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はじめに 

                                                            

  「食」は私たちの生命と健康の基本です。また、未来を担う子ど

もたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくためにも

「食」はたいへん重要です。さらに、私たちが目指す食産業立国の

確立に向けて、地域の農林水産業、食品産業などへの理解は欠かせ

ません。 

 約 200％の自給率を誇る北海道は、恵まれた豊かな自然環境の 

もと、全国に安全・安心でおいしい「食」を提供する重要な役割を担っています。また、生

産現場が近く、生産者と消費者が顔の見える関係を築きやすいなど、「食」に関する知識と

選択力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てる「食育」の推進に恵まれた環境を

有しています。そのため、北海道では、全国に先駆けて平成 17 年に「北海道食育推進行動

計画」を、さらに平成 21 年に「どさんこ食育推進プラン」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。 

 その結果、道民の皆様の食育への関心は高まりつつあり、各地域で様々な取組が行われて

きている一方、市町村の食育推進計画の作成が伸び悩み、全国平均に比べ、肥満者の割合や

児童生徒の朝食欠食の割合が高いなどの課題が見られます。 

 こうした課題を解決し、北海道の食育を一層効果的に進めていくため、この度、北海道食

育推進計画【第３次】として、「どさんこ食育推進プラン」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、継続的な取組が必要となるものです。そして、「食育」を通じ

て、食に関わる人づくり、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。 

 道としましては、この新たな「どさんこ食育推進プラン」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、道民の皆様や関係機関の方々と一緒になって、「食育」

の取組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。 

 

 平成 26 年３月 

 

   北海道知事 高橋はるみ 
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１ 計画策定の趣旨・目的 

 

食は命の源であり、私たち人間が生きていくためには欠かせないものです。 

豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくために、様々な経験を通じ、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「食育」の推進が求められています。 

「食育基本法」上、食育は、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付けられています。 

 国は平成 17 年６月に「食育基本法」を制定した後、平成 18 年３月に「食育推進基本計

画」を、平成 23 年３月に「『周知』から『実践』へ」をコンセプトとした「第２次食育推

進基本計画」を作成しました。 

北海道では、平成 17 年４月に「北海道食の安全・安心条例」を施行し、国に先駆けて

食育を積極的に推進する姿勢を打ち出すとともに、平成 17 年 12 月に「北海道食育推進行

動計画」を、さらに平成 21 年 12 月に「どさんこ食育推進プラン」（北海道食育推進計画

【第２次】）を策定し、本道の食育を総合的に推進してきました。 

この取組の中で、道民の食育への関心が高まり、各地で食育の取組が進む一方で、市町

村の食育推進計画作成の伸び悩み、道民の肥満の割合や児童生徒の朝食欠食割合が全国平

均に比べ高いなど、意識と実態が必ずしも一致しない状況が見られ、また、世界的な食料

需給の逼迫に伴う食料の安定供給の確保、安全・安心な食品に対する消費者の関心の高ま

りへの対忚、食べものと生産現場のつながりの確保や、家庭や地域で受け継がれてきた伝

統的な食文化の継承、食品ロスといった食に関する課題等が引き続き存在することから、

食育に関する一層の周知を図るとともに、実践を促していくことが必要です。       

  食育の意義、大切さを改めて考え、関係の機関、団体を含め、道民の皆さんと役割を分

担しながら、効果的な食育の取組を推進するため、新たに「どさんこ食育推進プラン」(北

海道食育推進計画【第３次】）を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

 

どさんこ食育推進プランは、北海道食の安全･安心条例第 25 条第 1 項に基づき食育を具

体的に進めるための計画であるとともに、食育基本法第 17 条第 1 項に規定する都道府県

食育推進計画に位置付けられるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (関連する計画) 

 

 

 

 

 

【北海道食の安全・安心条例第 25 条第 1 項】 
第25条 道は、食育（食に関する知識及び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をいう。）を推進するため、普及啓発、学校、家庭及び
地域における食に関する教育及び取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。  
（平成17年3月31日  北海道条例第9号） 

 
【食育基本法第 17 条第 1 項】 
第17条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内におけ
る食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）
を作成するよう努めなければならない。（平成17年  法律第63号） 

 

３ 計画の期間 

 

この計画の期間は、平成 26年度から平成 30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、計画の変更が必要になった場合には、道民からの意見

や北海道食の安全・安心委員会等の意見を聴いて見直しを行います。 

・北海道食の安全･安心基本計画 

・北海道農業・農村振興推進計画 

・すこやか北海道２１（北海道健康増進計画） 【地域保健課】 

・北海道教育推進計画 【健康・体育課】                                  など 

北海道食の安全･安心条例 

(平成 17年 3月制定) 

どさんこ食育推進プラン 

（北海道食育推進計画) 

食育に関する施策の 

総合的･計画的な推進 

 

食育基本法 

(平成 17年 6月制定) 

都道府県 
食育推進計画 
（法第 17条) 

市町村 
食育推進計画 
（法第 18条) 

食育推進基本計画(国) 
（法第 16条) 

地域の特性を生かした食育の推進 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（１）食育に対する理解と取組 

○ 食育に関心があると回答している道民の割合は、概ね全国平均と同程度で推移して

おり、直近では北海道の目標の９割に近づいています。 
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食育に「関心がある」、「どちらかといえばある」の回答割合の合計

（資料）内閣府「食育に関する意識調査」

 

    

 

○ 健全な食生活を実践するために食事バランスガイドなどを参考にしている道民  

は半数程度で、直近では北海道は目標の６割を超えています。 

<地域保健課> 
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(資料)内閣府「食育に関する意識調査」

■健全な食生活実践のために参考としているものがある人の割合

 

(参考)北海道メールマガジン購読者に対するアンケート調査（平成 24年８月 回答総数 1571名）で 
   食育に関心があると回答した割合～８９％。 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○ 内閣府の調査ではメタボリックシンドロームの予防、改善のために食事などで実践

していることがある道民の割合は増加傾向です。<地域保健課> 
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■ メタボ予防・改善のために継続的に実践していることがある人の割合

 

 

○ 朝食＋夕食で共食（家族と一緒に食べる）の回数は週 10回程度で推移しています。 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（２）社会情勢の変化 

ア 世帯構造などの変化 

○ 家族類型別の世帯数は、単独世帯や一人親と子供世帯が増加しています。 
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(資料)総務省「国勢調査」  

 

 
○ また、就業者に占める女性の割合は高い水準になっています。 

 
■就業者数 (役員を除く雇用者 )の推移（北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 単独世帯の増加、女性の雇用者の増加等の社会情勢の変化は、食の簡便化

志向の高まりや外部化につながるともに、食習慣や食文化の継承にも影響が

あると考えられます。 

 

 

 

 

 平成15年 18年 21年 24年 

全就業者数（万人）      213     209      216     212 

女性就業者数（万人）       91      91       96       95 

割  合（％）     42.7    43.5     44.4     44.8 

（資料）総務省「労働力調査」 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

イ 食の外部化・簡便化の進展 

○ 食料消費支出における生鮮食品の利用割合は３割程度まで減尐し、外食や調理食品、

加工食品の利用が増え、食の外部化や簡便化が進展しています。 
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加工食品は生鮮食品、調理食品、外食、飲料･酒類を除く食料すべて

(資料）農林水産省「食料･農業・農村白書」 総務省「家計調査」
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 ４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（３）食生活の変化と健康への影響 

ア 食料消費量等の推移 

○ 国民一人当たりの食料年間消費量(供給純食料）は、主食である米が減尐し、畜産  

物、油脂等が増加してきました。 
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(資料）農林水産省「食料需給表」

 

 

○ 1人当たりのエネルギーの摂取量(全国)は、平成７年以降、多くの年齢層で減尐傾

向になっており、特に 20 歳代女性は 70 歳以上の女性と同程度まで減尐しています。 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

イ 栄養バランス 

○ 道民成人では脂肪エネルギー比率（摂取総エネルギーに対する、脂質由来のエネル

ギーの割合）が基準に比べて適切な比率を超えている状況が見られます。【地域保健課】 
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○ 道民成人の肥満者の割合は全国平均より高く、女性(20歳代道民)のやせの割合は増

加しています。【地域保健課】 

25.8 28.4 30.3
20.9 20.6 21.5

38.4 39.9 40.2

34.0 33.8
29.5

0

10

20

30

40

50

H11 H16 H23

■肥満者(BMI25以上）の割合(成人)

全国(男） 全国(女） 北海道(男） 北海道(女）

%

(資料）北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」

厚生労働省「国民健康・栄養調査」

23.7

21.4
21.9

15.4

28.8

33.3

0

10

20

30

40

H11 H16 H23

■やせ(BMI18.5以下)の割合

全国(20歳代女） 北海道(20歳代女）

%

(資料）北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」

厚生労働省「国民健康・栄養調査」
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

 (参考) 

 

 
 

 

○ 道民の食塩摂取量は、目標には達していませんが減尐傾向で推移しています。 

 

 

0.0

1.6

1.5

0.0

3.2

4.1

33.3

9.7

6.7

3.7

6.2

4.6

72.4

56.3

41.2

59.8

56.1

60.8

56.4

76.3

71.4

63.0

62.7

55.4

27.6

42.2

57.4

40.2

40.6

35.1

10.3

14.0

21.9

33.3

31.1

40.0

0 20 40 60 80 100

男20歳代

男30歳代

男40歳代

男50歳代

男60歳代

男70歳以上

女20歳代

女30歳代

女40歳代

女50歳代

女60歳代

女70歳以上

■肥満・やせの割合(北海道）

普通 肥満(BMI25以上)やせ(BMI18.5以下）

(資料)北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」(H23)
%

13.3
11.2 10.4

13.9
12.7

10.8

0

5

10

15

H11 H16 H23

■食塩の摂取量(成人1人当たり） 全国

北海道

(資料）北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」

厚生労働省「国民健康・栄養調査」

g/日

H24目標

10g/日
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○  野菜の摂取量は、全国平均と同水準で推移していますが、摂取目標には達していま

せん。【地域保健課】 

310 283 293 

321 299 303 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

H11 H16 H23

■成人1人当たり野菜等の摂取量

全国

北海道

きのこ類含む

（資料）北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」

厚生労働省「国民健康・栄養調査」

g/日
道目標値350g/日

 

                       

 

ウ 朝食の欠食、孤食の状況  

○ 道内の児童生徒の欠食率は全国平均より高い状況ですが、減尐傾向で推移していま

す。【健康・ 

体育課】 

4.5 3.9 3.6 3.9 3.7

6.0
5.2 5.4 5.3 5.4

0

2

4

6

8

10

H20 H21 H22 H24 H25

■朝食欠食の状況(小学校６年生）

全国

北海道

％

8.0 7.4 6.7 6.4 6.2 

9.2 
8.5 8.1 

7.2 7.1 

0

2

4

6

8

10

H20 H21 H22 H24 H25

(中学校３年生）

全国

北海道

％

「全く食べていない」、「あまり食べていない」の合計

(資料)文部科学省・北海道教育委員会「全国学力･学習状況調査」
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○  全国的に見ると、若年層で朝食をとらない割合が多くなっています。【地域保健課】 

5.4

13.3

28.8

18.1

16.0

11.2

7.6

3.8

0 5 10 15 20 25 30

7-14歳

15-19歳

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70歳以上

女性

%

5.9

8.7

34.1

31.5

23.5

15.0

6.3

3.7

0510152025303540

7-14歳

15-19歳

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70歳以上

男性

■朝食欠食の状況（平成23年 全国)

%

何も食べない、菓子･果物などのみ、錠剤などのみの割合の合計

(資料）厚生労働省「国民健康・栄養調査」
 

 

○  朝食を一人で食べている児童生徒の割合は、ほぼ全国と同様の状況で小学生より 

中学生のほうが高くなっています。 【健康・体育課】 

15.6 
17.6 

36.2 
34.1 

16.8 
13.8 

34.0 33.5 

0 

10 

20 

30 

40 

小５男子 小５女子 中２男子 中２女子

■朝食を1人で食べる割合

北海道

全国

調査時期：北海道分は平成24年10～11月 全国分は平成23年1～2月

(資料）北海道教育委員会：「児童生徒の食生活に関する調査報告書」
(独)日本スポーツ振興センター、児童生徒の食事状況等調査委員会

「平成22年度児童生徒の食事状況調査」

％
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

エ 歯の健康 

○ 道内 12 歳生徒のむし歯の数は全国より多いものの、減尐傾向で推移しています。 

【健康・体育課】 

1.71 1.63 1.54
1.40

1.29 1.20 1.10

2.3 2.4
2.2

2.0

2.3

1.8

1.5

0

1

2

3

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

■永久歯の1人当たり平均むし歯等数

全国

北海道

12歳生徒の喪失歯とむし歯の合計本数

(資料）文部科学省「学校保健統計調査」

本

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

４ 北海道の食育の現状と課題 

 

オ 生活習慣病と医療費の状況   

  ○ 糖尿病が強く疑われる道民は推定で 29 万人おり、また、医療費は年々増加傾向に

あります。【地域保健課】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分  男性 女性 合計 

「糖尿病が強く疑われる人」※１ 183,372  98,903 282,275 

「糖尿病の可能性が否定できない人」※２ 144,963 147,658 292,621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 国民医療費 一人当たり 

国民医療費 

（千 円） 

道民医療費 一人当たり 

道民医療費 

（千 円） 

総  額 

（億 円） 

増減率 

（％） 

総  額 

（億 円） 

増減率 

（％） 

平成11年 307,019 ― 242.3 17,320 ― 304.4 

    14年 309,507 0.3 242.9 16,725 △1.2 295.0 

    17年 331,289 2.3 259.3 17,729 2.0 315.0 

    20年 348,084 1.7 272.6 18,057 0.6 326.2 

    21年 360,067 3.4 282.4 ― ― ― 

    22年 374,202 3.9 292.2 ― ― ― 

    23年 385,850 3.1 301.9 19,857 3.2 362.0 

■「糖尿病が強く疑われる人」、「糖尿病の可能性が否定できない人」の推計（北海道  40～74 歳） 
（単位：人） 

※１：HbA1c の値が 6.1％以上、または「現在、糖尿病の治療を受けている者」  

※２：HbA1ｃの値が 5.6％以上 6.1％未満で、※１以外の者  

(資料 )：北海道「すこやか北海道２１」(平成 25 年 ) 

■国民 (道民 )医療費及び一人当たり国民 (道民 )医療費の年次推移  

※増減率は年平均増減率  都道府県医療費は３年ごとに公表 

(資料)厚生労働省「国民医療費の概況」 

1 0 . 6 8 . 3
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2 0 . 1
2 . 4
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1 7 . 4

4 . 3 1 1 . 5
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1 4 . 8

4 . 9

1 1 . 91 0 . 8

9 . 7

0 . 0
2 . 1

1 4 . 9

1 9 . 8
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3 4 . 9

0 . 0 0 . 0

7 . 3

1 8 . 61 7 . 0

2 7 . 1

0

10
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40

20代 30代 40代 50代 60代 70代- 20代 30代 40代 50代 60代 70代-

■ 糖 尿 病 の 疑 い の あ る 人(北海道）

%

女 性男 性

可 能 性 が 否 定 で き な い

強 く 疑 わ れ る

(資 料 ） 北 海 道 道 保 健 福 祉 部 「 健 康 づ く り 道 民 調 査 」 （H 2 3 )
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（４）地産地消・体験活動 

○ 道内の学校給食においては、主食・牛乳ではほとんどに、主菜・副菜では約半分に 

北海道産の食材が活用されています。 

【健康・体育課】 

■学校給食における地場産物(北海道産)の使用状況（平成 23年度） 
 

【米】 
 

【主食用  

パン・めん】 

 
【牛 乳】 

 
【主菜・副菜等】 

  

 

 

 

 

 

 

 

32.8億円 

(100.0%) 

 
（農産物・畜産物・水産物及び 

  それらの加工品、乳製品など） 

 

 

 

 

 

 

 

21.8 

億円 

(99.8%) 

 

 

 

 

 

 

19.0 

億円 

(89.1%) 

 

47.4億円 

(49.4%) 

 

 

 金額：地場産物の購入金額   （  ）：全体の購入金額に占める地場産物の割合 

(資料)北海道教育委員会調査 

 

○ 地域の郷土料理を食べたり地場産物等の活用を心がけている道民の割合は全国平

均より高い状況です。 

39.5

22.6

28.9

31.9

68.4

54.5

0

20

40

60

80

北海道 全国

ときどき心がけ

ている

いつも心がけ

ている

（資料）内閣府「食育に関する意識調査」（H24.12月）

%

■地域の郷土料理を食べたり地場産物を活用することを心がけている割合

 

合計 120.9 億円(70.4%) 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○ 農業体験施設や直売施設は増加傾向で推移しています。】 

1,459 
1,610 

1,687 
1,849 

2,007 
2,084 2,140 

2,252 
2,339 

2,443 

262
371 407

483
618

700 744 765 786 821846
935 954

1043 1058 1081 1097 1140 1167 1189

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

H15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

■グリーン・ツーリズム関連施設開設件数

うち農業体験施設

うち直売施設

(資料）北海道農政部「グリーン･ツーリズム関連施設調査」

■グリーン・ツーリズム関連施設開設件数

 

 

○ 道内の多くの学校で体験的な活動を取り入れた食育が実施されています。  

    

■ 体験的な活動を取り入れた食育の状況【健康・体育課】 

区分 学校数 

 

体験的な活動を取り入れ

た食育を実施している 

活動状況（複数回答） 

農業体験 酪農体験 漁業体験 食品加工 料理体験 

小学校 ９５７ 

(100%) 

８１０ 

(84.6%) 

５４６ 

(57.1%) 

６７ 

(7.0%) 

６４ 

(6.7%) 

１４３ 

(14.9%) 

６５１ 

(68.0%) 

中学校 ５４３ 

(100%) 

３３８ 

(62.2%) 

１５３ 

(28.2%) 

３８ 

(7.0%) 

２９ 

(5.3%) 

６７ 

(12.3%) 

２２７ 

(41.8%) 

   札幌市を除く全道 

(資料)北海道教育委員会：「平成 24 年度公立小・中学校の体育・保健・安全に関する調査」 

 



- 16 - 

 

４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（５）環境関係 

○ 道内での家庭での食べ残しの率は１％程度で推移しています。【食品政策課】 

また、食堂、レストラン（全国）での食べ残し割合は約３％となっています。 

1.5 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9

1.0
0.7 1.0 0.9 0.7 0.6

2.5

2.1
2.0

1.8 1.8 2.1

4.9

4.0 4.2
3.7 3.6 3.6

0

1

2

3

4

5

6

H15 H16 H17 H18 H19 H21

■世帯における食品ロス率(北海道）

過剰除去

直接廃棄

食べ残し

（資料）農林水産省「食品ロス統計調査（世帯調査)」

％

 
 

