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は じ め に
　食は生きる上での「源」であり、こころと身体の健康に欠かすこと

ができないものです。また、食を通して人間関係を育むことや、食習

慣及び文化を受け継ぐこと、また、人が生きる上での基本を身につけ

ることもできます。しかし、近年において、生活スタイルの多様化と

ともに食生活も大きく変化し、健全な食生活や伝統的な食文化の伝

承も難しくなっています。これらの変化に呼応するように不規則な

食生活等に起因するメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）や

生活習慣病が増加しています。

　このような状況を受け、国は「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」ことを目的として、平成17年6月に

食育基本法を制定しました。

　さらに国と県は平成18年3月には、食育推進基本計画の第1次を、ま

た平成23年には第2次を、更に平成28年3月に第3次を策定しました。

　みやき町においては、平成22年6月にみやき町食育推進基本計画

を策定し、地域、関係機関・団体等とともに食育を推進してきました。

　さて、ここで改めて、食と言う字は、人を良くすると書きます。本

来、食することで健康な体をつくり、食べるときにあいさつをするこ

とで、心を育むとともに、家庭も良くなります。そのように家族一緒

に食することで、学校での出来事や最近の話題等会話が進み、家族の

情報の場にもなります。しかし、現代社会における食環境に不安を

感じております。なぜならそのような家族のつながる家に帰ってき

ては、寝るだけのホテル化が増え、家族関係も希薄になりがちになっ

ている家庭があると聞いております。また、コンビニエンスストア

に行けば、好きな時に好きなものを好きな量だけ買い、食べることが

できます。そのことが更に、生活習慣病へとつながります。そのよ

うな環境の下、今後においては、特に子どもの生活習慣病が問題視さ

れているところです。

　そのような中において、みやき町は、子どもから大人までのすべて

の町民が生涯にわたっていきいきと健やかで幸せに暮らすため、平

成27年9月に「健幸長寿のまち」を宣言しました。この宣言を基本理

念として、より一層の食育推進の取り組みを充実し、自らが食育推進

のための活動を心がけ、生きる力を育むことを目的に「第2次みやき

町食育推進基本計画」を策定しました。今後は、本計画に基づき、地

域の様々な関係者と連携、協力を図りながら食育推進に取り組んで

まいります。

　最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご協力をいただき

ました関係者の皆様に心から感謝申し上げます。　　　　

　平成30年3月

みやき町長　末安 伸之
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　本町では、平成17年の「食育基本法」の制定を受け、平成22年6月に「みやき町食育推進基本

計画」を策定し、食育を進めてきました。

　これまでに、各種団体や関係行政機関等連携し、食育活動を展開するなど、食育の取り組み

が着実に推進される成果があり、各個人の食育への意識の向上がみられています。

　しかしながら、朝食欠食や肥満・高血糖・子どもの就寝時間の改善がみられない状態が続いて

おり、各個人の行動変容がなされていない状況がみられます。食の重要性を理解するにとどま

らず、実際に現在の食習慣を望ましい食習慣へ変えていくこと（行動変容）の重要性を引き続き

訴えていく必要があります。

　そこで、食育のさらなる推進を図るため、これまで推進してきた「みやき町食育推進基本計画」

での取り組み状況やその成果、食にまつわる環境の変化を参考に、今後の施策の方向性を示し

た「第2次みやき町食育推進基本計画」を策定します。

　本計画は、食育基本法第18条第1項に基づく市町村推進計画として位置づけられるもので、

国、県の食育推進計画、さらには「第二次みやき町総合計画」をはじめとする本町の他の整合性

を図りつつ、町の食育を推進する上での基本的な指針とするものです。

Ⅰ 計画策定の趣旨

Ⅱ 計画の位置づけ

第二次みやき町総合計画

第
２
次
み
や
き
町
食
育
推
進
基
本
計
画

主な関連計画等
　みやき町子ども・子育て支援事業計画
　みやき町老人保健福祉計画
　みやき町データーヘルス計画

食育基本法

第3次食育推進基本計画

第3次佐賀県食育推進計画

町の重点目標
　「健幸長寿」のまちづくりの推進
　子育て支援のまちづくりの推進

国

県
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　この計画の推進期間は、原則、平成30年度から平成34年度までの5年間としますが、今後の

