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 「食」は、すべての世代の市民が必ず関わる、私たちの生活の中で

基本となるものです。また、豊かな心、生きる力を身につけていくた

めにも「食」は大変重要です。 

 近年、高齢世帯や単身世帯の増加、ライフスタイルの多様化の影響

で、「食」に関する環境が大きく変化しています。 

 食の外部化に伴う栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の

増加、過度の痩身志向、食の安全・安心、フードロス問題など、私た

ちの生活に関わる様々な問題が生じています。 

 こうした中で、当市では平成 20年に「網走市食育推進計画」を策定

し、「食育」を推進する各種啓発活動に取り組んできました。 

 その結果もあり、市民の皆様の食育への関心は高まりつつあり、各組織・団体で様々な取り組み

が行われてきている一方、個々の活動のつながりや子どもの肥満、成人のメタボリックシンドロー

ム問題において顕著な改善が見られないなどの課題が見られます。 

 こうした課題の解決に向け、網走市の食育を一層効果的に進めていくため、また一次産業を中心

に発展してきた網走市の良さを生かした「地産地消」の推進と、その食材の生産者や料理を作って

くれた人、食材そのものへの感謝の心を育て、継承し、市民の生涯にわたる健康で豊かな生活の実

現を目指すために、このたび「第２次網走市食育推進計画」を策定いたしました。 

 「食育」は健康、産業、環境、文化といった多様な分野、また、生活の多様な場面に広く関わり、

世代間にわたる、継続的な取り組みが必要となるものです。そして、「食育」を通じて、食に関わる

ひとづくり、産業づくりなどの仕組みが地域から生まれてくることが望ましい姿です。 

 当市といたしましては、この新たな「第２次網走市食育推進計画」を基本に、「地域における多様

な食育の継続的な実践」を目指して、市民の皆様と関係機関の方々が一体となって、「食育」の取り

組みを幅広く進めてまいりたいと思いますので、一層のご理解とご協力をお願いします。 

 おわりになりましたが、計画策定にあたり貴重なご意見、ご提言をいただきました「網走市食育

推進会議」の委員の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

 

                                                    網走市長網走市長網走市長網走市長    水水水水    谷谷谷谷    洋洋洋洋    一一一一    
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ⅠⅠⅠⅠ    計画の策定にあたって計画の策定にあたって計画の策定にあたって計画の策定にあたって    

 

１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨１．計画策定の趣旨    

 近年、私たちの「食」に関する環境が大きく変化しています。 

 急速な経済発展やライフスタイルが多様化する中で “こしょく”（「孤食 ※1 」「個食 ※2 」「固食 

※3」「小食 ※4」「濃食 ※5」）などが増えています。 

 また、調理しないで食べられる「中食 ※6 」が増えることで、家庭の調理も減って、食習慣や地域の

食文化も失われつつあります。 

 こうした食の変化は、栄養バランスを損ない、肥満や生活習慣病の増加を引き起こしています。 

「食」は子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくためには極めて重要で、国

民一人ひとりが生涯にわたって健全な心身を培い、生き生きと暮らすことが出来るようにするために、

食に関する知識と安全な食べ物を選択する能力を身につける「食育」の推進が必要です。 

 こうした状況を背景に、平成１７年６月「食育基本法 ※7 」が制定され、網走市では、国内有数の食

料生産基地として、安全で新鮮な農畜産物や水産物を供給する使命を持ちながら、豊富な食材を生かし、

市民の生涯にわたる健康で豊かな生活を実現するために、平成２０年に「網走市食育推進計画」を策定

し「食育」を推進する各種啓発活動等に取り組んできました。 

 当市では、今後も食育活動を継続し、より一層効果的に食育の推進を図るとともに、「食」へ感謝し、

豊かな人間性を育む日本の心と食文化を継承発展させていくために、「第２次網走市食育推進計画」を

策定するものです。 

 

２．計画の位置づけ２．計画の位置づけ２．計画の位置づけ２．計画の位置づけ    

 第２次網走市食育推進計画は、網走市総合計画の個別計画として、食育基本法第１８条の規定に基づ

く市町村食育推進計画と位置づけるとともに、計画の実施にあたっては、国の食育推進基本計画 ※8 や、

「どさんこ食育推進プラン（第３次北海道食育推進計画）※9 」、市の個別計画である「網走市民健康づ

くりプラン ※10 」との整合性を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※法第 18条第 1項 

 

  市町村は、食育推進基本計画を 
  基本として当該市町村の区域内 
  における食育の推進に関する施 
  策についての計画を策定するよ 
  うに努めなければならない。 
 

 

 

 

 

食育基本法（国） 

網走市食育推進計画 

食 育 推 進 基 本 計 画（国） 

どさんこ食育推進プラン 

※第 3次北海道食育推進計画 

網走市民健康づくりプラン 

網 走 市 総 合 計 画 
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３．計画の期間３．計画の期間３．計画の期間３．計画の期間    

 計画の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

 社会経済情勢の変化等によって、計画の変更が必要となった場合には、随時見直すこととします。 

 

