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第 6章 目標達成のための具体的な取り組み 

 

１ 実践に向けた役割と責務 

  健康づくり・食育を推進するにあたって、家庭、地域、保育所(園)、幼稚園、学校、職域、

関係団体、関係機関、農林漁業者や食に関わる事業所、行政等が目標を共有しながら連携し、

一体となり取り組んでいきます。 

 

（１）家庭 

  家庭では、「健康づくり・食育は家庭から」を基本とし、生涯にわたって健康で楽しい人 

生を送るために、一人ひとりが関心や理解を深めて正しい知識を身につけ、家族で支え合い

ながら望ましい生活習慣を実践するように努めます。 

また、食べ物に感謝する心を持ち、よいマナーで食事をし、食を通して家族とのコミュニ

ケーションを大切にするように努めます。そして、地産地消や郷土料理について学び、次の

世代に伝承する重要な役割を担っています。 

 

（２）保育所(園)、幼稚園、学校 

  保育所(園)、幼稚園、学校では、健康な心身を育み、豊かな人間性を培うための基礎とな 

る拠点として、家庭や地域と連携しながら、子どもが健全な食生活の実現及び健全な心身の

成長が図られるように努めます。 

また、教育の一環として行われる農業体験や食品の調理等、様々な体験を通して子どもが

食に対する理解を深める等、生涯にわたって健康で質の高い生活を送れる基本となる“生き

る力”を育成します。 

 

（３）地域、関係団体、関係機関、職域、農林漁業者や食に関わる事業所等 

  健康づくり・食育を推進するにあたっては、多くの市民が参加し、地域が一体となった取  

り組みに拡大していくことが重要です。そのために地域は、市民一人ひとりや家庭が望まし

い生活習慣を実践・継続できるよう支援し、また健康づくりに関する情報を伝える機会を提

供する等、積極的に取り組みます。 

また、地域が相互に又は行政等と連携を図り、健康づくり・食育を推進する施策に対して

積極的に協働、参画します。 

 

（４）行政 

  行政は、市民及び地域全体が健康づくり・食育に取り組むことができるよう関連のある情

報を発信したり、実践から継続を支援するための教室を開催する等、様々な事業を展開しま

す。また、取り組みの推進をより効果的に行うことができるよう連携体制づくり、環境整備

に努めます。 
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２ ライフステージ別行動指針 

 「おいしい たのしい 元気やない」の実現を目指して、一人ひとりが生活習慣を見直し、

各ライフステージや個人の成長や発達あるいは健康状態に見合った、健康づくり・食育の実践

が望まれます。 

 

（１）乳幼児期（概ね 0～5 歳） 

  次の世代を担う子どもが健やかな成長・発育をするためには、妊婦及び乳幼児の健康の確  

保・増進を図ることが重要です。そのために、妊娠期から授乳期は母親が適切な食生活や生

活習慣をすることが大切で、乳幼児期には生涯の基礎となるよい生活習慣を身につけるよう

にします。 

①しっかり外遊びをさせ、体をよく動かして十分な睡眠をとる 

②上手に歯磨きができるようになるまでは、仕上げ磨きをして歯磨き習慣をつける 

③早寝・早起き・朝ごはんで生活のリズムを整える 

④発達に合わせた離乳食、幼児食でよく噛んで食べる習慣をつける 

⑤離乳期から薄味の習慣をつけ、味覚を育てる 

⑥おやつは時間と量を決めて、栄養補給となる食材を与える 

⑦家族と一緒に食べることの楽しさを覚える 

⑧野菜等、地産食材の美味しさを覚える 

⑨野菜の栽培、収穫体験を通して地産を身近に感じる 

⑩「いただきます ごちそうさま」のあいさつをする習慣をつける 

 

