び資質と実践力の向上

を図るため、栄養士、栄養教諭等の研修会・講習

会への参加を推進する。また、校内における食育

の推進体制や具体的実践方法などの研究を進め

る。

教育委員会

写真１ 

【すこやか栄養学級】 

※５ 食生活改善推進員 函南町が実施する講座を修了して、食を通じた健康づくりに必要な知識や技術を習得した後、 

各区に組織された食生活改善推進員協議会に自ら入会して、食生活改善を目的に地域において 

ボランティア活動を行っている町民。 

【すこやか栄養学級】
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２ ライフステージ※６と領域に応じた食育の推進

食育の推進に当たっては、子どもから成人、高齢者に至るまで、健康で心豊かに過ごすために

生涯を通じた取り組みを実践することが大切です。ライフステージに応じた様々な場面において、

知識や能力を習得し、望ましい生活習慣や食習慣についての普及啓発を行うとともに、食に関する

指導や体験などを通じて、健全な食生活を実践できるよう取り組みを推進します。

（１）妊娠期・乳幼児期

妊娠期は母親の健康と赤ちゃんの発育のために十分な栄養が必要です。しかし、つわりや体調

の変化から食生活においてもさまざまな不安や問題が生じやすい時期です。妊娠を機に母親はも

とより家族が自身の食生活を振り返って食の大切さを再認識し、食に関する知識や技術を身につ

けるなど、子育てにおける食習慣の基盤づくりを始めることが大切となります。また、乳児期は身体

の発育や味覚の形成など著しく成長をします。そのため、栄養指導や相談を行い、母子の健康の

ための食習慣の定着を支援します。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

妊娠期における望ましい食生活の

推進

母子手帳交付時に、リーフレットを配布し食生活

における母親としての自覚を啓蒙する。

健康づくり課

ニューファミリーセミナー

（両親学級）

妊娠中に望ましい食事の摂り方、食習慣につい

て、調理実習を含めた指導や相談を実施する。

健康づくり課

乳幼児健康診査等における栄養

指導・相談

乳幼児期は心身の発達や成長が著しく、生涯に

わたる健康な心と体の基礎となる食習慣や生活

習慣の定着を図ることが必要である。このため健

診時に必要に応じ個々に応じた支援を実施す

る。

健康づくり課

適正体重を知る取り組みの推進 乳幼児健診や各種健康教室で発育曲線等を活

用し、適正体重について周知する。また、健全

な発育に影響を及ぼすやせや肥満を防ぐ。

健康づくり課

離乳食講習会 生後４か月児の保護者に対し、離乳食の意義や

発達段階にあわせた進め方について、調理実

演等を行いながら指導や相談を実施する。

健康づくり課

乳児教室におけるおやつの指導 教室内で１歳すぎからの望ましいおやつの与え

方について、調理実習を含めた指導を実施す

る。

健康づくり課

出前講座 乳幼児の保護者、子育てサークルなど希望団

体を対象に食生活の改善や向上を図るために

講習会を実施する。

健康づくり課

健康・栄養相談 妊産婦、乳幼児の保護者を対象に食事や栄養

に関する悩みについて相談を実施する。

健康づくり課

※６ ライフステージ 年齢あるいは世代。人間の一生におけるそれぞれの段階 
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（２）幼児期