４．計画の推進体制４．計画の推進体制４．計画の推進体制４．計画の推進体制    

 これまで、「第１次網走市食育推進計画」に基づき、市民の皆様や網走市機関の方々と一緒になって、

総合的な「食育」施策を推進してまいりました。 

 今後も、計画の推進にあたっては、網走市食育推進会議を中心に、施策の実施状況や計画の進捗状況

等の推進管理を行うこととします。 

 

《食育推進体制図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産業【産業【産業【産業団体団体団体団体】】】】    

・農業・漁業団体 

・食品関連事業者 

【研究機関等】【研究機関等】【研究機関等】【研究機関等】    
・大学 
・医療機関 

【地【地【地【地    域】域】域】域】    

・食育担い手 

・関係団体等 

【【【【学校等学校等学校等学校等】】】】    
・学校・幼稚園 
・保育所 
・ＰＴＡ・父母会 

【【【【家家家家    庭庭庭庭】】】】    

教育委員会 

児童・生徒への食育指導 

保護者への情報提供 

給食への地場産食材の導入 

農漁業の体験 

市民部 

健康プランの提供と実践 

栄養指導・健康相談 

健康づくり担い手養成 

健康料理教室・加工体験施設 

経済部・水産港湾部 

地産地消の推進 

農漁業体験機会提供 

食の安全・安心推進 

農漁業の振興 

福祉部 

保育所の食育推進 

高齢者の食育推進 

網走市 
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ⅡⅡⅡⅡ    食をめぐる現状と課題食をめぐる現状と課題食をめぐる現状と課題食をめぐる現状と課題    

    

１．食生活１．食生活１．食生活１．食生活    

 日本の食生活は、ライフスタイルの多様化などに伴って、大きく変化しています。 

 祖父母や親戚などが近くにいない「核家族化」に起因する「家事労働力不足」などにより、食の外部

化が進み、健康面や食品の安全性、地域食文化などでさまざまな問題が生じています。 

 たとえば、全国の平成２５年度の朝食の欠食率をみますと、小学生（6年生）が3.7%、中学生（3年生）

が6.2%で、主な欠食理由としては、「食欲がない」「食べる時間がない」などがあげられています。 

 

 

図表１図表１図表１図表１    朝ごはんを食べないことがある朝ごはんを食べないことがある朝ごはんを食べないことがある朝ごはんを食べないことがある小中学生の割合小中学生の割合小中学生の割合小中学生の割合    文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省「「「「全国学力・学習状況調査」全国学力・学習状況調査」全国学力・学習状況調査」全国学力・学習状況調査」    

    

 

 平成２３年度に当市の教育委員会が行ったアンケート調査結果では、朝食を毎日食べている子どもが、

小学生低学年では 96.3%、同高学年 93.7%、中学生 90.9%となっておりまして、5～10%の子どもに欠食

または１週間の内で食べない日があることがわかっています。 

 

図表２図表２図表２図表２（網走市：平成２３年度）（網走市：平成２３年度）（網走市：平成２３年度）（網走市：平成２３年度）    
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 また厚生労働省の調査（平成２４年）によりますと、若い世代の朝食の欠食率は、２０代の男性が 29.5%、

同年代女性が22.0%と一番高く、以下３０歳代、４０歳代と続きます。 

    

図表３図表３図表３図表３    朝食の欠食率（２０歳以上）朝食の欠食率（２０歳以上）朝食の欠食率（２０歳以上）朝食の欠食率（２０歳以上）            

 

 

最近のライフスタイルの変化は、家族が同じリズムで生活することを困難にしており、子どもの「孤

食」や家族の「個食」を増加させ、夜型の生活リズムが、子どもや若い世代の朝食の欠食を引き起こし

ているといえます。 

 一方、健康面では、子どもの肥満や成人のメタボリックシンドローム ※11（内臓脂肪症候群）などで顕

著な改善がみられない状況となっております。 

 特に、メタボリックシンドロームは予備軍も含めて、４０歳～７０歳の男性の約２人に１人、女性の

約５人に１人の割合と深刻な状況となっています。 

 保健所の調査でも、がんや心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病が原因で死亡する市民は、

平成11年65.5％、14年67.0％、17年63.2％、23年54.0％となっており、予防の取り組みにより減少傾向

ではありますが、依然高い割合となっています。 

 

図表４図表４図表４図表４    主要死因別死亡者の状況主要死因別死亡者の状況主要死因別死亡者の状況主要死因別死亡者の状況    保健所（平成保健所（平成保健所（平成保健所（平成23232323年調べ）年調べ）年調べ）年調べ）    
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２．栄養バランス２．栄養バランス２．栄養バランス２．栄養バランス    

 健康な生活を営むためには、栄養バランスのとれた食生活をすることが大切です。肥満や生活習慣病

の増加は、運動不足や不規則な生活形態とともに、栄養バランスの偏りが原因といわれています。 

 こうした背景には、家庭で食を楽しむ時間が限られている中で、外食や中食の機会が増えたことによ

り、個人の嗜好に偏った食生活の傾向が強まってきていることが挙げられます。 

 昔から日本の食生活は、米を主食に、水産物、畜産物、野菜などの多彩な副食との組合せで、理想的

な栄養バランスが保たれていたといわれています。 

 農林水産省では、食事栄養の適正比率は、たんぱく質 13％、脂質 27％、炭水化物 60％の割合として

いますが、この比率に一番近かったのが、昭和５０年代半ばの「日本型食生活 ※12 」で、近年は、欧米

並みの脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足などで、栄養バランスが崩れてきています。 

 