■食卓に出した料理を食べ残した理由(複数回答）：全国          （単位：％） 

料理の量が

多かった 

食事を取らなか

った人がいた 

味が良く

なかった 

嫌いなものが

含まれていた 

体調不良等何らかの理由により普段

より食事の量が尐ない人がいた 

71.7 11.2 10.5 8.4 8.2 

(資料)農林水産省：「平成２１年度食品ロス統計調査(世帯調査)」 

 

569.8

705.3

840.8

926.7

18.0

96.5

89.8

137.1

0 500 1,000 

食堂・レストラン

結婚披露宴

宴会

宿泊施設

食品使用量

食べ残し量

g

3.2 

13.7 

10.7 

14.8 

0.0 10.0 20.0 

食堂・レストラン

結婚披露宴

宴会

宿泊施設

食べ残し割合

%

(資料）農林水産省「平成２１年度食品ロス統計調査(外食産業調査)」(全国)

■1食当たりの食品使用量、食べ残し量及び食べ残し量の割合(飲料類を除く)
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○ 学校給食の摂取状況で「いつも残す」と回答した割合は、北海道は全国よりも高い

割合となっています。【健康・体育課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「いつも残す」、「時々残すことがある」理由としては、北海道、全国とも、「きらい

ものがあるから」がもっとも多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 

10.8 

7.0 

24.9 

4.0 
6.4 5.3 

14.0 

0 
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15 
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25 

30 

小５男子 小５女子 中２男子 中２女子

■学校給食の摂取状況（「いつも残す」と回答した割合）

北海道

全国

調査時期：北海道は平成24年10～11月 全国は平成23年1～2月

(資料）北海道教育委員会：「児童生徒の食生活に関する調査報告書」

(独)日本スポーツ振興センター、児童生徒の食事状況等調査委員会

「平成22年度児童生徒の食事状況調査」

％

北海道 全国

小５男子 57.8 68.9
小５女子 80.8 65.1
中２男子 59.9 67.5
中２女子 54.3 61.8

調査時期：北海道は平成24年10～11月　　全国は平成23年1～2月
(資料）北海道教育委員会：「児童生徒の食生活に関する調査報告書」
　　　　(独)日本スポーツ振興センター:児童生徒の食事状況等調査委員会
　　　　「平成22年度児童生徒の食事状況調査」

■学校給食を残す理由として「きらいなものがあるから」と
　回答した割合(単位：％)
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

○ 日本における「食品ロス」は、年間約 500～800 万トンと推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会推進課> 

（資料）農林水産省「食品ロス削減に向けて」(平成 25年 9月) 
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

（６）その他 

ア 栄養教諭の配置状況 

  ○ 北海道は全国一の配置数となっています。【健康・体育課】 
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■栄養教諭の配置状況（H25.4月現在)

栄養教諭の配置数が多い５府県の状況

(資料）文部科学省「栄養教諭の配置状況」

人
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４ 北海道の食育の現状と課題 

 

イ 市町村食育推進計画作成状況 

  ○ 道内市町村の食育推進計画の作成率は、全国平均を下回っています。【食品政策課】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食育推進の視点 

 

「食育」とは、食育基本法上、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であり、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付けられて

いますが、食育は、道民一人ひとりの健康づくりだけでなく、「食」を産み出す産業、

環境、文化といった多様な分野とかかわり、また、食育の取組は身近な食材や生産現場、

食文化などに触れながら行われ、各地域で特徴的な食育が受け継がれることで地域の豊

かさを支えることにもつながるものです。 

さらに、食育は食に関わる課題解決にとって重要な取組でもあります。食に関わる課

題は、社会経済構造や国民の意識の変化に起因するもので、短期間に問題を解決するこ

とは困難であることから、その解決に向けて、食育の意義を再認識し、取組を継続的に

進めることが必要です。 
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H26.3見込
35.2%
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６ 目 標 

 

（１）食育の目標 

地域における多様な食育の継続的な実践 
   北海道は、広大な農地を有し、四方を海に囲まれ、恵まれた自然環境を生かした我が

国最大の食料生産地域となっています。各地においしくて新鮮な食材があり、多様で豊

富な食材を活用した郷土料理や、アイヌ文化、道外の文化を継承した特色ある食文化が

あり、生産地が近く、消費者と生産者の顔の見える関係が築きやすいなど、全国の中で

も食育の取組を行うのに恵まれた環境があります。この特長を生かし、健康、産業、環

境、文化など食育の多様な価値と地域に根差した食育を進めるための方策に留意しなが

ら、食育の取組を継続的に進めます。 

 

（２）分野ごとの基本方針と取組 

   食育の多様性を踏まえ、健康、産業、環境・文化の各分野及び食育を推進する基盤づ

くりの４つの基本方針に基づき、計 12の柱を立て、取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

◇方針１ 食をとおした健康の維持・増進 

脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足などの栄養の偏りや朝食の欠食は、肥満や生活習

慣病の危険因子とされています。また、食品衛生など食品の安全性に関わる知識も健

康の維持に必要です。食べものと心や体の関係を知るとともに、身体によい食品の適

切な選択の実践などにより、乳・幼児期から高齢期まで、健康の維持・増進につなが

る食育の取組を推進します。 

【目標】地域における多様な食育の継続的な実践 

方針１ 食をとおした健康の維持 

・増進 

方針２ 地域に根差した食関連産業 

への理解と支援 

方針４ 食育を推進する基盤づくり 

方針３ 環境の保全・食文化の継承 

①食と健康の関係を知る 
②栄養バランスを改善する 
③食の情報を正しく知る 

④体験を通じて地域の農林水産業や食品産業を知る 
⑤地産地消の理解を深め、実践する 
⑥地域生産物の旪を知り、味覚を育てる 

⑦食と環境との関係を考える 
⑧食文化を継承する 
⑨食を楽しむ 

⑩計画づくり・組織づくりを進める 
⑪人材を活用・育成する 
⑫普及啓発を進める 
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６ 目 標 

 

◇方針１ 食をとおした健康の維持・増進 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・児童生徒の朝食の欠食率は全国平均より高く推移しています。【健康・体育課】 

 ・道民成人の肥満者の割合は全国平均より高く、20 歳代女性のやせの割合は増加傾向です。】 

 ・医療費は年々増加しており、糖尿病のおそれがある道民は 29 万人に上ります。【地域保健課】 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・早寝早起き朝ごはん運動を通じて、子ども等の朝食の習慣化や生活リズムの向上に努めます。 

・離乳期からいろいろな食品に親しみながら、食事のリズムや食事を味わって食べるなど望ましい

食習慣を身につけます。【健康・体育課】【地域保健課】【子ども未来推進局】【生涯学習課】 

 

＜学校・保育所等＞【生涯学習課】【健康・体育課】 

・早寝早起き朝ごはん運動の推進に努めます。 

・３食規則正しく食事をとり、生活リズムを整えることが大切であることなど、食事の重要性を理

解させるとともに、望ましい食習慣の定着が図られるよう食に関する指導を行います。 

 

＜市町村、保健･医療関係者＞ 

・健診などにおいて健康に関する正しい情報を伝え、望ましい食生活について指導します。【地域課】 

・妊産婦や乳幼児を持つ親を対象として、離乳食指導や栄養指導、食についての情報提供や教室活

動等を実施します。【地域保健課】【子ども未来推進局】 

・栄養のバランスや生活習慣病と食の関わりなどについて、地域での指導に努めます。【地域保健課】 

・食育の重要性について情報提供や普及啓発を行うとともに、乳・幼児期からの正しい食生活や生

活習慣の確立のための離乳食や栄養、保健指導に努めます。【地域保健課】【子ども未来推進局】 

 

＜道＞（地域保健分野）【地域保健課】【子ども未来推進局】 

乳・幼児期からの食育

の推進 

・市町村が母子保健活動を通じて行っている乳幼児、保護者を対象とした離

乳食指導や栄養指導、教室活動の中で食育が推進されるよう、情報提供を

行います。 

歯･口腔の健康づくり

の推進 

・道民一人ひとりが歯･口腔の健康づくりに取り組むことができるよう、生

涯を通じた歯科保健対策を推進し、生涯にわたって食べる楽しみを享受で

きる生活の実現を目指します。(8020 歯っぴいプランの推進) 

地域・職域が連携した

健康づくりの推進 

・市町村や医療保険者、事業所等が行う健康診査や健康教育など相互に活用

し、生活習慣病を予防する食の知識を効率的かつ効果的に普及できるよう

連携の推進を行います。 

 

＜道＞(教育分野) 【生涯学習課】【健康・体育課】 

早寝早起き朝ごはん 

運動の推進 

・学校・家庭・地域と連携して、早寝早起き朝ごはん運動の推進に努め、子

どもの望ましい生活習慣の定着を図ります。 

 

① 食と健康の関係を知る 

・自分の体の仕組みを知る  ・かむことの大切さを知る  ・食べものの働きを知る 

・規則正しく食べる     ・自分の適量を知る     ・自分の健康状態を知る 

・食物アレルギーを理解する【健康・体育課】 
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６ 目 標 

 

【食と健康の関係について】 
◆朝食を食べて正しい生活リズム【地域保健課】 

○朝食を食べないと脳がエネルギー不足になる 

・人間の脳のエネルギー源はブドウ糖だけ。このブドウ糖は、炭水化物を分解して作られるもので、グリコー

ゲンとして肝臓に蓄えられています。しかし、体内に蓄えておける量や時間に限りがあります。前日の夕食

にしっかりとご飯を食べても、翌朝にはエネルギーが切れてしまうことになります。そのため、朝食をしっかり

と食べることは、とても大切なのです。 

・脳がエネルギー不足になると、集中力がなくなったり、イライラしてしまったりします。  

○体や脳を目覚めさせるために朝食が必要  

  ・人間の体は眠っている間、エネルギーの使用をおさえて体を休めるため、体温がちょっと下がります。朝食

を抜いた場合、徒歩や自転車などでの通学がちょっとした運動になるので一時的に体温があがりますが、

その後、昼食まで体温が低い状態が続きます。つまり、体や脳が目覚めていない状態なのです。  

 

◆健康のために過度のダイエットは禁物  

・ダイエット目的で炭水化物を控える女性が多いのですが、極端な食事制限は危険です。炭水化物をとら

ないと、体を成長させるためのタンパク質がエネルギー源として代わりに使われてしまい、長期的に続くと生

理不順や将来的に骨粗しょう症を招く一因となります。 

・過剰なダイエットで母体の栄養が乏しい状態だと子どもが低出生体重児で生まれる傾向が見られます。  

 

◆野菜を食べましょう 

・野菜は、食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富に含む食品です。野菜不足は、便秘や肌荒れ、生活習慣病

など様々な病気につながることも報告されています。 

・野菜には、人参やほうれん草のような色の濃い野菜（＝「緑黄色野菜」）があり、主にカロテンが多く含まれ

ています。カロテンは体内でビタミンＡに変わり夜間の視力の維持や皮膚や粘膜の健康な維持を助ける栄

養素です。 

・ほうれん草などに含まれる葉酸は造血のビタミンといわれていて、血液を作るのを助ける栄養素です。これ

は特に女性に不足の傾向が見られます。妊娠初期、葉酸が不足すると胎児が先天性の疾患にかかる傾

向もあります。しっかりと摂ってほしい栄養素です。 

 

◆不規則な食生活と生活習慣病  

・偏った食事による栄養バランスの乱れ、朝食を抜くなどの不規則な食生活や運動不足など不規則な生

活習慣が積み重なると、内臓脂肪が蓄積され、さらに過剰に蓄積された状態が続くと、「脂質異常」「高

血圧」「糖尿病」など様々な「生活習慣病」を併発しやすく、「動脈硬化」を急速に進行しやすくします。  

・「動脈硬化」は、血管の壁にコレステロールなどの脂肪がたまり、血管がかたく  、もろくなった状態をいいま

すが、メタボリックシンドロームは、動脈硬化を進行させ、ひいては心臓病や脳卒中といった命にかかわる病

気を引き起こします。 

・糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの作用不足で、血糖値が高くなる病気です。初期はほとんど症

状がないので、異常に気づいたときは病状が進んでいることが多いのが特徴です。重症化すると、足の壊

疽を起こす原因となる神経障害や、失明の原因ともなる網膜症、腎臓透析に至ることもある腎症、心筋

梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化などになり、日常生活に大きな影響を及ぼします。現在、人工透析

を受けている方で一番多い原因疾患が「糖尿病性腎症」です。 
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６ 目 標 

 

◇方針１ 食をとおした健康の維持・増進 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  
 ・食塩の摂取量は減尐傾向で推移しています。【地域保健課】 

 ・野菜の摂取量は全国平均並みに推移していますが、目標である 350g/人・日には達していません。 

 ・食事バランスガイド等、健全な食生活の実践のために参考としているものがある道民の割合は６割
程度です。<地域保健課> 

 

 主な取組・役割分担 
＜家庭＞【地域保健課】 

・「どさんこ食事バランスガイド」の活用などにより、食事バランスの向上に努めます。 

・中食や加工食品を利用するときも、1 品の料理を加えるなど栄養のバランスを考えます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】【子ども未来推進局】 

・「学校給食摂取基準」を踏まえて、学校給食の食事内容を充実させるとともに、生きた教材として
活用し、給食の時間をはじめ各教科等において、望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管
理する能力を身に付けることができるよう、食に関する指導を行います。 

・児童福祉施設における食事提供ガイドを活用した食事・食生活支援を行います。 

 

＜保健・医療関係者＞【地域保健課】 

・健診などにおいて健康に関する正しい情報を伝え、望ましい食生活について指導します。 

・身近なところで適切な栄養情報が得られるよう、その専門性を活かし、地域の食育や健康づくり
を支援します。 

 

＜食生活改善関係者・消費者団体・NPO法人＞【地域保健課】 

・食品の選び方（旪や栄養価、機能性など）、調理方法などについて地域での指導や相談に努めます。 

・正しい栄養バランスに関する知識を分かりやすく普及啓発します。 

 

＜農林水産業者、食品関連事業者等＞【食品政策課】【水産経営課】【食関連産業室】【地域保健課】 

・調理方法や栄養のバランスなどの情報提供に努めます。 

・身近なところで適切な栄養情報が得られるよう、「栄養成分表示」や食に関する適切な情報提供を
行うなど、食の環境整備に努めます。 

 

＜市町村＞【地域保健課】 

・栄養のバランスや生活習慣病と食の関わりなどについて、地域での指導に努めます。 

 

＜道＞(地域保健分野) 【地域保健課】 

食生活に関する正しい 
知識の普及 

・どさんこ食事バランスガイド等を活用し、食生活に関する正しい知識
の普及を図るとともに、飲食店、給食施設、小売店等でのガイド活用
の促進を行います。 

・市町村栄養士や在宅栄養士、食生活改善推進員などによる健康づくり
や食育の推進に向けた支援を行います。 

② 栄養バランスを改善する 

・栄養のバランスをとる 

  食品の組合せや食品群の考え方、主食・主菜・副菜のバランス、一日に摂取する熱量などに

ついて知り、実践する 

・体によいもの、安全な食べものを知る 
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■主食（ごはん、パン、麺）

１日の適量は５～７つ（ＳＶ）

ごはん（中盛り）だったら４杯程度

■副菜（野菜、きのこ、海藻料理）

１日の適量は５～６つ（ＳＶ）

野菜料理５皿程度

■主菜（肉、魚、卵、大豆料理）

１日の適量は３～５つ（ＳＶ）

肉・魚・卵・大豆料理から３皿程度

■果物

１日の適量は２つ（ＳＶ）
みかんだったら２個程度

■牛乳・乳製品

１日の適量は２つ（ＳＶ）
牛乳だったら１本程度

※活動量の見方 
「低い」：生活の大部分が座位の場合 

「ふつう以上」：座位中心だが仕事・家事・
通勤・余暇での歩行や立位作業を含む場
合、または、歩行や立位作業が多い場合
や活発な運動習慣を持っている場合 

６ 目 標 

 

栄養成分表示の店の推進 ・外食利用者が適切な栄養情報を得ることができるよう「栄養成分表示

の店」（ヘルシーレストラン）を推進します。また、登録した外食料理

店名をホームページに掲載しＰＲします。 

 

＜道＞(水産分野) 【水産経営課】 

魚食の普及 ・水産物のすぐれた栄養特性を広く消費者にＰＲします 

 

【ヘルシーレストラン】【地域保健課】 

外食利用者が適切な栄養情報を得ることができるよう環境を整備す

る目的で、「栄養成分表示の店」を推進しており、登録された外食料理店

には、登録証明書（ステッカー）を交付し、北海道のホームページに店名を

掲載しています。また、加工食品等の栄養成分表示については、健康増

進法に沿って栄養成分表示等を推進しています。  

URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/framepage/mise.htm 

【どさんこ食事バランスガイド】健課】 

「何を」「どれだけ」食べたらよいかな

ど「食事の基本」を身に付けるために道

産食材を用いて望ましい食事のとり方

やおおよその量をわかりやすくイラスト

で示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

また、１日に必要な食事量は、性別、

年齢別、そして、身体活動レベルによ

って異なります。適切な食事摂取基

準を知ることが大切です。 

 

 

 

 

URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/framepage/dbaransugaido.htm 
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６ 目 標 

 

◇方針１ 食をとおした健康の維持・増進 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・食品の安全性に関する基礎的な知識が十分にある、ある程度あると回答した国民の割合は 66.5%です。

（内閣府「食育に関する意識調査」平成 24年 12月） 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・日常生活の中で、買い物や料理の手伝いなどをとおして、食材の選び方など子どもたち「食」に

ついて教えます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・給食の時間をはじめ、家庭科など関連する教科等の時間において、正しい知識・情報に基づいて、

食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付けることができるよう食に関する

指導を行います。 

 

＜消費者団体・NPO法人＞【消費者安全課】 

・食品表示の正しい理解や安全な食品の選び方（旪や栄養価、機能性など）について、地域での指

導や相談に努めます。 

 

＜道＞(全体的な取組)  

食品表示に関する普及啓発 

【食品政策課】【消費者安全課】 

【食品衛生課】【地域保健課】 

【食関連産業室】 

・消費者等に対し、以下の表示などに関する普及啓発を行います 

・JAS 法、健康増進法、食品衛生法及び食品表示法に係る食品表示 

・道産食品独自認証制度、道産食品登録制度 

・YES！clean 表示制度、有機ＪＡＳ規格 

・北海道 HACCP 自主衛生管理認証制度 

・北海道食品機能性表示制度 

リスクコミュニケーション

の効果的な実施【食品政策課】 

・食の安全･安心に関し、食品の安全性に係る知識や施策などについ

て、ホームページやパンフレットで情報を提供します。 

 

③ 食の情報を正しく知る 

 ・ＪＡＳ法などに基づく食品の表示を知る  ・食の安全性に関する情報を知る 

・北海道独自で行っている表示などを知る  ・食品衛生の知識を得る 
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６ 目 標 

