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第１章 計画の策定 

１ 策定の趣旨 

「食」は私たちの命の源であり、生きるために欠かせないものです。また、食育は生

きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられてい

るように、あらゆる年齢層に必要なものですが、特に子どもにおいては、心身の成長及

び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人

間性を育む基礎となるものです。 

 

長洲町では、国の「食育基本法」及び「食育推進基本計画」をもとに、「長洲町食育

推進計画」を平成 23年 3月に策定し、「食」をとおした元気な長洲町づくりを基本理念

に食育の普及を推進してきました。 

 

近年、社会経済情勢の変化により、ライフスタイルや価値観は多様化し、栄養の偏り

や不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加などの健康問題や、食品ロス等の環境問題、

地域特色ある食文化の継承など、「食」をめぐる課題は数多くあります。 

 このような状況を踏まえ、食育を総合的かつ計画的に推進していくために、第 1次計

画の取り組みを基本としながら、国の食育推進基本計画に定める重点課題に留意し、「第

2次長洲町食育推進計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊食育基本法における「食育」の位置づけ＊ 

 ・生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。 

 ・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

な食生活を実践することができる人間を育てること。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）第 18 条に基づく市町村食育推進計

画です。策定にあたっては、国、県の食育に関する計画を基本とし、長洲町で策定され

ている各種の計画との整合性を持たせることにより「食育」への関連事業と協働して推

進していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 本計画は、平成 28 年度（2016 年）から平成 32 年度（2020 年）までの 5 年間としま

す。なお、社会情勢の変化等によって、見直しが必要となった場合には、計画期間内で

あっても見直しを行います。 

 

 

 

    

        

第５次長洲町総合振興計画 

 

・健康ながす２１プラン 

（健康増進計画） 

・長洲町データヘルス計画 

・第 2 期特定健診等実施計画 

・長洲町子ども子育て支援計画 

その他、各小中学校における 

「食に関する指導全体計画」等 

 

第２次 

長洲町食育推進計画 
 

 

 

健康食生活・食育推進計画 

県 

食育推進基本計画 
国 

食 育 基 本 法 



4 

 

第２章 現状と課題 

 

 長洲町民の食育に関する意識や食の現状を把握するためにアンケートを行いました。 

 調査期間は平成 27年 10月 26日～平成 27年 11月 13日、調査対象は児童・生徒（小

学 5・6年生及び中学 1～3年生）及び一般成人（20歳以上）の合計 385名です。 

 

 

１ 食育に関する意識 

①「食育」の周知について 

  

食育という言葉やその意味について、一般成人（以下、「一般」とする。）では、「言

葉も意味も知っていた」という回答が 58.1％、「言葉は知っていたが意味は知らなかっ

た」という回答は 35.5％でした。児童・生徒では 14.2％が「言葉も意味も知っていた」

と回答し、63.7％が「言葉は知っていたが意味は知らなかった」と回答しています。 

「食育」という言葉自体は、一般では 93.6％（平成 22年度調査では 84.6％）、児童・

生徒では 77.9％（同調査では 92.8％）が知っていることになり、一般では前回の調査

時よりも認知度は高まったといえます。一方で児童・生徒においては認知度が下がって

いました。 

 

 



5 

 

②「食育」への関心について  

  

食育への関心について、一般では「関心がある」「どちらかと言えば関心がある」

を合わせると 79.6％であり、児童・生徒では 34.4％でした。 

平成 26 年度の国の調査（※1）では一般は 68.7％であり、国の調査と比べると高

い結果です。町の平成 22年度調査結果（一般では 78.0％、児童・生徒は 51.8％）と

比較すると一般における関心は高まっている一方で、児童・生徒における関心は下が

っていることがわかりました。 

 

 

（まとめ） 

  食育の認知度や関心については、前回の調査時点よりも一般では高くなっています

が、児童・生徒では低い傾向にありました。小中学校での食育の取り組みは実施され

ていますが、「食育」という言葉よりも「早寝早起き朝ごはん」といった標語の方が

周知されているかもしれません。今後も学校や地域において食育に関する取り組みを

継続していくことが重要です。 

  

※1：平成 26年度「食育に関する意識調査」（内閣府） 
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２ 食習慣について 

① 食の摂取 

 

 

朝食の摂取状況については、一般では 85.7％（平成 22年度調査では 86.6％）が「ほ

とんど毎日食べる」と回答し、児童・生徒では 87.8％（同調査では 90.3％）でした。

また、熊本県の平成 23年度調査（※2）によりますと、朝食を毎日食べる割合（一般）

は男性 80％、女性 85％という結果であり、長洲町もほぼ同じ程度の結果だといえます。 

一般を年齢別でみると「ほとんど毎日食べる」と回答した人は、30 代以上では 80％

を超えていますが、20 代は 62.5％にとどまっています。若い世代における朝食の取り

方について重点的に取り組む必要があります。 

 

※2：平成 23年度「県民健康・栄養調査」（熊本県） 
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② 野菜の摂取 