３．食を大切にする意識３．食を大切にする意識３．食を大切にする意識３．食を大切にする意識    

 日本の食料自給率 ※13 はカロリーベースで、昭和４０年度の73％から大きく低下し、近年40％前後で

推移しています。また、生産額ベースの食料自給率も、低下傾向で推移し、直近は64%となっています。 

 これは主要先進国で最も低い数値で、海外からの食料輸入に依存してきた日本は、これまでの大量消

費、大量廃棄など資源の浪費を改め、貴重な食（食料）に対する認識を高め、地域の農業や漁業などへ

の理解を深めていくことが重要です。 

 

図表図表図表図表５５５５    食料自給率の推移食料自給率の推移食料自給率の推移食料自給率の推移（平成２６年度）（平成２６年度）（平成２６年度）（平成２６年度）    
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図表６図表６図表６図表６    主要先進国との比較主要先進国との比較主要先進国との比較主要先進国との比較（平成２６年度）（平成２６年度）（平成２６年度）（平成２６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．食文化４．食文化４．食文化４．食文化    

 北海道は、自然に恵まれ、四季折々の旬を感じさせる多彩な食材の宝庫であり、農林水産物などの生

産現場が身近にあることから、消費者と生産者が接しやすい地域性を持っています。 

 当市も、昔ながらの農業、漁業の一次産業を中心に発展してきた有数の食料生産基地で、広大な農地

や豊かなオホーツク海から提供される新鮮な農産物や水産物を家庭でも味わってきました。 

 また、積雪寒冷の気候もあって、生産される食料の保存方法や調理方法にも工夫を凝らしながら、地

域性豊かな食文化も残されています。 

 例えば、鯨汁などの鯨を使った料理や、鮭鍋、だんご汁、イモ団子、とろろご飯、ジンギスカンなど

昔から食卓をにぎわしていた郷土色豊かな日常食や正月、お祭りなどの行事の際に食べられていた雑煮、

ちらし寿し、赤飯、なますなどの伝統食は、それぞれの家庭の味でもあり、大人になっても忘れられな

い味といえます。 

 また、塩シャケ、鮭のつけ焼き、筋子、山菜塩漬け、するめ、イカ塩辛、飯寿しなどの保存食も網走

の風土がもたらした貴重な食文化で、これらを失うことなく、後世に伝承するためにも、地域の郷土料

理や伝統食などの貴重な食文化に接する機会を持ちながら、生産者（団体）と連携した「地産地消 ※14 」

を推進することが大切です。 
 

５．食の安全・安心５．食の安全・安心５．食の安全・安心５．食の安全・安心    

 近年、口蹄疫、鳥インフルエンザの発生や、期限切れ輸入食肉事件・輸入野菜の残留農薬問題などを

契機に、食品の安全性に対する国民の関心がますます高まっています。 

 また食品アレルギーへの対応や家庭における食中毒の防止、栄養のアンバランスの是正など、食品に

安全性や衛生、栄養に関する正しい知識の普及は、国や行政の責務ともいえます。 

 こうした中で、北海道は、道民の健康を守り、消費者から信頼される安全で安心な食品の生産と供給

を目指して、平成１７年３月に「北海道食の安全安心条例」を制定しました。 

 そして同年１２月には、安全な食品の生産流通を確保するための検査・監視や衛生管理を徹底するた

め「北海道食の安全・安心基本計画」が策定され、現在、第３次の計画を推進しており、食への安全安

心を確保するための施策を実施しているところです。 

 食料生産基地でもある当市においては、農地や海、湖、河川などの食料基盤の安全性の面からも、環

境保全の視点がますます重要になります。 

 また、こうした点で、相互理解を図る上で、市民（消費者）と生産者の交流、連携が大切です。 
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ⅢⅢⅢⅢ    目標目標目標目標    

 

１．計画の理念１．計画の理念１．計画の理念１．計画の理念    

 網走市はオホーツク海から開けた地域で、先人の開拓の鎚音とともに、内陸部に発展しました。 

 そこでは、開拓者たちの出身地の食とこの地で生産される食材とが結合された食事様式に発展してき

ました。 

 当市の食育の基本は、こうした地域の食を基盤にして、人々の生産・加工の営みと健康で文化的な生

活を実現するところにあります。 

 また、世界で唯一日本人だけが使う“いただきます”や“ごちそうさま”という言葉の意味である、

料理を作ってくれた人への感謝、食材を生産した人への感謝、食材そのものへの感謝、人が人として生

きていく上で、全てのものに感謝するという日本古来の美しい伝統と文化の「心」を育て、継承するこ

とも重要です。 

 したがって、食育を推進するにあたっては、「市民の食生活」と「市民の健康」と「地域」がトライ

アングルで結ばれ、それぞれが教育普及と情報交換で連携しながら、総合的かつ効果的な施策を展開す

ることとします。 
 

２．食育の基本目標２．食育の基本目標２．食育の基本目標２．食育の基本目標    

 市民一人ひとりが「食」を楽しみ、感謝し、生涯にわたって健康な心と体で豊かな生活をおくるため、

継続的に食育を推進するための基本目標を次の通りとします。 

 

