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       参考資料 

１ 食育基本法（抜粋） 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯

にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊

要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公

共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわ

たる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（地方公共団体の責務） 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつ

つ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」とい

う。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下

「教育関係者等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役

割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的

に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁

業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有

することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極

的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深ま

るよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行う

よう努めるものとする。 
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２ 第３次食育推進基本計画の概要 

（１）計画の期間 

平成28年度から平成32年度 

 

（２）コンセプト 

・実践の環を広げよう 

 

（３）重点課題と基本的な取組方針 

《重点課題》 

① 若い世代を中心とした食育の推進 

② 多様な暮らしに対応した食育の推進 

③ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

④ 食の循環や環境を意識した食育の推進 

⑤ 食文化の継承に向けた食育の推進 

《基本的な取組方針》 

① 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

② 食に関する感謝の念と理解 

③ 食育推進運動の展開 

④ 子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 

⑤ 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

⑥ 我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山

漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献 

⑦ 食品の安全性の確保等における食育の役割 

  



76 

 

 

（４）食育の推進の目標に関する事項 

項目 現状値 目標（H32) 

○食育に関心を持っている国民の割合の増加 75% 90%以上 

○朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 週平均 9.7 回 11 回以上 

○地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加 64.6% 70%以上 

○朝食を欠食する国民の割合の減少 

子供 4.4% 0％ 

20 歳代～30 歳代 

男性 24.7% 
15.0%以下 

○中学校における学校給食の実施率の増加 87.5% 90%以上 

○学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 

地場産物を使用

26.9% 
30%以上 

国産食材を使用

77.3% 
80%以上 

○栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の割合の増加 

国民 57.7%  70%以上 

若い世代 43.2% 55%以上 

○生活習慣病の予防や改善のためにふだんから適正体重の維持や

減塩等に気をつけた食生活を実践している国民の割合の増加 
国民 69.4% 75%以上 

○ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の増加 49.2% 55%以上 

○食育の推進に関わるボランティアの数の増加 34.4 万人 37 万人以上 

○農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 36.2% 40%以上 

○食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の増

加 
67.4% 80%以上 

○地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承

し、伝えている国民の割合の増加 

41.6% 50%以上 

若い世代 49.3% 60%以上 

○食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民

の割合の増加 

国民 72.0% 80%以上 

若い世代 56.8% 65%以上 

○推進計画を作成・実施している市町村の増加 76.7% 100% 
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３ あいち食育いきいきプラン 2020 の概要 

（１）計画の期間 

平成28年度から平成32年度 

 

（２）目指すべき姿と取組の方向 

・「体」、「心」、「環境」に着目した食育を承継することにより、健康で活

力ある社会の実現を目指す。 

・規則正しい食生活の実践などにより「健康な体をつくる」ことはもと

より、感謝の気持ちや食を大切にする心といった「豊かな心を育む」

こと、食べ残しや食品の廃棄量を減らすなどの「環境に優しい暮らし

を築く」ことを基本とする。 

 

目指す

べき姿 

食育の実践による健康で活力ある社会の実現 

食を通じて健康な体をつ

くります 

食を通じて豊かな心を育

みます 

食を通じて環境に優しい

暮らしを築きます 

取組の

方向 

1.バランスのとれた規則

正しい食生活の実践 

2.生活習慣病や過度な痩

身等の予防 

3.食の安全に関する信頼

の構築 

1.食を楽しむゆとりの確保 

2.体験や交流を通じた豊か

な人間性の育成と食の

理解促進 

3.日本の食文化や郷土料理

等の理解と継承 

1.食生活における環境への

配慮の徹底 

2.農林水産業への理解と地

産地消の一層の推進 

3.農林水産業や食品産業に

おける環境への配慮の

徹底 

 

（３）取組の特徴 

① ライフステージと生活場面に応じた食育 

② 多様な関係者による食育の取組 
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（４）あいちの食育の目標 

項目 基準年 目標（H32) 