 

【道産食品独自認証制度】【食品政策課 認証】 

北海道の原材料にこだわり、高い技術を生かして生産された安全で優れた北海道

産の食品で、品目ごとに定められた基準を満たしたものを認証する制度であり、認証

された食品には「きらりっぷマーク」を表示しています。 

平成２５年３月末現在、ハム類、ナチュラルチーズ、日本酒、熟成塩蔵さけ（山漬け）な

ど、21品目の認証基準が設定され、60品の認証を行っています。 

 ＵＲＬ: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/shokuan/ninshou/seido.htm 

 

【道産食品登録制度】【食品政策課 認証】 

北海道の豊かな自然環境の下で生産された原材料を使用して、北海道内で製造・

加工された道産へのこだわりの加工食品を登録する制度であり、登録された加工食品

には「登録マーク」を表示しています。  

ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/shokuan/ninshou/dousantouroku.htm 

 

【ＹＥＳ！clean表示制度】【食品政策課 クリーン・有機】  

「北のクリーン農産物（YES! clean）表示制度」は、クリーン農業の取組をより一層進めるた

めに、農業団体や消費者団体、道などで構成する北海道クリーン農業推進協議会が取り

組んでいる表示制度です。  

この制度は化学肥料や化学合成農薬の使用を一定基準以上低減した農産物を生産す

る集団を登録する仕組みで、消費者のみなさんにYES!clean農産物を知っていただくために

『YES!cleanマーク』を表示しています。  

平成 24年度までに 390集団、54品目が登録されています。  

 ＵＲＬ：http://www.yesclean.jp 

   

 

【北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度】【食品衛生課】 

食品の製造・加工・販売施設などについて、ＨＡＣＣＰによる自主衛生管理が 

適切に行われているかどうかを審査し、道が定める基準に達しているものを認証 

する制度です。平成 26年 1月末までに 67施設、81食品が認証を取得しています。                

ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/haccp/haccp-ninsyou.htm 

 

＊HACCPとは、より安全な食品を提供するために考えられた食品の衛生管理システム 

です。アメリカで、宇宙飛行士が食べる宇宙食の安全性を確保するために開発されました。 

 

【北海道食品機能性表示制度】【食関連産業室】 

道産加工食品に含まれている機能性成分に関して「健康でいられる体づくりに関する

科学的な研究」が行われている事実を認定した商品に表示されます。 

平成２５年度第１回認定では１２件の商品が認定されています。           

 URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/ks/hyouziseido.htm (北海道庁) 

 URL: http://www.h-food.or.jp/ (フード特区機構) 

 

【認証マーク】 
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６ 目 標 

 

◇方針２ 地域に根差した食関連産業への理解と支援 

北海道は豊かな自然に恵まれ、四季折々の旪を感じさせる食材の宝庫であり、消費者

と生産者とが顔の見えるつきあいができる特徴を持った地域です。各種体験活動により、

本道の基幹産業として発展する農林水産業や食品産業など、食に関連する産業の役割や

現状について理解を深めるとともに、地産地消の大切さを知り、実践する食育の取組を

推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  現状と課題  
 ・農業体験施設数は増加傾向で推移しています。【農村設計課】 

・多くの小・中学校で体験的な活動を取り入れた食育が行われています。【健康・体育課】 

 
 主な取組・役割分担 
＜家庭＞ 

・農業体験や漁業体験などを通じ、農林水産業への理解を深め、生産者との信頼関係を築きます。 

・グリーン・ツーリズム、家庭菜園、調理講習会等への参加により、食に関わる体験を増やします。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・総合的な学習の時間などにおける農林水産業や食品産業での体験や学校農園などの取組を通じて、
食べものと自然を大切にする心を育み、地域の農林水産業に対する理解を深めます。 

 

＜PTA関係者・町内会＞【健康・体育課】 

・学校が行う体験的な活動に協力・参加するよう努めます。 

 

＜農林水産業者、食品関連事業者等＞ 

・社会見学への協力や体験受入れにより生産の過程を伝え、顔の見えるつきあいができるように努
めます。 

 

＜農業高校・農業大学校・大学等＞【農業経営課】(農業大学校)【高校教育課】 

・学校施設を活用した体験学習の取組に努めます。 

 

＜道＞(全体的な取組) 【食品政策課】【農政課】 

食農教育の積極的な推進 ・地域における農業体験や講師派遣に対する支援などを行います。 

 

＜道＞(教育分野) 【・体育課】 

体験的活動の促進 ・地域の農林水産関係者等と連携した農業体験活動等を促進します。 

④ 体験を通じて地域の農林水産業や食品産業を知る 

・食べものを育てる、作ってみる、収穫してみる 

・五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）を使って、自然や生き物に触れる 

・小・中学校の総合的な学習の時間などにおける学習や体験活動や、親子や友達同士でふれあい

ファームなどに出かけ、食に関する様々な体験をする 

・地域で開催される食品加工場などへの見学会への参加することで、食品産業への理解を深める 

・生産者と消費者の信頼関係を深める 

・食料の自給率などについて知る 

・食べものの生産から流通までの流れなどを知る 

・安全で品質の高い食べものの生産には相忚のコストがかかることを知り、再生産可能な価格で

買い支えることの重要性を理解する 
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６ 目 標 

 

＜道＞（農業分野） 

農業体験の促進 
【食品政策課】【農政課】 

・「ふれあいファーム」などを活用し、食育につながる農業体験など農業
者自らによる道民の理解を深めるための取組を支援します。 

また、農業体験の一層の推進に向け、地域の方々による協力体制の充
実を図ります。 

農業・農村に対する理解
の促進【農政課】 

 

・北海道農業・農村情報誌「confa（コンファ）」の発行などによる普及
啓発や農業体験の推進、地場農産物の利用拡大などにより、農業・農
村に対する道民の理解を深める取組を進めます。 

農業改良普及センターな
どによる体験学習などへ
の協力【技術普及課】 

・学校や行政などが行う小・中学生をはじめとする都市住民向けの農業
体験（水稲や野菜の栽培、自然探査・観察、自然とのふれあい、収穫、
わら細工、調理などを体験）への協力を行います。 

都市と農村との交流の 
促進【農村設計課】 

・農村が有する自然や食を活用した都市と農村との交流を促進する取組
を支援します。 

 
＜道＞（水産分野） 

地域での体験機会の提供 
【水産経営課】 

・子どものころから、学校や家庭において地域の水産物や漁業について
学び、水産食材や漁業を身近に感じることができる環境をつくるため、
地域の学校や行政などと連携し、「出前授業」や「体験学習」などを行
います。 

水産業・漁村に対する 
理解の促進【水産経営課】 

・水産物に関する基礎的な知識や学習資料などをホームページ、一般広
報誌等から情報発信することにより、水産業や漁村に対する道民の理
解を促進します。 

漁協青年部や女性部など
と連携した地域活動の 
展開【水産経営課】 

・漁協青年部、女性部などが行う体験イベントや愛食運動等に協力する
ことにより、道民と地域の生産者との交流を促進します。 

 
＜道＞（林業分野） 

木育の推進 
【森林活用課】 

・各地域において、学校や行政などと連携し、森林・林業・木材産業に
ついての学習機会の充実や、きのこの栽培作業を体験するなどの取組
を行います。 

 
＜道＞(食品工業分野) 

食品加工研究センター等
の視察対応 
【食関連推進室】 

・食品加工研究センターをはじめ、道立地域食品加工技術センター(十勝
圏、オホーツク圏)では、視察者に対してセンターの取組を説明すると
ともに、センターが関わった食品製造業者等の取組を紹介します。 

見学可能な工場の情報 
提供【食関連推進室】 

・食品製造等に係る視察・体験が可能な施設を、北海道のホームページ
で紹介します。 

 

【ふれあいファーム、食育ファーム、酪農教育ファーム】品政策課】【農政課】 

道民の食や農に対する理解を深めるためには、道民が、実際に農村を訪れ、農業を体験することで、その魅力を

実感することが大切です。 

 道では、都市と農村の交流に意欲を持っている農業者の農場を「ふれあいファーム」として登録し、道民が気軽に

農村を訪問して農業体験などを楽しめる交流拠点の役割を担っていただいています。 

また、食育に関する農業体験メニューを提供する農場を「食育ファーム」として紹介しています。 

そのほか、一般社団法人中央酪農会議が認証・登録している「酪農教育ファーム」という制度もあります。 

 ふれあいファーム  ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/hureaifarm/hureai-top.htm  

 食育ファーム     ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/experience/farm.htm 

 酪農教育ファーム  URL：http://www.dairy.co.jp/edf/ 
 

【農業体験サポートマニュアル「はじめよう！楽しもう！農業体験」】  
道では、これから農業体験をはじめよう、または、もっと充実した農業体験を続けたいと考えている小・中学校及

び農業者の皆様のためのマニュアルを作成していますので参考にしてください。 

ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/project/step3.htm 
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６ 目 標 

 

◇方針２ 地域に根差した食関連産業への理解と支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・北海道米の道内食率は 9 割、道内の学校給食における道産食材購入率は 7 割です。【健康・体育課】 

 ・地産地消に対する意識は全国に比べ高い状況です。【食品政策課】 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・農林水産業の多面的な機能や、食べものと自然を大切にする心を子どもたちに伝えます。 

・地域で採れる新鮮な食材を食べ、本道の豊かな自然環境について子どもたちに教えます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・本道の豊かな地域の産物を学校給食等に活用し、学校教育全体を通じて食に関する指導を行い、

地域の食文化、自然や産業等に対する理解を深めさせ、郷土を愛する心を育ませます。 

・学級通信、給食だより、ホームページ等を活用し、保護者に学校での地場産物利用の取組を紹介

します。 

 

＜農林水産業者、食品関連事業者等＞【食品政策課】【水産経営課】【食関連産業室】 

・消費者と生産者の交流の場の提供などに努めます。 

 

＜道＞(全体的な取組及び農業、水産業、林業分野) 

地産地消の推進 

 

【食品政策課 ６次化】 

【水産経営課】 

【食関連産業室】 

【林業木材課】 

・毎月第３土・日曜日の「愛食の日」(愛称：「どんどん食べよう道産DAY」)

を中心に、道内流通業界などと連携した取組を進めます。 

・各種情報の提供、生産者等による直接販売の促進などによる、消費者と

生産者等との結びつきの強化などに取り組みます。 

・北海道米の道内食率の着実な維持、道内における道産小麦の利用促進、

小麦製品の原材料を輸入小麦から道産小麦へ転換する「麦チェン」の取

組、農畜産物、魚介類等の利用拡大、魚食の普及、きのこの消費拡大、

学校給食への地場産品利用促進に向けた調整など地産地消を推進しま

す。 

 

＜道＞(教育分野) 

地場産物の活用促進 

【健康・体育課】 

【食品政策課】 

・学校給食における地場産物の活用促進に向けた方策の検討や情報提供な

どを行います。 

・地元の生産者などの協力を得て契約栽培や共同購入を進め、安定供給で

きる体制づくりを進めます。 

 

 

⑤ 地産地消の理解を深め、実践する 

・地域で採れた農産物や山菜、きのこ、魚介類など自然の恵みを知る 

・日常の食事に使う食材の生産地など、自らの食生活の姿を知る 

・地産地消が流通コストの削減や地域経済の活性化を図る上で重要であることを知り実践する 

・生産者と消費者の信頼関係を構築する 

・スローフード運動などに理解を深める 

・食べものと自然を大切にする心を育む 

・自然環境の保全、洪水や土砂崩れの防止など農林漁業・農山漁村の多面的な機能を知る 
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６ 目 標 

 

【愛食の日】 

道では、地元でとれた農水産物を地元で消費する「地産地消」をはじめ、食に関して必要な知識を学び実践

する「食育」、北海道に合った「スローフード運動」を総合的に推進するため、道民運動として関係者が一体とな

って「愛食運動」に取り組んでいます。 

平成１６年度には、この運動の中の「地産地消」を具体的に推進していくた

め、道民の購買行動に直接結びつく仕組みづくりとして「愛食の日」を制定

し、キャッチフレーズ等を一般から公募しています。また、ロゴマークを作成し

ています。 

 

● 愛称＝ どんどん食べよう道産ＤＡＹ 

● 日にち＝ 毎月第３土曜日と日曜日 

● キャッチフレーズ＝ おいしいですよ北海道 

 

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/dosanday/aisyokutop.htm 

 

 

 

1
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６ 目 標 

 

◇方針２ 地域に根差した食関連産業への理解と支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・フランス、イタリアでは学校教育の授業で、味覚を育てる教育が取り組まれており、日本国内でも

一部の学校で取り上げられています。道内でも、民間団体の協力を得て取り組まれている事例が見

られます。 

 ・学校給食を「いつも残す」、「時々残す」理由として、最も多いのが「きらいなものがある」です。 

  【健康・体育課】 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・いろいろな食べ物を食べ、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五つの基本味を子どもたちに教え、

味覚を育てます。 

・旪の食材のおいしさなどを子どもたちに教えます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・学校給食に地域で生産された旪の食材を活用し、食材の本来の味を味わわせ、味覚を育てます。 

 

＜農林水産業者、食品関連事業者等＞ 

・地域の食の良さを伝えるため、地域の食材の味覚などを教えます。 

 

＜道＞(全体的な取組)【食品政策課】 

味覚教育の導入検討 ・民間の協力を得て、味覚教育の継続的な取組の可能性について  

検討します。 

 

 

 

⑥ 地域生産物の旪を知り、味覚を育てる 

 ・食材の本来の味を知る 

・うす味の料理に慣れる 

・甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五つの基本味を知る 

・多くの食べものの味を経験し、食べたいものを増やすなど味覚を育てる 

・旪の味覚を味わう 

・本道で生産される農水産物の良さを理解し、旪のときが一番おいしく栄養も豊富で食材その

ものの持つ本来の味であることを知る 
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６ 目 標 

 

■ 北海道の旪の食材（収穫時期） 

URL：  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/project/file/calendarpdf.pdf 
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６ 目 標 

 

◇方針３ 環境の保全・食文化の継承 

   豊かな食生活は、環境の保全の上に成り立っています。農林水産物が生産される基盤

となっている環境や環境に調和した食生活について考え、それを実践することが大切で

す。また、人々がおいしさや楽しさなど食事に求めるものは多様なものがあり、食べる

ことにより精神的に満たされることも重要な要素になっています。食材の生産と利用、

食文化など食に関する幅広い知識を習得するとともに、楽しく食卓を囲む機会を多く持

つなど、食を通じたコミュニケーションを深め、生涯にわたって精神的に満たされるよ

う、環境の保全・文化の継承につながる食育の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・世界的な食料需給のひっ迫、食料不足が問題となる中で、我が国においては、食べ残しなどに伴う

大量な食品の廃棄が行われており、これらの削減による環境負荷の低減などが求められています。 

 ・食品ロスは全国で年間５００～８００万トンと推計されています。 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・環境に優しい食品を賢く選んで食べ残しを減らすとともに、食材が生産される環境について、子

どもと大人がともに考え、環境に調和した食生活を実践します。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・学校給食を残さず食べる習慣を培うとともに、環境問題について考え、食べものを大切にし、自

然の恵みや生産者等に感謝する心を育みます。 

 

＜道＞（全体的な取組） 

食べ残しなどによる食品

廃棄の削減の促進 

・ホームページ等を活用した普及啓発活動などを進めます。 

環境教育の推進【環境推進

課】 

・農林水産物が生産される基盤となっている環境と食のつながりを学ぶ

 など、環境と調和した食生活について、普及啓発に努めます。 

３Ｒの普及啓発 

【循環型社会推進課】 

・家庭から排出される生ごみをはじめとしたごみの行方などを通じて、

３Ｒ（スリーアール）の普及啓発活動を進めます。 

 

＜道＞（農業分野の取組）【食品政策課 クリーン・有機】 

クリーン農業や有機農業

に対する理解の促進 

・本道農業・農村の持続的発展に資する、環境との調和に配慮したクリ

ーン農業や有機農業の取組について理解を促進するため、その積極的

な PR や、YES！clean 農産物や有機農産物の学校給食での利用促進な

どを図ります。 

⑦ 食と環境との関係を考える 

・食べものの選び方、調理方法や食品の保存方法を工夫する 

・食べ残しなどの食品ロスを尐なくする 

・「環境に調和した食生活(エコクッキング)」を考える 

・「もったいない」というモノを大切にする心を育む 

・環境との調和に配慮したクリーン農業や有機農業などの取組について理解を深める 

・食を通して大気・水の循環など環境問題について考える 

・フード・マイレージなどを理解し、地産地消は環境にやさしいということを知る 
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６ 目 標 

 

【生ゴミを減らそう】 【循環型社会推進課】 

 北海道で１年間に出される生ゴミの量は、６１万トンと推計されています。このうち、約５万トンは肥料などにリサ

イクルされていますが、多くは廃棄物として処理されています。 

 売れ残りや食べ残しなどを少なくするためには、消費者の取組も不可欠です。一人ひとりが家庭・店先・外食

先で「もったいない」と思っていれば、リサイクルはどんどん進んでいきます。家庭や外食の時には次の事項に気を

つけて生ゴミを減らすよう心がけましょう。 

 

●作りすぎない 

・料理のときは、食べきれるだけ作りましょう。 

・献立を工夫するなどして廃棄物の発生を抑制しましょう。 

・調理するときは、素材を可能な限り調理しましょう。 

・生ゴミはこまめに水切りしましょう。 

・できるのなら・・・生ゴミ堆肥づくりに挑戦。 

●買いすぎない 

・買い物のときは、使い切れない食品の廃棄を避けるため、必要なものだけを買いましょう。 

・リサイクルを促進するため、リサイクル飼肥料を利用した農畜産物を購入しましょう。 

●頼みすぎない 

・外食のときは、ボリュームをお店の人に確認するなど、無理なく食べられるメニューを注文しましょう。 

・リサイクルしやすいように食べ残したものに楊枝や割りばしを入れないようにしましょう。 
 

【エコクッキング】 【循環型社会推進課】【環境推進課】 

 エコクッキングとは、「環境に調和した食生活」という意味です。ポイントとして次の５つの考え方を基本にしてい

ます。  

① 食べ物の選び方・買い方を工夫する  

  「環境への配慮」をしている店や商品を選び、必要な分量を考え買い過ぎを防いだり、包装は簡易にするな

ど、ごみを最小限にする買い方を心がける。  

② 環境に負担の少ない料理をする  

  自然の恵みである食材・食品を大切に扱い、調理のときの省エネや節水に心がける。 

③ 洗い方・後片づけの手順は環境を考えて行う   

  洗い物や後片づけのとき、節水に努めるとともにアクリルたわしなどを使い、洗剤や石けんを使いすぎない。  

④ 上手に食品を保存する  

  野菜や加工食品はタイプ別に適切に保存する。  

⑤ 活かし方・捨て方を工夫する 

  残り物もおいしく食べられるようにしたり、容器を再利用したり、生ごみをたい肥にしたりするなどの工夫をす

る。    
 

【フード・マイレージ】 

食料の総重量と輸送距離を掛け合わせたものです。食料の生産地から食卓までの距離が長いほど、輸送に

かかる燃料や二酸化炭素の排出量が多くなるため、フード・マイレージの高い国ほど、食料の消費が環境に対し

て大きな負荷を与えていることになります。  

日本は、食料の半分以上を輸入に頼っており、農林水産政策研究所の研究によると 2001年（暦年ベース）に

おける我が国の食料輸入総量は約 5,800 万 t で、これに国毎の輸送距離を乗じ累積したフード・マイレージの

総量は約 9,000 億 t･kmとなっています。これは、我が国の国内における１年間の全ての貨物輸送量の約 1.6倍

に相当します。 

諸外国の状況をみると、韓国およびアメリカは我が国の約３割、イギリス・ドイツは約２割、フランスは１割程度

の水準である。言い換えれば、我が国のフード・マイレージは韓国・アメリカの約３倍、イギリス・ドイツの約５倍、フ

ランスの約９倍になります。 
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６ 目 標 

 