  基本目標 １  地域の食文化に理解を深め、守り、継承する地域の食文化に理解を深め、守り、継承する地域の食文化に理解を深め、守り、継承する地域の食文化に理解を深め、守り、継承する 

     ・食材（豊富で多様、品質の高さや旬）、食物誌、伝統食 

     ・生産者や料理を作ってくれた人の苦労を知り、感謝の心を育てる 

     ・地域独特の味や調理技術を知る 

     ・地産地消の理解を深め、実践する 

     ・地域のイベントを通じた地元食材のＰＲ 
 

  基本目標 ２  食を通じて健全な心身を育む食を通じて健全な心身を育む食を通じて健全な心身を育む食を通じて健全な心身を育む 

     ・規則正しい食生活を身につける 

     ・栄養バランスの取れた食事の実践 

     ・正しい味覚を育てる 
 

  基本目標 ３  食に対する正しい知識の構築食に対する正しい知識の構築食に対する正しい知識の構築食に対する正しい知識の構築と実践と実践と実践と実践 

     ・知識を実践や選択行動に結びつける生活者に 

     ・味覚教育とスローフード ※15 の実践活動 

     ・素材選択や調理技術などの教育 

     ・見た目や目先の簡便性に捕らわれない知識の習得 

     ・食料自給率やフードロス※16 問題への正しい知識の構築と対応の実践 
 

  基本目標 ４  食育を推進する基盤づくり食育を推進する基盤づくり食育を推進する基盤づくり食育を推進する基盤づくりと情報発信と情報発信と情報発信と情報発信 

     ・食育推進の人材の育成・活用 

     ・食育連携組織（ネットワーク）の構築と活用 

     ・普及啓発の促進、情報発信 
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ⅣⅣⅣⅣ    食育推進のための施策展開食育推進のための施策展開食育推進のための施策展開食育推進のための施策展開    

 食育は、食料としての栄養や健康、学校教育、食文化、農業・漁業などをはじめとする食品関連産業

など対象範囲が広く、家庭、学校、地域などでそれぞれ個別的な取組みが行われてきました。 

 しかし、日本のライフスタイルが多様化する中で、子どもの欠食や肥満、成人のメタボリックシンド

ロームなどの健康被害の増加などで、食の乱れが指摘され、また高齢者の健康（体の健康・心の健康 

・脳の健康）についても問題となってきています。 

 また、食品の安全性や食料自給率などに対する国民の関心が高まる一方で、郷土料理、伝統食などの

地域の食文化は失われつつあります。 

 こうした食をめぐる環境の変化の中で、これまで「食育」を推進する各種啓発活動等に取り組んでき

ましたが、当市では今後も食育活動を継続し、また、より一層効果的な「食育」の推進が必要です。 
    

<<<<写真１写真１写真１写真１>>>>食育月間における食育月間における食育月間における食育月間における啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．家庭における食育の推進１．家庭における食育の推進１．家庭における食育の推進１．家庭における食育の推進    

 食育を囲む団らんは、家族のコミュニケーションを通じて、食の楽しさを実感する貴重な場であると

ともに、子どもたちが食に関する知識や食事についての望ましい習慣を学び、自然の恩恵に対する感謝

の念と第一次産業等の理解を深めるための大切な機会でもあります。 

 こうしたことから、食育を進める上で最も重要となる家庭での取り組みを次のとおりとします。 

 

（１）食育に関する情報提供 

 家庭における食事は、一日の食事の中心となることから、特に栄養バランスに気をつけることが大切

です。 

 国（厚生労働省・農林水産省）では、栄養バランスの目安として「食事バランスガイド ※17 」を作成

しており、また北海道では道内の主要な食材やメニューを活用した「どさんこ食事バランスガイド」が

策定されています。 

 こうした貴重な教材や食育に関する知識を市民にわかりやすく情報提供するためのパンフレットを作

成し、啓発に努めます。 

 また、継続して、市の広報紙やホームページを通じて、食育に関する情報提供を行います。 

 特に、ホームページでは、各分野における食育推進活動などの周知を図っていきます。 
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（２）家庭での食育体験の推進 

 食卓を囲む家族の団らんや家族そろっての  <<<<写真写真写真写真２２２２>>>>親子チャレンジクッキング親子チャレンジクッキング親子チャレンジクッキング親子チャレンジクッキング    

食育体験は、食事の楽しさを通して、子ども 

に食の理解を深め、望ましい食習慣を身につ 

けるための大切な場でもあります。 

 市内では、「親と子のふれあいアグリスク 

ール」（農協青年部主催）や、食べ物を選ぶ 

力を養う「親子チャレンジクッキング」（食 

生活改善協議会主催）など、親子での収穫体 

験や、調理体験の機会が提供されているほか、 

市民農園長寿園（市）の市民農園も開設され 

ています。 

 こうした家族での貴重な食育体験の機会を 

増やしながら、家庭での食育を推進します。 

 

