
堺市食育推進計画（第3次）概要版　
平成29年（2017年）3月発行　編集・発行/堺市 健康部 健康医療推進課　

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号　TEL.072-222-9936 FAX.072-228-7943
堺市行政資料番号1-H2-16-0326

□朝ごはんを毎日食べている
□主食（ごはん、パンなど）・主菜（肉、魚、卵、大豆製品など）・
　副菜（野菜、きのこなど）をそろえて食べている
□塩分をとり過ぎないように気をつけている
 　自分に合う食事量を知り、主食・主菜・副菜がそろった栄養バランスのとれた食事を自分で選
択・調理できる力を育てます。また、朝食を毎日食べる、食事リズムを整えるなどの望ましい食習慣
を身に付けることで、三食きちんと食べる力を育み、元気な身体をつくります。

□食事のあいさつをしている
□食べ物を無駄にしないように心がけている
□堺でとれる農産物を５つ以上知っている
　食品の生産、地産地消、食の安全・安心など食べ物が食卓に並ぶまでの道のりを学び、様々な人が
支え合う食環境への理解を深めます。また、「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや、よく味
わって食べること、食べ物を無駄にすることをもったいないと思うなど、食べ物を大切にする感謝
の心を育みます。

□家族や仲間と一緒に食べている
□おはしの使い方など食事のマナーに気をつけている
□食事の大切さや楽しさを伝えたい
　家族や仲間と囲む食卓は、食事のマナー、食文化を学ぶ機会であり、自分の食習慣を見つめる機
会になります。また、「一緒に食べるとおいしいね。」と和やかに食卓を囲む時間は、おいしさや楽し
さなどを実感するだけでなく、一緒に過ごしながら心を通わせる場でもあります。食に関するコ
ミュニケーションを通して、家庭や地域などで楽しい食育を未来へつなげます。

さかい食育チェック さかい食育目標をじっせんし、食育の大切さを伝えよう！

三食
きちんと
食べる

感謝して
食を

大切にする

ち さん ちしょう

一緒に
食べる

平成29年（2017年）3月

（第３次）

さ
三食きちんと
食べる

さ

か
感謝して

食を大切にする

か

い
一緒に
食べる

い

▶ヨコのカギ
　☆1.食育を身に付け生涯にわたって実践し、○○○○に伝えて
        いこう。
　　4.白身魚の一種。めでたい魚として祝い事などで用いる。
　　5.食材を細長く切る方法。○○切り。
　☆7.地域で生産されたものを地域で消費すること。地産○○○○。

▼タテのカギ
　☆1.さかい食育目標を○○○○し、食育の大切さを伝えよう。
　　2.昆布や鰹節を煮出してつくる、うま味成分を含んだ液体。
　☆3.主食、主菜、副菜がそろった○○○○バランスのとれた
         食事をとろう。
　　6.牛乳は〇〇のミルクである。

※すべてひらがなでご記入ください。
★ＡＢＣＤＥの文字をつなげると・・・

堺市食育推進計画の基本理念より
☆～■■■■■堺の食育～
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２枚の絵には、ちがっている
ところが6か所あります。
さがしてみよう。
答えは堺市ホームページ
に掲載しています。

■のマスに答えを書いて　　
■に入る言葉を並べてみよう。
堺市食育推進計画（第3次）
概要版を読んでチャレンジ。
☆印は、この概要版のどこかに
答えがあります。

・食育ちがい
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食育推進計画　堺市 検索

概要版

さ か い



　市民一人ひとりが生涯にわたって、食に関する知識や食育を大切にする心を持ち、心
身ともに健康で、豊かな人間性を育むことができるように、食育に関する施策を総合的
かつ計画的に推進するために策定するものです。
　計画の期間は平成２９（２０１７）年度～平成３３（２０２１）年度までの５年間です。

食を通じた元気なまち堺をめざして　
「堺のまちは元気やさかい
　　～伝えよう堺の食育～」

推進体制

　「食べること」は、生命を維持し、生涯にわたり心身ともに健
康で豊かな人間性を育むために欠かすことのできないことで
あり、「食べる力」は「生きる力」につながります。
　食育とは、この「食べる力」を子どものころから家庭や学校、
地域など様々な場所で身に付け、生涯にわたって実践し、また
次世代へ伝えていくことであります。
　本計画では、食育を推進することにより、心身ともに健全で
豊かな人を育て、食を通じた元気なまち堺をめざします。

朝食を毎日喫食する小学生の割合の増加
朝食を毎日喫食する中学生の割合の増加
朝食を欠食する20歳代男性の割合の減少
朝食を欠食する30歳代男性の割合の減少
主食・主菜・副菜をそろえて食べることが１日２回以上ほぼ毎日ある人の割合の増加
朝食または夕食を家族と一緒に食べる回数の増加
19日の「食育の日」に食育の取り組みをしている幼稚園・認定こども園・保育所などの割合の増加