 

一日の野菜の摂取状況は、「毎食」と答えた割合は 30.0％（平成 22 年度調査では

43.2％）、「（一日のうち）２食のみ」は 40.8％（同調査では 31.9％）だったことから、

野菜の摂取回数が減少していることがわかりました。また、年齢別でみると、60 代以

上では「毎食」と答えた割合が高く、20 代から 50 代では「（一日のうち）２食のみ」

と答えた割合の方が高い結果でした。 

野菜は毎日 350ｇ以上の摂取が必要であると言われています。今回のアンケートは、

野菜を食べる回数を調査したもので、量までは解りませんが、野菜が不足しがちである

と予想される大人を中心に、野菜の適量摂取を周知していく必要があります。今後も野

菜を食べることの必要性や野菜を取りやすいメニューの紹介など、情報の普及・啓発に

取り組んでいく必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊野菜の摂取について＊ 

 平成 23 年度県民健康・栄養調査の結果、熊本県民の野菜摂取量は全国平均に及ば

ず、特に 20・30 歳代が少ない現状でした。また、摂取量が少ない人は、野菜摂取目

標量の 350g 以上の摂取者と比べて肥満者の割合が高いことがわかりました。肥満は

生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など) の発症に関連していることから、野菜

の摂取量を増やす取り組みが必要です。そこで長洲町では食生活改善推進員を中心に、

『長洲の野菜レシピ』を作成し、「野菜あと一皿(100g)」に取り組んでいます。 
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③ 間食の摂取 

25.9%

20.8%

24.4%

12.2%

39.0%

35.0%

10.7%

32.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童・生徒

一般

間食をしていますか

ほとんど毎日食べる 週に４，５日食べる

週に２，３日食べる ほとんど食べない

 間食の摂取状況は、一般では 20.8％（平成 22年度調査では 24.1％）、児童・生徒で

は 25.9％（同調査では 25.9％）が「ほとんど毎日食べる」と回答していました。 

また、年齢別みると、「ほとんど毎日食べる」と答えた人は 40、50 代で 30％を超え

ており、他の年齢層は 12～21％でした。 

 間食の習慣は、食べ過ぎによる肥満やむし歯の原因となります。一日 3回の食事を規

則正しく食べている上で、間食の内容や量が食事に影響しないことがよいとされていま

す。正しい間食のとり方について普及啓発の必要があります。 

 

 

３ 運動習慣について 
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運動の習慣については、「ほとんど毎日」と回答した人は 15.9％（平成 22 年度調査

では 19.1％）でした。性別でみると男性の方が女性よりも実施している割合が高く、

女性の 60％は「ほとんどない」と答えていました。 

また、年齢が高くなるほど運動習慣のある人の割合が高い傾向にありました。これは

60 代以降では仕事を退職し時間的なゆとりができることや、身体の不調を感じて意識

的に身体を動かすことを実践する人が増えていくことが考えられます。その一方で若い

年代では仕事や子育てなどにより、運動に時間を割くことが難しいと考えられます。生

活習慣病予防のためにも適度な運動習慣が必要なことから、今後も啓発に努めていく必

要があります。 
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第３章 第１次計画の成果と評価 

 

第 1 次計画では、「豊かな心」「健康な体」「食の安心と環境への配慮」を基本目標に

掲げて取り組んできました。各数値目標における達成状況や様々な取り組みの成果を踏

まえて前計画の評価を行いました。 

 

１ 基本目標 ① 食に感謝する豊かな心をつくります 

 

基本的

な方針 

・体験を通じて、食に対する感謝の心を育みます。 

・食事のマナーを理解し楽しい食事を実践します。 

・食を通じたコミュニケーションを確保します。 

・家庭の味や地域の特色ある食文化を継承します。 

 

◇具体的な取り組み 

○学校や保育所等・・・ 

・農作物の栽培・収穫体験、潮干狩り体験 

・親子料理教室や家庭科での調理実習 

・栄養士等による講話 

 

○地区組織（食生活改善推進員・婦人会・子育てサークル等）・・・ 

・農作物の栽培・収穫体験の提供 

・子どもや地域住民へ食に関するテーマ（野菜を食べよう、郷土料理等）をもとに

体験活動を提供 

・料理教室を開催し、共食の場の提供や家庭の味を継承 

 

◇数値目標 

項    目 対象 Ｈ22 
目標値 

(H27) 

達成状況 

(H27) 

「いただきます」などの挨拶をする

人の割合 
一般 62.1％ 70％以上 56.2％ 

朝食も夕食も 1人で食べる人の割合 児童・生徒 6.9％ 0％ 5.2％ 

家庭での食事に関する手伝いをする

子どもの割合 
児童・生徒 88.3％ 90％以上 89.2％ 
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「家庭での食事に関する手伝いをする子どもの割合」は目標値に近い結果でしたが、

その他の項目については減少していました。 

 