（３）乳幼児の栄養指導 

 授乳期や離乳期からの食体験は、心の安定や食べる意欲にもつながる大切なものといわれています。 

 市では、離乳食教室（年４回）や４ヶ月児健診の栄養指導などを行い、また、子どもの成長にあわせ

た個別の栄養指導・助言などを推進しています。 

 

（４）保育所・幼稚園・小中学校での声かけ運動 

 野菜を食べやすくする環境の整備を図るため「ベジラブル運動」を推進します。 

 

（５）成人を対象とした食生活改善の推進 

 内臓脂肪型肥満が、糖尿病、高血圧、脳卒中などの生活習慣病の発生リスクを高めることが明らかに

なっていますが、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）は予備軍も含めて、40歳～74歳の男性

の約２人に１人、女性の約５人に１人の割合となっています。 

 こうした生活習慣病が定着する若い世代  <<<<写真写真写真写真３３３３>>>>男性の料理教室男性の料理教室男性の料理教室男性の料理教室 

から、栄養バランスを考えた健康的な食生   

活習慣を養うなど、生活習慣病にならない 

ようにすることが大切です。 

 「男性の料理教室」（食生活改善協議会    

主催）は、男性を対象に栄養バランスや、 

食生活に興味を持ってもらい、メタボリッ 

ク症候群の予防にも役立ててもらうための 

講習などが取り組まれています。 

 こうした講習会や地元食材を使った健康 

レシピの提供、「健康まつり」における食 

育情報の提供などを通じて、成人の食生活 

改善を推進します。 
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２．保育所等における食育の推進２．保育所等における食育の推進２．保育所等における食育の推進２．保育所等における食育の推進    

 心身の発展、成長が著しい幼児期は、保育所、幼稚園や家庭において、さまざまな食体験に取り組み

ながら、健康的な食習慣を身につけることが大切です。 

 また、人間形成の初期段階として、豊かな人間性の育成にも努めることが重要です。 
 

（１）保育所給食等を活用した食育の推進 

 保育所や幼稚園では、子どもの味覚を育て、楽しく食べる力を育むための取り組みが重要です。 

 昼食時などに、紙芝居、絵本などを使って食事のマナー、食材の知識についての食育指導が行われて

いるほか、保育所では豆まきや餅つきなどの伝統行事を体験させながら給食に行事を取り入れたり、ま

た、幼稚園でも「ひなあられ」の提供など行事に関連するものを大切にしています。 

 今後とも、こうした給食の行事食や旬の食材の地元調達などに配慮した食育の推進が必要です。 
 

（２）食育体験活動 

 野菜の栽培収穫などの食育体験が、保育所、幼稚園で進められています。 

 また、保育所では調理体験も行われ、自分で育て、自分で料理して食べることで、食に対する興味を

持たせる効果が表れています。 

 こうした体験活動は、子どもの五感 ※18 を使った総合的な食育として、今後とも多彩な取組みが必要

です。 
 

（３）保護者への啓発 

 保護者に対しては、給食だよりや園だよりでの栄養バランスなどについての情報提供や給食試食会、

懇談会などで食育に関する啓発が行われていますが、保護者と連携した家庭内の食育の推進がますます

重要です。 
 

３．学校における食育の推進３．学校における食育の推進３．学校における食育の推進３．学校における食育の推進    

体力、運動能力が急速に高まる小中学生の時期は、学校と家庭の連携により望ましい食習慣を身につ

けることが大切です。 

「食欲がない」「時間がない」などの理由で、小中学生の朝食の欠食率が改善されない状況が続いてい

ますが、これは子どもの生活リズムが夜型になってきていることが原因といわれています。 

子どもの生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる国民運動として、「早寝早起き朝ごはん※19」運

動が全国で進められています。 

当市においても、学校、家庭、地域の連携した具体的な運動が望まれます。 

また、学校においては、給食、学習教材、体験施設、栄養教諭・養護教諭などによる総合的な食育指

導が効果的です。 
 

（１）学校給食を活用した食育の推進 

文部科学省の「学習指導要領」では、「学校における食育の推進」という概念を明確に位置づけており、

食育に対する指導の充実がうたわれています。 

学校給食は、子どもの健康の保持増進のほか、食に関する指導を効果的に進める上での生きた教材と

して、教育的意義が大きいといわれています。 

当市の小中学校給食は、地場産、道内産の食材を優先的に取り入れた共同調理場方式や単独校方式を

中心に実施されております。 

また農協や農業生産者、漁業関係者との連携による地場産食材の利用や、地元産食材に関する講話な

どを実施しており、ふるさと給食では、シャケ料理、シジミ、長天、クジラ給食など、工夫を凝らした

給食が実施されています。 

こうした地場産物の活用は、新鮮で、安全な食材が確保されるとともに、子どもが地域の自然、食文

化、産業などへの理解を深めることができることから、今後とも農漁業者や流通関係者との連携で、利

用の拡大を図ります。 
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また、栄養バランスのとりやすい米飯給食や地元の伝統的な食文化を継承するための郷土料理の献立

