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第４章 食育推進のための具体的な取り組み 

１１１１．．．．たべてたべてたべてたべて元気元気元気元気なななな体体体体づくりづくりづくりづくり 

 

 バランスのとれた食生活をしよう 

 

栄養バランスのとれた食生活をおくることは、生活習慣病の予防など、健康な体を育むことに

つながります。 

一人ひとりが自分の食生活に関心を持つとともに、バランスのとれた食生活が実践できるよう、 

啓発を行っていきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○生活習慣病予防のための、栄養バランスのとれた食生活を心がけます。 

○バランスの良い食事ができるように、「食事バランスガイド」などを活用します。 

○健康と食生活の関係について理解を深めていきます。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●生活習慣病予防のために、バランスのよい食生活や運動習慣についての知識を普及します。 

●調理体験を通して、栄養バランスのよい食事を紹介します。 

●生活習慣予防についての啓発・周知を行います。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

「食事バランスガイド」等を使った栄養に関する周知・啓発 市民全般 

健康推進課 

農林水産課 

食育に関する料理教室等の実施 市民全般 健康推進課 

おたよりや献立表による栄養バランスや正しい食事の周知・

啓発 

園児・児童 

生徒・保護者 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

バランスのよい食事についての指導 児童・生徒 

学校教育課 

学校給食課 

給食センター見学、給食参観、給食試食会等の実施 保護者 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

１ 
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規則正しい食生活習慣を身につけよう 

 

早ね・早おきをするなど正しい生活リズムを身につけることは、毎日朝ごはんをたべることや

正しい排便習慣につながります。 

大人になってからも規則正しい生活が送れるように、子どもの頃から規則正しい生活習慣を身

につけられるよう啓発を行っていきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○朝ごはんを毎日たべます。 

○早ね・早おきなど規則正しい生活習慣を身につけます。 

○正しい排便習慣を身につけます。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●朝ごはんの大切さを伝えていきます。 

●早ね・早おきの取り組みを普及していきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

「早ね・早おき・朝ごはん」の周知・啓発 市民全般 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

健康推進課 

生活習慣や朝ごはんに関するアンケートや講演会の実施 園児・保護者 児童課 

正しい生活習慣や朝ごはんの重要性等についての指導 児童・生徒 

学校教育課 

学校給食課 

親子料理教室における朝ごはんの大切さについての啓発 

児童・生徒 

保護者 

学校給食課 

健康推進課 

子育て支援センター等における生活リズム等のミニ講座の開催  保護者 児童課 

朝ごはんに関するコンテストの周知・参加促進 児童 学校教育課 

 

２ 
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よくかんで、味わってたべよう 

    

食の欧米化などによる、食材の変化を受けて、現代の食事は、かむ回数が減少しています。よ

くかんでたべることは、食事の量が少なくても満腹感を感じることから、たべ過ぎの予防になり

ます。また、よくかんで、味わってたべることで、味覚の発達や口腔機能向上につながります。 

「よくかんで、味わってたべること」の大切さについて、周知を図ります。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○よくかんで、味わってたべることについて理解を深めていきます。 

○一口 30 回以上かむことを心がけます。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●「歯の健康フェスティバル」を開催します。 

●「8020運動」（80歳になっても自分の歯を 20 本以上保つ取り組み）を推進し、表彰を行

います。 

●よくかんでたべることについて啓発していきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

「かむことの大切さ」の周知・啓発 市民全般 健康推進課 

歯みがき指導・フッ化物洗口の実施 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校教育課 

よくかんでたべる食材を使用した「かみかみ給食」の実施 児童・生徒 学校給食課 

 