◇今後の課題 

 目標値の達成には至りませんでしたが、各関係機関での取り組みは以前よりも増え、

その内容も充実してきています。共食（誰かと食事を共にすること）は食を通したコミ

ュニケーションの一つです。今後は家庭の中での取り組みが増えるようなしくみづくり

が必要です。 

 

 

２ 基本目標 ② 食で、健康な体をつくります 

 

基本的

な方針 

・望ましい食習慣の定着を図ります。 

・健全な食生活により、生活習慣病の予防活動を実践します。 

・おいしく食べるための歯の健康を確保します。 

 

◇具体的な取り組み 

○学校や保育所等・・・ 

・早寝早起き朝ごはん活動として日常の生活習慣のチェック 

・児童や保護者に対する望ましい食習慣の講話の提供 

・朝ごはんの歌や朝ごはん標語の活用 

・授業・学活・総合的な学習の時間を食（給食）に関連づけて展開 

・食品アレルギーの研修等 

 

○地区組織（食改・婦人会・老人クラブ・子育てサークル等）・・・ 

・料理教室を提供する際に野菜の摂取や食習慣の大切さを盛り込んで実施 

・子ども向けにおやつの摂り方について必要量や表示の見方等を学習する機会の提供 

・子育て中の母親を対象とした料理教室で栄養バランスのとれた献立を紹介 

 

○町の保健センター・・・ 

・健診結果説明会や公民館事業において疾病予防について講話を実施 

・乳幼児健診では子どもの食習慣の大切さや栄養バランス等について保護者に説明。 

・小中学校や保育所等に対し、フッ化物洗口事業やブラッシング指導の提供 

・栄養士や歯科衛生士による健康講話 
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◇数値目標 

項    目 対象 Ｈ22 
目標値 

(H27) 

達成状況 

(H27) 

朝食をほとんど食べない

人の割合 （週 5 日以上

食べない人） 

1歳 6 ヵ月児 1.5% 0％ 2.1％ 

児童 6.2％ 0％ 2.8％ 

生徒 8.5％ 0％ 2.1％ 

20代 14.9％ 10％以下 18.8％ 

30代 14.3％ 10％以下 4.3％ 

毎食「主食」「主菜」「副

菜」をそろえて食べる人

の割合 

一般 46.9％ 60％以上 35.1％ 

野菜を毎食食べる人の

割合 
一般 43.3％ 50％以上 30.0％ 

間食を習慣的に（週 4

日以上）食べる人の割合 

児童・生徒 53.9％ 45％以下 50.3％ 

一般 38.6％ 25％以下 33.1％ 

適正体重にない人の割

合 

小学生 

（肥満度 20％以上） 
9.8％ 5％以下 7.2％ 

小学生 

（肥満度-20％以下） 
0.6％ 0.5％以下 0.9％ 

中学生 

（肥満度 20％以上） 
9.8％ 5％以下 7.4％ 

中学生 

（肥満度-20％以下） 
0.6％ 0.5％以下 2.6％ 

一般 

（BMI25.0以上） 
30.8％ 25％以下 

23.9％

（H27.12月） 

よくかんで食べる人の

割合 
一般 32.2％ 50％以上 22.3％ 

むし歯保有率 3歳児 29.7％ 25％以下 
23.3％ 

（H26） 

食後に歯みがきをする

人の割合 
一般 41.2％ 50％以上 48.0％ 

 

目標値を達成できた項目は、「朝食をほとんど食べない人の割合」のうち 30代（4.3％）、

「適正体重にない人の割合」のうち一般（23.9％：平成 27年 12月現在）、「3歳児のむ

し歯保有率」（23.3％：平成 26年度結果）の３項目でした。 

また、目標値までは至らなかった項目でも平成 22 年度調査時よりも割合が増加又は
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減少し、効果が出ている項目として、「間食を習慣的に（週 4日以上）食べる人の割合」、「適

正体重にない人の割合」のうち小学生及び中学生の肥満度 20％以上の割合、「むし歯保有

率（3歳児）」、「食後に歯磨きをする人の割合」があげられます。 

一方で、小学生及び中学生の肥満度 20％以下（痩せ）の割合が増加していることは大きな

課題です。 

 

◇今後の課題 

 食習慣については第 2章で述べたとおり、若い世代における朝食の摂取の啓発、全年

齢層における野菜摂取量の増加、望ましい間食の摂り方についてさらなる取り組みが必

要です。また、意識して運動している割合が減少していることから身体を動かして健康

づくりにつながるような新たな取り組みが必要だと考えます。 

各関係機関の具体的な取り組みは以前よりも増え、その内容も充実してきていますの

で今後は関係機関相互の連携による取り組みの強化が期待できます。 

生活習慣病は食との関係が大きいことがわかっています。子どもにおいては成長・発

達の確認として、成人では生活習慣病の予防や早期発見のために健康診断を実施してい

ます。健診受診率の向上とともに健診後のフォロー（生活習慣の見直しや治療等）を重

点的に実施していく必要があります。 

歯の健康については、学校・保育所等で実施しているフッ化物洗口やブラッシング指

導等について今後も継続していくことが必要です。 

 