（２）学童・思春期（概ね 6～17 歳） 

  食生活を含めた生活習慣が完成し、自立していく時期である一方、朝食の欠食、過度のダ 

イエット、肥満につながる食べ過ぎや運動不足、間食、夜食等の健康上の問題となる行動が

起こり始める時期でもあります。従って、健康を保つための正しい食べ方、運動、生活のリ

ズムの大切さについて知識を得て、健全な心身の発達を育むとともに、よい生活習慣が確立

できるようにします。 

①好きな運動を見つけて、運動を楽しみ、体力づくりをする 

②歯磨きは正しい方法で行い、むし歯予防をする 

③十分睡眠をとり、早寝・早起き・朝ごはんの習慣をつける 

④一口 30回よく噛んで食べる習慣をつける 

⑤薄味に慣れ、食品そのもののおいしさを知る 

⑥おやつはだらだら食べず、甘いものは控え目にする 

⑦家族と楽しく食事をし、コミュニケーションをとる 

⑧野菜等、地産食材の美味しさを知り、食事作りにも参加する 

⑨地元食材や農作業に触れる機会を持ち、食べ物への感謝の心をもつ 

⑩よい食事のマナーを身につける 

 

食育 

食育 
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（３）青壮年期（概ね１８～64歳） 

食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足、ストレス、喫煙の常習化、食事の偏り等の健康上問題と

なる行動が蓄積される時期です。様々な生活習慣病の予防を図る観点から、健康づくり・食

育に関心を持ち、自分の健康は自分で守る意識を持つようにします。 

①健康診断や歯科検診は、定期的に受診して早期発見・早期治療をする 

②できることから、無理のない運動を実践する 

③自分に合った歯磨きの方法で、むし歯・歯周病予防をする 

④朝食を食べて、活力ある 1日のスタートができるようにする 

⑤食事はゆっくり、よく噛んで、味わって食べる 

⑥塩分を控えて高血圧を予防する 

⑦間食はだらだら食べず、甘いものは控え目にする 

⑧野菜をおいしく、たっぷりとる 

⑨地産食材の美味しさ、安全性を知る 

⑩アルコールは適量までを楽しみ、しっかり禁煙する 

 

（４）高齢期（概ね 65 歳以上） 

健康寿命を伸ばすための健康づくりを進める観点から、高齢者の健康状態や疾病の状況等 

に応じた生活習慣の改善が必要です。いつまでも健康で自立した生活が送られるよう、介護

予防を含めた健康づくりをします。 

①健康診断や歯科検診は、定期的に受診して早期発見・早期治療をする 

②生活の中にウォーキングや筋力低下を防ぐ体操等、運動を積極的に取り入れる 

③自分に合った歯磨きの方法で、むし歯・歯周病予防をする 

④1日 3食、主食・主菜・副菜をそろえて、しっかり食事をとる 

⑤よく噛んで、いつまでも自分の歯で食べられるようにする 

⑥調理の工夫で無理なく減塩を実践する 

⑦食事量が減ってきたら、間食の時間を適度に楽しむ 

⑧野菜をおいしく、1日 5皿の野菜料理を目標にして食べる 

⑨地産食材、郷土料理、食文化を次世代に伝える 

⑩アルコールは適量までを楽しみ、しっかり禁煙する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育 

食育 
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３ 市民一人ひとりや家庭での取り組み（保健行動別）                                                              は実践アドバイス！ 

 乳幼児期 学童・思春期 青壮年期 高齢期 

健康管理等に関すること     

毎年健康診断を受診する     

歯の定期検診を受診する     

 

 

 

歯科医師や歯科衛生士による歯

磨き指導を受ける 

    