一生のうちで最も著しく成長をする時期です。生涯にわたる健康な心と体の基礎となる生活習慣

をこの時期に作っていくことが重要となります。また、食生活のリズムや食事のマナーなど望ましい

食習慣づくりの大切な時期でもあります。

保育園や幼稚園、地域や団体が家庭と連携して食育に取り組み、食べることの楽しさや食へ関心

を高めていくことで、子どもが様々な体験や実践を通じて自ら考えて習得していける豊かな人間性

の育成に取り組みます。

・朝食を毎日食べることは健康的な生活リズムや生活習慣の確立につながり非常に重要です。朝

食を毎日摂取する幼児（年長児）の割合が ％であり、静岡県（ ％）と比較しても低い状況

です。そのため、朝食摂取を含めた望ましい食習慣の確立について保護者や各園と連携し対策

を推進する必要があります。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

農や食への理解を深める体験の

推進

地域の伝統料理、郷土料理、行事料理等の食文

化について、野菜の栽培、行事体験を行い、食育

への取り組みを推進する。

子育て支援課

産業振興課

幼稚園・保育園における食に関

する指導の充実

食べ物への興味を持たせ、食べる喜びや楽しさを

味わわせたりするなど、食への関心と理解を深め

る機会を提供する。また、食物アレルギーの対応

など個々に配慮し、一人ひとりの発育・発達段階

に応じ食育を進める。給食だよりの発行と家庭へ

の配布、保育参観等においての食事指導などを

実施する。

子育て支援課

適正体重を知る取り組みの推進 幼児健診や各種健康教室で発育曲線等を活用

し、適正体重について周知する。また、健全な発

育に影響を及ぼすやせや肥満を防ぐ。

健康づくり課

子育て支援課

食に感謝する気持ちを育む取り

組みの推進

「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつを習慣づ

け、食材や食事を作っている人、また、作られた食

べ物に対する感謝の気持ちを育む。

健康づくり課

子育て支援課

朝食摂取状況調査等の実施 朝食摂取状況調査等の実施、各園の食に関する

指導を通して、栄養バランスを考えた食事や共食

の重要性についての理解を深め、食生活の改善

に努める。

子育て支援課

出前講座 必要に応じ園に出向き、絵本や紙芝居等を使用し

て、朝食摂取の重要性や噛む食事のすすめな

ど、望ましい食習慣の指導を実施する。

健康づくり課

子育て支援課

家庭や地域における共食の推進 家族や仲間との共食を推進し、食の楽しさや食事

のマナーや作法（あいさつ、箸の使い方、食べる

姿勢）等の習得を図る。

健康づくり課

子育て支援課
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（３）学童期・思春期

心身の発達が著しく、さまざまな学習を通じて食への興味や関心が高まり、食習慣が確立する時

期です。年齢が上がるにつれて食生活も徐々に自立し、食事の選択や判断など自分でできること

の幅も大きくなってきます。そのため、朝食の欠食や孤食、肥満ややせといった将来の健康に影響

を及ぼすような健康課題も見られるようになります。

家庭や学校と地域や食に関する団体が連携し、給食や教科学習を通じて子どもの頃から正しい

食事のあり方を理解し、適切な食習慣を自ら実践する力を身に付けることが大切です。

・朝食を毎日食べることは健康的な生活リズムや生活習慣の確立につながり非常に重要です。

函南町では、朝食を毎日摂取する小学生（小学 年生）の割合が ％、中学生（中学 年

生）の割合が ％であり、静岡県（小学 年生 ％、中学 年生 ％）と比較しても低い

状況です。そのため、朝食摂取を含めた望ましい食習慣の確立について保護者や小・中学校と

連携し対策を推進する必要があります。

・函南町での完全給食の実施率は、小・中学校ともに ％です。また、学校給食における地場

産物利用率は、 ％と静岡県 ％と比較して大きく上回っています。学校給食は、適切な

栄養摂取による健康の保持増進に加え、児童生徒が食事について正しい知識、望ましい食習

慣を学ぶ上で重要なものです。学校給食を活用し、日々の食事の中で食育の指導を行ってい

きます。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

学校給食を活用した食に関する

指導の充実

学校給食の時間をはじめ、さまざまな学習を通して食

べ物と体の関係を理解できるように、学校教育活動全

体で指導を行う。具体的な指導内容について栄養教

諭※７、学校栄養職員※８、給食主任を通して、学校への

情報提供に努める。食育推進につながる内容や食に