 

３ 基本目標 ③ 食の安心と環境への配慮を図ります 

 

基本的

な方針 

・食の安心を確保します。 

・地元で取れる食（地産地消）の購入を推進します。 

・環境への配慮を行います。 

 

◇具体的な取り組み 

○学校や保育所等・・・ 

・給食時の衛生管理チェック、検食 

・食の安全についての講話や児童が校内放送で給食に使われている食材を紹介 

・町内でとれた農産物を給食に活用 

・牛乳パックのリサイクル 

・稲作体験における消毒を最小限におさえた取組み等 

 

○町の取り組み・・・ 
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・ミニトマト収穫体験の提供、潮干狩り体験の一般開放 

・小中学校や保育所等へ海苔を贈呈 

・地元特産を使った商品開発 

・残菜を中心とした生ごみ減量化対策、クリーンパークファイブミニフェスタ等に

て生ごみダイエットについて啓発活動、生ごみ処理機の普及啓発 

 

◇数値目標 

項    目 対象 Ｈ22 
目標値 

(H27) 

達成状況 

(H27) 

「地産地消」について理解してい

る人の割合 

児童・生徒 39.7％ 80％以上 71.1％ 

一般 73.8％ 80％以上 85.6％ 

地産地消について理解している人の割合は一般成人では 80％を超え、目標値を達成

していました。また、地産地消について「知っているが実践していない」と回答した割

合が 54.1％でした。 

児童・生徒においても平成 22年度調査時よりも割合が増加していました。 

 

◇今後の課題 

数値目標で掲げていた地産地消については認知度が大幅に上がっており、町内での取

り組みの効果がでていることがわかります。また、日本や海外における食の安全に関す

る事故や事件がマスコミ等で取りあげられ、自分のこととして意識される傾向が高まっ

ています。今後も食の大切さを伝え、町民自らが意識した消費行動を実践するための自

覚形成を促すことができる普及啓発を続けていくことが必要です。 

 

 

 

４ 課題から見えてきた今後の取り組むべき方向性 

 これまでの成果及び課題から見えてきた今後の食育推進活動における方向性につい

てまとめました。 

 

（１）子どもから高齢期に至るまでのライフステージに応じたそれぞれの取り組みが

必要となります。特に 20 代などの若い世代では、食生活に関する意識や実践面で

他の世代よりも課題が多くみられました。若い世代へのアプローチは次世代の親教

育にもつながりますので重点的に取り組む必要があります。 

 

（２）社会の変化による家族形態の多様化（ひとり親世帯や貧困の状況にある子ども、

一人暮らし高齢者など）に対する新たな取り組みが求められています。 
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（３）食への感謝とともに、地産地消の推進や食の安全、環境への配慮（食べ残しや

食品廃棄物を減らす）について継続して取り組みます。 

 

（４）食文化の継承は地域のつながりを深めるため、引き続き実施していきます。 

 

（５）食生活改善や運動習慣の確立に向けた健康づくりの取り組みを推進します。 

 

これらの取り組みについては関係機関が連携・協働することが大切です。                  

 

 

 

 

食を通した豊かな人間形成と地域のきずな、生活習慣病の予防と

それによる健康寿命の延伸を目指します。 
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第４章 計画の基本方針 

 

１ 食育の基本理念 

町民一人ひとりが、食に対する感謝の気持ちをもち、長洲町独自の食文化や郷土料理

を愛し、適切な食習慣による健康の維持・増進を図るために、各章で述べた課題等を踏

まえ、第 2次計画における基本理念を次のとおりとします。 

 

 

  

 

 

 

この理念に基づき、様々な関係機関や団体と連携し、食育推進活動を展開していきま

す。 

 

 

２ 食育の基本目標 

 第 1次計画で定めた基本目標である『豊かな心』、『健康な体』、『食の安心と環境への

配慮」の 3本柱を引き続き継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食で育もう 豊かな心と地域のきずな ながすの未来  

（１）食に感謝する豊かな心をつくります 

（２）食で、健康な体をつくります 

（３）食の安心と環境への配慮を図ります 
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３ 基本的な方針 

 基本目標に対し、それぞれに基本方針を定めて推進します。これらを達成するためには、

家庭、保育所・幼稚園、学校、地域（職場）、行政が連携・協働することにより、施策の展

開を図り、目標の実現を目指します。 

 

 