社会情勢や環境の変化等を考慮し必要に応じて見直すこととします。

　町民みんなで話し合い、みんなの心を通わせ、みんなの気持ちをつなぎ「協働」の考え方をもっ

て、「食を通して人が元気・家庭が元気・地域が元気」となることを目指します。

Ⅲ 計画の期間

Ⅳ 食育の目指すべき方向

● 人間生活に最も身近な「食」を通して、命の尊さを実感し、自分自身と家族
の心身の健康を維持する方法を身に付ける。

● 様々な経験を通じて、「何をどう食べればよいのか」食を選択する力をつけ
ることで、生きる力につなげる。

● 地域の歴史や特性を見つめ直し、地域で育まれた食や農、自然環境等を生
かし豊かな食文化を継承し育てる。

　まちづくりにあたっては、「協働」の考えをもって、町民と
行政が一丸となって取り組んでいくことが必要です。

●みんなで話し合いをすることを、「話」で表します。

●みんなの心を通わせていくことを、「和」で表します。

●みんなの気持ちをつないでいくことを、「輪」で表します。

第二次みやき町総合計画より

キャッチフレーズ … 伝えよう食べる喜び大切さ

話 和 輪　WA! WA! WA!
～ はつらつのびる交流新都 ～

まちづくりの基本理念

2



　第1次計画期間においては、乳幼児から成人に至る生涯食育を基本とした取り組みや、行政や

関係機関の資質をいかした多様な取り組みを展開してきました。その結果目標を達成できた指

標（表1）としては、食育という言葉を知っている人の割合、朝8時までに起きる子の割合、食事

をあまりかんでいない子の割合、農業体験をしている学校の割合、特定健診の受診率、可燃ごみ

の量など食育の主要指標の向上がみられています。町民の食に関する興味、関心の深まりが着

実に推進された成果といえます。

【調査方法】 ①②③：1歳6ヶ月児・3歳児健診時のアンケートより　　④：教育委員会調べより　　
 ⑤：国保特定健診結果より　　⑥：環境福祉課調べより

中原小学校での田植え体験 三根西・東小学童クラブでのそば蒔き体験

Ⅴ これまでの取り組みの評価

目標を達成している指標1

項　　目 対象者
第1次
計画目標
（％）

平成21年 平成28年

計画時
現状値（％）

現状値
（％）

① 食育という言葉を知っている人の割合 ３歳児の親 95 83.0 97.8

② 朝8時までに起きる子の割合
1歳6ヶ月児

3歳児 70 56.0 92.4

③ 食事をあまりかんでいない子の割合
1歳6ヶ月児

3歳児 8 12.7 3.7

④ 農業体験している学校の割合 小学校 100 100 100

⑤ 特定健診の受診率
国保特定健診
受診者（集団） 33 25.7 40.1

⑥ 可燃ごみの量（1日1人当たり） 住民 445.0g 446.0ｇ 436.0g

■	食育推進の主要指標（表1）　

3



　一方、目標を達成していない指標（表2）としては、朝食を食べていない人の割合、夜9時まで

に寝る子の割合、テレビを消して食事をする子の割合、おやつの時間を決めている子の割合な

どの指標は、依然改善がみられませんでした。いただきます・ごちそうさまを必ず言う子の割

合、虫歯の割合、朝ごはんで野菜を食べている子の割合、朝6時30分までに起きる子の割合、低

体重児出生数の割合、妊婦の貧血の割合、LDLコレステロール値が高い人の割合、BMI（肥満度）

が25以上の人の割合、HbA1c5.6％以上の人の割合、食べる速度が人より速い人の割合、1回

30分以上の運動を週2回以上している人の割合については、改善はみられているものの目標に

は達成していません。

　子どもの生活リズムが夜型になる傾向があり、それに伴い朝食の喫食が改善されないと推測

されます。今後「早ね・早起き・朝ごはん」の推進により一層取り組みが求められます。

目標を達成していない指標2

項　　目 対象者
第1次

計画目標値
（％）

平成21年 平成28年

計画時
現状値（％）

現状値
（％）

①

朝食を食べていない人の割合

1歳6ヶ月児
3歳児 0 8.2 8.7

② 小学生 0 1.9 3.3

③ 中学生 0 3.7 4.1

④
国保特定健診
受診者（集団） 0 5.6 6.0

⑤ 夜9時までに寝る子の割合
1歳6ヶ月児

3歳児 50 31.5 29.2

⑥ テレビを消して食事をする子の割合
1歳6ヶ月児

3歳児 50 23.0 19.7

⑦
いただきます・ごちそうさまを
必ず言う子の割合

1歳6ヶ月児
3歳児 100 67.0 71.8

⑧ おやつの時間を決めている子の割合
1歳6ヶ月児

3歳児 80 60.0 56.5

⑨ 虫歯の割合
1歳6ヶ月児 0 2.2 2.1

3歳児 10 26.4 16.2

⑩ 低体重児出生数の割合（2,500g以下） 新生児 5 11.0 10.7