関する情報を記載した給食だよりの発行と家庭への配

布、ランチルームの有効活用、授業参観等において

の食事指導などを実施する。

教育委員会

農や食への理解を深める体験の

推進

地域の伝統料理、郷土料理、行事料理等の食文化に

ついて、野菜の栽培、行事体験を行い、食育への取り

組みを推進する。

教育委員会

産業振興課

学校給食週間（毎年１月）を活用

した啓発

学校給食の意義、役割等について、児童生徒や教職

員、保護者等の理解と関心を深め、学校給食のより一

層の充実発展を図る。

教育委員会

適正体重を知る取り組みの推進 自分自身の適正体重を知ることを通して、過度なやせ

志向や肥満の防止を図る。朝食の欠食や孤食等が将

来の健康に影響を与えることを指導する。

教育委員会

健康づくり課

学童期からの生活習慣病予防健

診等事業の推進

健診結果等を保護者と共有し、適正体重の維持、望

ましい生活習慣の確立を図る。

教育委員会

※７ 栄養教諭 教育に関する資質と栄養に関する専門性を併せもつ職員として、「食に関する指導」と「学校給食の管理」
を一体のものとして行う。学校給食を生きた教材として活用した効果的な指導を行い、学校における食育
の推進の中核的な役割を担う。栄養教諭制度は平成１７年４月に制定された 

※８ 学校栄養職員 小中学校の給食の献立作りや食育の仕事に携わり、栄養の面から児童生徒の健康増進を図る 
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食に感謝する気持ちを育む取り

組みの推進

「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつを習慣づけ、

食材や食事を作っている人、また、作られた食べ物に

対する感謝の気持ちを育む。

健康づくり課

教育委員会

朝食摂取状況調査の実施 朝食摂取状況調査等の実施、各校の食に関する指導

を通して、栄養バランスを考えた食事や共食の重要性

についての理解を深め、食生活の改善に努める。

教育委員会

食育推進に関する教職員研修 栄養教諭・学校栄養職員等を対象に、衛生管理、食

に関する指導、食物アレルギー等の研修会への参加

を推進し、職員の資質向上に努める。

教育委員会

学校における指導体制の整備の

推進

組織的に食育に取り組む体制を整備し、年間指導計

画が、各学校で作成・実践・評価・改善されるように支

援する。

教育委員会

料理等を体験する機会の充実 自分で料理を作る体験をすることで、食への興味や関

心を育て、食を選択する力を養う機会を提供する。

子ども、保護者向けの料理教室等を実施する。

健康づくり課

教育委員会

家庭や地域における共食の推進 家族や仲間と食卓を囲んでコミュニケーションをとりな

がら食事をする共食は、食の楽しさや食事のマナーや

作法（あいさつ、箸の使い方、食べる姿勢）等を習得

する大切な時間と場であるため、毎月 日を「食育の

日」「共食の日」と位置付け家庭における共食を推進

する。

健康づくり課

教育委員会

写真３ 

【食や農への理解を深める学習】 

【食や農への理解を深める学習】
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（４）青年期

身体の発育・発達がほぼ完了し、進学・就職・結婚など環境の変化が生活習慣に大きな影響を与

える時期です。また、不規則な生活から食生活も乱れやすいことから、将来に向けた生活習慣病予

防のための正しい知識と健康的な生活習慣を身につけ、自分に合った食生活や健康管理を自ら

実践していくことが必要です。

・朝食を毎日食べることは健康的な生活リズムや生活習慣の確立につながり非常に重要です。

平成 年度函南町食育に関するアンケート調査結果では、朝食を毎日摂取する人の割合は、

歳以上の男性で ％、女性で ％ですが、若い世代（ 歳代男性）の割合は ％と静岡

県の（ ～ 歳代男性） ％と比較しても低い状況です。そのため、男女を問わず、次世代に

食育をつなぐ担い手として対策を推進する必要があります。

・健康日本２１（第 次）では、適切な量と質の食事をとる人の増加を目指しています。平成 年度

函南町食育に関するアンケート調査結果では、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 日 回

以上の日がほぼ毎日の人の割合は 歳以上の男性で ％、女性で ％と、静岡県（男性：

％、女性： ％）に比較しやや高い状況です。函南町では、食事バランスガイド※９等を利用

し、町民がわかりやすくバランスのとれた食事が実践できるよう努めます。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