（１）食に感謝する豊かな心をつくるために 

① 体験を通じて、食に対する感謝の心を育みます 

・栽培の楽しさや苦労、収穫の感動や喜び、自然の恵みや生産者への感謝の気持

ちが理解できる農林漁業体験活動を推進します。 

・食べるという行為自体が、動植物の貴重な生命を受け継ぐことであるという認

識が持てるような取り組みを推進します。 

・生産者や地域の人々と共同作業によるふれあい体験やコミュニケーションを推

進します。 

② 食事のマナーを理解し、楽しい食事を実践します。 

・食前後の「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶や、姿勢や箸の持ち方等、

身に着けるべき食事の際の作法を習得できるよう推進します。 

・子どもが食事の配膳や後片づけ、盛り付け等、家庭内での手伝いや役割をもつ

ことによって食事作法の習得や家族への協力意識を高めるよう啓発します。 

③ 多様な世帯形態に配慮した共食の場の提供や、ワーク・ライフ・バランスの

推進により、食を通じたコミュニケーションを確保します。 

・食事場面における会話の大切さについて普及啓発を図ります。 

・家庭で一緒に調理し、食事をする楽しさや喜びへの意識を育てます。 

・孤食解消に向けた普及啓発を図ります。 

・家族に限らず、地域の人々との共食の場の提供を推進します。 

④ 家庭の味や地域の特色ある食文化を継承します。 

・ユネスコ無形文化遺産に登録した「和食；日本の伝統的食文化」について継承

します。 

・地域でこれまで伝えられてきた、郷土料理や行事食を継承します。 

・四季折々、旬の食材に関する食文化の知識を普及します。 
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 （２）食で、健康な体をつくるために 

① 望ましい食習慣の定着を図ります。 

・子どもから高齢者まで、生涯を通じた望ましい食習慣や知識の習得について啓

発します。 

・バランスを考えた食事、主食・主菜・副菜を揃えて食べるように推進します。 

・早寝・早起き・朝ごはん運動や望ましい間食の摂取について推進します。 

② 健全な食生活により、生活習慣病の予防活動を実践します。 

・若い世代を中心に食に関する意識の啓発を図ります。 

・妊産婦、乳幼児期からの栄養バランスの重要性について啓発します。 

・減塩の推進、野菜摂取の推進、おやつの摂り方等について啓発します。 

・食生活改善や運動習慣の確立に向けた健康づくりの取り組みを展開します。 

③ おいしく食べるための歯の健康を確保します。 

・噛む回数を増やしてゆっくり食べることや、歯磨きや歯周病予防の必要性につ

いて啓発します。 

・かかりつけ歯科医を推奨するとともに、歯科検診や歯科保健指導の充実を図り、

歯の大切さについて啓発を図ります。 

・介護予防拠点施設等を活用し、高齢者における口腔機能の維持向上を図ります。 

 

（３） 食の安心と環境に配慮する 

① 食の安心・安全を確保します。 

・子どもたちが安心して食べる給食の提供に努めます。 

・新鮮な食品の選び方や適切な調理・保管方法について普及啓発します。 

・食品表示に関する知識の普及について啓発します。 

④ 地元で取れる食（地産地消）の購入を推進します。 

・生産から消費まで一連の循環が町内で完結できるよう、地産地消活動を普及し、

町民が実践に結びつくよう啓発します。 

・町で生産される産物（のり・あさり・トマト等）の普及啓発を図るためのイベ

ントの開催、情報の発信を行います。 

⑤ 環境への配慮を行います。 

・家庭や給食の食べ残し等で発生する残菜等の減少に取り組みます。 

・食品の包装・容器等の減量化、リサイクルに対する啓発普及を行います。 

・家庭から出る使用済のてんぷら油を回収して資源化を図ります。  
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第５章 基本的施策の展開 

 

１ 食育推進におけるそれぞれの役割と展開 

 

食育の推進は、町民のあらゆる年齢層（乳幼児期～高齢期）において、一人一人が主

体的に取り組むとともに、家庭、保育所・幼稚園、学校、地域（職場）などの実施主体

者や食育をけん引していく推進主体（長洲町食育推進計画策定委員会、行政）が協働し

て取り組んでいくことが大切です。そこで、さまざまな活動領域ごとに役割を設定し、

具体的な取り組みを策定します。 

 

 

（１） 家庭の役割 

  家庭は、子どもが生まれてから様々な生活習慣を身につける重要な場所です。しか

し近年は、食生活やライフスタイルの変化などにより食をめぐる環境が変化し、かつ

ての家庭にあった食卓の良さが失われつつあります。家庭は、生活リズムの確立など

基本的な生活習慣の形成のほか、望ましい食習慣や食事の作法の習得、「いただきま

す」「ごちそうさま」など食に対する感謝の気持ちやコミュニケーションの場など重

要な役割を担っています。  

家庭において楽しく食育を学び、実践していくためには、保育所・幼稚園や学校等

と協力し、食育への関心を高め、望ましい食習慣の確立ができるよう図っていく必要

があります。 

 

 

◇家庭に対する施策 

ⅰ）食に感謝する豊かな心をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

食事の挨拶や作法に関する啓発 

・感謝の気持ちを込めた「いただきます」

「ごちそうさま」といった挨拶習慣の定

着、正しい箸の持ち方等の作法の向上に関

する啓発活動を行います。 

・食事の配膳や後片づけ、盛り付け等、家

庭内での手伝いや役割をもつことによる

食事作法の習得や家族への協力意識を高

めるよう啓発します。 
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食を通じたコミュニケーションの

推進 

・家族一緒に食事をすることで、食の楽し

さや喜びの意識を育み、食に対する感謝す

る気持ちや食文化に対する理解を深める

よう啓発活動を行います。 

 