◇方針３ 環境の保全・食文化の継承 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

・食生活の多様化や簡便化が進む中で、これまで先人から受け継がれてきた伝統的な食文化が失われ

ることが懸念されており、こうした食文化を継承し、さらに発展させていくことが必要となってい

ます。 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・スローフードや郷土料理を楽しみます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・自分たちの住む地域には、昔から伝わる料理や季節、行事にちなんだ料理があることを伝えます。 

・地場産物や郷土に伝わる料理を積極的に取り入れ、児童生徒が郷土に関心を寄せる心を育みます。 

・米飯を主食とした和食の献立では、日本の伝統的な食生活の伝承や食器の並べ方、はしの持ち方

など和食のマナーを身に付ける指導に努めます。 

 

＜食生活改善関係者・消費者団体・NPO法人＞【循環型社会推進課】 

・地域で受け継がれた郷土料理や食文化の継承などについて、地域での指導や相談に努めます。 

 

＜農林水産業者、食品関連事業者等＞【食品政策課】【水産経営課】【食関連産業室】 

・食文化を発掘し、情報提供に努めます。 

 

＜道＞(全体的な取組) 

北海道らしい食づくり名

人の活用 

【食品政策課】 

・北海道らしい食づくり名人の登録を進め、地域がこれらの名人を指導

者として活用することにより、伝統的な北海道の食文化の継承を図りま

す。 

 

 

【北海道らしい食づくり名人】 

道では、地域でその土地ならではの農産物を作っている人、地域が誇るこだわりの加工品や郷土料理を作

っている人など、地域の風土や食文化などを生かした北海道らしい食づくりを行っている方々を「食づくり名

人」として登録しています。 

URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/shokumeijin/toppage.htm 

 

⑧ 食文化を継承する 

・地域の特色ある食材を活用した郷土料理や行事食、保存食など家庭や地域で受け継がれてきた 

食文化を知り、伝承する 

・行事食、保存食、バラエティ豊かな食材を活用した郷土料理やアイヌ文化、道外の文化を継承 

した食文化を知る 
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６ 目 標 

 

【「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録について】 

日本政府が平成２４年３月にユネスコの無形文化遺産登録に申請した「和食：日本人の伝統的な食文化」

が、平成２５年１２月に登録されました。 

この登録は、無形文化遺産の保護の観点から、無形文化遺産の一層の認知とその重要性についての意識

の向上、また文化の多様性を尊重する対話を奨励するために行われています。 

登録に当たっては無形文化遺産に対する保護措置が必要で、提案の中では「学校給食や地域の行事での

郷土料理の提供」、「親子教室等の各種食育活動の実施」、「郷土料理や食文化に関するシンポジウムの開

催」等、食育に関わる取組が示されており、今回の登録は「食育」の大切さを改めて考える契機となるもので

す。 

 

主な提案理由 

「和食」は、四季や地理的な多様性による「新鮮で多様な食材の使用」、「自然の美しさを表した盛りつけ」

などといった特色を有しており、日本人が基礎としている「自然の尊重」という精神にのっとり、正月や田植、収

穫祭のような年中行事と密接に関係し、家族や地域コミュニティのメンバーとの結びつきを強めるという社会

的慣習であることから、「無形文化遺産の保護に関する条

約」（無形文化遺産保護条約）に定める「無形文化遺産」と

して提案したもの。 

 

提案の名称 

「和食；日本人の伝統的な食文化」－正月を例としてー 

 

提案の内容・定義 

＜定義＞ 

「自然の尊重」という日本人の精神を体現した、食に関する社会的慣習として提案 

＜内容＞ 

①新鮮で多様な食材とその持ち味の尊重          ②栄養バランスに優れた健康的な食生活 

③自然の美しさや季節の移ろいを表現した盛りつけ  ④正月行事などの年中行事との密接な関わり 

 

 

【北海道の郷土料理】 

北海道は、広大な農地を有し、四方を海に囲まれ、恵まれた自然環境により各地でおいしくて新鮮な食材

が産み出され、多様で豊富な食材を活用した郷土料理や、アイヌ文化、道外の文化を継承した特色ある食文

化があります。 

 北海道食生活改善推進員団体連絡協議会では、昔ながらの食文化を見直

し、健康で豊かな食生活を送るために、また、郷土色豊かな食や家庭で受け

継がれてきた料理を次世代に伝えていきたいという願いをこめて、「北海道伝

承食文化―伝え残したい我が家の料理―」を作成しています。 

 

URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/framepage/densyo.htm  
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６ 目 標 

 

◇方針３ 環境の保全・食文化の継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・朝食と夕食を家族と一緒に食べる回数は週 10 回程度です。 

 ・朝食を一人で食べる割合は小学生 16.6％、中学生 34.8％で全国平均と同水準です。 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・家族と一緒に食事をとる楽しさを味わいます。 

・買い物、料理、配膳の手伝いなどにより、食材の選び方、基本的な調理方法を身につけます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・家庭科において、食事の役割、日常食の献立、安全と衛生に留意した食品や調理用具の管理、調

理の基礎的・基本的な知識及び技能を指導します。 

・学校給食を通じて食事のマナーを身に付け友人と食べる楽しさを指導します。 

 

＜食生活改善関係者・消費者団体・NPO法人＞【地域保健課】 

・食育講座や研修会などにおいて、調理技術や友人と食べる楽しさなどについて指導します。 

 

＜道＞（教育分野） 

給食の時間における食に

関する指導【健康・体育課】 

・学級担任等が給食の時間の準備、食事、後片付けを通して、望ましい

食習慣の形成に向けた指導を行います。 

幼稚園における取組 

【健康・体育課】 

 

・食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ、幼児

の食生活の実情に配慮し、和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食

べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心をもっ

たりすることなどを通して、食育の推進に努めます。 

 

【いただきますの語源】 

 「いただく」とは「もらう」の謙譲語。ほかのいのちをいただく、という意味です。 

 私たちは、ほかの生き物のいのちをいただき、自分のいのちを養っています。食べ

ものを粗末にすることは、ほかのいのちを粗末にすることです。いつも感謝の気持

ちをこめて、食事の前に「いただきます」とあいさつしましょう。  

 

【ごちそうさまの語源】 

 「ごちそうさま」は、「ご馳走様」と書きます。このことばには「食事を作るために食

材を育てたり、集めたり、料理をしたり、駆け回ってくださりありがとうございまし

た」という意味がこめられています。 

食事のあとには忘れずに「ごちそうさま」とあいさつしましょう。  

 

「いただきますからはじめよう みんなの食育講座」（毎日新聞北海道支社報道部編 平成 16年寿郎社）より 

⑨ 食を楽しむ（食を通じたコミュニケーションの推進、食に関する基本知識の理解と実践） 

・家族や友人と楽しく食べる場をつくる 

・食事のマナーを身に付ける 

・献立を考える、器具を使う、味付け、盛りつけをする、衛生的に取り扱う 

・食品の保存の仕方や食べものを大切にする習慣を身に付ける 
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６ 目 標 

 

【自分でつくるお弁当の日】 

旭川市立東明中学校では、平成１７年度から、総合的な学習の時間「食育の時間」において、生徒全員に「お弁

当づくり」という共通の課題をもたせ、自らの生命・健康を維持するのに重要な「食」への関心を高めるとともに、

自ら作ることで食材や調理方法、衛生管理などの課題解決を図るための資質と能力を育成することを目的とし

た取組を進めています。 

平成２５年度は、全学年において、年３回、給食の代わりに自分で作った「お弁当」を持参する取組に加え、冬季

休業中に「家族でつくる食事の日」の設定を実践課題とするなど、食育の学びをさらに深めています。 

また、第２学年では、キャリア教育の視点を踏まえ、生徒の食事に関する講話や宿泊研修における食に関わる

職場体験を実施しました。 

このような取組を進めることで、親子の会話が増加し、親に感謝の気持ちをもつようになったという効果もみら

れています。また、食に関わる仕事の重要性を学ぶことを通じて、職業観を広げる機会にもなっています。 

 

 

【北海道が作成した食育ツール】 

道ではおとなから子どもまで、かんたんに楽しく食育を実践できるコンテンツを作成していますので

ご活用ください。（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/project/index.htm） 

 

○ 食育ツール（資料）  

 ホームページからダウンロードできます。 

資料名 概要 

食育読本 

「元気もりもり 北海道」 

「食育の教科書」ともいえる一冊です。これを読めば、食育についての

基本的なことをひと通り学ぶことができます。 

農業体験サポートマニュアル 

「はじめよう！楽しもう！農業体験」 

本書は、これから農業体験をはじめよう、または、もっと充実した農業

体験を続けたいと考えている小・中学校及び農業者の皆様のための

マニュアルです。 

北海道の旬の食材カレンダー このカレンダーを使って、北海道の食材の「旬」を覚えよう！ 

それゆけ！食の探検隊 あそんで、まなべる、みんなの食育ガイド。食育ドリルやすごろくもつい

ています。 

 

○ 食育ＤＶＤ（動画） 

団体や関係機関に貸し出します。個人への貸出しについては御相談ください。インターネット（YouＴube）から

も見られます。 

タイトル 対象 

食育キャラバン「大地くんとめぐみちゃんの食の魔法使い」 お子様向け 

食育キャラバン「バランス王子の不思議な冒険」 お子様向け 

食育キャラバン「ＧＯ！ＧＯ！スイッチマン」 お子様向け 

食育キャラバン「ＧＯ！ＧＯ！スイッチマン２ the NEXT」 お子様向け 

朝ごはんで３つのスイッチ、元気オン！ 小学生用 

朝食で、やる気・集中力アップ！朝食の役割！なぜなぜ図鑑 中学生用 

朝ごはんは、食生活の基本 朝食で、やる気・集中力アップ！ 高校生用 

応援します！一人暮らしの食生活（大学生編・中高年編） 大学生・中高年世代 

子育て世代のための 今日からはじめる親子の食育 子育て世代 

続けることが大切 中高年世代のための食育 中高年世代 
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６ 目 標 

 

◇方針４ 食育を推進する基盤づくり 

  食育の取組は多様な分野に関わるため、その推進には多くの道民、団体、機関の協働

や専門家の活用が大切です。地域の関係者が相互に情報共有、意見交換を行うことによ

り、効率的、効果的に取組を推進するための計画づくり・組織づくりや専門家の活用、

育成、さらに健康、産業、環境、文化など多様な分野に関わる食育の普及啓発など、

食育推進の基盤づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・平成 25 年 3 月末現在、道内の市町村食育推進計画の作成率は 26.3％（作成自治体数 47）で、全国

の作成率(65.3%)を下回っています。 

  

 主な取組・役割分担 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・学校教育活動全体の中で体系的な食に関する指導を家庭、地域と連携し、計画的、組織的に行う

ための「食に関する指導の全体計画」及び「年間指導計画」を作成し、改善・充実を図ります。 

 

＜市町村＞【食品政策課】 

・地域において食育を推進するための組織づくりや市町村食育推進計画を作成、実行します。 

 

＜道＞(全体的な取組) 

全道・地域段階における推進体

制の整備【食品政策課】 

 

・全道段階の「どさんこ食育推進協議会」を運営し、関係機関の連

携を図り、有識者や食育実践者から関連施策の意見を伺うととも

に、地域段階での「食育推進ネットワーク」の運営に取り組みま

す。 

・各市町村における食育推進体制の整備に協力、助言します。 

市町村食育推進計画の作成

促進【食品政策課】 

・計画の作成に必要な情報の提供に努めるとともに、地域のネット

ワークも活用し、計画の作成を促します。 

・市町村等での食育講習会での指導者の派遣要請に対忚します。 

 

＜道＞(教育分野) 

食に関する指導の全体計画等

の改善・充実【健康・体育課】 

 

・食に関する指導の全体計画及び年間指導計画の改善・充実を図る

ため、モデルプログラムや実践事例集などを提供し、学校におけ

る推進体制の整備に努めます。 

・国の事業なども活用しながら、学校・家庭・地域が連携した食育

を推進します。 

保育所・認定こども園における

取組【子ども未来推進局】 

 

・乳・幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われ

るよう、食事の提供を含む食育の計画作成や、その評価・改善な

どを行い、食育の推進に努めます。 

⑩ 計画づくり・組織づくりを進める 

食育の取組は多様な分野に関わるため、その取組を効率的、効果的に進めるには、多くの機関、

団体などが連携し、相互に情報共有、意見交換をしながら計画づくり、組織づくりをすることが

有効です。 
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６ 目 標 

 

◇方針４ 食育を推進する基盤づくり 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・北海道の栄養教諭の任用数は全国一の水準です。 

・食づくり名人の登録や食育コーディネーターの派遣斡旋等の取組が行われています。 

 

 主な取組・役割分担 

＜農業高校・農業大学校・大学等＞【高校教育課】【農業経営課】（農業大学校） 

・農業・食に関係する技術の習得や次代を担う農業者としての人材養成に努めます。 

 

＜市町村＞ 

・地域の各関係者と連携を図りながら、食育に取り組む地域住民や農林漁業者などと協働したり、

自主的な取組へ支援します。 

・地域における健康づくり組織活動を推進するため、食生活改善推進員等の養成・育成を行います。 

 

＜道＞(全体的な取組) 

次世代の食育推進を担う人材

の育成【高校教育課】 

・高等学校で食に関する科目を設置するなど食育の推進に努めます。 

北海道らしい食づくり名人の

活用・促進【食品政策課】 

・北海道らしい食づくり名人を登録し、ネットワーク化を図るとと

もに、地域がこれらの名人を指導者として活用することにより、

本道における食の担い手を育成します。 

北海道食育コーディネーター

の派遣【食品政策課】 

・食育の実践者や栄養学の専門家などを北海道食育コーディネータ

ーとして登録し、要請に基づき派遣の斡旋を行います。 

表彰制度の創設 

【食品政策課】 

・食育推進活動の促進と食育への関心向上のため、食育の担い手の

活動を周知し、その意欲を高める表彰制度を設けます。 

 

＜道＞(地域保健分野) 

指導者の資質向上【地域保健課】 

 

・道民が主体的に食生活の向上に取り組むことができるように、栄

養士・調理師等の「食」の専門職、地域・学校などで健康教育・

指導にあたる保健医療従事者、食生活改善推進員等の栄養・食生

活に関する知識や技術の向上を図ります。 
 

＜道＞(教育分野) 

栄養教諭等による食に関する

指導【健康・体育課】 

・小・中学校などへの栄養教諭の任用を促進します。 

・給食の時間や特別活動、教科等において、学級担任や教科担任と

連携し、また、食に関する様々な知識を有する専門家等を活用し

ながら、専門性を活かした食に関する指導を実施します。 

教員研修の実施【健康・体育課】 ・初任者研修等において、食に関する指導に当たる教員の指導力向

上のための研修を実施します。 

 

【北海道食育コーディネーター制度】  
道では、食育に取り組む市町村や団体にアドバイスなどを行うため、健康づくり、食習慣、栄養バランス、調理技

術、農業などさまざまな分野の専門家を食育コーディネーターとして登録し、派遣する制度を設けています。 

詳しくはこちらをご覧ください。 

ＵＲＬ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/deep/coordinator.htm 

⑪ 人材を活用・育成する 

食育の取組は多様な分野に関わるため、各分野の知識や技術を有する人の活用、育成が食育の

推進に必要です。 
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６ 目 標 

 

◇方針４ 食育を推進する基盤づくり 

 

 

 

 

 

  現状と課題  

 ・各機関、団体も含めた各種普及啓発活動や食育の実践などにより、食育に対する道民の関心は一定

程度高まっていますが、一方で実践が伴っていない状況があります。 

 

 主な取組・役割分担 

＜家庭＞ 

・子どもの生活や食事の状況などに関する情報を共有し、家庭での食への関心を高めるとともに、

保育所などと協力しあって「食べる力」の基礎を培います。 

・学校や保育所、地域が行う食に関する勉強会や体験的な活動に子どもと一緒に積極的に参加する

とともに、食育の大切さ、地産地消や「旪」の食品の選び方、調理方法を学び、子どもに伝える

ように努めます。 

 

＜学校・保育所等＞【健康・体育課】 

・学校だより・学級だより・給食だよりの発行や給食の試食会、家庭と相互に活用できる資料の活

用などを通じて、学校給食や食に関する指導内容等を家庭に伝え、家庭との連携強化を図ります。 

 

＜食生活改善関係者・消費者団体・NPO法人＞ 

・親子料理教室、食育講座などの実施に努めます。 

 

＜農業高校・農業大学校・大学等＞【高校教育課】【農業大学校】 

・公開講座等を活用した普及啓発に努めます。 

 

＜道＞（全体的な取組） 

「食育月間」などでの啓発 

活動推進 

・国での取組と連携しつつ、食育の重要性と意義の認識を拡大する

ための道民向けの大会など、普及啓発活動を推進します。 

食に関する情報の提供と食育

の普及啓発【食品政策課】 

・食育の重要性を啓発するとともに、食に関する基本的な知識や、

食育を進めるための体験学習などに関する情報を集約し、ホーム

ページなどで提供します。 

食について学ぶシステムの 

活用【食品政策課】 

・北海道食育コーディネーターや北海道らしい食づくり名人等によ

る食育講習会やインターネットなど、道民が食について学ぶシス

テムを活用した普及啓発に努めます。 

食育講座などの推進 

【食品政策課】 

・子どもたちやその親を対象とした食育の学習会や料理教室等を内

容とする食育講座などを開催します 

 

【食育ホームページ 「元気もりもりどさんこの食育」】 

  道では食育に関する様々な情報をホームページに掲載していますので、是非、ご活用ください。 

  なお、食育に関する資料や動画については、本書の３９ページを参照ください。 

ＵＲＬ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/index.htm 

 