若い世代への健康情報の提供 ウェブサイト等を活用し、青年期における望ましい

生活習慣や食習慣などの食や健康に関する情報

提供を実施する。

健康づくり課

適正体重を知る取り組みの推進 過度なやせ志向や肥満の防止を目的とし、自分自

身の適正体重を知るための情報提供を行う。

健康づくり課

高校等と連携した食育の普及・啓発 望ましい食習慣についてのリーフレットを配布する

など、食や健康に関する正しい知識の普及と、自

分に合った食生活や健康管理を自ら実践するため

の意識づけを図る。

健康づくり課

健康マイレージ事業※１０の普及 食に関することを含む「健康にイイコト」にチャレン

ジし、ポイントを貯め特典が受けられる町民の健康

づくりを促進する健康マイレージ事業を推進する。

（静岡県と函南町の協同事業）

健康づくり課

※９ 食事バランスガイド 望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけ
るものとして、1 日に何をどれくらい食べたらよいかの目安をわかりやすくイラストで示
したもの。平成１７年６月に厚生労働省と農林水産省の共同により策定された 

 
※１０ 健康マイレージ事業 健康づくりを推進するため、日々の運動や食事などの生活改善や、健康診断の受診、健康

講座やスポーツ教室、ボランティアなどの社会参加など市町で決定した健康づくりメニュ
ーを行った住民が特典を受けられる制度 
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（５）壮年期・高齢期