ⅱ）食で、健康な体をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

早寝・早起き・朝ごはんの推奨 

・朝食をはじめ、3 食をきちんととり、早

寝早起きを実践するなど基本的な生活習

慣の定着を推進します。 

間食（おやつ）の正しい摂り方 

・肥満防止や、健全な食生活のための正し

い間食（おやつ）の摂り方について普及啓

発します。 

歯の健康づくり 
・歯磨きや保護者による仕上げ磨き、歯科

検診の受診について啓発を行います。 

 

ⅲ）食の安全と環境に配慮するために 

具体的な取り組み 施策概要 

食品表示に関する普及啓発 

・食品を選ぶときに重要な情報が記載され

ている食品表示について、見方や活用の方

法について、普及啓発します。 

環境への配慮 
・家庭での食べ残し（食品ロス）の抑制や

生ごみ処理機の利用推進を図ります。 

 

 

 

（２）保育所・幼稚園の役割 

  子どもの健やかな心と身体の発育のためには、乳幼児期から発育・発達段階に応じ

た豊かな食の体験を積み重ねていくことが大切です。 

  保育所・幼稚園においては、子どもたちが様々な食べ物と親しみ、食べたいものや

好きなものが増えることや食事の作法を学ぶなど、食事を楽しむことができるように

子どもの成長に応じた取り組みを推進することが求められます。 

  また、乳幼児期は歯の生えかわりなどの口腔機能が大きく変化する時期であり、む

し歯予防や歯の健康について、家庭と連携した取り組みを実践していくことが大切で

す。 
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◇保育所・幼稚園における施策 

ⅰ）食に感謝する豊かな心をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

 食に関する体験の充実 

・食への関心や収穫の喜びを感じるために、

野菜づくりなどの農業体験を推進します。 

・食材に触れ、料理の楽しさを教えるため

に料理教室等を開催します。 

 

ⅱ）食で、健康な体をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

早寝・早起き・朝ごはんの推奨 

・朝食をはじめ、3 食をきちんととり、早

寝早起きを実践するなど基本的な生活習慣

の定着を推進します。 

歯の健康づくり 
・フッ化物洗口の実施や歯磨きの推奨を進

めます。 

 

ⅲ）食の安全と環境に配慮するために 

具体的な取り組み 施策概要 

地産地消の充実 
・町内で摂れた野菜を給食に活用し、地産

地消を推進します。 

環境への配慮 
・食品ロスの削減や、牛乳パックのリサイ

クル化を進めます。 

 

 

 

（３）学校の役割 

  小中学校は、子どもたちが生涯を健康で生きるために、学校給食をはじめ、学校教

育活動全体を通して「食」に関する知識、「食」を選択する能力や望ましい食習慣を

身に付ける場となっています。さらに食育を通じて心豊かな生活を送ることのできる

基礎を築くため、家庭や地域社会と連携し、体験学習を通じて幅広い食育を推進しま

す。また、６月を「食育月間」、１月は全国学校給食週間、毎月１９日は「食育の日」

として食を通じた取り組みが行われます。 
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◇学校における施策 

ⅰ）食に感謝する豊かな心をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

 食に関する体験の充実 

・学校農園などでの農作物の栽培・収穫、

潮干狩り、料理教室などを通じて食に対す

る感謝の気持ちを育む活動を推進します。 

・保護者向けの給食試食会を実施します。 

食を通じたコミュニケーションの

推進 

・調理に携わる人々や保育所等の園児、地

域住民等とのふれあい体験学習による交流

を図ります。 

 

ⅱ）食で、健康な体をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

早寝・早起き・朝ごはんの推奨 

・朝食をはじめ、3 食をきちんととり、早

寝早起きを実践するなど基本的な生活習慣

の定着を推進します。 

授業と給食を関連づけた展開 
・給食の献立を用いた栄養学習を継続しま

す。 

個人の食の実態と身体状況に合わ

せた支援 

・アレルギー除去食への対応やアナフィラ

キシーショックへの対応について校内研修

を推進します。 

歯の健康づくり 

・菓子類に含まれる砂糖量の学習について

実施します。 

・フッ化物洗口事業の実施や歯磨き・歯科

受診の推奨を進めます。 

 

ⅲ）食の安全と環境に配慮するために 

具体的な取り組み 施策概要 

食の安心の確保 

・給食当番の衛生管理チェックや検食を推進

します。 

・稲作での消毒を最小限に努めて実施しま

す。 

地産地消の充実 
・農林漁業体験による地産地消の学習、啓発

普及を図ります。 
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環境への配慮 
・給食の残菜量の計測や牛乳パックの資源リ

サイクルを推進します。 

 

 

 