生活習慣に関すること    

フッ素入り歯磨き剤を使用する     

毎日子どもの仕上げ磨きをする     

運動を定期的にする     

◆かかりつけ医をもつ◆年に１回は自分の健康状態をチェックし、早期発見・早期治療をする 

◆健康診断の結果は健康手帳に記録する◆健康に関する情報に関心をもつ◆健康診断の大切

さを知る 

◆歯科のかかりつけ医をもつ◆定期的に口の中の健康状態をチェックし、早期発見・早期

治療をする◆むし歯・歯周病予防について正しい知識を得る◆いつまでも自分の歯で食べ

られるようにする 

◆歯に関心をもつ◆歯磨きの大切さを知る◆むし歯・歯周病予防のために、自分に合っ

た磨き方を知る◆歯磨き習慣を身につける 

◆むし歯について正しい知識をもつ◆歯磨きの大切

さを知る◆正しい磨き方を知る◆歯磨き習慣を身に

つける 

◆義歯のチェックも定期的にする 

◆学校健康診断を受診して、 

早期発見・早期治療をする 

◆学校歯科検診を受診して、早期発見・早期治療

をする 

★誕生月等に健(検)診日を設けましょう★家族みんなで誘い合いましょう 

★歯科検診の時に、歯磨き指導を受けましょう 

◆歯磨きの大切さを知る◆歯磨き習慣のつけ方、

仕上げ磨きの方法を知る◆歯磨き習慣を身につ

ける 

◆市の乳幼児健康診断や保育所(園)、幼稚園での

健康診断を受診して、早期発見・早期治療をする 

◆市の幼児歯科健診や保育所(園)、幼稚園での歯

科検診を受診して、早期発見・早期治療をする 

★ 

★きちんと磨けているか、家族が確認しましょう 

◆子どもの歯や口の中に関心をもつ◆仕上げ磨きの必

要性と方法を知る◆乳児期からガーゼ磨きをし、口の中

をきれいにする習慣をつける◆ＤＶＤや歌等に合わせ

て仕上げ磨きをし、子どもが興味をもつ工夫をする 

◆子どもが上手に磨けるようになるまで、毎日仕上げ磨きをする 

◆外遊びをしっかりさせて、十分な食事と睡眠

で、よい生活リズムを整える 

◆運動の効果や方法を知る◆運動習慣を身につ

け、体力づくりをする 
◆運動の効果や方法を知る◆自分に合った運動を見つけて楽しむ◆継続して体力の維

持・増進、ストレス解消をする 
◆筋力の低下を防ぐ運動を知り、介護予防

に取り組む 

★家族や友達と運動の日や時間を決めて、誘い合いましょう★生活の中にストレッチやラジオ体操、

ウォーキング等を取り入れ、手軽にできる運動から始めましょう★実践や継続を家族で褒めましょう 

★できたらよく褒めましょう★両親・祖父母が協力しましょう★歯磨

きタイムを作りましょう★家族皆が歯磨きをしましょう 

 

◆市が実施している 

フッ素塗布やフッ素洗口を利用する 

◆フッ素の効果を理解する◆歯磨き剤の選び方を知る◆歯磨き剤を使用する場合はフッ素入りを利用して丈夫な歯をつくる 

★家族みんながフッ素の効果を理解して利用しましょう 
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 乳幼児期 学童・思春期 青壮年期 高齢期 

（食に関すること）    

一口３０回噛んで食べる     

甘いものを食べ過ぎない     

野菜をたっぷりとる     

朝食を毎日食べる     

薄味・減塩に心がける 

 

    

家族と一緒に食卓を囲む     

食材を買う時、地産を重視する     

◆離乳食～幼児食を発達に合わせて進める 

◆しっかり噛む習慣を身につける 

◆噛むことの効果（むし歯・肥満予防等）を理解する◆噛むことを意識する◆ゆっくり味わって食べるようにする 

★噛みごたえのある食材や料理を取り入れましょう★落ち着いて食べられるよう、テレビを消して会話を楽しみながら、ゆとりのある食卓を心がけましょう 

◆しっかり噛んで、いつまでも美味しく食べ

て、認知症の予防もする 

◆早い時期から甘いお菓子を与えない◆食品

そのものの味を覚える 

★家族みんなで控え、両親・祖父母が与え方について協力しましょう★手作りおやつを作って楽しみましょう 

◆糖分の摂り過ぎによる身体への影響（むし歯・肥満等）について知る◆甘いお菓子、清涼飲料水を控え目にする◆だらだら食べない 

◆栄養表示で、お菓子や清涼飲料水に含まれる糖分やエネルギーを確認する◆水分補給はお茶か水にする ◆おやつの時間と量を決め、栄養補給となる食品を与える◆水分補給はお茶か水にする 