壮年期は働き盛りであり、家族及び地域を支える世代です。一方、仕事や家庭でのストレスがた

まりやすく、生活リズムも不規則になりがちで健康管理がおろそかになりやすい時期です。また、加

齢に伴い身体機能は徐々に低下し、生活習慣病を発症することが多くなります。自分の健康状態

を把握し、生活習慣病を早期発見し、発症しても重症化しないよう生活習慣や食生活の改善を図り

ながら健康管理に努めることが大切です。

高齢期は加齢に伴う身体変化・体力低下がみられますが、体力や健康状態も個人差が大きく、

個人個人が自分に合わせて望ましい食生活を実践していくことが大切な時期です。咀しゃくやえん

下機能を維持しつつ、健康状態に合わせた栄養バランスのとれた食事を友人や家族と一緒にする

など、食の楽しみや喜びを求めて心身ともに豊かに過ごすことが大切です。

また、この時期は次世代を担う子どもたちへ、健全な生活習慣を実践できるよう、自分の経験や

知識を生かし食の大切さを伝えていく責務もあります。

・健康日本２１（第 次）では、適切な量と質の食事をとる人の増加を目指しています。平成 年度

函南町食育に関するアンケート調査結果では、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 日 回

以上の日がほぼ毎日の人の割合は 歳以上の男性で ％、女性で ％と、静岡県（男性：

％、女性： ％）に比較しやや高い状況です。函南町では、食事バランスガイドを利用し、

町民がわかりやすくバランスのとれた食事が実践できるよう若い世代から継続し努めていきます。

・生活習慣病の予防・改善には、過剰なエネルギー・食塩の摂取を避け、日常から望ましい食生活

を意識し、実践することが重要です。平成 年度函南町食育に関するアンケート調査結果では、

生活習慣病予防の改善のために、普段から適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を

実践している人の割合は、 ％と国 ％とほぼ同じです。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

生活習慣病予防のための情報提

供・指導等

働く世代に向けた望ましい生活習慣や食習慣

などの、食や健康に関する講話や実技指導を

実施し、各種広報媒体を活用し情報提供を行

う。

健康づくり課

高齢期における栄養改善のための

出前講座の実施

食生活改善推進員と連携した出前講座を開催

し、高齢者の低栄養予防や簡単な調理の方法

など、栄養改善に関する普及啓発を実施する。

健康づくり課

福祉課

適正体重を知るための取り組みの

推進

成人健康栄養相談を実施し、希望者に生活習

慣改善や食事に関する指導を行う。

また、特定健診や各種健康教室・健康相談を

通じて、適正体重を維持する食生活を啓発す

る。

健康づくり課

健康マイレージ事業の普及 食に関することを含む「健康にイイコト」にチャレ

ンジし、ポイントを貯め特典が受けられる町民の

健康づくりを促進する健康マイレージ事業を推

進する。（静岡県と函南町の協同事業）

健康づくり課
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（６）歯科保健と連携した食育の推進

歯と口腔の健康は、口から食べる喜び、話す楽しみを保つうえで重要であり、身体的な健康のみ

ならず、精神的、社会的な健康にも大きく影響します。また、歯の喪失による咀しゃく機能や構音機

能の低下は、生活の質に大きく関連することがわかっています。

健康で豊かな生活を送るために、生涯を通じてよくかんで味わって食べることができるよう、ライフ

ステージに応じた歯科保健事業を推進します。

・平成 年度函南町食育に関するアンケート調査結果では、ゆっくりよくかんで食べる人の割合は

％と国 ％とほぼ同じで静岡県 ％に比べて低い状況です。歯科保健分野と連携し噛
か

ミング３０
さ ん ま る

※１１、８０２０運動※１２などを推進し、よくかんで味わって食べることへの関心を高め、実践に

つながるよう努めます。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

妊産婦の歯科口腔保健指導等 ニューファミリーセミナーにおいて歯科口腔保健指

導を実施する。また、協力歯科医療機関にて無料

で歯科診査及び保健指導を実施する。

健康づくり課

乳幼児及び児童の歯科口腔保

健指導等

むし歯予防や口腔機能の健全な発達のため、歯科

検診やブラッシング指導、フッ素を応用したむし歯

予防事業を実施する。

健康づくり課

子育て支援課

教育委員会

成人の歯科口腔保健指導等 健康増進法に基づく歯周病検診を拡大し、 歳、

歳を加え節目年齢に検診を実施する。

健康づくり課

高齢者の歯科口腔保健指導等 健康増進法に基づく歯周病検診を拡大し、 歳ま

で節目年齢に検診を実施する。また、咀しゃく・え

ん下などの口腔機能向上のための教室の開催や

希望団体へ出向き出前講座を実施する。

健康づくり課

福祉課

８０２０運動の普及 掲示物・広報紙・各種イベントを通して、 運動

の知識の普及をはかる。また、 歳で 本以上の

歯を維持している人を募集し、表彰を行う。

健康づくり課

噛
か

ミング３０
さんまる

運動の普及 噛
か

ミング３０
さんまる

運動の普及を目的として食育と歯科の

タイアップ企画を開催する。

健康づくり課

（７）福祉からみた食育の推進

近年のひとり親世帯、貧困状況にある子ども、高齢者の独り暮らしの増加など福祉の視点からも（７）

※１１ 噛ミング３０ 厚生労働省が平成２１年に提唱した運動。かんで味わう「食べ方」と、かむために不可欠な歯と 
口腔の健康をかむ回数として１口３０回を付記したもの 

※１２ ８０２０運動 平成元年、厚生省（現・厚生労働省）と日本医師会が提唱し『８０歳になっても２０本以上自分の
歯を保とう』という運動 
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（７）福祉からみた食育の推進