◆ 卑弥呼（ひみこ）の歯がいーぜ ◆ 

「ひみこのはがいーぜ」を合言葉に、よくかんでたべることの大切さを学びましょう。 

「ひ」・・・肥満予防 ～よくかんでたべると、脳にある満腹中枢が働いてたべ過ぎを妨げます～ 

「み」・・・味覚の発達 ～よくかんで味わうことにより、たべものの味がよくわかります～ 

「こ」・・・言葉の発音がはっきり ～よくかむことにより、口のまわりの筋肉が発達します～ 

「の」・・・脳の発達 ～よくかむことは、脳細胞の働きを活発にします～ 

「は」・・・歯の病気を防ぐ ～よくかむと、だ液がたくさん出て、口の中をきれいにします～ 

「が」・・・がんの予防 ～だ液の酵素には、発がん物質の発がん作用を消す働きがあります～ 

「いー」・・胃腸の働きを促進 ～よくかむことで、消化酵素がたくさん出て、消化を助けます～ 

「ぜ」・・・全身の体力向上と全力投球 ～力を入れてかみしめると、力がわきます～ 

３ 
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２２２２．．．．たべてたべてたべてたべて豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心づくりづくりづくりづくり 

 

食を通じてコミュニケーションを深めよう 

 

食事は、健康を維持するための基礎であるだけでなく、家族や友人と会話をしながら楽しくた

べることや一緒に調理をすることで、心を豊かにします。 

特に、共食の機会が少なくなりがちな若い世代や高齢者に対して、家族や友人との食事の機会

の増加を図ります。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○家族が揃う食事の機会を増やします。 

○ゆとりのある食事の時間の確保に努めます。 

○調理や片づけなども協力して行います。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●親子料理教室を開催します。 

●手づくりのおやつづくり講習会を開催します。 

●食生活の講話や昼食会などを行い、高齢者の孤食を予防する取り組みを行います。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

共食についての周知・啓発 市民全般 健康推進課 

給食における、みんなでたべることの楽しさの共有 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

家庭の自慢料理の募集 

児童・生徒 

保護者 

学校給食課 

親子で実施する料理教室の実施 

園児・児童 

生徒・保護者 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

健康推進課 

農林水産課 

食育月間・食育の日の周知 市民全般 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

健康推進課 

農林水産課 

１ 
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食に関する体験を通じて、感謝の気持ちを育もう 

 

農林漁業体験など食に関する体験は、食への感謝の心を育むことにつながります。本市には、

豊かな自然があり、農林漁業体験を行う環境に恵まれています。まちの特性を生かし、食への感

謝の気持ちを育んでいきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○農林漁業体験を行います。 

○食材や料理をつくってくれた人に感謝します。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●農林漁業体験を行う場所を提供します。 

●農林漁業体験を実施し、食に感謝することの大切さを伝えていきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

野菜等の栽培・収穫・調理体験 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校教育課 

子ども農業教室の実施 児童 農林水産課 

農場、魚市場等の見学・体験 児童・生徒 学校教育課 

 

 

 

■親子料理教室                ■子ども農業教室 

２ 
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食文化をもっと知ろう 

 

郷土料理や行事食などは、地域の自然環境との関わりの中で培われてきた大切な文化です。本

市には、特産物を使ったさまざまな料理や郷土料理があります。また、箸の使い方など、食事の

マナーも食文化のひとつです。大切な文化が失われることがないように、継承していきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○食事の時にあいさつをします。 

○食事のマナーを身につけます。 

○郷土料理や特産物を使った料理をつくります。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●特産物を使った料理教室を開催し、郷土料理を伝えていきます。 

●地域で培われた食文化を理解し、紹介していきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

学校給食での郷土料理、行事食の実施 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校給食課 

食事マナーについての指導 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校教育課 

学校給食課 

外国語活動を通した食文化の比較 児童・生徒 学校教育課 

 

 

◆ 蒲郡市の郷土料理 ◆ 

■油菓子 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

油菓子は固めにこねた小麦粉の生地を揚げた

歯ごたえのあるドーナツ。 

ひな人形を飾る時に、一緒に振る舞われてき

た、蒲郡市形原町の伝統的なお菓子です。 
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３３３３．．．．環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい食食食食づくりづくりづくりづくり 

 

地産地消に取り組もう 

 

身近なところでとれる食材を積極的に消費することは、「地域の食文化の継承」「生産者と消費

者の結びつき」「食の安全性の向上」、輸送距離の減少による「環境への負荷の軽減」にもつなが

ります。地産地消への市民の理解を深め、実践に向けた取り組みを推進していきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○地元の食材を購入します。 