○朝食の欠食割合 

小学生（5 学年） 1.8%(H27) 0% 

中学生（2 学年） 4.6%(H27) 3%以下 

高校生（全日制 2 学年） 7.9%(H27) 5%以下 

男子大学生 18.7%(H27) 15%以下 

30 歳代男性 9.4%(H27) 5%以下 

○朝食に野菜を食べている小中学生の割合 

小学生（5 学年） 64.1 %(H27) 80%以上 

中学生（2 学年） 51.7%(H27) 80%以上 

○野菜の摂取量 成人 1 日あたりの摂取量 265g(H26) 350g 以上 

○肥満・やせの割合 

肥満：小学生（5 学年） 7.2%(H26) 6%以下 

肥満：中学生（2 学年） 9.3%(H26) 7%以下 

肥満：高校生（2 学年） 8.0%(H26) 8%以下 

肥満：20～60 歳代男性 24.2 % (H24) 22%以下 

やせ：20～30 歳代女性 21.7%(H24) 16%以下 

○自分の適正体重を認識し、体重コントロールを

実践している人の割合 

男性 35.7%(H27) 44%以上 

女性 43.8%(H27) 53%以上 

○健康な歯を持つ人の割合 

むし歯のない 3 歳児 88.2%(H26) 93%以上 

第一大臼歯がむし歯でない小学 3 年生 90.8%(H25) 94%以上 

進行した歯周炎を有しない 40 歳 69.4%(H26) 79%以上 

○家族や友人と一緒に楽しく食事をする人の割合(1 日最低 1 食、家族や友人と一緒に楽し

く 30 分以上かけて食事をする人の割合） 
77.4%(H27) 80%以上 

○農林水産業に親しむ県民の割合 

農林漁業体験学習に取り組む小学校の

割合（名古屋市を除く） 
68.8%(H27) 80%以上 

農林漁業を体験する主な活動参加者数 7.7 万人(H26) 8.4 万人以上 

○学校給食において地域の産物の活用 

全食品数に占める県産食品数の割合 40.5%(H27) 45%以上 

年間に使用した県産食品の種類 54 種類(H26) 60 種類以上 

○むだや廃棄の少ない食事づくりを積極的に行っている人の割合 41.8%(H27) 50%以上 

○エコファーマー新規累計認定者数 5,360 人(H26) 5,600 人以上 

○食育推進ボランティアから食育を学んだ人数 9.1 万人(H26) 
10 万人/年

間 

○「いいともあいち運動」を知っている人の割合 19.6%(H27) 25%以上 
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４ みよし市食育推進会議条例 

平成19年３月26日 

条例第１号 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成17年法律第63号）第33条第１項の規定に基づき、みよし

市食育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、みよし市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進する。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長及び委員18人以内をもって組織する。 

２ 推進会議に、助言者を置くことができる。 

（会長） 

第４条 会長は、副市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、市長が任命する者 

(2) 市内に住所を有する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会議） 

第７条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議においては、会長が議長となる。 

３ 会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者）及び委員の半数以上が

出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 



80 

 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、意見を聴

くことができる。 

（事務局） 

第８条 推進会議の事務局は、食育担当課に置く。 

（雑則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 
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５ 策定経過 

日時 内   容 

平成 30年５月 30日 みよし市食育推進会議 

・食育推進計画見直しスケジュールに

ついて 

・アンケート項目について 

・食育に関する施策の動向について 

平成 30年６月 19日 
平成３０年度第１回 

みよし市食育研究会 
・アンケート調査項目の確認について 

平成 30年７月 
食育推進計画改定に係

るアンケート調査 

 

対象 配布数 
有効 

回答数 

有効 

回答率 

園児・ 

小学２年生 
1,436 通 1,107 通 77.1％ 

小学５年生・ 

中学２年生 
1,396 通 1,301 通 93.2％ 

高校生 280 通 273 通 97.5％ 

一 般 1,000 通 451 通 45.1％ 
  

平成 30年９月５日 みよし市食育推進会議 

・アンケート調査結果について 

・第３次食育推進計画の骨子(案)につ

いて 

平成 30年９月 26日 
平成３０年度第２回 

みよし市食育研究会 

・第３次みよし市食育推進計画(案)に

ついて 

平成30年10月16日 みよし市食育推進会議 
・第３次みよし市食育推進計画(案)に

ついて 

平成 30年 11月５日 みよし市食育推進会議 
・第３次みよし市食育推進計画(案)に

ついて 

平成30年11月15日 

～12月 14日 
パブリックコメント  

平成 31年１月 17日 
平成３０年度第３回 

みよし市食育研究会 

・第３次みよし市食育推進計画(案)に

ついて 

平成 31年２月５日 みよし市食育推進会議 

・パブリックコメントの結果について 

・第３次みよし市食育推進計画(案)に

ついて 
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６ みよし市食育推進会議委員名簿 

役 職 氏   名 摘   要 

会 長 鈴木 淳 副市長 

委 員 

日比野 直子 みよし市教育委員会委員代表 

前田 真美 あいち豊田農業協同組合代表 

小野田 加代子 みよし市農村生活アドバイザー代表 

小嶋 民義 農業生産団体代表（果樹組合） 

根岸 さなえ 食生活健康推進員会代表 

原田 晃男 商工会代表（食品部） 

加藤 大輔 
みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表 

（南部小学校） 

板倉 広幸 小中学校校長代表（三吉小学校） 

本松 抄千江 保育園代表（明知保育園） 

浅井 博人 
みよし市私立幼稚園協会代表 

（まこと第二幼稚園長） 

山本 さつき 市立保育園父母の会代表（城山保育園） 

渡辺 麻衣子 
みよし市私立幼稚園協会母の会代表 

（まこと第二幼稚園） 

成田 和憲 愛知県立三好高等学校代表（教頭） 

新谷 千晶 ＮＰＯ代表 

小川 雄二 学識経験者（名古屋短期大学教授） 

西堀 すき江 学識経験者（東海学園大学教授） 

竹内 和子 公募委員 

山本 香美 公募委員 

 