近年のひとり親世帯、貧困状況にある子ども、高齢者の独り暮らしの増加など福祉の視点からも

食育について考える必要があります。貧困状況にある子どもに対しては「子供の貧困対策に関する

大綱」（平成 年 月 日閣議決定）に基づき食事・栄養状態の確保、食育の推進に関する支

援を行います。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

子どもへの食に関する知識の普及 様々な家庭状況に応じた食に関する知識の普及、

意識づけを行う。

教育委員会

子育て支援課

健康づくり課

子どもの食事・栄養状態の確保 学校・幼稚園・保育園給食の継続的実施、及び学校

給食費の補助を継続し、食事の提供や適切な栄養

管理を行い子どもの健やかな発育・発達を支援す

る。

教育委員会

子育て支援課

食の自立支援サービス 高齢者の在宅生活の食生活支援や利用者の安否

確認のため、配食サービスを実施する。

福祉課

高齢者の低栄養改善等の取り組

み

高齢者の低栄養の予防・改善を図るため、地域包括

支援センターと連携し、高齢者健診結果をもとに健

康教育・健康相談を実施する。

福祉課

地域での生きがい・居場所づくり

のための農業体験等の推進

子どもから高齢者まで地域ぐるみで休耕地を活用し

て農作物を栽培、収穫し、みんなで収穫祭を実施す

る。

福祉課

産業振興課

子育て支援課

地域における共食の推進 食生活改善推進員の伝達講習会と連携し、食をテ

ーマに地域の居場所づくりを推進する。

福祉課

健康づくり課

写真４ 

【地域での共食の風景】 

【地域での共食の風景】
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３ 農業との関わりによる食育の推進

食育を進めていく上で、農林水産物の生産現場に関する理解や関心をもつことは重要です。

我々の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる様々な人に支えられているこ

とへの理解を深めるため、農業体験活動や地産地消等を進め、生産者と消費者の信頼関係や、農

業の振興を図ります。また、町民の食に関する感謝の念と理解が深まるよう取り組みを進めます。

・農業体験し学んだことを家族の中において共有化することで、食に関する関心や理解が一層深

まります。平成 年度函南町食育に関するアンケート調査では、農林漁業体験への参加率が

％と、国の ％より高い傾向にあります。

（１）食農教育※１３の推進

食農教育は、食べるという人間にとって大事な行為そのものだけでなくその背景にある動物や農

作物の「いのち」を感じ、日本の豊かな自然や四季の恩恵、農業の果たす役割を学ぶものです。

「食」と「農」の目に見えない強い繋がりを学ぶことが食に対する感謝の心を育むことに有効であると

考えます。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

菜園活動や農業体験活動の促

進

幼稚園・保育園・学校において、農業関係事業者

及び従事者と連携し、野菜等の栽培・収穫及び、

収穫した野菜等を使った調理実習等の活動を通

じ、食への興味・関心・理解を深める。

教育委員会

子育て支援課

産業振興課

食農教育を推進する関係団体の

支援

食農教育を実践する各種団体等の活動を支援す

る。

産業振興課

※１３ 食農教育 農林漁業に関する体験活動を通して、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深め、国民の食 
生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられているこ 
と等の理解を深めること 

写真５・６ 

【食農体験】 

【食農体験】
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（２）地産地消の推進

地産地消とは、地域で生産されたものを地域で消費するということで、昔から「その地域で育まれ

た旬の農産物等を食べるのが健康によく、おいしい」という考え方が基本にあります。

地産地消について様々な機会で情報発信することにより町民への理解を進め地域の活性化を目

指します。また、「生産者」と「消費者」の結びつきを強くし、「顔が見える関係づくり」を支援します。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