○食品表示を確認して、食品を購入します。 

○地元の食材について理解を深めます。 

○地産地消に取り組んでいる飲食店や小売店を積極的に利用します。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●さまざまな特産物について周知を進めます。 

●安全な食品や食材を消費者に提供します。 

●メヒカリやニギスなど特産物を使った料理教室を開催します。 

●地産地消につながるイベントを開催します。 

●地元の食材を使った料理を考案し、普及していきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

献立表などによる地元食材を使った給食や生産者の紹介 

児童 

生徒・保護者 

学校給食課 

「農林水産まつり&食育フェスタ」による地元食材や 

郷土料理の紹介 

市民全般 農林水産課 

「愛知を食べる学校給食の日」「蒲郡の日給食」の実施 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校給食課 

設楽町（豊川水系上流部）産米チヨニシキを使用した 

米飯給食の実施 

園児 

児童・生徒 

児童課 

学校給食課 

地元食材を使った料理教室の実施 児童・市民全般 

健康推進課 

農林水産課 

 

 

１ 
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環境に配慮した食生活をしよう 

    

たべられるのに廃棄されている「食品ロス」は環境への負荷の面から問題となっており、たべ

残しや食品廃棄を減らすなど、環境へ配慮した取り組みが求められています。 

環境に配慮した食生活が送れるよう、家庭での取り組みや生産者・製造業者の取り組みを推進

していきます。 

 

【【【【家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

○購入する食品の量や作る料理の量を考え、食品廃棄を減らします。 

○たべ残しをしないように心がけます。 

○食品の適切な保存方法により、食品を無駄にしないようにします。 

 

【【【【地域地域地域地域・・・・団体団体団体団体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

●環境に負荷の少ない食品の生産や製造に努めます。 

●食品廃棄の現状を伝えていき「もったいない」の気持ちを広めていきます。 

●環境に配慮した、食に関する取り組みを紹介していきます。 

 

【【【【市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】    

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容    対象対象対象対象    担当課担当課担当課担当課    

使用済み給食廃油の再利用 

（バイオディーゼル燃料や石鹸として活用） 

－ 学校給食課 

調理過程で出る生ごみや残菜の処理の工夫 

（生ごみ処理消滅機の活用） 

－ 学校給食課 

給食における残菜の削減 

（残菜率の算出、「給食を残さずたべよう運動」等の実施） 

児童・生徒 

学校教育課 

学校給食課 

 

 

◆ 環境に配慮した取り組み ◆ 

■蒲郡みかんの木から若狭の塗箸 

 

 

２ 

みかんの木は加工の過程の乾燥などで変形し

やすく、一般的には木工品の材料としては不向き

な木ですが、この性質を克服し、福井県若狭の塗

箸を作成しました。通常は焼却や埋設で処分され

てしまうみかんの木を利用しているので環境に

もやさしいエコな箸です。 
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（平成 21 年国民健康・栄養調査） 

 

 

 

４４４４．．．．重点重点重点重点プログラムプログラムプログラムプログラム 

本計画の基本理念「朝ごはん たべて広がる みんなの笑顔 ～蒲郡をたべて 笑顔になろ

う！～」の実現に向けて、重点的に行っていく施策を「重点プログラム」と位置付け、推進して

いきます。 

 

プログラム１  「朝ごはんをたべよう」〈〈〈〈規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの定着定着定着定着〉〉〉〉 

 

朝ごはんをたべることは、頭と体を目覚めさせ、一日のスタートを切る上で大切なスイッチと

なります。本市では、20歳代・30歳代の若い世代で朝ごはんの欠食率が高くなっています。厚

生労働省が行った調査によると、20歳以上で朝ごはんをたべていない人の約 3割は、「小学生」

「中学・高校生」の頃から朝ごはんをたべない習慣が始まっています。家庭や地域、学校と連携

を図った取り組みによる、子どもの頃からの習慣づけが大切です。 

また、時間がないことを理由に朝ごはんを欠食する人が多く、早ね・早おきにより時間をつく

ることや、時間がなくても、内容の伴った朝ごはんがたべられるようなメニューが必要です。団

体と連携し、朝ごはんメニューの開発を検討していきます。 

◆ 参考 ◆ 

 