助言者 足立 常男 豊田加茂農林水産事務所 農政課長 

助言者 塩之谷 真弓 衣浦東部保健所 健康支援課長 

助言者 近藤 貴子 栄養教諭代表（北中・学校給食センター） 

助言者 野々山 紘美 保健師代表（保健センター） 
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７ 用語解説 

ア 行 

〔栄養教諭〕 

児童・生徒の発育において、栄養状態の指導及び管理を行う職のこと。食に関す

る指導と給食管理を一体のものとして行うことにより、地元産農産物を活用して

給食と食に関する指導を実施するなど、教育上の高い相乗効果がもたらされる。 

カ 行 

〔共食〕 

家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図る共食は、食

育の原点であり、子どもへの食育を推進していく大切な時間と場であると考えら

れている。 

〔行事食〕 

季節ごとの行事やお祝いの日に食べる特別の料理。行事食には家族の幸せや健康

を願う意味がこめられている。 

〔協働〕 

本計画では、市民・民間団体・事業者・関係機関・行政等が、それぞれの立場を

生かしつつ、連携の強化を図りながら一体となって食育を推進することをいう。 

〔郷土料理〕 

それぞれの地域独特の自然風土・食材・食習慣・歴史文化等を背景として、地域

の人々の暮らしの中での創意工夫により必然的に生まれたものであり、家族への

愛情や地域への誇りを持ちながら作り続けられ、かつ地域の伝統として受け継が

れてきた調理・加工方法による料理。 

〔孤食〕 

家族が不在の食事で、ひとりで食べること。 

〔五感〕 

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五つの感覚のこと。 

視覚：食べ物の色や形、盛り付けなど 

聴覚：焼く、揚げるなど、料理の音や食べる時の歯ごたえの音など 

嗅覚：食べ物のおいしそうな匂いなど 

味覚：甘味や辛味、酸味、苦味など 

触覚：食べ物の温度や硬さ・やわらかさを感じたり、手や舌で触ったときの感

覚のことなど 



84 

 

サ 行 

〔市民農園〕 

住民がレクリエーション、いきがいづくりなどの目的で野菜や花の栽培を行う農

園。 

〔主菜〕 

主に肉、魚、卵、大豆製品などを使い、献立の中で主となる惣菜。主に、たんぱく質、

脂質、エネルギー、鉄の供給源。 

〔主食〕 

日常の食事で主となる、ごはん、パン、めん類など。主に、炭水化物とエネルギ

ーの供給源。 

〔消費期限〕 

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、こ

の「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。 

〔賞味期限〕 

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、こ

の「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。 

〔食育基本法〕 

平成 27 年（2015 年）６月公布、７月施行、９月に改訂された、国民が生涯に

わたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育を推進するため、食

育の基本理念を定め、国、地方公共団体の食育に対する責務を明らかにし、食育

に関する施策の基本事項を定めた法律。 

〔食事バランスガイド〕 

１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいか、望ましい食事の摂り方やおおよそ

の量をわかりやすくコマ型のイラストで示したもの。栄養バランスのとれた食事

をとること、適度な運動をすること、水・お茶といった水分は欠かせないものと

いうことを象徴的に表している。自分自身の食生活を見直すきっかけになるもの

とし、「食事」の基本を身に付けるため、より多くの方々に活用されることを目

的に作成された。 

〔食品ロス〕 

まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。日本の食品ロスは年間 646 万トン

と試算され（農林水産省及び環境省「平成 27 年度推計」）、世界全体の食料援助

量（年間約 320 万トン）の約２倍に匹敵する。 
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〔生活習慣病〕 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患

群のことを指しており、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）など

のことをいう。 

 

タ 行 

〔適正体重〕 

身長（ⅿ）×身長（ⅿ）×22で算出することができる。体重超過は生活習慣病を引き起

こす原因となる。 

 

ハ 行 

〔副菜〕 

野菜、きのこ、いも、海藻などを使った料理。主に、ビタミン、ミネラル、食物繊維の

供給源。 

 

ラ 行 

〔ライフスタイル〕 

人々の生活様式、行動様式、思考様式といった生活諸側面の社会的・文化的・心

理的な差異を全体的な形で表現したことば。 

〔ライフステージ〕 

人の一生を、年齢や社会的な役割に応じて、乳幼児期、学童・思春期、青年期、

壮年期、高齢期などと分けた、それぞれの段階。 

 

 