⑫ 普及啓発を進める 

食育への関心を高め、その大切さの理解を得られるよう、多様な分野にわたる食育に関する情

報を提供し、食育の実践につなげます。 
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６ 目 標 

 

（３）数値目標 

指標（※出典） 現状・年度 目標・年度 

朝食を毎日食べている小・中学生の割合
※１【健康・体育課】 

小 6 85.9% 
H24 

すべての児童生徒
が「食べている」
と回答する。 

H30 
中 3 82.0% 

肥満者の割合※２ 
【地域保健課】 

20-60歳代男性 42.3% 

H23 

28.0%以下 

H34 40-60歳代女性 29.9% 24.0%以下 

20歳代女性のやせの割合※２【地域保健課】 33.3% 20.0%以下 

 
栄養バランスの
改善 ※２【地域保

健課】 

野菜類(成人 1人 1日摂取量) 288g 

H23 

350g以上 

H34 
食 塩(成人 1人 1日摂取量) 10.8g 8g以下 

脂肪エネルギー比率が 
25％以上の割合 

男性 41.9% 19.7%以下 

女性 51.3% 31.1%以下 

食事バランスガイド等を参考に食生活を送って
いる道民の割合 ※３【食品政策課】 

65% H25 60%以上 H30 

ふれあいファームに登録している農家の割合 
※４【農政課】 

2.2% H24 2.4% H30 

グリーン・ツーリズム関連施設の開設件数 ※４ 2,503 H24 2,700 H30 

北海道米の道内食率 ※４【農産振興課】 90% H24 85%以上 H26 

道民の小麦需要に対する道産小麦活用率 ※４ 24% H23 50% H29 

学校給食における地場産物の活用状況 ※５】 70.4% H23 75% H30 

北海道らしい食づくり名人の登録数 ※４ 173人 H24 181人 H30 

食育推進計画作成市町村数 ※４ 【食品政策課】 47 H24 全市町村 H30 

食に関する指導を行う栄養教諭の任用率 
（配置定数に対する率） ※６ 

89.1% H25 100％ H30 

食育に関心がある道民の割合（％）※３】 88% H24 90%以上 H30 

※１：文部科学省「全国学力・学習状況調査」 
※２：北海道保健福祉部「健康づくり道民調査」 
※３：内閣府「食育に関する意識調査」 
※４：北海道農政部調査 
※５：北海道教育委員会調査 （参考）購入額による割合  
※６：北海道教育委員会調査 （参考）平成 25年度の配置定数は 478 配置数は 426   

 

（４）ライフステージごとの食育のポイント 

一人ひとりの食に対する考え方、食習慣は、長い年月をかけて形成されることから、

道民が心身の健康を確保し、生涯にわたって健康で豊かな暮らしを実現するためには、

乳・幼児期から高齢期までのライフステージごとの特徴に忚じて様々なことを学ぶこと

が重要です。主な食育の内容を別表に示します。 
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６ 目 標 

 

 (別表)ライフステージごとの食育のポイント 

ライフステージ 乳･幼児期 学校教育期 

ライフステージの特徴 食の基礎を作る時期 

  

体験などを通じて食生活の大切さ

を学ぶ時期 

 

◇食をとおした健康の

維持・増進 

①食と健康の関係を知る ・早寝早起きに心がけ、十分に遊

び、お腹がすく生活リズムを整

え、毎日３食好き嫌いなく食べる 

・食べものの働きや適量を知る 

・バランスのよい食事が健康のため

に必要なことを理解する 

 

 

②栄養バランスを改善する  ・食品の組合せ等栄養バランスの知

識を身に付ける 

 

③食の情報を正しく知る ・様々な経験を通して、食べるこ

とへの興味や関心をもつ 

・食品の産地、栄養、添加物などの

表示を知る 

 

◇地域に根差した  

食関連産業への  

理解と支援 

④体験を通じて地域の農林

水産業や食品産業を知る 

・五感を使って自然や生き物、収

穫体験等を通して食べものに触

れる 

・総合的な学習の時間などにおける

農林漁業体験などにより食べものと

自然を大切にする心を育て、地域の

産業や食料の自給率などを学ぶ 

 

 

 

 

⑤地産地消の理解を深め、

実践する 

 ・学校給食などを通じ、地産地消の

意義について理解する 

 

 

 

 

 

⑥地域生産物の旬を知り、味

覚を育てる 

・食べたいものを増やす 

・うす味で素材のおいしさを知る 

・いろいろな食べものを食べて味覚

を育てる 

・旬の食材について知り、おいしさを

味わう 

◇環境の保全・食文化

の継承 

⑦食と環境との関係を考え

る 

 ・食べものと環境について知り、残さ

ず食べることをできるようにする 

 

 

 

 

 

⑧食文化を継承する  ・郷土料理や季節、行事にちなんだ

料理があることを知る 

⑨食を楽しむ（食を通じたコミ

ュニケーションの推進、食に関

する基本知識の理解と実践） 

・家族と一緒に楽しく食事する 

・いただきます、ごちそうさまのあ

いさつを身に付ける 

・箸の望ましい持ち方や使い方を

練習する 

・食事のお手伝いをする 

 

・家族や仲間と一緒に食べる楽しさ

を味わう 

・食器の並べ方など食事のマナーを

学ぶ 

・食事の手伝いや調理実習などを通

して、基本的な調理技術を身につ

け、食に関する幅広い知識と関心を

広げる 

ライフステージ 乳･幼児期 学校教育期 
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６ 目 標 

 

 

青年期 子育て期 中年期 高齢期 

家庭を持つ前に、広く情報を

取り入れ、自己管理できるよう

になる時期 

子育てをしながら、食を楽し

み、病気を予防する時期 

食を楽しみ、健康への関心が

高まる時期。また、次世代への

伝承活動を行う時期 

食事を楽しみながら、次世代

へ伝承活動を行う時期 

・肥満ややせと食事の関連、生

活習慣と生活習慣病の関連に

ついての知識と関心を持ち、食

事の自己管理ができるように

する 

・肥満ややせと食事の関連、生

活習慣と生活習慣病の関連に

ついての知識と関心を持ち、食

事の自己管理ができるように

する 

・生活習慣病などを予防し、体

調にあった食生活を実践する 

・加齢に伴う身体機能の変化

を理解し、体調にあった食生活

を実践する 

・栄養のバランスや安全な食

べもの、食品衛生などについて

理解し実践する 

・栄養のバランスや安全な食

べもの、食品衛生などについて

理解し実践する 

・栄養のバランスや安全な食

べもの、食品衛生などについて

理解し実践し、伝える 

・栄養のバランスや安全な食

べもの、食品衛生などについて

理解し実践し、伝える 

・食品の産地、栄養、添加物な

どの表示を理解し、食品の正

しい選択ができるようにする 

・食品の産地、栄養、添加物な

どの表示を理解し、食品の正

しい選択ができるようにする 

・食品の産地、栄養、添加物な

どの表示を理解し、食品の正

しい選択ができるようにする 

・食品の産地、栄養、添加物な

どの表示を理解し、食品の正

しい選択ができるようにする 

・体験を通じて、農林水産業の

多面的機能を知る 

・食料の生産・流通から食卓ま

での過程を理解する 

・仲間とふれあいファームなど

に出かけ、体験を通じて農林

水産業への理解を深め、生産

者との信頼関係を築く 

・家族などで農林漁業などの

体験を行う 

 

・家族や仲間とふれあいファー

ムなどに出かけ、体験を通じて

農林水産業への理解を深め、

生産者との信頼関係を築く 

・家庭菜園に取り組むなど食

料の生産・流通から食卓まで

の過程を理解する 

・家族や仲間とふれあいファー

ムなどに出かけ、体験を通じて

農林水産業への理解を深め、

生産者との信頼関係を築く 

・農林水産業に対する理解を

深め、次世代の人々に教える 

 

・生産者との信頼関係の築き、

地産地消の大切さを次世代の

人々に伝える 

・地産地消の実践により生産

者との信頼関係を築くことを

知る 

・地域で採れた農産物や山

菜、魚介類など自然の恵みを

知り、料理などに活用する 

・地産地消の実践により生産

者との信頼関係を築く 

 

 

・地域で採れた農産物や山

菜、魚介類など自然の恵みを

知り、料理などに活用する 

・地産地消の実践により生産

者との信頼関係を築く 

・地域で採れた農産物や山

菜、魚介類など自然の恵みを

知り、料理などに活用し、その

方法を教える 

・生産者と消費者の信頼関係

を築くために地産地消の大切

さを次世代の人々に伝える 

・体のことを理解し、うす味に

心がける 

・旬の食材について知り、おい

しさを味わう 

・体のことを理解し、うす味に

心がける 

・旬の食材について知り、おい

しさを味わう 

・体のことを理解し、うす味に

心がける 

・旬の食材について,おいしさを

伝える 

・体のことを理解し、うす味に

心がける 

・旬の食材について,おいしさを

伝える 

・食べ残しを減らし、生ゴミの

再利用など食と環境について

考える 

・食を通して「もったいない」を

知り、環境問題について考える 

・クリーン農業や有機農業など

の取組を知る 

・食べ残しを減らし、生ゴミの

再利用などを実践する 

・食を通して「もったいない」を

知り、環境問題について考える 

・クリーン農業や有機農業など

の取組を知る 

・食べ残しを減らし、生ゴミの

再利用など実践する 

・「もったいない」の心を次世代

の人々に伝える 

・クリーン農業や有機農業など

の取組を知る 

・エコクッキングや「もったいな

い」というものを大切にする心

を次世代の人々に伝える 

・郷土料理や季節の料理に親

しむ 

・郷土料理や季節の料理に親

しむ 

・郷土料理などを楽しみ、次世

代の人々に伝える 

・郷土料理などを次世代の

人々に伝える 

・周りの人との関わりを持ちな

がら楽しく食べる 

 

・食品の選び方を知り、調理技

術を身につけ、自分で食事を

作る 

 

 

・家族や友人とともに食事を

楽しむ 

・家族や友人とともに食事を

楽しむ 

・孤食傾向になりやすいので、

家族や友人などと一緒に楽し

く食事する 

青年期 子育て期 中年期 高齢期 
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７ 食育の推進体制 

 

食育は、その関係する分野が保健、医療、産業振興、教育など多岐にわたることから、

食育を効果的に推進していくために、食生活の基本となる家庭における食育の取組はもと

より、学校や地域住民、NPO などボランティア団体、食材を提供する生産者など食関連

産業、消費者団体など様々な主体が、それぞれの役割に忚じて活動するとともに、こうし

た主体が情報を共有し、相互に連携・補完しながら、計画の推進に努めるものとします。 

 

■関係者の役割分担・連携【地域保健課】【健康・体育課】【生涯学習課】【消費者安全課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域段階における推進体制 

食育を効果的に推進するためには、地域住民と身近な市町村段階の取組が重要です。

地域の特性を生かした施策に関する計画立案・実施を担う市町村が中心となり、推進体

制を整えながら、学校や生産者などの食関連産業関係者、消費者団体などが連携して食

育に取り組むものとします。 

また、総合振興局・振興局段階においては「食育推進ネットワーク」を活用し、地域

における食育の情報を共有するとともに、市町村や関係団体とも連携した取組を進めま

す。 

（２）全道段階における推進体制 

北海道の食育に関わる様々な団体で構成する「どさんこ食育推進協議会」において、

食育に関する情報の共有化やそれぞれの取組についての連携を進め、より効果的、効率

的に食育の取組を進めるとともに、道においては、有識者や食育実践者から意見を伺い

ながら、教育や保健福祉、水産林務、農政など、庁内の関係部局からなる連絡会議など

を活用し、連絡調整や計画の進捗状況の点検を行い、食育に関する施策を総合的・計画

的に推進します。 

 

家庭・個人 

学校・幼稚園 
保育所 

農林水産業者 
食品関連事業者 

関係団体等 

食生活改善関係者 
消費者団体 
NPO 法人 

保健・医療・福祉関係者 

北海道・市町村 

農業高校・大学 
農業大学校 

地域 

学校等 

保健 

行政 

・給食での地場産物活用 
・農業体験・漁業体験等への参加 
・友人と食べる楽しさの指導  

・朝食の習慣化、食事バランスの向上 

・農業体験、漁業体験等への参加 

・食材の選び方や基本的な調理方法を身
につける    

・健康に関する正しい情報を伝え、望ま
しい食生活について指導 

・栄養バランスや生活習慣病と食のかか
わりなどについて地域で指導  

・食品の選び方、調理方法、地域で受け
継がれた郷土料理や食文化の継承につ
いて地域での指導や相談 

・調理方法や栄養バランス等の情報提供 
・体験・見学の受入 
・食文化の発掘、情報提供  

・組織づくりや食育推進計画の作成、実行 
・学校や生産者、消費者などと食育に関する情報の共有 
取組の連携                  
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７ 食育の推進体制 

 

 

  （参考） 食育の推進体制                                      

 

  どさんこ食育推進プラン 

（北海道食育推進計画【第３次】) 

計画審議 

 

北海道食の安全・ 

安心委員会 

                                                        

                                                        

全

道

段

階 

 

 

 

 

 

北 海 道  

 

 

 

 

□有識者による会議 

 道の施策・取組に対する意見聴取 

□食育推進連絡会議 

  関係部課の取組・計画進捗について情報交換 

                                   運営 

 

 

 

 

 

 

 

どさんこ食育推進協議会 

   代 表 北海道農政部食の安全推進監 

   構 成  食育に取り組む団体 

   事務局  北海道（農政部） 

 本道の食育の総合的・計画的な推進 

      ・本道の食育に関する協議・検討 

     ・団体の取組について情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

                                      情報               連携 

                                                 共有              補完 

総
合
振
興
局
・
振
興
局
段
階

 
 

 

 

総合振興局・振興局  

 

 

□庁内会議（関係部課連絡会議） 

 関係部課の取組について情報交換 

                                        運営 

 

 

 

 

 

 

 

食育推進ネットワーク 

代 表 総合振興局・振興局幹部ほか 

構 成 市町村及び管内の食育に取り組む団体 

事務局 総合振興局・振興局（農務課） 

管内の食育の効果的な推進 

      ・管内の食育に関する協議・検討 

     ・市町村及び団体の取組について情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

                                情報           連携 

                                        共有            補完 

市
町
村
段
階

 

 

 

 

 

 

市 町 村 

 市町村における推進体制の整備 

 ・市町村食育推進計画の作成 

  ・学校や生産者、消費者などと食育に関する情報の共有及び連携 
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（参考資料） 

１ 北海道における食料生産 

 

（１）食料自給率 

本道の食料自給率は 191％であり、国産供給熱量の約２割を供給していますが、日本

全体で見ると食料自給率は約 40％であり、約６割を海外からの輸入に頼っている状況で

す。 

191

39

0

50

100

150

200

250

北海道 全国

■北海道の食料自給率(平成23年度、カロリーベース）
%

農林水産省の試算による  
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■世界の食料自給率(2009年、カロリーベース）
%

農林水産省の試算  

 

 

 

供給熱量 

（A） 

国産熱量 

（Ｂ） 

 食料自給率 

（Ｂ／A） 

北海道の寄与率  

(C/B) 

北海道の 

食料自給率  北海道 (Ｃ) 

2,436kcal 941kcal １９９kcal 39% 21.1% 191% 

  

（国民１人１日当たり） 
■全国に占める北海道の国産供給熱量（平成 23年度） 

農林水産省資料から推計 
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（参考資料）１ 北海道における食料生産 

 

（２）各産業の状況 

ア 農  業 

本道は寒冷で積雪が多く冬季の期間が長いなど厳しい気象条件のもと、欧米の近代的

な農業技術の導入や火山灰、泥炭等の特殊土壌の改良などが進められ、今日においては

生産性が高い農業が展開されている我が国最大の食料生産地域となっています。 

平成 25年の本道の販売農家１戸当たりの経営耕地面積は、都府県の約 15倍の 23.18ha、

販売農家のうち農業所得を主体とする農家の割合は、都府県の 41.3％に対して 88.8％

と、広大な土地資源を生かし、大規模で専業的な農業経営を主体とする農業を展開して

おり、平成 24年における農業産出額は 10,536億円と全国の 12％を占めています。 

また、道内では、地域ごとに特性のある農業生産を展開しており、品目別の生産量で

は、小麦、馬鈴しょ、大豆、生乳など多くの品目が全国一となっています。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

品目 生産量 全国シェア 品目 生産量 全国シェア 

てんさい（H25） 

いんげん（H25） 

小豆（H25） 

馬鈴しょ（H2４） 

小麦（H25） 

たまねぎ（H2４） 

かぼちゃ（H2４） 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ（H2４） 

そば（H2５） 

3,435,000ｔ 

14,600ｔ 

63,700ｔ 

1,938,000ｔ 

527,900ｔ 

665,000ｔ

113,300ｔ 

121,300t 

15,100ｔ 

100.0％ 

95.４% 

9３ .７% 

77.５% 

6５ .５% 

60.6% 

49.９％ 

47.5% 

45.6% 

ながいも（Ｈ２４） 

大豆（H25） 

にんじん（H2４） 

アスパラガス(H24) 

ブロッコリー（H24） 

だいこん(H24) 

生乳（H2４） 

牛肉（H2４） 

軽種馬（H2４） 

62,500t 

61,100ｔ 

185,８00t 

5,000t 

22,600t 

170,500t 

3,935,224t 

92,463t 

6,６３０頭  

45.0% 

３０ .8% 

30.3% 

17.4% 

16.4% 

11.6% 

51.6% 

17.8% 

97.0% 

    

 

 

農村は食料生産の場であるとともに、国土・環境の保全や美しい景観の形成、保健休

養、教育の場などの多面的な機能を有しています。 

 

【 農 業 ・ 農 村 の 多 面 的 機 能 】   

農業・農村の多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然環境の保全、良好

な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の

農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能」のことをいいます。 

○ 一時的に雨水をためて洪水を防ぐ機能  
○ 土の流出を防ぐ機能  
○ 地下水を作る機能  
○ 生きもののすみかになる機能  
○ 伝統の文化を伝承する機能  
○ 農作業の体験学習の機能  

○ 土砂崩れを防ぐ機能  
○ 川の流れを安定させる機能  
○ 暑さをやわらげる機能  
○ 農村の景観を保全する機能  
○ 癒しや安らぎをもたらす機能  
○ その他の機能  
 

     「農業・農村の多面的機能」（農林水産省ホームページ）から  

■生産量全国一の主な農畜産物（平成 24、25 年） 

（資料）農林水産省：「作物統計調査」「牛乳乳製品統計調査」「畜産物流通調査」  
     （公社）日本軽種馬協会「軽種馬統計」 
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（参考資料）１ 北海道における食料生産 

 