化についても推進します。 
 

（２）さまざまな体験活動を通じた食育の推進 

学校では、食への関心と理解を深めるためのさまざまな体験活動が行われています。 

学校菜園などを利用した野菜などの栽培・収穫・調理体験など食に関する総合的な学習の時間が行わ

れています。 

網走の基幹産業である農業・漁業への理解を深め、地元の伝統的な食文化に接するこうした食育体験

活動を学校、家庭、地域と生産者との連携で、積極的に推進します。 
 

    <<<<写真写真写真写真４４４４>>>>食食食食の指導をしている様子の指導をしている様子の指導をしている様子の指導をしている様子    

 

 

（３）望ましい食習慣や知識の習得 

子どもの食育指導は、健康的な食習慣を身につけさせる上で大切です。 

現在、学校では、総合学習や給食時において、栄養教諭などによる食習慣や栄養、衛生などに関する

授業が行われています。 

また、保護者に対しては、給食だよりによる食育情報の提供を行っているほか、給食試食会や懇談会

での意見交換で家庭と連携を図っています。 

こうした食育指導のほか、今後は肥満、偏食、アレルギーなど子どもが抱える個々の問題に適切に対

応するため、学級担任、栄養教諭、養護教諭や学校医（医療機関）との連携による保護者への専門的な

指導・助言を積極的に行うこととします。 
 

４．地産地消４．地産地消４．地産地消４．地産地消のののの促進促進促進促進    

 網走の豊かな自然や気候風土の中で生産・収穫された食材等を大切にし、消費者と農漁業者の信頼関

係を築くことで、「食」と「農漁業」の一体感を醸成し、地場産農林水産物の消費及び利用を促進し市

民が健康で充実した食生活を営むことを目標とします。 
 

（１）安全安心な農林水産物の生産・流通・消費の促進 

 市民が新鮮で安全安心な地場産農林水産物による食生活を楽しむことができるよう、地場産農林水産

物の安定生産・安定供給並びに地域内流通が図られるよう支援するとともに、消費者と農漁業者の理解

を深め、生産・収穫の基盤となる地域の環境の保全が図られるよう支援します。 
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（２）地産地消と健康づくりの促進 

 地域で生産される食料を積極的に消費するとともに、家庭・学校・地域等の連携により食の重要性に

対する理解を深め、新鮮な旬の地場産農林水産物などを活用した健康で豊かな食生活の実践に努め、地

域の優れた食文化の継承が図られるよう支援します。 
 

５．生産者と消費者の交流をとおした食育の推進５．生産者と消費者の交流をとおした食育の推進５．生産者と消費者の交流をとおした食育の推進５．生産者と消費者の交流をとおした食育の推進    

 食を生み出す場としての農業・漁業に関する理解が大切なことから、生産者と消費者との顔が見える

関係を築くことによって、交流を促進していくことが必要です。 

 具体的には 

・生産者や食品製造・加工・流通・飲食業種等との連携による食育の推進 

・グリーン・ツーリズム※20など体験交流型観光の振興と教育ファーム※21の拡充などを中心に推進します。 
 

６．地域における食育の推進６．地域における食育の推進６．地域における食育の推進６．地域における食育の推進とととと連携連携連携連携    

 地域において食育を推進するためには、家庭や学校、生産者、食品関連企業をはじめ、保健・医療機

関、大学、行政に至るまで幅広い連携が必要です。 

 教育・福祉・保健・産業・環境などのさまざまな分野の取り組みを一体的に進め、食育関係機関・団

体が情報を共有し、効果的な情報発信を行うためにホームページを活用するなど、総合的な視点で食育

を推進していきます。 
 

（１）地域連携による食育 

 地域連携による総合的な食育を推進するため、網走市食育推進会議による情報交換や食育推進アクシ

ョンプログラム（行動計画）の策定及び食育に関する調査研究などを行うこととします。 

 また、行政についても、教育・福祉・保健・産業などの食育関係部署で連携を図りながら、一体的な

食育施策の推進に努めます。 
 

（２）地域で取り組む食育の基本 

 当市の食育は、市民が健康的な食生活習慣を養い、地域の食文化を大切にしながら、「地産地消」を

進めることを基本とします。 

具体的には           <<<<写真写真写真写真５５５５>>>>地域のイベントを通じた地元食材のＰＲ（春カニ合戦）地域のイベントを通じた地元食材のＰＲ（春カニ合戦）地域のイベントを通じた地元食材のＰＲ（春カニ合戦）地域のイベントを通じた地元食材のＰＲ（春カニ合戦） 

・総合的な食育啓発の促進 

・食育体験受入体制の整備促進 

・郷土料理、伝統料理など地域 

 食文化の次世代への伝承 

・スローフード運動の推進 

・街頭ＰＲや市内飲食業界の協力 

 により生活習慣病の改善・予防 

 についての市民への意識づけを 

 図る「ベジラブル運動」の推進 

・食育担い手の育成などを中心 

 に推進します。 

・地域のイベントを通じた地元 

 食材のＰＲ（情報発信） 
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＜ 注 記 ＞ 
 

※１ 孤食（こしょく） 

 家族が違う時間に一人一人食事をとること。 

 