⑪ 妊婦の貧血の割合 妊婦 8 33.0 17.3

⑫ 朝ご飯で野菜を食べている子の割合 小学生
（親と子の料理教室）

50 20.0 37.0

⑬ 朝6時30分までに起きる子の割合
小学生 80 65.0 74.2

中学生 60 39.0 47.2

⑭ 農業体験している学校の割合 中学校 100 33.0 66.0

■	食育推進の主要指標（表2）
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【調査方法】 ①⑤⑥⑦⑧：1歳6ヶ月児・3歳児健診時のアンケートより　　⑨：1歳6ヶ月児・3歳児健診結果より　　 
 ⑩：母子保健報告より　　⑪：妊婦健診結果より　　⑫：親と子の料理教室アンケートより
 ②③⑬：教育委員会の食生活調査より　　⑭：教育委員会調べより
 ④⑮⑯⑰⑱⑲：国保特定健診結果及び問診の調査より

⑮
LDLコレステロール値が
120mg/dl以上の人の割合

国保特定健診
受診者（集団） 50 63.6 54.0

⑯ BMI（肥満度）が25以上の人の割合
国保特定健診
受診者（集団） 17 23.0 21.3

⑰ HbA1c5.6％以上の人の割合
国保特定健診
受診者（集団） 60 76.7 74.0

⑱ 食べる速度が人より速い人の割合
国保特定健診
受診者（集団） 20 26.1 24.3

⑲
1回30分以上の運動を
週2回以上している人の割合

国保特定健診
受診者（集団） 60 46.6 47.4

● 生きる上での基本であって、知
育、徳育及び体育の基本となるべ
きもの

● 様々な経験を通じて「食」に関す
る知識と「食」を選択する力を習
得し、健全な食生活を実践するこ
とができる人間を育てること

食育基本法

大豆をつぶしている様子 健幸長寿食育サポーターの皆さんと作りました

「親子でみそづくり」
《5月の子育て、子育ち推進月間》　一笑健命プロジェクト事業
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　「食べること」は日々の生活に欠かせないことです。心も体も「食」の上に成り立っています。

各ライフステージに応じた切れ目のない食育の推進が引き続き重要であることから、「生涯食

育」を基本施策に設定します。

　基本施策である「生涯食育」を推進するために、次の重点目標を掲げ、人生で切れ目のない食

育の推進に努めていきます。

Ⅵ 取り組みの基本方針

基本施策の設定1

重点目標2

1 多様な暮らしに対応した食育の推進

2 若い世代を中心とした食育の推進

3 健幸寿命の延伸につながる食育の推進

4 食の循環や環境を意識した食育の推進

5 食文化の伝承に向けた食育の推進

実践の輪を広げよう

「第3次食育推進基本計画」抜粋
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　今後の食育推進にあたって、これまでの動向に注目しつつ、今後の取り組みに対する考え方を

各重点目標について設定します。

　少子高齢化が進む中、世帯構造や社会環境も変化し、単独世帯やひとり親世帯が増えている

など、家庭生活の状況が多様化することが予想され、家庭や個人の努力のみでは、健全な食生

活の実践につなげていくことが困難な状況が予想されます。

　人口は減っているが、世帯数は増加している。１世帯当たりの人員は減少している。

　3世帯同居の推移は、国や県に比べて同居率は高いが、年々減少している。

Ⅶ 取り組みの展開

多様な暮らしに対応した食育の推進1

■	人口と世帯数、1世帯あたりの人員の推移（みやき町）	（総務省「国勢調査」）

■	3世代同居率の推移（みやき町、佐賀県、全国）	（総務省「国勢調査」）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0人

　口（
人
）

世
帯
数（
世
帯
）

1
世
帯
あ
た
り
の
人
員（
人
）

0

5

10

15

20

25（％）

平成7年

21.6

19.3

10.5

23.1

19.3

10.1

20.6

17.2

8.6

18.1

14.7

7.1

13.9
12.0

5.7

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

みやき町

佐賀県

全国
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1世帯当たりの人員 3.7 3.4 3.2 2.8 2.7
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　女性の就業率は、国や県は徐々に増加している。みやき町では国・県に比べてやや低いが、平