（４）地域（職場）の役割 

  地域は、一生を通して生活を営む場です。健康でいきいきと暮らしていくためには、

地域ぐるみで食生活の改善に取り組んでいく必要があります。 

また、地域住民の健康増進を図るには生活習慣病や内臓脂肪症候群（メタボリック

シンドローム）等を予防し、関係者、各種関係団体が連携し、一体的に取組んでくこ

とが大切です。企業等の職場においても、仕事と生活の調和を図る（ワーク・ライフ・

バランス）を推進していくことが、食生活（食環境）の充実において重要な取り組み

になってきます。 

さらに、地元で採れた新鮮で安全・安心な旬の食材の活用や提供により、消費者と

生産者及び地域住民が交流を深め、地域の活性化が期待される地産地消の推進が必要

です。 

地産地消の推進と併せ、生産者と消費者の交流や、保育所・幼稚園、学校等と連携

した「食」や農業・漁業に関するいろいろな学習や体験の機会を積極的に提供してい

くことが求められています。 

 

 

◇地区組織、職場における施策 

ⅰ）食に感謝する豊かな心をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

 食に関する体験の提供 
・行事や農林漁業体験の提供を推進しま

す。 

 食を通じたコミュニケーションの

推進 

・多様な世帯の方を対象に共食の場を提供

し、孤食解消を推進します。 

・地区単位での料理教室等の機会を提供し

ます。 

郷土料理の継承 
・学習会や料理教室などの機会の提供を推

します。 
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ⅱ）食で、健康な体をつくるために 

具体的な取り組み 施策概要 

望ましい食習慣の啓発 

・保育所等や学校に対し、早寝早起き朝ご

はん活動やおやつの摂取について講話や

料理教室などの提供を進めます。 

・一般成人や高齢者に対し、食事摂取基準

や減塩、野菜の摂取について講話や料理教

室などの提供を進めます。 

歯の健康づくり 

・広報等による歯科口腔衛生に関する情報

の提供を推進します。 

・保育所等や学校に対し、フッ化物洗口や

フッ素塗布、ブラッシング指導を推進しま

す。 

・一般成人や高齢者に対し、歯科検診の推

奨を行います。 

 

ⅲ）食の安全と環境に配慮するために 

具体的な取り組み 施策概要 

食の安心の確保 

・食品表示の見方や活用の方法、食品の適

切な保管方法の情報について普及啓発し

ます。 

地産地消の充実 

・生産から消費まで一連の循環が町内で完

結できるよう地産活動を普及し、町民が実

践できるよう推進します。 

環境への配慮 

・てんぷら油の回収、生ごみダイエットの

推進、リサイクルに対する啓発活動を推進

します。 
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２ 世代別の取り組み 

人は、乳幼児期から発育・発達段階に応じた様々な食の体験を積み重ねていくことに

より、健康で生き生きとした生活を送るための基本となる食を営む力を身につけます。 

そこで、人の一生を、乳幼児期、学童・思春期、青年期、壮年期、高齢期に、妊娠期・

授乳期（胎児期）を加え、6つのライフステージに区分し、ライフステージごとの特徴

に合わせた食育のテーマと実践上のポイントをまとめて示します。これにより、個別の

世代を対象とした食育推進施策を展開することで、ライフステージに応じた間断ない食

育を推進します。 

 