また、本道においては、広大な農地や冷涼な気候を生かし、安全・安心な農産物を求める消

費者のニーズに忚えるため、環境と調和したクリーン農業や有機農業を積極的に推進していま

す。 

【食品政策課・有機】 

279

311
345 357 366 376 382 390

9,279

12,053

14,107
15,063 14,806 14,395 14,960
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集団数 作付面積

■YES!clean表示制度登録生産集団数、作付面積の推移(北海道)

（資料）北海道農政部調べ

（集団）
（ha）

 

 

199

289 295
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(資料）農林水産省調べ（有機ＪＡＳ非認定農家は含まれていない）

■有機JAS認定農家戸数の推移(北海道）
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（参考資料）１ 北海道における食料生産 

 

イ 水 産 業 

平成 23年の海面漁業・浅海養殖業生産量(農林水産省「北海道農林水産統計年報」属

人)は 129万ｔで全国の 27.6％を占めており、全国第 1位となっています。 

主な水産物は、ホタテガイやサケ、スケトウダラ、ホッケ、サンマ、イカ、コンブな

どで、全国の水揚げの大部分を占めています。 

本道の生産額(北海道水産林務部「北海道水産現勢」属地)は、魚価の回復などにより

平成 15年の 2,309億円から 23年は 2,747 億円と増加しています。 

漁村は、水産物を供給するほか、海洋レクリエーションの場の提供や沿岸域の環境保

全、地域色豊かな魚食文化の創出などに貢献しています。【水産経営課】 

 

 

 

【 水 産 業 ・ 漁 村 の 多 面 的 機 能 】                 

 水産業・漁村は、水産物を供給する本来的機能以外に多面にわたる機能（多面的機能）を

有しています。水産業・漁村の多面的機能には、自然環境を保全する機能、国民の生命財産

を保全する機能、住居や交流の「場」を提供する機能、地域社会を形成し維持する機能があ

ります。 

① 藻場・干潟等の保全  

② 沿岸域の環境美化・保全   

③ 河川・湖沼の生態系保全  

④ 漁業活動による環境保全  

⑤ 海難救助  

⑥ 災害救援活動  

⑦ 海域の環境監視  

⑧ 国境の監視  

⑨ 都市の人々との交流  

⑩ 伝統文化の創造と継承               水産庁ホームページから抜粋 
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（参考資料）１ 北海道における食料生産 

 

ウ 林  業 

北海道の豊かな森林資源を背景に生産されるきのこ類や山菜等の特用林産物は、農山

村地域等における農林家などの収入源として、また、雇用の創出に寄与するものとして

大きな役割を果たしています。 

平成 24 年の特用林産物生産額は 117 億円で、そのうち、きのこ類が 111 億円と全体

の９割以上を占めています。 

また、森林は、林産物を供給する経済的機能のほか、水資源の涵養（かんよう）、国

土の保全、自然環境の保全や形成、保健休養の場の提供など多様な公益的機能を有して

います。 

特に近年は、二酸化炭素を吸収・貯蔵する働きが注目されており、地球温暖化の抑制

にも大きく貢献しています。 

今後、高齢者や障害をもつ人たちの健康づくりの場として、また、子どもたちの生き

る力を育む体験学習の場として、森林を積極的に利用していくことが期待されています。 

   【林業木材課】【森林活用課】 

きのこ類, 

110.8億円

94.9%

山菜類,

3.2億円

2.7%

その他, 

2.8億円
2.4%

■特用林産物生産額(平成24年）

(資料）北海道水産林務部｢北海道特用林産統計」

生産額

116.8億円

 
【 森 林 の 多 面 的 機 能 】  

 森林は、生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源の涵養 (かんよう )、保健休養の場の

提供などの極めて多くの多面的機能を有しており、私たちの生活と深くかかわっています。 

① 生物多様性保全機能  

② 地球環境保全機能  

③ 土地災害防止機能・土壌保全機能  

④ 水源涵養機能  

⑤ 快適環境形成機能  

⑥ 保健・レクリエーション機能  

⑦ 文化機能  

⑧ 物質生産機能                林野庁ホームページから抜粋  
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（参考資料）１ 北海道における食料生産 

 

エ 食品工業 

平成 23年において、本道の食品工業（食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業）

は、製造品出荷額等が２兆 0,799億円、付加価値額が 6,119億円となっています。 

全製造業の製造品出荷額等に占める食品工業のシェアは 34.4％となっており、全国シ

ェアの 11.7％を大きく上回っています。 

なお、平成 19 年と 23 年の食品工業のシェアは、全国においては 10.2％から 11.7％

へとわずかに上昇しましたが、北海道においては 37.4％から 34.4％に低下しています。 

ライフスタイルの変化や尐子高齢化など、社会経済情勢が変化する中で、食の簡便化

や外部化が進展するとともに、食に対する安全・安心志向が高まるなど、消費者ニーズ

が大きく変化しており、本道食品工業においては、こうした状況に的確に対忚していく

ことが必要となっています。食関連産業室】 

 

 

 

     

 

オ 食産業立国及びフード特区の取組 

道では、平成 23 年 12 月に、「食」をテーマとした全国唯一の国際戦略総合特区とし

て「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特別区域（フード特区）」の指定を受

け、それ以来、東アジアにおける食の研究開発・輸出拠点化を目指し、関係機関との連

携の下で、食のバリューチェーン（価値連鎖）形成に向けた農水産業生産体制の強化、

研究開発や製造・企業の集積促進、さらに輸出拡大などに取り組んでいます。 

さらに、「北海道食品機能性表示制度」の創設による商品開発や販路拡大をはじめ、

食と観光の連携強化、人材の育成、さらには民間企業と連携した商品の磨き上げなどに

よって食クラスター活動を加速し、生産から加工・流通・販売に至る「食の総合産業化」

による「食産業立国」の形成を推進しています。産業】 

■製造品出荷額の業種別構成（平成 23 年） 

（資料）経済産業省「工業統計調査」 
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２ 北海道食育推進計画【第２次】について 

 

（１）目標と基本方針 

 

 

 

 

 

 

    

（２）道の主な取組 

全体的な取組 地域保健分野での取組 

○全道・地域段階における推進体制の整備  

・どさんこ食育推進協議会の開催  

・振興局段階のネットワーク会議の開催  

○市町村食育推進計画の作成促進  

・補助金を活用した計画作成  

・作成事例等の情報提供  

○「食育月間」等の啓発活動の推進  

・食育シンポジウムなどの開催  

・協力企業での店内放送  

・パネルの展示  

○食に関する情報提供と食育の普及啓発  

・ホームページでの情報提供  

・食育 DVDの作成  

○食農教育の積極的な推進  

・食育ファームの登録促進  

・農業体験サポートマニュアルの作成  

○次世代の食育推進を担う人材の育成  

・高校生を対象とした食育推進事業  

○食について学ぶ新たな学習システムの構築  

・食育 DVD の作成、インターネットを活用した

動画配信  

○食育講座などの推進  

・親子・食育料理教室  

・食育キャラバンの実施（舞台劇・ｾﾐﾅｰ) 

○北海道食育コーディネーターの派遣  

・65件実施（H21-24）  

○北海道らしい食づくり名人の活用・促進  

・登録者数 173名（H24） うち伝承名人 42名  

○健全な食生活に資する「地産地消」の推進  

○食品廃棄の削減の促進  

・ホームページによる情報提供  

・イベント等を活用したチラシ配布 

○健康増進計画における食育  

・道民健康づくりの日 PR(パネル展等）など  

・市町村健康増進計画策定への支援  

・ホームページ等を活用した栄養情報の提供  

○食生活に関する正しい知識の普及  

・北海道食事バランスガイド等普及啓発事業 

・全道行政市町村栄養担当者研修会等開催  

・企業とタイアップした食事バランスの普及  

○栄養成分表示の店の推進 

・ヘルシーレストラン推進事業、普及啓発  

○乳・幼児期からの食育 

・保育所・幼稚園児及び保護者向けの食育活動 

・幼児向け指導媒体の開発・普及  

○歯の健康づくりの推進 

・8020運動の推進（歯の健康に対する普及啓発、

フッ化物洗口実施支援など）  

・各種歯科保健対策  

○指導者の資質向上 

・研修会の実施  

○ボランティア活動等地域活動の推進 

・食生活改善推進員等の養成・育成支援  

○職場等における健康づくり 

・職域と連携した生活習慣病の予防 

○地域における健康づくり 

・生活習慣病予防のための講演会開催など  

○健康状態に応じた食の推進  

・生活習慣病予防のための普及啓発  

・給食施設等への栄養管理情報の提供 

 
 

【目標】健康で長生き、楽しく心豊かな食生活の実現 

方針１ 健康な食生活を実現する食育の推進 

方針２ 食を知り心豊かな食生活を実現する食育の推進 

方針３ 北海道らしい食生活を実現する食育の推進 
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（参考資料）２ 北海道食育推進計画【第２次】について 

 

 

学校・保育所等での取組健康・体育課】 農業分野 

○栄養教諭による食に関する指導 
・栄養教諭の任用（H25：426 人） 
・栄養教諭を中核とした食育推進事業の実施      
（H21-24 延べ 26箇所）  
○食に関する指導の全体計画の改善充実 
・食に関する指導の全体計画の作成 
（H24:小学校 100％  中学校 100％） 
・食に関する指導の年間指導計画の作成 
（H24：小学校 87.6％ 中学校 79.6％）  
○給食の時間における食に関する指導 
・栄養教諭等の食に関する指導の参画状況 
（H24：小学校 82.0％   中学校 65.4％）  
○教員研修の実施  
・栄養教諭等を対象にした研修の実施  
（H21-24：延べ 500回）  
○学校給食における地場産物の活用 
・地場産物使用状況 H23:70.4％  
・地場産物活用促進検討会の開催  
○地域の人材の活用 
・栄養教諭を中核とした食育推進事業の実施      
（再掲）  
○家庭との連携 
・通信(給食だよりなど)の配布、給食試食会の
実施など 
○幼稚園における取組 
・研究協議会での食育の推進についての指導助
言  

○保育所・認定こども園における取組 
・保育所における「食育の推進」についての指
導監査【子ども・未来推進局】 

 

○食育ファームなどによる農業体験の促進 
・食育ファームの登録(H24 までの累計:29農場)         
・農業体験サポートマニュアルの作成品政策課】 
・ふれあいファームの登録 【農政課】 
 （H21-24：29農場） 
・ふれあいファームが実施する体験活動等への  
 支援(H21-24：21団体）【農政課】  
○農業・農村に対する理解の促進  【農政課】 
・農業・農村情報誌「ｃｏｎｆａ」の発行（年
２回）  
・農業者と農業関係以外の団体等が連携して取
り組む活動への支援（H21-24：22団体）  

・マスメディア等を活用したＰＲ活動への支援  
 （H21-24：１団体）  
○農業試験場、農業改良普及センターなどによ
る体験学習などへの支援【技術普及課】 

・学校や行政などが行う小・中学生などへの農
業体験などへの指導助言  

 

林業分野 

○きのこの消費拡大 【林業木材課】 
・イベントでのＰＲ（きのこ等の展示、パネル
の展示） 

・きのこ品評会（生産者団体事業への協力） 
○森林学習の推進【森林活用課】 
・「木育マイスター」の育成    
 （H22～の累計：133名） 
・森林学習プログラムの提供  
・漁協女性部の「お魚殖やす植樹運動」への支
援  

水産分野【水産経営課】 食品加工分野【食関連産業室】 

○魚食の普及 
・道産水産物の学校給食への導入  
（H22-24：各年度 3000～7000食) 
・学校給食製品の首都圏への供給拡大  
（H22-24：東京都等に 7.4～16.5万食供給)                                     
○地域での体験機会の提供  
・漁業関係者による出前授業の実施  
（H22-24：延べ 156件）  
 

○食品加工研究センター等の視察対応 
○見学可能な工場の情報提供  
・ホームページに「北海道の産業観光」を掲載  
・食品工場見学ガイドブックの作成、配付 
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（参考資料）２ 北海道食育推進計画【第２次】について 

 

（３）北海道食育推進計画【第２次】の指標 

 
指標（※出典） 策定時・年度 目標・年度 現状数値(調査年) 

ア 食育に関心がある道民の割合（％）※１ 77.3% H19 90%以上 H25 88% H24.12月 

イ 食育推進計画作成市町村数 ※2 １７ H19 全市町村 H25 47 H25.3月 

ウ 
児童生徒に対する食の指導の充実 

（朝食の欠食状況) ※３ 

小 6 6.0% 
H20 

0.0% 
H25 

5.4% 
H25.4月 

中 3 9.2% 0.0% 7.1% 

エ 栄養教諭の任用数 ※４ 263人 H20 492人 H25 426人 H25.4月 

オ 

栄養バランスの

改善(成人1人1

日摂取量)※５ 

野菜類(きのこ類含む) 299.3g 

H16 

350g以上 

H24 

303g 

H23.11月 カルシウム 554mg 600mg以上 480mg 

食塩 12.7g 10g未満 10.8g 

カ 
食事バランスガイド等を参考に食生活を

送っている道民の割合※１ 
56% H19 60%以上 H25 65% H24.12月 

キ 
北海道らしい食づくりの担い手の育成 

（北海道らしい食づくり名人登録数）※２ 
167人 H20 210人 H25 173人 H25.3月 

ク ふれあいファーム登録数※２ 986 H20 1,700 H25 940 H25.3月 

ケ 食育ファーム登録数※２ 0 H20 100 H25 29 H25.3月 

コ 

地
産
地
消
の
推
進 

北海道米の道内食率※２ 75% H20 80% H22 90% H24年度 

道産小麦活用率 ※２ 31% H19 50% H29 24% H23年度 

コンブ購入量/世帯・年 ※６ 372g H20 460g H25 313g H24年 

牛乳消費量/人・日 ※６ 80ml H20 100ml H25 61ml H24年 

サ 

学
校
給
食
に
お
け
る 

道
産
農
林
水
産
物
の
活
用 

 

道産食材購入率（金額ベース）※７ 

 

70.9% H19 70.4% H25 75% H23年度 

道産小麦パン使用市町村数（学校給

食においてパン給食を実施してい

る市町村のうち道産小麦パンを活

用している市町村数） ※７ 

140 H20 全市町村 H25 161 H24年度 

※１ 内閣府：「食育に関する意識調査」                ※２ 北海道農政部調査 

※３ 文部科学省：「全国学力・学習状況調査」          ※４ 文部科学省調査 

※５ 北海道保健福祉部：「健康づくり道民調査」    ※６ 総務省：「家計調査」 

※７ 北海道教育委員会調査 
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○ 用語解説 

（五十音順、アルファベット順） 

 

○ 愛食の日【食品政策課 ６次化】 

 道民と行政や関係機関が一体となって、地産地消、食育などを総合的に進める「愛食運動」を具体的に推進していくため、

道民の購買行動に直接結びつく仕組みとして、平成 16年度に、毎月第３土・日曜日を「愛食の日」と制定したもの。 

 

○ YES！clean表示制度【食品政策課 クリーン・有機】 

 道内で生産された農産物を対象に、農産物ごとに定められた化学肥料・化学合成農薬の使用状況や他の農産物との

分別収穫・保管・出荷、生産集団の構成員による栽培履歴の記帳など、一定の基準をクリアした生産集団が生産・出荷す

る農産物(YES!clean 農産物)に、「YES!clean マーク」を表示し、併せて、化学肥料や化学合成農薬の使用回数などの栽培情

報を知らせる道独自の表示制度。北海道クリーン農業推進協議会が策定した北のクリーン農産物表示要領に基づいてお

り、正式名称は「北のクリーン農産物表示制度」。 

 

○ 遺伝子組換え食品【食品政策課】 

 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。 

 

○ 栄養教諭【健康・体育課】 

  栄養士や管理栄養士の資格をもつ教育職員で、子どもが将来にわたって健康に生活していくことができるよう、「食に

関する正しい知識」と「望ましい食習慣」を身につけさせるため、給食の献立の作成や、献立を活用した指導を行い、学校

における食育の中心的な役割を果たす。「栄養教諭」制度（栄養教諭普通免許状＊専修、一種、二種＋を新設）は、平成 16

年に創設され、17年度から施行された。 

 

○ 栄養成分表示の店（ヘルシーレストラン）【地域保健課】 

 道では、道内の外食料理店が継続して３メニュー以上のカロリーなど栄養成分表示を実施し、その内容が適正であると

確認できた店を栄養成分表示の店（ヘルシーレストラン）として登録し、ＰＲしている。全道の登録店舗数３〃７２４店舗（平成 

２４年３月末現在）。 

 

○ 栄養素【地域保健課】 

 生物が代謝する目的で外界から吸収する物質のこと。栄養素は生体内で代謝され、生体内物質の原料やエネルギー

生産に利用される。炭水化物やたんぱく質、脂肪、ビタミン、無機質などがあり、これらを五大栄養素という。 

 

○ 栄養表示基準【地域保健課】 

 食品に、栄養成分に関する表示をしようとする場合に義務付けられる基準。健康増進法第 31 条第 1 項の規定の基づ

き厚生労働省の告示によって定められている。生鮮食品を除く食品及び鶏卵への栄養表示を標準化することで、欠乏し

がちな栄養を補い、過剰になりがちな栄養を抑え、バランスのとれた食生活を支援することを目的としている。食品表示法

の施行（平成 27年 6月までに施行予定）に伴い、同法が所管する制度となる。 
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○ 栄養不足人口 

 FAO（国連食糧農業機関） において「食物から摂取する熱量が、軽労働に従事した際の一定の体格の維持を前提とし

て、国や民族ごとに算出される基準値よりも低い状態にある人々の数」と定義されている。ＦＡＯでは、２０１０年には世界に約

９億２５００万人が存在すると推計している。 

 

○ 海面漁業・浅海養殖業生産量【水産経営課】 

 海面において水産動植物を採捕する事業と海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を

集約的に育成し収穫する事業で生産された水産動植物の数量。 

 

○ 行事食 

 祭りや通過儀礼などの行事の際に、きまってつくられる食事。 

 

○ クリーン農業【食品政策課 クリーン・有機】 

 たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必要最小限にとどめるなど、

農業の自然循環機能を維持・増進させ、環境との調和に配慮した、安全・安心、品質の高い農産物の生産を進める農業を

いう。 

 

○健康増進法【地域保健課】 

国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を

講じ、国民保健の向上を図ることを目的に平成 14年に制定された法律。この法律に基づき、国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本方針や都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定、保健事業の実施等が定

められている。 

販売に供する食品の表示に関しては乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他特別の用途に適する旨の「特別用途

表示」（「特別用途食品」や「特定保健用食品」に関わる）と栄養成分又は熱量に関する表示に関する「栄養表示基準」

（「栄養成分表示」や「栄養機能食品」に関わる）を定めている。 

なお、食品表示法を参照のこと。  

 

○ 孤食 

 家族が違う時間に一人一人食事をとること。これに対し、一人一人が違う料理(献立)をとることを「個食」という。 

 