◆発達に合わせて食べやすい料理法を工夫する 

◆野菜の大切さを知る◆旬や栄養素を知る◆１日３食野菜を食べる習慣をつける 

★家庭菜園などで、身近に野菜と触れ合う環境づくりをしましょう★家族みんなが野菜を食べましょう 

◆野菜の健康効果を知る◆１日に必要な野菜の量を知る◆１日３食で５皿の野菜料理を
食べる習慣をつける◆野菜料理に関心をもち、おいしく、たくさん食べられる調理の工
夫をする ◆野菜に興味をもつ◆野菜をおいしく料理する 

★家庭菜園や朝市を利用し、新鮮な野菜を食べましょう★家族みんなが野菜を食べましょう 

★家族みんなが朝食を食べましょう★簡単にとれる食品を用意しましょう 

◆「早寝・早起き・朝ごはん」で生活の

リズムを整える 

◆朝食の大切さを理解して「早寝・早起き・朝ごはん」を習慣にする 

◆簡単な朝食の作り方を知り、準備ができるようにする 

★睡眠は十分に、家族みんなが朝食を食べましょう★夕食は早めに、食べ過ぎないようにしましょう 

◆朝食の内容は、無理せずステップアップして、バランスよく食べる 

◆離乳食～幼児食は味覚を育てる◆薄

味で、食材そのものの味を楽しむ 

◆塩分が体に与える影響を知る◆塩分の多い食品や料理を知る◆１日の適切な塩分量を知る◆減塩でも美味しく食べられる工夫をする◆薄味に慣れる 

◆栄養表示で、お菓子や食品に含まれる塩分量を確認する◆調味料は計量する習慣を身につける 

★食卓に調味料を置かないようにするなど、家族みんなで減塩を心がけましょう ★家族みんなで減塩を心がけ、両親・祖父母が協力しましょう 

★家族もよく噛みましょう★よく噛む

よう声かけをしましょう★噛んでいる

か確認しましょう 

 

★3 度の食事をきちんと食べましょう 

★食材の産地表示を確認したり、朝市などで、地元の新鮮な魚や野菜を購入して利用しましょう（地域貢献にも役立ちます） 

◆地元の旬の食材をおいしいと感じる ◆魚や野菜の旬を知り、地産地消に関心を持つ◆地元食材を使った料理を工夫する 

◆地域の特産品や地産の知識を得る◆生産者との交流の機会をもち、食べ物に感謝する ◆地産食材や食文化を伝える 

★食事のマナーを伝え、食べ物の栄養や地産などについて食卓の話題に取り上げましょう★時には郷土料理を取り入れ、行事食やパーティー料理で団らんし、食文化を伝えま

しょう★食育の日（毎月 19 日）、家庭の日(毎月第 3 日曜日)等そろって食べる日を設けましょう★家族が時間を合わせるようにしましょう 

◆家族で食べる楽しさを感じる ◆家族と一緒に食べることの大切さを知る◆一緒に食べるよう心がける◆ながら食べ(テレビや新聞を見ながら食べること)はやめ、家族とコミュニケ

ーションをとって食事を楽しむ 
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４ 周囲の取り組み(保健行動別) 
健康管理等に関
する保健行動 

地域・関係団体・関係機関 保育所(園)・幼稚園・学校 その他(職域等) 行  政 

毎年健康診断
を受診する 
 

地域 
○友人、知人と健診を誘い合って受診す  
 る 
医療機関 
○主治医が健診を勧める（重要性含む） 
○健診結果を分かりやすく説明し、次回
の健診を勧める 

○毎年、健康診断を実施する 
 
 
 
 
 
 

職場 
○受診しやすい環境づくりをする 
○健診の受診勧奨をする 
○健診実施率 100％を目指す 
 
 
 