成22年までは微減傾向にあったものが平成27年は増加している。

　共働き家庭は、国や県よりやや低いが増加傾向にある。

　高齢化率は、国や県に比べ高く、年々増加している。

■	女性就業者率の推移（みやき町、佐賀県、全国）	（総務省「国勢調査」）

■	共働き家庭の推移（みやき町、佐賀県、全国）	（総務省「国勢調査」）

■	高齢化率の推移（みやき町、佐賀県、全国）	（総務省「国勢調査」）
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　みやき町分は
　データなし
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　65歳以上の一人暮らし世帯は、年々増加している。

■	65歳以上の一人暮らし世帯数（みやき町）	（地域包括支援センターより）

（世帯）

0

500

1,000

1,500

1,004

平成22年 平成28年平成26年平成24年

1,199
1,289

1,410みやき町

　以上のことから、核家族や共働きの増加及び高齢者の一人暮らし世帯の増加に伴い生活が不

規則がちとなり、特に、4ページの指標で朝食を食べていない人の割合やテレビを消して食事

をする子の割合で幼児を対象として割合が高く、またその親等の家庭全体において食生活の乱

れが予想されます。今後は特に、各ライフステージごとの食育や多様な暮らしに応じた食育の

支援が必要になります。

　そこで、行政や地域や関係団体の連携・協働を図りつつ、子どもから高齢者を含む全ての町民

が健全で充実した食生活を実現できるよう食育を推進していきます。

①毎食野菜を食べる　　②就寝2時間前には食事を済ませている　　③食事は腹八分目にしている
④塩分は控えめにしている　　⑤毎日摂取すると決めている食材がある　　⑥1口30回かむ　
⑦何でも食べるようにしている　　⑧夜9時以降は食べないようにしている
⑨品目ごとに摂取する量をほぼ決めている　　⑩間食はしないようにしている　
⑪良くかむようにしている　　⑫おなか一杯は食べないようにしている

■	老人クラブ食生活アンケート	（女性部39名）
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

59

44

33

21

13 10 8 8 8 5 5

（％）
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　共働きの増加、若い世代の生活リズムの多様化に伴い、食生活の乱れや食に関する知識や意

識についても低いことが予想されます。また、乳幼児の食習慣は親の食習慣に影響されること

が多いことから、親に対して食に関する知識の向上が求められます。

　朝食の欠食率は、1歳6ヶ月児、3歳児ともに横ばいである。3歳児は1歳6ヶ月児に比べて、

朝食の欠食率が多い。

若い世代を中心とした食育の推進2

■	朝食の欠食について	（1歳6ヶ月児・3歳児健診時の食育アンケートより）
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14
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平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

10.1

8.1

6.6

14.6

7.3

9.4

7.4

9.9

3歳児

1歳6ヶ月児

欠食者数/1歳6ヶ月児人数 11/136 11/167 14/193 13/175
欠食者数/3歳児人数 14/139 28/192 17/181 18/181

（単位：人）

●朝8時までには、起こしましょう！

●夜9時までには、寝かせましょう！

―  規則正しい生活リズムで、元気な子に ―

早ね・早起き・朝ごはんの推進　　　幼児
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　朝食の欠食率は、中学生はわずかに減少傾向で推移しているが、小学生は平成28年において

増加している。

■	朝食の欠食について	（小学生、中学生の食生活アンケート調査より）

0

1

2

3

4

5

6（％）

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年

2.1 2.0
1.7

3.3

4.1
4.6

5.2

4.5
中学生

小学生

欠食者数/小学生人数 28/1,345 25/1,270 21/1,202 38/1,165
欠食者数/中学生人数 28/621 33/630 29/637 25/607

（単位：人）

小学生の朝食調べの取り組み
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　朝8時までに起きる3歳児の割合は平成28年より増加しているが、1歳6ヶ月児の割合は、平

成28年においては減少している。

　夜9時までに寝る子の割合は、1歳6ヶ月児・3歳児ともに減少している。

■	朝8時までに起きる子の割合	（1歳6ヶ月児・3歳児健診時の食育アンケートより）

■	夜9時まで寝る子の割合	（1歳6ヶ月児・3歳児健診時の食育アンケートより）
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31.6

37.7

26.4 24.9

33.7

37.438.0

31.73歳児

1歳6ヶ月児

起きる子の人数/1歳6ヶ月児人数 112/136 159/187 165/187 152/175
起きる子の人数/3歳児人数 130/139 177/192 167/182 177/181

寝る子の人数/1歳6ヶ月児人数 43/136 71/187 70/187 59/175
寝る子の人数/3歳児人数 44/139 72/191 48/182 45/181