84.3％（小6）
76.6％（中3）
23.2％
24.1％
49.6％
週8.8回
35.5％

100％
100％
15％
15％
60％

週10回以上
50％
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（5）地産地消の推進、環境に配慮した食育の推進、
　　食文化の継承
●安全・新鮮な地域の食料供給システムの構築
●生産者と消費者との交流促進
●堺産農産物の利用促進
●小学生等を対象とした体験学習の実施
●給食への郷土料理や行事食の導入
●堺版食事バランスガイドによる食文化の継承

（1）家庭における食育の推進
●「早寝早起き朝ごはん」など基本的な生活習慣づくりの推進
●望ましい食生活の実践に向けた食育の充実
●妊産婦や乳幼児に関する栄養指導の充実
●食育に関する体験の推進
●食事を共に楽しむ機会の推進

（2）学校、幼稚園・認定こども園・保育所などに
　 おける食育の推進
●保護者への食育の推進
●食文化の継承に向けた食育の推進
●「食育の日」の取り組み
●食に関する指導の充実
●家庭、地域と連携した食育の推進

（6）食の安全・安心の確保と情報提供の推進
●食品衛生講習会の開催
●消費者に対する情報提供
●食品等事業者に対する情報提供
●安全・安心な農産物の普及促進

（3）地域における食育の推進
●地域活動を通じての食育の推進
●「栄養成分表示店」、「うちのお店も健康づくり応援団の店」に
　よる食育の推進
●事業所など給食施設への指導・支援の充実
●企業との連携における食育の推進
●市民と農業の交流を推進　●関係団体による食育の推進

（7）健康長寿をめざした食育の推進
●栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実践
●食生活に関する指針の活用促進
●生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
●減塩の取り組みの充実
●低栄養予防の食育の推進
●歯科口腔保健活動における食育の推進

（4）食育推進運動の展開
●農業祭、区民まつり等における食育の啓発
●「食育月間」（６月）、毎月19日の「食育の日」の取り組み
●「堺の食育を伝えたい」プロジェクト
●ホームページ等の活用の充実
●ボランティア活動への支援

（8）ライフステージに対応した食育の推進
●乳幼児の時期の食育
●少年の時期（小中学生）の食育
●青年・成人の時期の食育
●高齢の時期の食育

　健康・農業・衛生・教育など、様々な
分野の関係機関・関係団体が相互に
連携し、協働していくことが必要です。
そのため、「食育推進ネットワーク会
議」で進捗状況のチェックを行い、総
合的に食育の取り組みを推進します。

●心と身体の健康を維持できること
●食べ物を自分で選択し、食事づくりができること　
●食べ物の生産過程を知り、感謝する気持ちを持つこと
●家族や仲間と一緒に食べる楽しみを味わうこと　
●食事の重要性や楽しさを理解すること

　

堺市食育推進計画（第3次）
計画策定のねらい

　『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と位置づける
とともに、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』とされています。 （「食育基本法」前文より）

食育とは…

さかい食育目標基本理念

食育に関心のある市民の割合は約８割。30歳代以下の男性では4～6割と関心が低い。
主食・主菜・副菜をそろえて食べることが１日２回以上ほぼ毎日ある人の割合は５割。
「健全な食生活を実践するための指針」が「特にない」人が５割。
朝食を毎日食べる割合は、小学6年生84.3％、中学３年生76.6％。小学生より中学生の方が低い。
朝食を欠食（週4日以上食べない）する人の割合は、20～40歳代の男性で２割。
「肥満」は40歳代男性で３割、50歳代男性で４割、「やせ」は20・30歳代女性で２割。
同居家族と毎日朝食を食べる人の割合は４割、毎日夕食を食べる人の割合は６割。
地産地消を実践している人の割合は低下。

●望ましい食生活を実践するための食育の推進
●多様な暮らしに対応した食育の推進
●青壮年期(概ね15～59歳)への食育の推進
●食を支える環境に配慮した食育の推進

　食育への関心は高まっていますが、朝食欠食などをはじめとする食生活の乱れや肥満、
やせの問題がみられ、健全な食生活の実践をより一層推進していくことが必要です。

堺市における食育の現状と課題 計画策定の方向性
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食育で身に付けたい「食べる力」

取り組み目標 現状値 目標値
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取り組み目標 現状値 目標値

食に関する育児講座などを地域・保護者の方を対象に実施している認定こども園・保育所などの割合の増加
食育に関心を持っている人の割合の増加
食育を伝える人の増加
地産地消を実践している人の割合の増加
大阪エコ農産物「泉州さかい育ち」・堺産農産物「堺のめぐみ」の取り扱い店舗数の増加
野菜料理を1日2回以上食べる人の割合の増加
塩分のとりすぎに気をつけている人の割合の増加

52.9％
78.3％
新規
35.0％
48店舗
49.4％
71.2％

60％
90％
5万人
60％
65店舗
60％
80％

8つの基本施策と主な取り組み項目
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