○健診の必要性を普及啓発する 
○健診の受診勧奨をする 
○分かりやすく健診の情報提供を
し、分かりやすく健診結果の説明
をする 

○受診しやすい環境づくりをする 
 

歯の定期検診
を受診する 
 

地域 
○友人、知人と検診を誘い合って受診す  
 る 
歯科医院 
○定期検診を勧め、次回の検診を勧める 
○歯の大切さ、むし歯・歯周病の怖さ、
無料検診（歯の衛生週間）等について
普及啓発する 

○定期的に、歯科検診を実施する 
 
 
 
 
 
 
 

職場 
○受診しやすい環境づくりをする 
○歯科検診の受診勧奨をする 
○健康診断の項目として組み入れ
る検討をする 

 
 
 

○歯科検診や歯の大切さ、むし歯・
歯周病の怖さ等を普及啓発する 

○成人歯科検診の受診勧奨をする 
○健康診断の項目に歯科を組み入れ
る検討をする 

○受診しやすい環境づくりをする 
 
 

歯科医師や歯
科衛生士によ
る歯磨き指導
を受ける 

○各種集会等で指導の機会を設ける 
歯科医師・歯科衛生士 
○歯磨きの重要性や方法等を指導する 
○各種集会等で指導する 
歯科医院 
○歯みがき指導をＰＲし、指導する 

○定期的に講話や歯磨き指導の機会を
設ける 

○保護者に、専門的な歯磨きの方法を伝
える機会を設ける 

○昼食後に歯磨きをする 
 

職場 
○集まる場を利用して歯磨き指導
の機会を設ける 

店舗 
○歯磨き指導を受けることの必要
性を歯磨剤売り場に掲示等する 

○歯磨き指導を受けることの必要性
を普及啓発する 

○歯磨き指導の機会を設ける 
○指導が受けられる場を紹介する 
 
 

フッ素入り歯
磨き剤を使用
する 

歯科医師・歯科衛生士 
○フッ素の効果・表示方法等を伝える 
○歯磨き剤の選び方、効果的な使い方を
伝える 

学校 
○フッ素の効果・表示方法等を伝える 
○歯磨き剤の選び方、効果的な使い方を
伝える 

店舗 
○「フッ素入り歯磨き剤を使用す
る」目標値の掲示等をする 

 

○フッ素の効果等を普及啓発する 
○関係者がフッ素について共通認識
できるよう情報提供する 

 

毎日子どもの
仕上げ磨きを
する 

歯科医師・歯科衛生士 
○仕上げ磨きの必要性と方法等を伝える 
○仕上げ磨きを褒める等継続を支援する 
母子保健推進員等 
○乳児訪問でガーゼ磨きを勧める 

子育て支援センター・保育所(園) 
○仕上げ磨きの必要性と方法等を保護
者に伝える 

○歯磨きについて子どもに興味を持た
せるようにする 

店舗 
○歯ブラシ売り場で、仕上げ磨き
の必要性について掲示等をする 

 
 

○ガーゼ磨き、仕上げ磨きの必要性
と方法について普及啓発する 

○子どもに歯磨きについて興味を持
たせる方法等を紹介する 

○仕上げ磨きを応援する 

運動を定期的
にする 

○運動について学ぶ機会を設ける 
○運動の効果や方法を伝える 
地域 
○近所の人達と時間を決めて誘い合う 
○共通のスポーツ仲間（サークル）をつ
くる 

○有志が集まりゲーム感覚で楽しむ 
 
 
 

保育所(園)・幼稚園 
○戸外での遊びを積極的に行う 
学校 
○運動の効果を分かりやすく伝える 
○体を動かす（戸外で遊ぶ）こと、スポ
ーツを楽しむようにする 

 
 
 
 