学校・幼稚園・保育園給食におけ

る地場産物の活用

毎月 日（食育の日）前後を「函南ふるさと給食の日」

と設定し、町内全校、給食に地場産物を重点的にとり

いれた、地域色豊かなメニューを企画実施する。

教育委員会

子育て支援課

ふるさと納税返礼品における地場

産物の活用

ふるさと納税返礼品※１４として地場産物や加工品を活

用し、函南町産の農産物の 及び消費拡大を目指

す。

産業振興課

「函南ブランド」認定品※１５を活用

した地域活性化の促進

函南町の優れた農産物等の地域資源を地域ブランド

として認定し、全国に広く することで、まちの魅力の

向上及び地域経済の活性化を推進する。

産業振興課

町内健康増進施設と連携による

地場産物の活用

施設内での地場産物の直売、地場産物を使用したヘ

ルシーメニューを提供する。

健康づくり課

※１４ ふるさと納税返礼品 好きな地域（都道府県・市区町村）を選んで寄附をすると、寄付金の額に応じて主にその
地域の特産品を返礼品としてもらえる品のこと 

※１５ 「函南ブランド」認定品 函南町の優れた地域資源を函南ブランドとして認定したもの 

写真７・８・９ 

【函南ブランド】 

〔コラム〕日本型食生活

「日本型食生活」とは日本の気候風土に適した米（ごはん）を中心に、魚や肉、野菜、海藻、豆類、

牛乳・乳製品、果物、茶などの多様なおかずを組み合わせて食べる食生活のことです。栄養バラン

スに優れているだけでなく、旬の食材を使用して季節感をとりいれることや、地域の気候風土に合っ

た郷土料理を活用することなど幅広く楽しむ要素があることが特徴です。

（参考：農林水産省ホームページ） 

【函南ブランド】
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４ 食文化の継承に向けた食育の推進

近年核家族の増加や地域のつながりの希薄化、食の生活様式の変化など日本の伝統的な「和

食」をはじめとした食文化の存在感と活力は失われつつあります。平成 年 月「和食：日本人

の伝統的な食文化」はユネスコ文化遺産に登録され、その継承は国際公約となっています。子ども

や若い世代を中心に、食に関する感謝の念や理解が深まるようにするとともに、郷土料理や伝統料

理などへの町民の意識を高め、食文化の継承を図ります。

（１）伝統的な食文化に関する理解等の推進

学校や幼稚園・保育園などにおける給食や出前授業、農業体験を通じて、食文化への理解と意

識の向上に努めます。また、町内で生産されている牛乳・乳製品や野菜の普及に努め、町民の関

心を高めることで、食文化の継承に取り組みます。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

学校・幼稚園・保育園給食におけ

る地場産物の活用

毎月 日（食育の日）前後を「函南ふるさと給食の日」

と設定し、町内全校、給食に地場産物を重点的にとり

いれた地域色豊かなメニューを企画実施する。

教育委員会

子育て支援課

地域の食文化や伝統行事を知る

体験の推進

幼稚園・保育園・小中学校において日本の伝統的な

行事食や地域の食文化について知り、学ぶ機会を提

供する。また、食生活改善推進協議会と連携し、イベ

ントなどで地域の郷土料理等のレシピ紹介に取り組

み、食文化の普及と継承を図る。

健康づくり課

子育て支援課

教育委員会

日本型食生活の推進 米や野菜などの地域食材を活かし、ご飯を中心とした

和食文化の普及推進を図るため、栄養バランスに優

れた「日本型食生活」について情報発信する。

健康づくり課

産業振興課

食を通じた国際交流・地域交流の

推進

都市交流協会が開催する教室の支援を行う。 企画財政課

写真１０ 

【ふるさと給食】 

【ふるさと給食】
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５ 食の安全と安心

近年、食生活の多様化、健康意識の高まり、食の安全・安心に関する報道等を背景に、食の安

全・安心の確保に関して、人々の関心が高い状況にあります。

食の安全性は、私たちの健康と健全な食生活に非常に密接な問題であり、食品の提供者が安

全性の確保に努めることだけでなく、食品を消費する側の私たちにおいても食品の安全性をはじめ

とする、食に関する基本的な知識を持ち、自ら適切に判断し、選択する力が求められます。

（１）消費者等へ食品を選択する力の確保

健全な食生活の実現に当たっては、食に関する多様な情報があふれる中で、食品の選び方や

適切な調理・保管の方法等について正しい知識を持ち、その知識を踏まえて自らの判断で行動し

ていくことが重要です。

町民に対して、食中毒予防や食品表示の基礎知識等、食の安全・安心に関する知識の普及啓発

を図り、食品事業者に対して食品衛生に関する講習会開催の支援を推進します。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