○ ３色分類【地域保健課】（７P のグラフの説明がきで参照されます） 

 食べものは〃働きによって赤・黄・緑の３つの色に分けられており、３つの色がそろった食事をとることで〃栄養バランスの

とれた食事になるとの考え方から主な食品を分類したもの。 

 ①赤は〃肉や魚・牛乳などに代表される「主にからだをつくるもとになる」食べもの 

  『筋肉や血をつくる』・『骨や歯をつくる』 

 ②黄は〃ごはんやパン・いもやバターなどに代表される「主にエネルギーのもとになる」食べもの 

  『元気に走ったり遊んだりできる』『勉強したり考えたりできる』 

 ③緑は〃野菜や果物に代表される「からだの調子を整える」食べもの 

  『のどを強くし病気に負けないからだをつくる』『つるつるほっぺをつくる』『目の働きをよくする』『お腹の中をそうじし〃

いらないものをからだの外へ出す』 
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○ ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）【消費者安全課】 

 適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、

取引の単純公正化及び使用または消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行わせること

によって一般消費者の選択に資し、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並び

に消費者の利益の保護に寄与することを目的として、昭和２５年に制定された法律。通称「ＪＡＳ法」と呼ばれ、ＪＡＳ規格によ

る格付検査に合格した飲食料品等にＪＡＳマークを付けることを認めるＪＡＳ規格制度と、品質表示基準に従った表示を飲食

料品の製造業者または販売業者に義務付ける品質表示基準制度の二つの制度を定めている。  

なお、食品表示法を参照のこと。  

 

○ 主業農家 

 販売農家のうち、農業所得が主（農家所得の５０％以上が農業所得）で、1 年間に 60 日以上農業に従事している 65 歳

未満の者がいる農家。 

 

○ 主食・主菜・副菜【地域保健課】 

 主食とは、米、パン、めん類などの穀類で、主として糖質エネルギーの供給源、主菜とは、魚や肉、卵、大豆製品などを使

った副食の中心となる料理で、主として良質たんぱく質や脂肪の供給源、また、副菜とは、野菜などを使った料理、主食と

主菜に不足するビタミン、ミネラル、食物繊維などを補う重要な役割を果たす。 

 食事は、主食、主菜、副菜を基本とすることにより、多様な食品を組み合わせ、必要な栄養素をバランスよくとることがで

きる。 

 

○ 賞味期限・消費期限【地域保健課】 

 賞味期限は、食品を定められた方法により保存した場合に、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認

められる期限を示す年月日のこと。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることはある

とされている。食品の劣化速度が比較的緩慢な食品についての期限表示で、容器包装を開封する前の期限を示す。一方、

消費期限は、食品を定められた方法により保存した場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い、安全性を欠くことと

なるおそれがないと認められる期限を示す年月日のこと。品質が劣化しやすく、製造日を含めて概ね５日以内で品質が急

速に劣化する食品に表示する。期限表示で容器包装を開封する前の期限を示す。 

 

○ 食育基本法 

  近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、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

むための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、国及び地方公共

団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄

与することを目的として、平成 17 年に制定された法律。食育に関する基本理念については、国民の心身の健康の増進と

豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、食に関する体験活動と食育推進活動の実践など７項目が定められている。 
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○ 食育ファーム【食品政策課】 

 農業体験などを通じて、道民をはじめ多くの人たちが、農業・農村への理解を深め、食の楽しさや大切さなど、自ら食に

ついて学ぶことを支援する農場。道が平成 21 年度から、ふれあいファームのうち食育に関する農業体験メニューを提供で

きる農場を食育ファームとして登録している。 

 

○ 食事バランスガイド【地域保健課】 

 厚生労働省と農林水産省が共同で示したもので、食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、一日に｢何を｣

「どれだけ」食べたらよいか食事の望ましい組合せやおおよその量をわかりやすくイラストで示したもの。平成 17年６月 21

日決定公表された。 

 

○ 食生活指針【地域保健課】 

 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。 

 

○ 食生活改善推進員【地域保健課】 

 正しい知識と技術を持って、自ら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。会員17万人、全国1,411市町村（Ｈ23.4現在）に協議会組織を持って活動をすすめている。 平

成 16年４月に全国食生活改善推進員団体連絡協議会で「食育宣言」を行い、食育アドバイザーとして活動している。 

平成 24年度から新たに男性会員の加入が決定された。 

 

○ 食農教育 

 生きることの最も基本的な要素である「食」と、それを支える「農（農業）」について、学び体験すること。食と農だけでな

く、環境問題について考え、身近に感じ、行動することを促すことも重要視される。 

 

○ 食の外部化【食品政策課】 

 女性の社会進出や単身世帯の増加、高齢化の進行、生活スタイルの多様化等を背景に、家庭内で行われていた調理

や食事を家庭外に依存するようになること。これに伴い、食品産業においても、食料消費形態の変化に対応した調理食品

やそう菜、弁当といった「中食」の提供や市場の開拓等に進展がみられ、こうした動向も含めて、「食の外部化・サービス化」

という場合もある。 

 

○食品衛生法【食品衛生課】 

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生

上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的としており、主な食品営業の他、食品、添加物、器

具、容器包装等を対象に飲食に関する衛生について規定している。 

表示の基準が定められている場合には、基準に合う表示のないものは、販売したり、販売の用に供するために陳列したり、

または営業上使用したりできない。 

なお、食品表示法を参照のこと。  
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○ 食品添加物【食品衛生課】 

 食品衛生法において、「食品添加物」とは、食品の製造の過程において使用されるもの、又は食品の加工若しくは保存

などの目的で添加、混和などの方法により使用されるものと定義されている。食品添加物は、食品とともに人が摂取する

ものであり、安全性が十分確認されたものであることが必要である。このため、食品添加物は食品衛生法に基づき「人の

健康を損なうおそれのない場合」として厚生労働大臣が定める(指定する)もの以外は原則として使用が認められない。 

 

○ 食品表示法【消費者安全課】【地域保健課】【食品衛生課】 

 食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重

要な役割を果たしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を

定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護及び増進並び

に食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的として平成 25

年 6月に制定・公布された。 

食品衛生法、JAS 法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合して、食品表示に関する包括的かつ一元的な制

度を創設するもので、公布の日から 2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行させることとなっている。 

 

○ 食物繊維 

 人の消化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総体。腸内の有害物質やコレステロールなどの排出を助けたり、

便通を改善させるなど体内でいろいろな働きをするため、第６の栄養素といわれている。玄米などの穀類、いも、こんにゃく、

野菜、果物、海藻類などに多く含まれる。 

 

○ 食料自給率 

 その国の食料消費がどの程度、自国の生産で賄え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資であることから、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

きてい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。 

 カロリーベースの食料自給率は、国民に供給されている食料の全熱量合計のうち、国産で賄われた熱量の割合を示した

ものであり、その計算方法は次のとおりとなっている。 

カロリーベースの食料自給率（平成２４年度） 

＝1人 1日当たり国産供給熱量（942kcal）／1人 1日当たり供給熱量（2,430kcal）＝39％ 

 注）畜産物については、飼料自給率を考慮して算出している。 

 

○ 身土不二（しんどふじ） 

 食の信条として、また思想として用いられている言葉で、身体（身）と環境（土）とは不可分（不二）であるとし、身近なと

ころ（一里四方、三里四方、四里四方など）で育ったものを食べ、生活するのがよいとする考え方。「身土不二」が初めて文

献として登場したのは、中国の仏教書「廬山蓮宗寶鑑（1305年）」で、仏教界では「しんどふに」と読む。 

 

○ すこやか北海道２１【地域保健課】 

 健康増進法に基づき、道が策定した、道民の健康づくりの取組の方向性や目標を定めた計画で、道民一人ひとりが主

体的に健康づくりに取り組むことにより、健康で元気に生活できる期間（健康寿命）を伸ばすこと及び健康格差の縮小を

目指している。道民の健康づくりを推進するため、平成 25 年度～平成３４年度を目途とした目安を示し、14 領域にわたっ

て生活習慣の改善、生活習慣病の予防に取り組んでいる。 
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○３Ｒ（スリーアール）【循環型社会推進課】  

廃棄物等の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、及びリサイクルのこと。 

リサイクルとは、再生利用（廃棄物等を原材料として再利用すること、マテリアルリサイクル） 及び熱回収（廃棄物等から

焼却に伴う熱エネルギーを回収すること、サーマルリサイクル）をいう。   

 

○ スローフード運動 

 ファーストフードの反対語としてイタリアで生まれた地産地消運動の一つで、「地域の風土に根ざした食文化を見直し、

その地域に伝わる食材や調理法を守っていこうとする」実践的な活動。道では、道民が将来にわたり健康的に暮らすこと

の豊かさを実感し、命と健康を支える食材の生産地域を健全な姿で次の世代に引き継ぐ運動として平成 14 年に「北海

道スローフード宣言」を策定。 

 

○ 生活習慣病【地域保健課】 

 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発達と進行に関与する疾患群のこと。代表例に、がん、糖

尿病、脳卒中、心臓病、脂質異常症、高血圧、肥満症などがあり、日本人の 6割がこの病気により亡くなっている。 

 

○ 地産地消（ちさんちしょう）【食品政策課】 

 地域で生産されたものをその地域で消費すること。道内各地で生産者による新鮮な地場産品の直売や生産者等と消

費者の交流活動など、多様な取組が展開されている。 

 

○ 道産食品登録制度【食品政策課 認証】 

 北海道の豊かな自然環境の下で生産された農産物等の原材料を使用して、道内で製造・加工された道産へのこだわりの加工食品を

登録する仕組みとして、道が平成18年1月に創設した制度。道産原材料については、原料の原産地を表示し、商品形態については最終の

出荷形態と消費者の入手形態は同一のものとしている。 

 

○ 道産食品独自認証制度【食品政策課 認証】 

 高いレベルの安全・安心を基本として優れた品質の道産食品を認証し、さらに生産工程の審査を行うことにより消費者の

信頼を確保し北海道ブランドの向上を図ることを目的として平成16年4月に創設した制度。道産へのこだわり、消費者への情報提

供、衛生管理、品質特性及び食味などについて、認証機関が審査し、基準を満たした食品に対しては、認証マーク(愛称「き

らりっぷ」)を表示することとされている。 

 

○ 特別用途食品【地域保健課】 

 消費者庁の許可を受けて、乳児用、幼児用、妊産婦用等の特別の用途に適する旨の表示をして販売する特別用途食

品に付けられる。特別用途食品のうち、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、食生活にお

いて特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品を「特定保健用食品」といい、特定保健用食品マークが付けられ

ている。 

 

○ 特用林産物【林業木材課】【森林活用課】 

 食用の「しいたけ」、「えのきたけ」及び「ぶなしめじ」等のきのこ類、樹実類、山菜類等、非食用のうるし及び木ろう等の伝

統的工芸品原材料並びに竹材、桐材及び木炭等の森林原野を起源とする生産物のうち一般の木材を除くものの総称。 
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○ 中食(なかしょく) 【食品政策課】 

 手を加えなくても食事として食べられる状態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（家庭外で調理されたものを家庭外で消費）の中間に位置する概念。  

 

○ 日本型食生活【食品政策課】 

 米、魚、野菜、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、昭和50年代ごろの日本の食生活のこと。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

がとれていること、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。 

 

○ 日本人の食事摂取基準【地域保健課】 

 健康な個人又は集団を対象として、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養

素の摂取量の基準を示すもの。保健所、保健センター、民間健康増進施設等において、生活習慣病予防のために実施さ

れる栄養指導、学校や事務所等の給食管理に当たって、最も基礎となる科学的データ。 

 

○ 認定こども園【子ども未来推進局】 

 幼稚園、保育所等のうち、 (1)就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能、(2)地域における子育て支援を行う機

能を備える施設で、都道府県知事が「認定こども園」として認定した施設。 

 認定こども園制度は、近年の急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様化

するニーズに応えるために、平成１８年１０月から開始された。 

  

○ 販売農家 

 経営耕地面積が 30a以上又は農産物販売金額が年間 50万円以上の農家。 

 

○ フード・マイレージ【食品政策課】 

 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。農林水産政策研究所が行った

国民一人当たりのフード・マイレージの試算(2001 年）では、日本が 7,093tkm であるのに対し、韓国が 6,637tkm、米国が

1,051tkmと国により大きな開きがある。 

 

○ ふれあいファーム【農政課】 

 道民が気軽に訪問し、農作業体験や農業者との語らいを通して、日ごろ接することの少ない農業の実際の姿に触れ、農

村の魅力を感じてもらうための交流拠点の役割を果たす農場。道が平成９年度から、都市住民との交流に意欲的な農業

者の農場を対象として市町村長の推薦に基づき登録している。作物の収穫体験や牛の乳搾り、バター・ジャム等の加工体

験、ファームイン、ファームレストラン、農産物の直売など、農場ごとに様々なメニューがある。 

 



- 64 - 

 

○ 北海道食の安全・安心条例【食品政策課】 

  食の安全・安心に関し、基本理念を定め、道及び生産者等の責務並びに道民の役割を明らかにするとともに、道の施策

の基本となる事項を定めることにより、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって道民の健康の

保護並びに消費者に信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に資することを目的として、平成 17 年３月に制定さ

れた道の条例。 

 

○ 北海道らしい食づくり名人【食品政策課】 

 地域で栽培される機会が少なくなった昔ながらの農産物や地域が誇るこだわりの加工品、郷土料理など、地域の風土

や食文化などを生かした北海道らしい食づくりを行っている方々として登録された名人。この「北海道らしい食づくり名人

登録制度」は、道が平成１７年度に創設したもので、名人の持つ「技」などをホームページで公開している。 

 

○ 味蕾【食品政策課】【地域保健課】 

  脊椎動物の味覚の受容器。成人で約９〃０００個をもち、７０歳以上になると成人の半数以下になる。味蕾を作っている細

胞は、寿命が短く、絶えず生まれ変わっているが、生まれ変わるときに亜鉛が必要になる（亜鉛含有食品：カキ（貝）、小魚、

海藻、ゴマ、きな粉など）。 

 

○ ６つの基礎食品【地域保健課】（７P のグラフで使用） 

 似たような栄養素をもつ食品を下記のように６つのグループに分けたもの。栄養素にはたんぱく質、糖質、脂質、ビタミン、

ミネラル、食物繊維などがあるが、６つの基礎食品群に該当するものを組み合わせて食べることでバランスよく栄養をとる

ことができる。 

 第1群 魚、肉、卵、大豆、大豆製品など 

 第2群 カルシウム     牛乳、ヨールグルト・チーズなどの乳製品、海藻、小魚など 

 第3群 カロテン（ビタミンA） 緑黄色野菜（カボチャ、ニンジン、ブロッコリー、ホウレンソウ）など 

  第4群 主としてビタミンC  淡色野菜（キャベツ、ダイコン）、果物（ミカン、バナナ、リンゴ）など 

 第5群 糖質               コメ（ごはん）、パン、いも類（ジャガイモ、サツマイモ）、めん類など 

 第6群 脂質               油、バターなど 

 

○ メタボリックシンドローム【地域保健課】 

 内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされやすくなった状態のこと。それぞれが

重複した場合は命にかかわる病気を招くこともある。ただし、食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因

となって起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善できる。 

 

○ 木育【森林活用課】 

子どもの頃から木を身近に使っていくことを通じて、人と、森林や木材の「つながり」を重視し、豊かな『人づくり』と『社会

づくり』をめざす北海道発の概念。木育で言う「木」とは、森林と木材の両方を指す。 

 

○ 有機農業【食品政策課 クリーン・有機】 

 有機農業の推進に関する法律において、「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに

遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の

方法を用いて行われる農業をいう。  

 



- 65 - 

 

○ 有機ＪＡＳマーク【食品政策課 クリーン・有機】 

 JASマークの一つで、有機農産物や有機畜産物、有機加工食品及び有機飼料に付けられるマーク。 

 

○ 酪農教育ファーム 

一般社団法人中央酪農会議から、安全や衛生管理など一定の基準に達した牧場に対して「教育を行うのに適正な牧

場である」として、認証・登録された牧場。酪農教育ファーム制度は平成 10 年から実施されており、平成２４年度末現在で

道内に５１農場が認証されている。 

  URL:http://www.dairy.co.jp/edf/ 

 

○ ＢＭＩ（Body Mass Index）体格指数【地域保健課】 

 肥満ややせの判定法。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。 

 

○ ＰＦＣ熱量比率【食品政策課】 

 栄養のバランスの基本である、P：たんぱく質、F：脂質、C：炭水化物の供給熱量の比率の構成比。日本においては、昭和

５０年代に適正な栄養バランスが実現していたとされる（昭和５５年度の比率 P：13.0％ Ｆ：25.5% C：61.5%）が、現在は脂

質の摂取過剰がみられる。（平成２４年度の比率 P：13.1％ Ｆ：28.7% C：58.2%） 
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「どさんこ食育推進プラン」（北海道食育推進計画【第３次】）策定の経過等 

 

１ 計画策定の経過 

  道では、「北海道食の安全・安心条例」第 25条で規定されている「食育の推進」を具体的に進

める計画として、平成 17 年 12月に「北海道食育推進行動計画」を策定し、平成 21年 12 月には

「どさんこ食育推進プラン」（北海道食育推進計画（第２次）。計画期間：平成 21 年度から平成

25 年度）を策定した。                             

 本計画は、食育基本法(平成 17年 7月施行)において国の食育推進基本計画を基本として策定す

ることとされている都道府県食育推進計画に位置付けられるが、現計画は平成 25年度で 5年間の

計画期間を満了することから、平成 23年 3月に、国が第２次食育推進基本計画を策定している状

況等も踏まえながら、第 3次計画の策定を行うこととした。 

 

２ 主な策定経過 

平成25年11月21日 

 

 

 

11月28日 

12月13日 

12月19日 

 

 

平成26年２月７日 

 

    ２月10日 

       

第３回北海道食の安全・安心委員会 

・知事から同委員会に対して「どさんこ食育推進プラン（北海道食育推進

計画【第３次】」の策定について諮問し、同計画（素案）について審議 

 

道民からの意見募集（12月27日まで）…① 

北海道食育コーディネーター会議で意見聴取…② 

どさんこ食育推進協議会で意見聴取…③ 

・延べ70件の意見提出（①、②及び③の計） 

 

第４回北海道食の安全・安心委員会 

・計画(案)について審議 

北海道食の安全・安心委員会から知事に対して答申 

 

 

  

 

食 政 第 5 6 4 号  

平成25年11月21日 

  北海道食の安全・安心委員会 

会 長   服 部 昭 仁  様 

 

                                                   北海道知事 高橋 はるみ 

 