職場 
○運動に関する教室や指導の機会
を設ける 

○体操の時間を設ける等、運動が
継続できる環境づくりをする 

運動施設 
○施設を PR し、利用しやすい各
種教室を開催する 

○サークルの情報提供をする 
○運動の成果を褒める 

○運動の効果や方法を普及啓発す  
 る 
○運動する場をＰＲし、サークルな
どの情報提供をする 

○運動に取り組みやすい環境整備を
する 

○運動が継続できるよう支援する 
○エコ通勤デーを推進する 
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食育に関する 

保健行動 
地域・関係団体・関係機関等 保育所(園)・幼稚園・学校 その他(職域等) 行  政 

一口３０回噛
んで食べる 

○各種集会、イベント等で噛むことの
効果等について伝える機会を設ける 

医療機関・歯科医院 
○噛むことの効果を伝える 
食生活改善推進員等 
○噛むことの効果を伝える 
○噛みごたえのある食材、料理法を紹
介する 

○噛むことについて学習する機会を
設ける 

○子どもや保護者に噛むことの効果
を伝える 

○給食（昼食）時間に、噛むことを意
識するよう声かけする 

 
 

店舗 
○食品売り場で、噛むことの効果
について掲示等をする 

職場 
○集まる場を利用して指導の機会
を設ける 

 
 

○噛むことの効果、噛みごたえの
ある食材や調理法について普及
啓発する 

 
 
 
 
 

甘いものを食
べ過ぎない 

○各種集会、イベント等で、間食のと
り方、むし歯との関係等について伝
える機会を設ける 

食生活改善推進員等 
○甘いものとむし歯や肥満との関係等
について伝える 

○子どもの手作りおやつの作り方を紹
介する 

母子保健推進員等 
○輪づくり等で、早い時期から甘いお菓
子を与えないように伝える 

子育て支援センターも含む 
○子どもや保護者に、間食のとり方、
甘いものとむし歯との関係等につい
て伝える 

○子どもや保護者に栄養表示の見方を
伝える 

○手作りおやつの作り方を伝える 
○保育所(園)で手作りおやつを提供す  
 る 
○早い時期から甘いお菓子を与えな
いように伝える 

店舗 
○低糖に配慮した商品を、分かり
やすく陳列や表示等をする 

職場 
○集まる場を利用して指導の機会
を設ける 

 
 
 
 
 

○甘いものとむし歯や肥満との関
係等について普及啓発する 

○お菓子に含まれる砂糖の量や栄
養表示の見方等、情報提供する 

 
 
 
 
 
 
 

野菜をたっぷ
りとる 
 

○各種集会、イベント等で野菜の健康
効果等について伝える機会を設ける 

食生活改善推進員等 
○野菜についての知識、１日５皿とる
ことを伝える 

○野菜を使った料理やおやつの作り方
を紹介する 

母子保健推進員等 
○子どもの保護者自身も野菜をたっぷ
りとるように伝える 

 
 
 
 

子育て支援センターも含む 
○子どもや保護者に野菜についての
知識を伝える 

○野菜を使った簡単な料理やおやつ、
給食の人気メニュー等の作り方を
伝える 

○野菜を育てる体験学習の機会を設
ける 

○子どもが育てた野菜を調理して食
べる 

○生産者との交流等を通し、食べ物へ
の感謝の心を育てる 

○子どもの保護者自身も野菜をたっ
ぷりとるように伝える 

店舗 
○食品売り場で、野菜の大切さに
ついて掲示等をする 

○野菜売り場で野菜を使った料理
法の紹介をする 

○野菜の多い料理を勧める 
 
 
 
 
 
 
 
 

○野菜の健康効果や 1日に必要な
量(１日５皿)等について普及啓
発する 

○保育所(園)、幼稚園、学校、地域
と連携し、野菜と触れ合う機会
を設ける 

○簡単野菜料理を紹介する 
○エコクッキングを推進する 
 
 
 
 
 
 