ステージ 食育のテーマ ポイント 

乳幼児期 

（0～6歳） 

家庭を基盤とした望ましい食

習慣の基礎をつくる 

○早寝・早起き・朝ごはんの実践 

○食べ物への関心を持つ 

○３食規則正しく食べる 

○いただきます、ごちそうさま等の挨拶

の習慣を身につける 

○歯磨きの習慣をつける 

○家族と一緒に食事をする 

学童・思春期 

（7～19歳） 

規則正しい生活リズムの形成

と栄養バランスのとれた食事

を実践する 

○早寝・早起き・朝ごはんの実践 

○栄養バランスを考えて食べる 

○体験や調理を通じて食への関心や感

謝の気持ちを育てる 

○自分の健康に関心をもち、食との関連

や適正体重を知る 

○郷土料理を知る 

○家族と一緒に食事をする 

○食の作法を身につける 

○歯磨きの習慣化 

○食品ロスの削減やリサイクルの実践 

青年期 

（20～39歳） 

朝食摂取の習慣と生活習慣病

の早期予防に向けた食生活・

運動習慣を実践する 

○朝食の欠食の是正、規則正しい生活習

慣をもつ 

○バランスの取れた食事の選択 

○季節の食材を使って季節感を楽しむ

食卓づくり 

○休肝日をもうける 

○自分に合った食事や運動の健康プラ
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ンを実践する 

○家庭での食育に取り組む 

○定期的に健診・歯科検診を受ける 

○郷土料理に親しむ 

○食品ロスの削減やリサイクルの実践 

壮年期 

（40～64歳） 

生活習慣病を予防する食生

活・運動習慣を実践する 

○脂質や塩分、糖分の多い食事のとり過

ぎに注意する 

○バランスの取れた食事の選択 

○季節の食材を使って季節感を楽しむ

食卓づくり 

○休肝日をもうける 

○自分に合った食事や運動の健康プラ

ンを実践する 

○家庭での食育に取り組む 

○定期的に健診・歯科検診を受ける 

○郷土料理に親しむ 

○食品ロスの削減やリサイクルの実践 

高齢期 

（65歳～） 

健康管理に努め、年齢にあっ

た食生活を送る 

○塩分のとり過ぎや低栄養に注意する 

○身体の変化に応じた食事の選択 

○季節の食材を使って季節感を楽しむ

食卓づくり 

○休肝日をもうける 

○自分に合った食事や運動の健康プラ

ンを実践する 

○家族や仲間と食を楽しむ 

○定期的に健診・歯科検診を受ける 

○郷土料理や行事食を伝承する 

○80歳で 20本の歯を保つ 

妊娠期・授乳期 

（胎児期） 

生命を育むために必要な栄養

の摂取と適切な食生活を実践

する 

○妊娠前からの健康な食生活の定着 

○必要エネルギー、不足しがちなビタミ

ン、ミネラル、カルシウムの摂取 

○バランスのよい食生活で母乳育児 

○適切な体重の管理 

○酒・タバコの害から子どもを守る 
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３ 目標達成のための数値目標 

下記の数値目標のほか、各関係機関の取組みや食育に関する事業・イベント等を実施

した際に基本目標や基本方針に関連した内容を盛り込み、意識調査や実態調査を行うこ

ととします。 

 

項    目 対象 Ｈ27 
目標値 

(H32) 

「食育」という言葉やその意味を

知っている人の割合 

児童・生徒 14.2％ 50％以上 

一般 58.1％ 70％以上 

朝食も夕食も 1 人で食べる人の

割合 
児童・生徒 5.2％ 0％ 

適正体重にない人の割合 

小学生 

（肥満度 20％以上） 
7.2％ 5％以下 

小学生 

（肥満度-20％以下） 
0.9％ 0.5％以下 

中学生 

（肥満度 20％以上） 
7.4％ 5％以下 

中学生 

（肥満度-20％以下） 
2.6％ 0.5％以下 

一般 

（BMI25.0以上） 

23.9％ 

（H27.12） 
22％以下 

むし歯保有率 3歳児 
23.3％ 

（H26） 
22％以下 
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第６章 計画の推進 

 

１ 計画の推進体制 

 食育の推進にあたっては、町民や食育に関わる関係機関や団体が情報を共有し、連携

を図り、それぞれの役割を果たすことが重要です。 

 長洲町では総合的な視野から、関係課及び関係団体で構成された「長洲町食育策定委

員会」を平成 22年度に設置し、計画に基づいた推進施策の検討・連絡・調整を行ない、

各施策の進捗状況の把握に努めています。 

また、計画の推進にあたっては、家庭、保育所・幼稚園、学校、地域との連携体制を

強化しながら、計画の周知を図り、町民に浸透するよう計画に基づく取り組みを行ない

ます。 

 

 

２ 計画の評価検証の進め方 

 計画をより実行性のあるものとするために、具体的な取り組みについて進捗状況を把

握するとともに、評価指標の達成度について検証を行います。 

 

 

３ 計画の見直しについて 

 計画の評価検証の結果、あるいは社会情勢の変化等により、計画内容について見直し

の必要があると認められる場合には、「長洲町食育策定委員会」における協議を経て計

画を見直すことにします。 
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長洲町食育推進計画策定委員会設置要綱 

 

(設置) 

第 1条 長洲町における食育を総合的に推進するための計画及び食育の推進に関する

事項について協議するため、長洲町食育推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 食育推進計画を策定すること。  

(2) 食育の推進に関する施策の実施を推進すること。  

(3) 食育の推進に関する重要事項を審議すること。  

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 14名以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 保健、福祉、教育等関係者  

(2) 農業、漁業、商業等関係者  

(3) その他町長が必要と認める者  

(会長及び副会長) 

第 4条 会長、副会長各 1名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 委員会は会長が召集し、その議長となる。 

(委員の任期) 

第 6条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(庶務) 

第 7条 委員会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。 

(雑則) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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長洲町食育推進計画策定委員会委員名簿 

 

              （平成 27年度） 

番号 所  属 氏  名 備  考 

１ 長洲町地域婦人会 田上 蘭子 会長 

２ 長洲町旅館・飲食店組合 西川 勝博  

３ 熊本北部漁業協同組合 坂本 佐恵美  

４ 長洲町食生活改善推進員協議会 古林 悦子  

５ 長洲町母子保健推進員 魚島 惠美  

６ ＪＡたまな長洲総合支所（女性部） 徳永 得子  

７ 老人クラブ連合会 門川 信也  

８ ながす地域活動 増岡 美知子  

９ 不二ライトメタル株式会社 井村 美香  

１０ 長洲町立六栄保育所 森田 清美  

１１ 長洲町立清里小学校 校長 城 祐治  

                                   

 

 

 

 

 

  