      どさんこ食育推進プラン（北海道食育推進計画【第３次】）について（諮問） 

  このことについて、北海道食の安全・安心条例（平成１７年北海道条例第９号）第２９条第１項

の規定に基づき、次のとおり貴委員会に意見を求めます。 

記 

〈諮問理由〉 

  食育を推進していくために必要な基本事項を定めるどさんこ食育推進プラン（北海道食育推進計

画【第３次】）を定めるに当たり、貴委員会の意見を求めるものです。 
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平成２６年２月１０日  

                                   

北海道知事 高橋 はるみ 様 

 

 

                         北海道食の安全・安心委員会 

                                           会 長  服   部   昭  仁 

   

 

   どさんこ食育推進プラン（北海道食育推進計画【第３次】）について（答申） 

 平成２５年１１月２１日付け食政第５６４号で諮問がありましたこのことについて、当委員会で

審議した結果、「どさんこ食育推進プラン（北海道食育推進計画【第３次】）（案）」の内容は、

おおむね適当と認めます。 

 なお、本計画の推進に当たっては、次の事項に十分配慮してください。 

記 

１ 地域における食育を効果的・総合的に推進する上で、住民と密接に関わる市町村の役割が大き

いことから、市町村食育推進計画について、計画作成の意義を改めて市町村に周知するとともに、

道から必要な情報を提供するなど、目標としている全市町村での作成に努めること。 

２ 道民の「食」及び「食関連産業」に対する理解を深めるため、体験の重要性を踏まえ、生産者

や食品関連事業者等と連携し、生産現場での体験や見学の機会の提供などについて積極的に推進

するよう努めること。 

３ 多様な分野に関わる食育の取組を効果的に進めていくため、食生活の基本となる家庭はもとよ

り、行政、生産者、食品関連事業者、学校教育関係者、保健・医療・福祉関係者などが、それぞ

れの立場や役割に忚じて連携を図り、多くの道民が生涯にわたり積極的に参加する道民運動とし

て推進されるよう配慮すること。 

４ 計画の主な取組については行動の目標をたてるとともに、その進捗状況及び成果を毎年度把握

するなど、食育の取組の効果的な推進に努めること。 
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北海道食の安全・安心条例 
 

平成17年３月31日北海道条例第９号 
改正 平成21年３月31日北海道条例第15号 
改正 平成22年６月29日北海道条例第38号 

 
目次 
  前文 
  第１章  総則（第１条－第８条） 
  第２章  食の安全・安心のための施策 
    第１節  基本的施策等（第９条－第14条） 
    第２節  安全で安心な食品の生産及び供給（第15条－第21条） 
    第３節  道民から信頼される表示及び認証の推進（第22条・第23条） 
    第４節  情報及び意見の交換、相互理解の促進等（第24条－第27条） 
  第３章  北海道食の安全・安心委員会（第28条－第35条） 
  附則 

食は人の生命の基本であり、日常の生活の中で安全で安心な食品を摂ることは、心身の健康を維持するた

めの根幹として重要である。 
今、私たちは、豊かな食生活を享受しているが、牛海綿状脳症の発生や食品の表示の偽装などにより私た

ちの食品に対する信頼が大きく揺らぐとともに、有害物質による水や農地などの汚染が食品の安全性に与える

影響も懸念されている。 
このような状況の中で、将来にわたって食品の生産のための良好な環境を保全し、生命と健康の基本であ

る食の安全及び安心を確保することは、私たちすべての願いである。 
北海道は、我が国最大の食料生産地域であり、食に関連する産業が地域経済において重要な役割を担って

いる。こうした特色を持つ本道において、行政、生産者、食に関連する事業者そしてすべての道民が、食の重

要性に対する自覚を持ち、食に係る消費者の権利を尊重するとともに、食の安全及び安心に関するそれぞれの

責務と役割を協働して果たすことは、大きな意義を有する。 
ここに、食の安全及び安心を確保するための決意を明らかにし、道民の健康を守るとともに、消費者から

信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に寄与することとするため、道民の総意としてこの条例を制定す

る。 
       第１章 総則 
  （目的） 
第１条 この条例は、食の安全・安心に関し、基本理念を定め、並びに道及び生産者等の責務並びに道民の役

割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、食の安全・安心に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって道民の健康の保護並びに消費者に信頼される安全で安心な食品の

生産及び供給に資することを目的とする。 
  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  
 (1) 食の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼を確保することをいう。 
 (2) 食品 すべての飲食物（その原料又は材料として使用する農林水産物を含み、薬事法（昭和35年法律第

145号）に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。）をいう。 
  (3) 生産者等 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれ

がある農林漁業の生産資材、食品若しくは添加物（食品衛生法（昭和22年法律第233号）第４条第２項に

規定する添加物をいう。）又は器具（同条第４項に規定する器具をいう。）若しくは容器包装（同条第

５項に規定する容器包装をいう。）の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者をいう。 
  (4) 関係法令 食品安全基本法（平成15年法律第48号）、食品衛生法、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、
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肥料取締法（昭和25年法律第127号）、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25

年法律第175号）、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に

関する法律（昭和28年法律第35号）、と畜場法（昭和28年法律第114号）、水道法（昭和32年法律第177

号）、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）、農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律（昭和45年法律第139号）、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律

第70号）、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）、牛海綿状脳症対策特別措置法（平

成14年法律第70号）、健康増進法（平成14年法律第103号）、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地

情報の伝達に関する法律（平成21年法律第26号）その他食の安全・安心に関連する法令（条例及び規則

を含む。）で現に効力を有するものをいう。 
  （基本理念） 
第３条 食の安全・安心に関する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。 
 (1) 道民の安全で安心な食品の選択の機会を確保すること。 
 (2) 道民の健康を保護することが最も重要であるという認識の下に取り組むこと。 
 (3) 道民の要望及び意見を反映するとともに、生産者等その他の道民との協働により取り組むこと。 
 (4) 食品の生産から消費に至る各段階において実施すること。 
  （道の責務） 
第４条 道は、前条に定める基本理念にのっとり、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

る責務を有する。 
２ 道は、食の安全・安心に関する施策を推進するに当たっては、国、他の都府県及び市町村と緊密な連携を

図らなければならない。 
  （生産者等の責務） 
第５条 生産者等は、関係法令を遵守するとともに、その事業活動に係る食品その他の物が道民の生命及び健

康に直接影響を及ぼす責任を自覚し、自主的に食品の安全性の確保に取り組まなければならない。 
２ 生産者等は、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の道民への提供を積極的に

行うよう努めるとともに、国、道又は市町村が実施する食の安全・安心に関する施策（次条第２項におい

て「国等の施策」という。）に協力しなければならない。 
  （道民の役割） 
第６条 道民は、食品の消費に際し、その安全性を損なうことがないよう適切に行動し、並びに食品の安全性、

食生活、地域の食文化等食の安全及び安心に関する知識及び理解を深めるよう努めなければならない。 
２ 道民は、国等の施策及び生産者等の取組に対し食の安全・安心に関する意見を表明し、又は提案し、並び

に国等の施策に協力するよう努めるものとする。 
  （国への協力要請及び意見等の提出） 
第７条 道は、食の安全・安心を図るため、国に対し必要な協力を求めるとともに、積極的に意見を述べ、又

は提言を行うものとする。 
  （年次報告等） 
第８条 知事は、毎年、議会に食の安全・安心に関して講じた施策等に関する報告を提出するとともに、これ

を道民に公表しなければならない。 
      第２章 食の安全・安心のための施策 
        第１節  基本的施策等 
  （基本計画） 
第９条 知事は、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画（以下「基本計画」

という。）を定めなければならない。 
２ 基本計画は、食の安全・安心に関する施策の目標及び内容について定めるものとする。 
３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措

置を講じなければならない。 
４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴かなけれ
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ばならない。 
５ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
６  前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
 （情報の提供） 
第10条 道は、食の安全・安心に関する情報の収集及び分析を行い、正確かつ適切な情報を道民に提供しなけ

ればならない。 
  （食品等の検査及び監視） 
第11条 道は、食品等の安全性及び食品の表示に対する消費者の信頼の確保を図るため、総合的かつ計画的な

食品等の検査及び監視又は指導その他の必要な措置を講ずるものとする。 
  （人材の育成） 
第12条 道は、食品の安全性、地域の食文化等食の安全及び安心に関する専門的な知識を有する人材を育成す

るために必要な措置を講ずるものとする。 
  （研究開発の推進） 
第13条 道は、科学的知見に基づき食の安全・安心を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の

必要な措置を講ずるものとする。 
  （緊急の事態への対処等に関する体制の整備等） 
第14条 道は、食品を摂取することにより道民の健康に係る重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある

緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 
        第２節 安全で安心な食品の生産及び供給 
  （食品の衛生管理の推進） 
第15条 道は、食品（生産過程にある物を含む。）の衛生管理の向上を図るため、生産者等に対する普及啓発、

技術的助言その他の必要な措置を講ずるものとする。  
 （農産物等の安全及び安心の確保） 
第16条  道は、クリーン農業（化学肥料及び化学的に合成された農薬の使用を節減する等環境への負荷を低減

させる農業をいう。）及び有機農業（有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）第２条に規定

する有機農業をいう。）を推進するため、技術の開発及びその成果の普及、これらの農業を行う者に対す

る流通、販売等に係る支援、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 
第17条  道は、遺伝子組換え作物（遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律（平成15年法律第97号）第２条第２項に規定する遺伝子組換え生物等であって、作物その他の栽培され

る植物であるものをいう。以下この条において同じ。）の栽培等に起因する遺伝子組換え作物と他の作物

との交雑及び遺伝子組換え作物の他の作物への混入の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。 
第18条 道は、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止を図るため、家畜伝染病の検査及び監視、防疫の体

制の整備、技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 
 （水産物の安全及び安心の確保） 
第19条 道は、生鮮水産物の鮮度の保持に必要な技術開発の推進及びその成果の普及、生産者等の取組に対す

る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 
２ 道は、貝毒等による食中毒の防止に必要な検査、生産者等が行う自主的な貝毒等の検査の実施に対する指

導及びその検査体制の整備に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 
 （生産資材の適正な使用等） 
第20条 道は、農産物等に係る農薬の適正な使用等を図るため、生産者等に対する指導、啓発その他の必  要

な措置を講ずるものとする。 
２  道は、動物用の医薬品の適正な使用等を図るため、生産者等に対する指導、啓発その他の必要な措置を講

ずるものとする。 
３ 道は、飼料及び飼料添加物の適正な使用並びに飼料の自給度の向上を図るため、飼料及び飼料添加物の検

査、技術開発の推進及びその成果の普及、生産者等に対する指導その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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 （生産に係る環境の保全） 
第21条 道は、農用地の土壌の汚染を防止するため、生産資材の適正な使用に係る指導、有害物質の低減化の

ための技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 
２ 道は、水域環境の保全を図るため、水質等の監視、家畜排せつ物の適正な管理の促進、森林の整備、生産

基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 
３ 道は、硝酸性窒素等による地下水の汚染の防止に関し、地下水の検査及び監視、技術開発の推進及びその

成果の普及、市町村に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 
        第３節 道民から信頼される表示及び認証の推進 
 （適正な食品の表示の促進等） 
第22条 道は、道民の安全で安心な食品の選択に資するため、食品の表示に関する監視体制を整備するととも

に、生産者等に対する指導及び普及啓発その他の必要な措置を講じ、生産者等による適正な食品の表示を

促進するものとする。 
２ 道は、道民の安全で安心な食品の選択に資するため、生産者等の食品に係る生産過程の正確かつ適切な情

報の記録、保管、伝達及び提供の促進に必要な助言その他の措置を講ずるものとする。 
  （道産食品の認証制度の推進） 
第23条 道は、道産の食品のうち、道内で生産された農林水産物又はこれを原材料として道内で加工されたも

のであって、安全かつ安心で優良な品質特性を有するものの認証に係る制度の普及に必要な措置を講ずる

ものとする。 
        第４節 情報及び意見の交換、相互理解の促進等 
  （情報及び意見の交換等） 
第24条 道は、食の安全・安心に関し、道、道民及び生産者等が相互に情報及び意見の交換を行い、道民及び

生産者等が理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。 
  （食育の推進）                         
第25条 道は、食育（食に関する知識及び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

間を育てることをいう。）を推進するため、普及啓発、学校、家庭及び地域における食に関する教育及び

取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 
２ 道は、道内で生産された安全で安心な食品を消費することにより道民が食の安全及び安心に対する理解を

深められるよう、普及啓発、情報の発信、地域の食材の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 
  （道民からの申出）      
第26条 道民は、食品の安全性又は食品の表示に対する信頼が損なわれる事態が発生したと認められる情報又

はそのおそれがあると認められる情報を得たときは、知事に対して適切な対忚をするよう申出をすること

ができる。 
２ 知事は、前項の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要

な措置を講ずるものとする。 
  （財政上の措置） 
第27条 道は、食の安全・安心に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものと

する。 
      第３章 北海道食の安全・安心委員会 
  （設置） 
第28条 北海道における食の安全・安心を図るため、知事の附属機関として、北海道食の安全・安心委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 
  （所掌事項） 
第29条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
 (1) 知事の諮問に忚じ、食の安全・安心に関する重要事項を調査審議すること。 
 (2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務 
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２ 委員会は、食の安全・安心に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。 
  （組織） 
第30条 委員会は、委員15人以内で組織する。 
２  委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。 
  （委員及び特別委員） 
第31条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 
 (1) 学識経験を有する者 
 (2) 消費者であって、食の安全・安心に関する知見を有するもの 
 (3) 生産者等（法人にあっては、その役職員） 
 (4) 前３号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 
２ 委員の任期は、２年とする。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。 
３ 委員は、再任されることができる。 
４ 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 
  （会長及び副会長） 
第32条 委員会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 
３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 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33条 委員会の会議は、会長が招集する。 
２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
  （専門部会） 
第34条  委員会は、必要に忚じ、専門部会を置くことができる。 
２  専門部会は、委員会から付託された事項について調査審議するものとする。 
３  専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 
４  専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。 
  （会長への委任） 
第35条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 
 
      附  則 
１  この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
２  知事は、この条例の施行後３年を経過した場合及び平成21年４月１日から起算して５年を経過するごと

に、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則（平成21年３月31日条例第15号抄） 

１ この条例は、公布の日から施行する。（後略） 

 

附 則（平成22年６月29日条例第38号） 

この条例は、平成22年10月１日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。 
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食育基本法 
 

平成17年６月17日法律第63号 
改正 平成21年６月５日法律第49号 

 
目次 
 前文 
 第１章 総則（第１条―第15条）  
 第２章 食育推進基本計画等（第16条―第18条）  
 第３章 基本的施策（第19条―第25条）  
 第４章 食育推進会議等（第26条―第33条）  
 附則  
 21世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって

羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと

暮らすことができるようにすることが大切である。 
 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。

今、改めて、食育を、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付けると

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食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要

なものであるが、子どもたちに対する食育は、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はぐくんでいく基礎となるものである。 
 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを

忘れがちである。国民の食生活においては、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

身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」

に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自

ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくま

れてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 
 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現する

ことが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関

係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の

推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。 
 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝

の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによ

って、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、

国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推

進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期

待される。 
 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推

進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
    第１章 総則  
 （目的）  
第１条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心

身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、

食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将

来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 
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 （国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成） 
第２条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民

の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。 
 （食に関する感謝の念と理解）  
第３条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々

の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。  
 （食育推進運動の展開）  
第４条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域

住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あ

まねく全国において展開されなければならない。  
 （子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）  
第５条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識す

るとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、

積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。  
 （食に関する体験活動と食育推進活動の実践）  
第６条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食

料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動

を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。  
 （伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献） 

第７条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料

の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるととも

に、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に

資するよう、推進されなければならない。  
 （食品の安全性の確保等における食育の役割）  
第８条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんが

み、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する

知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に

行われなければならない。  
 （国の責務）  
第９条 国は、第２条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 
 （地方公共団体の責務）  
第10条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団

体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 （教育関係者等及び農林漁業者等の責務）  
第11条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関する職務に

従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、食に関する

関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場

所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力

するよう努めるものとする。  
２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験活動

等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっと

り、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性に

ついて、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動

を行うよう努めるものとする。  
 （食品関連事業者等の責務）  
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第12条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食品関連

事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自

ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活

動に協力するよう努めるものとする。  
 （国民の責務）  
第13条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生

涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 
 （法制上の措置等）  
第14条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。  
 （年次報告）  
第15条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければなら

ない。  
    第２章 食育推進基本計画等  
 （食育推進基本計画）  
第16条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本 計

画を作成するものとする。  
２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
 (1) 食育の推進に関する施策についての基本的な方針  
 (2) 食育の推進の目標に関する事項  
 (3) 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  
 (4) 前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な  

事項  
３ 食育推進会議は、第１項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理大臣

に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  
４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。  
 （都道府県食育推進計画）  
第17条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県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（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 
２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、都道

府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 
 （市町村食育推進計画）  
第18条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及

び都道府県食育推進計画）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（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。  
２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推

進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。  
    第３章 基本的施策  
 （家庭における食育の推進）  
第19条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食

習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を

楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提

供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に忚じた栄養指導その

他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。  
 （学校、保育所等における食育の推進）  
第20条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進す
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ることにより子どもの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、学校、保育所等における

食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある

者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学

校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、

食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身

又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。  
 （地域における食生活の改善のための取組の推進）  
第21条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、

生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における

食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健セン

ター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の

充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。  
 （食育推進運動の展開）  
第22条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若し

くはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育

の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国におい

て展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関

する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間

の指定その他必要な施策を講ずるものとする。  
２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関す

る活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力

を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。  
 （生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）  
第23条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係

を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図

るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等

における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内に

おける消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものと

する。  
 （食文化の継承のための活動への支援等）  
第24条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の

伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を

講ずるものとする。  
 （食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）  
第25条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関

し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の

状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整

備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。  
２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活

に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換そ

の他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。  
    第４章 食育推進会議等  
 （食育推進会議の設置及び所掌事務）  
第26条 内閣府に、食育推進会議を置く。  
２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  
 (1) 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。  
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 (2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策

の実施を推進すること。  
 （組織）  
第27条 食育推進会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。  
 （会長）  
第28条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  
２ 会長は、会務を総理する。  
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  
 （委員）  
第29条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  
 (1) 内閣府設置法（平成11年法律第89号）第９条第１項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定によ

り命を受けて同法第４条第１項第18号に掲げる事項に関する事務及び同条第３項第27号の３に掲げる事

務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）  
 (2) 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  
 (3) 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  
２ 前項第３号の委員は、非常勤とする。  
 （委員の任期）  
第30条 前条第１項第３号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  
２ 前条第１項第３号の委員は、再任されることができる。  
 （政令への委任）  
第31条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  
 （都道府県食育推進会議）  
第32条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びそ

の実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。 
２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  
 （市町村食育推進会議）  
第33条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施

の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。  
２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  
 

附 則（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 

附 則（平成21年６月５日法律第49号）（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）の施行の日から施行する。 
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