※２ 個食（こしょく） 

 家族が一人一人違う料理（献立）をとること。 

 

※３ 固食（こしょく） 

 同じものばかりを食べているスタイルです。 

 気がつくと同じもの、似たようなものばかり食べているというようなことです。 

 栄養バランスが崩れやすく、カロリーオーバーになり肥満の原因になります。 

 なるべくたくさんの食品を摂りましょう。 

 

※４ 小食（こしょく） 

 食事の量が少ないことです。 

 ダイエットなどで食事の量が少なくなってしまうということです。 

 必要な栄養が不足しがちになり、抵抗力が落ちる、やる気がでないなどの症状が出ることがあります。 

 高齢者だから少なくてよいということはありません。一日３食きちんと食べることがとても大切です。 

 

※５ 濃食（こしょく） 

 濃い味付けのものを好んで食べている状態のことです。 

 加工食品や調理済みの食品ばかり食べることです。 

 またマヨネーズやケチャップ、醤油などをたくさんかけてしまうことです。 

 塩分の過剰摂取、カロリーオーバー、また味覚障害の原因にもなります。 

 

※６ 中食（なかしょく） 

 手を加えなくても食事として食べられる状況に調理された食品を家庭などに持ち帰って利用する食事

形態で、内食（家庭で料理したものを家庭で消費）と外食（家庭外で調理したものを家庭外で消費）の

中間に位置する概念 

 

※７ 食育基本法 

 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育てることができるように食育を総合的か

つ計画的に推進することを目的に、平成１７年６月に制定された法律。 

 基本法では、「食育の定義を、①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、②さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習慣にし、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」としている。 
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※８ 食育推進基本計画（第２次） 

 食育基本法により作成することを定められた計画で、平成１８年３月に決定された最初の計画の期間

が平成２２年度末に終了し、新たに平成２３年度から平成２７年度の５年間を対象に、食育施策の基本

方針や目標値が盛り込まれた計画。 

 

※９ 北海道食育推進行動計画（第３次） 

 食育基本法第１７条第１項に基づく都道府県推進計画に位置づけられる北海道の計画で、愛称「どさ

んこ食育推進プラン」として、平成２６年度から平成３０年度の５年間を対象に策定された。「北海道

食の安全・安心条例」における食育推進の行動計画。 

 

※10 網走市民健康づくりプラン 

 平成１３年に、市民が健やかで心豊かに暮らす元気な網走市の実現を目指して「網走市民健康づくり

プラン」を策定し、平成２３年度から平成３２年度の１０年間を対象に「プランⅢ」として策定した計

画。 

 

※11 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 

 内臓脂肪が蓄積することによって、血圧、血糖が高くなり、血中の脂質異常などをおこし、食事や運

動などの生活習慣を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などがおこりやすくなる状態をさす。 

 

※12 日本型食生活 

 米、野菜、魚、大豆を中心とした伝統的な食生活のパターンに、肉類、牛乳・乳製品、油脂、果物な

どが豊富に加わって、多様性があり、栄養バランスのとれた健康的で豊かな食生活のこと。その内容は、

欧米に比べて「熱量水準が体位・体格から見てほぼ満足すべき水準に達しており、たんぱく質、脂質、

炭水化物の組み合わせバランスがとれていくこと、食品の種類に多様性があり、たんぱく質の中では、

植物性たんぱく質が多く、水産物の割合が高い」という特徴がある。 

 

※13 食料自給率 

 その国の食料消費がどの程度、自国の生産で賄われているかを示す指標。 

 食料が生命と健康の維持に欠くことのできない最も基礎的で重要な物質であることから、その基礎的

な栄養価であるエネルギー（カロリー）が国産でどれくらい確保できるかという点に着目し、カロリー

ベースの食料自給率（供給熱量総合食料自給率）が使用される場合が多い。 

 日本の食料自給率は、平成２２年度～平成２６年度は３９％で推移している。 

 また、北海道の食料自給率は都道府県トップの２００％となっている。（平成２４年度） 

 

※14 地産地消（ちさんちしょう） 

 「地場生産－地場消費」を略した言葉で、地元でとれた生産物を地元で消費するという意味で使われ

る。消費者の食料に対する安全・安心志向の高まりを背景に、より積極的に、生産者は消費者が求める

安全・安心な食料を生産し、消費者はそれを消費することにより生産者を支えるという好循環を築いて

いくことが重要となっている。 
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※15 スローフード運動 

 スローフード運動とは、イタリアの小さな町から始まった、現代人の食生活を見直し、食を中心にさ

まざまな関係性を再構築しようという運動。 

３つの基本理念：①消えつつある郷土料理や質の高い食品を守る。 

        ②質の良い素材を提供してくれる小生産者を守っていく。 

        ③子どもたちを含めた消費者全体に、味の教育を進めていく。 

 

※16 フードロス 

 食べ残し、残渣。廃棄される食べ物のうち、本来食用になるはずだった部分の量を意味して用いられ

ている語。食品ロスともよばれる。具体的には、食べ残しや、調理の際の過剰除去などがフードロスと

見なされている。 

 

※17 食事バランスガイド 

 厚生労働省と農林水産省の共同により平成１７年６月に策定されたもので、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

だけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示したもの。 

 

※18 五感 

 視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五つの感覚 

 

※19 「早寝早起き朝ごはん」運動 

 子どもの基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上のために、平成18年度から始められた民間主導

の国民運動で、ＰＴＡ、メディア、有識者、市民活動団体、教育、スポーツ、文化関係団体、食育推進

団体、行政等、幅広い関係団体が参加する「早寝早起き朝ごはん」全国協議会が設立されている。 

 

※20 グリーン・ツーリズム 

 農村、山村、漁村で、自然・文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 

※21 教育ファーム 

 自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めることなどを目的として、市町村、農林漁

業者、学校などが一連の農作業の体験の機会を提供する取組み。 
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＜関連用語解説＞ 
 

 

○ 遺伝子組換え食品 

 遺伝子組換え技術によって作られた農作物及びこれを加工して製造された食品。遺伝子組換え技術と

は、ある生物がもつ有用な遺伝子を取り出して、他の生物に導入することにより、新たな性質を加える

技術。 

 

○ 食生活改善推進員 

 正しい知識と技術を持って、自らのよりよい健康生活の実践者となり、その上で地域の実情に即した

効果的な手段で「私たちの健康は私たちの手で」の精神にのっとり、住民参加を促し、継続的に食生活

改善を中心とする組織的な活動を進めているボランティアのこと。 

 

○ フード・マイレージ 

 英国の消費者運動家ティム・ラングが、１９９４年から提唱している概念で、食料の生産地から食卓

までの距離に着目しなるべく近くでとれた食料を食べた方が、輸送に伴う環境への負担が少なくなると

いう考え方を前提としている。輸入食料に係るフード・マイレージは、輸入相手国からの輸入量と輸送

距離を乗じて求められる。 

 

○ ＢＭＩ体格指数（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎｄｅｘ） 

 肥満ややせの判定方法。体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）。 18.5未満がやせ、18.5以上25.0

未満が普通、25.0以上で肥満と判断される。 

 

○ 食生活指針 

 国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を目的として、平成12年３月に、農林

水産省、厚生省（現在厚生労働省）、文部省（現在文部科学省）の３省が共同して策定した指針。この

指針の推進につき閣議決定がなされ関係省庁一体となって取り組むこととされている。食生活指針は、

健全な食生活を実現するため、健康・栄養面はもちろんのこと、環境や食文化の関係など10項目からな

っている。 

 

○ トレーサビリティシステム 

 食品の生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握できることで、

食品がどこから来てどこへ行ったか分かるようにするもの。 

 個々の生産者・食品事業者が、何を、いつ、どこから入荷し、何を、いつ、どこへ出荷したかを記録・

保存することで、問題が発生した際、商品を特定し回収、問題発生箇所の特定、安全な流通ルートの確

保等に効果がある。 
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○ 放射線量 

 放射線の量の大きさのことをいい、表示単位として、放射線自身の強さをもとにしたクローン/キログ

ラム（Ｃ/kg）、物質に与える効果をもとにしたグレイ（Ｇｙ）、シーベルト（Ｓｖ）があります。 

 クローン/キログラムとはγ線やＸ線がどれだけ当たったかを表す単位。 

 グレイとは、物質がどれだけの放射線を吸収したかを計る単位であり、物質に放射線が当たるとき、

その量が同じでも吸収される量は物質によって異なる。 

 シーベルトとは、放射線が人体に及ぼす影響を計る単位であり、吸収された線量が同じであっても、

放射線の種類によって人体に及ぼす影響は異なる。 

 なお、ベクレルとは、放射能の強さを表す単位であり、１秒間に１個の原子核が崩壊する放射能の強

さを１ベクレルという。（水1g中には約10＾23個の原子が存在します。） 

 

○ 放射性物質 

 自己の質量の一部を崩壊させて放射線に変換する性質（放射能）をもった物質の総称。 

 広義の放射性物質は自然界のどこにでも存在し、炭素１４やカリウム４０等の生物に必須な元素も含

まれるし、考古学的な年代測定の手法として物体が含有する放射性物質の質量を調べることも広く行わ

れている。 

○ 旬産旬消（しゅんさんしゅんしょう） 

 「旬の生産物を旬の時期に食べること」ということ。旬のものをその季節に消費することは、生産や

保存などにかかるエネルギーの無駄使いにならず、栄養価も高く、おいしい食べ方であると言われてい

る。 

 

○ もったいない 

 「もったいない」とは、「ありがたい」とか「無駄にすることが惜しい」という意味で、物を無駄に

しないだけでなく、ものに対する感謝の念が込められた言葉です。 

 ケニア出身で、環境問題への取り組みでノーベル平和賞を受賞したワンガリー・マータイさんが、こ

の言葉を知り、いわゆる環境活動の３ＲであるReduce（ゴミの削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再

資源化）に、地球資源に対する尊敬の念（Respect）を加えた環境問題への取り組みの概念を、この一語

で表すことができると深く感銘を受け、「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」として世界に紹介しました。このこと

で、日本各地で取り組まれている「もったいない運動」が世界でも広がっています。 

 

 