朝食を毎日食
べる 
 

○各種集会、イベント等で、朝食の大
切さ等について伝える機会を設ける 

食生活改善推進員等 
○朝食についての知識を広める 
○簡単朝食料理の作り方を紹介する 
母子保健推進員等 
○子どもの保護者自身も朝食をとるよ
うに伝える 

子育て支援センターも含む 
○子どもや保護者に朝食を食べるこ
との大切さや朝食メニューを伝え
る 

○朝食を食べていることを確認する 
○子どもの保護者自身も朝食をとる
ように伝える 

 

店舗 
○食品売り場で、朝食の大切さに
ついて掲示等する 

○朝食向き食材、商品を分かりや
すくする 

 
 
 

○朝食についての知識を普及啓発
する 

○簡単朝食メニューを紹介する 
○「早寝・早起き・朝ごはん」運
動を推進する 

 
 
 



 

3
9

 

 

食育に関する 
保健行動 

地域・関係団体・関係機関等 保育所(園)・幼稚園・学校 その他（職域等) 行  政 

薄味・減塩に
心がける 
 

○各種集会、イベント等で、減塩の必
要性等を伝える機会を設ける 

食生活改善推進員等 
○食品に含まれる塩分量、とり過ぎに
よる影響、栄養表示の見方を伝える 

○薄味、減塩の料理法を紹介する 
○計量スプーンの使用を推進する 
○味噌汁の適塩濃度を知らせる 
 
 

子育て支援センターも含む 
○食品そのもののおいしさを伝える 
○減塩の大切さや味覚を育てること
の大切さ等の知識を伝える 

○計量スプーンの使い方を教え、減塩
料理を作る 

○子どもや保護者に栄養表示の見方を
伝える 

○給食で食材の味を生かした薄味料
理を提供する 

店舗 
○減塩に配慮した商品を分かり
やすく陳列や表示等をする 

 
 
 
 
 
 
 

○減塩の大切さや減塩料理の工夫
等についての知識を普及啓発す
る 

○栄養表示の見方について情報提
供をする 

○家庭の味付けが確認できる機会
を設ける（塩分測定など） 

 
 
 

家族と一緒に
食卓を囲む〈週
10回以上〉 
 

○食育の大切さについて伝える機会を
設ける 

○家庭が食育の原点であることを伝え
る(食事のマナーや郷土食などの食
文化を伝える場とすること) 

 
 
 
 
 
 

○子どもや保護者に、食育の大切さ、
家族と一緒に食事をすることのメ
リット等について伝える 

○家族と一緒に食べて会話を楽しむ
ことを伝える 

 
 
 
 
 
 

職場 
○家族と一緒に食事が出来るよ
う、職場環境を整える(ノー残
業デーの設定、食育の日、家庭
の日の推進等) 

○家族で食卓が囲めるよう推進
する 

 
 
 
 

普及活動 
○食育の大切さ、家族と一緒に食
事をすることのメリット等を普
及啓発する 

○家族が食卓を囲み、食事のマナ
ー、食文化を伝える場とするよ
う勧める 

○「食育の日」毎月 19 日、「家庭
の日」毎月第 3 日曜日は家族そ
ろって食べるように普及啓発す
る 

食材を買う時
地産を重視す
る 
 

○各種集会、イベント等で、地産食材
のよさ等を伝える機会を設ける 

食生活改善推進員 
生活改善実行グループ 等 
○地産食材の利点や料理法を伝える 
○地域の特産物、伝統料理を紹介する 
 
 
 

○地産食材を給食に取り入れ、子ども
や保護者に伝える 

○地産地消の取り組みを学習する機
会を設ける 

○生産者と交流する機会を設け、食べ
物への感謝の心を育てる 

○地元の農業、漁業を学習する機会を
設ける 

○食文化、食の安全性を伝える 

店舗 
○食材の産地を表示する 
○地産・地消コーナー等で、地産
食材を分かりやすく陳列や表
示等をする 

 
 
 
 

○ＪＡや漁協と連携し、地産食材
や特産物を普及する 

○朝市や交流施設等の利用を勧め  
 る 
○朝市や交流施設等で地産地消を
ＰＲする 

○地元の野菜や魚を使った料理を
紹介する 

 