食品衛生に関する講習会の開催 食品衛生協会※１６が実施する講習会の開催を支援

する。

健康づくり課

食の安全・安心に関する理解の

促進

教室や各種広報媒体等で食中毒の予防法や食品

の表示等の食の安全・安心に関する情報を提供す

る。

健康づくり課

※１６ 食品衛生協会 食品衛生思想の普及と衛生知識の向上を図るために食品関係業者が集まって設立し、自主的な 
活動をしている 

写真１１・１２ 

【食品衛生に関する講習会】 

【食品衛生に関する講習会】
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６ 自然環境についての意識啓発

食糧の生産は、私たちを取り巻く自然環境が良好で、様々な生き物と支えあい、生態系が豊か

に保たれたうえで成り立っています。環境に配慮した食生活の実現のため、食べ残しなどに伴う食

品廃棄物を減らす取り組みを推進するとともに、循環利用の推進を図ることで、食の大切さの啓発

に努めます。

（１）環境に配慮した食生活の推進

食品廃棄物の発生抑制等の取り組みを通じて、食の大切さに関する理解が促進されるよう普及

啓発を行います。

（２）循環型社会の推進

資源を循環させ環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を目指し、函南町では行政と

町民が一体となって３ ※１ を推進しています。

主な取り組み 取り組み内容 所管課

食品ロス削減に向けた取り組み

の推進

「環境の日」に合わせて食品ロス削減の普及啓発及

び情報発信等を行う。食材への感謝の気持ちを持

ち、残さず使うための工夫をする。

環境衛生課

飲食店等での食品廃棄物の削

減に関する啓発

「もったいない」の気持ちを醸成し食べ残しをしない

などの食品ロスに心がけ、エコ意識を育てる。また、ド

ギーバック※１７の周知・啓発を行う。

環境衛生課

主な取り組み 取り組み内容 所管課

生ごみ削減の推進 生ごみコンポスターや生ごみ処理機の設置費用の助

成を実施する。

環境衛生課

廃食用油の再資源化の促進 各家庭から排出される廃食用油を回収し、再資源化

を促進する。

環境衛生課

※１７ ドギーバック 外食をした際に食べ切れなかった料理を持ち帰るための容器のこと。アメリカなどで「犬のエサ 
にする」という口実で料理を持ち帰ったことから、この名前がついたと言われている。ドギーバッ 
グ普及委員会では、食品衛生上のトラブルを防ぐために、「食べ物持ち帰り」に関するガイドライ 
ンを設けている 

※１８ ３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle） 
循環型社会の形成を推進することを目的に、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、 
リサイクル（再資源化）に率先して取り組む活動 

〔コラム〕食品ロスを減らそう！

食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことをいいます。日本では年間 万トンの

食品ロスが発生すると推測されています。食品ロスの約半分は一般家庭からのものです。一人当た

りお茶碗１杯分（約 ）の食べ物が毎日捨てられている計算になります。私たち一人ひとりが「もっ

たない」の意識を持って行動することが大切です。 ＊農林水産省及び環境省「平成 年度統計」

＜できることからはじめてみよう＞

☑食材を「買いすぎず」「使い切る」「食べきる」

☑残った食材は別の料理に活用

☑「消費期限」「賞味期限」を正しく理解する

 

「消費期限」…食べても安全な期間 
「賞味期限」…おいしく食べることができる期間 
どちらも開封していない状態で表示されている 
保存方法で保存した場合の期限 
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