 

 

 

 

 

食について学ぶ最も身近な場所は、家庭の食卓です。 

家族とコミュニケーションをとりながら食事をすることで、食事の楽しさを実感することがで

き、心の豊かさや安定につながります。また、箸の正しい持ち方や食事の作法・マナー、食文化

などを親が子どもに伝えることで、よい食習慣や正しい知識を身につけることができます。 

毎月 19日の「食育の日」の認知度を高め、家族が一緒に食事をする機会づくりに取り組みま

す。また、高齢者に向けては、団体と連携し、食生活の講話や試食会などを行い、地域で共食の

取り組みを行います。 

◆「共食」に取り組む４つのポイント ◆ 

 

 

プログラム２  「一緒にたべよう」〈〈〈〈共食共食共食共食のののの機会増加機会増加機会増加機会増加〉〉〉〉 

朝食欠食が始まった 

時期（20 歳以上） 

20 歳以降 

54.7％ 

高校を卒業した 

頃から 15.8％ 

中学・高校生 

の頃から 23.1％ 

小学生の頃

から 6.4％ 

①食事を誰とたべているかな？ 

（家族の他にも友人や仕事、グループの仲間など） 

②食事をする場所や時間は一緒かな？ 

（できれば同じ内容の食事をしよう） 

④他にも一緒にした共食はあるかな？ 

（一緒にたべるだけでなく、料理の準備をしたり、 

作ったりすること、そのために必要な情報を集めた

りすることも共食の取り組みのひとつです） 

③楽しい食事になっているかな？ 

（よくかんで食事を味わったり、楽しく会話をしたり、

食事の時間を楽しみましょう） 

参考：親子のための食育読本（内閣府食育推進室） 
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プログラム３  「蒲郡をたべよう」〈〈〈〈地産地消地産地消地産地消地産地消のののの推進推進推進推進〉〉〉〉 

 

本市は、海や山など豊かな自然に恵まれており、みかん、いちごなどの農産物、メヒカリ、ニ

ギスなどの水産物があり、多くの特産物があります。こうした農水産物を生かして、地産地消を

進めていくことが重要です。 

地産地消には、新鮮で安全な地元食材を消費するだけでなく、消費者と生産者の「顔が見え、

話ができる」関係づくりや地域の伝統的な食文化の継承、農産物の輸送距離が短くなることによ

る排気ガス削減などの環境負荷の軽減など、さまざまな効果があります。 

「農林水産まつり&食育フェスタ」による地元食材や郷土料理の紹介、給食における「愛知を

食べる学校給食の日」「蒲郡の日給食」などの取り組みを進めることで、地産地消を推進していき

ます。 

 

◆ 地産地消の取り組み ◆ 

■蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム４  「たべたくんと食育を進めよう」〈〈〈〈食育食育食育食育のののの実践実践実践実践〉〉〉〉 

 

本市では、第１次計画において、食育推進マスコットキャラクターの「たべたくん」による、

市民に向けた食育の周知・啓発に取り組んできました。本計画においてもポスターなどを作成し、

市民への啓発を進めていきます。 

さらに、国の第２次食育推進基本計画にならい、これまでの食育の周知・啓発に加え、食育の

実践についても取り組みを進めていきます。「食事バランスガイド」などを活用した栄養バランス

のとれた食事の作り方の紹介や、農林漁業体験の機会づくりなどを行い、市民の食育の実践に向

けた取り組みを支援していきます。 

今後、「たべたくん」を活用した食育推進を進め、市民が食育を身近に感じ、実践できるように

取り組んでいきます。 

 

蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタでは、地元農

産物や水産物の販売、アサリ汁やニギスの団子汁の

振る舞い、食に関するクイズなど、さまざまなコー

ナーを設け、毎年、多くの人に地産地消の推進、食

育の啓発を行っています。 