（単位：人）

（単位：人）
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　6時30分までに起きる子の割合は、小中学生ともにわずかに増加している。

　テレビを消して食事をする子の割合は、1歳6ヶ月児・3歳児ともに横ばい傾向にあり、5人に

1人の割合となっている。

■	朝6時30分までに起きる子の割合	（小学生、中学生の食生活アンケート調査より）

■	テレビを消して食事をする子の割合	（1歳6ヶ月児・3歳児健診時の食育アンケートより）
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20.9

16.9
18.7 19.4

19.920.3

33.7

21.3

3歳児

1歳6ヶ月児

起きる子の人数/小学生人数 963/1,345 911/1,270 880/1,202 856/1,165
起きる子の人数/中学生人数 257/621 288/630 286/637 286/607

テレビ消す人数/1歳6ヶ月児人数 29/136 28/166 35/187 34/175
テレビ消す人数/3歳児人数 29/139 64/190 37/182 36/181

（単位：人）

（単位：人）

●小中学生 ……………… 朝6時30分

●小学1・2年生 ………… 夜9時

●小学3・4年生 ……… 夜9時30分

●小学5・6年生 ……… 夜10時

●中学生 ………………… 夜11時

―  規則正しい生活リズムで、元気な子に ―

早ね・早起き・朝ごはんの推進　　　小中学生

起きる時刻

寝る時刻
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　いただきます・ごちそうさまを必ず言う子の割合は、3歳児は増加しているが、1歳6ヶ月児は、

変動がある。

　1歳6ヶ月児では虫歯の割合が少ないが、3歳児では虫歯の割合が多い。しかし、3歳児の虫歯

の割合は平成28年より減少している。

■	いただきます・ごちそうさまを必ず言う子の割合	（1歳6ヶ月児・3歳児健診時のアンケートより）

■	虫歯の割合	（1歳6ヶ月児・3歳児健診結果より）
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16.2

30.9

23.8

37.0

3歳児

1歳6ヶ月児

必ず言う子の人数/1歳6ヶ月児人数 99/136 115/167 143/187 119/175
必ず言う子の人数/3歳児人数 98/139 137/190 138/181 136/180

虫歯の人数/1歳6ヶ月児人数 3/189 1/169 2/188 3/193
虫歯の人数/3歳児人数 68/184 45/189 56/181 32/198

（単位：人）

（単位：人）
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　妊婦の貧血は年々増加している。

　これまで、「早ね・早起き・朝ごはん」をテーマに取り組んできましたが、朝食を食べていない

子の割合は、横ばいの傾向が続いています。子どもにおいては、朝食の欠食率が増加している

要素として、3世代の同居率の減少、女性就業者率の増加、共働き家庭の増加をふまえ、朝食を

とる環境の変化が考えられます。そこで、保育園や幼稚園、小中学校、各関係者と連携して更

なる取り組みが必要です。子どもの健やかな成長の支援のためには、食べることの楽しさや3

食きちんと食べることの必要性等、食への関心を高めていくことに取り組みます。また、乳幼

児の食習慣は親の食習慣に影響されることが多く、親に対し食に関する知識の支援に取り組み

ます。

　若い世代の食育を推進していくためには、食の始まりの時期である乳幼児期から学童期、ま

た、これから親になる若い世代、妊産婦や子育て世代へと各ライフステージに応じた切れ目の

ない取り組みが極めて重要です。

　そのため、家庭はもとより教育機関、行政をはじめ保健医療関係者や地域が支援していくこ

とが不可欠です。

■	妊婦の貧血の割合	（妊婦健診結果より）
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貧血延べ人数/妊婦健診受診延べ人数 34/473 45/495 76/510 102/589
（単位：人）

乳児健診の栄養指導の様子 幼児健診のフッ素塗布の様子
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　1の「多様な暮らしに対応した食育」で述べたように、高齢化率の増加や65歳以上の一人暮ら

し高齢者の増加に伴い、生命を維持するためには、食生活が重要になります。

　また、循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病の多くは、不適切な食生活に起因しており、食

べ過ぎ、塩分のとりすぎ、野菜の摂取不足、食事のバランスの悪さ、朝食の欠食など、偏った食

行動の改善によって予防が可能と思われます。

　LDLコレステロール値が120mg/dl以上の人の割合は、わずかに減少している。

健幸寿命の延伸につながる食育の推進3

■	LDLコレステロール値120mg/dl以上の人の割合
●	特定健診結果	（対象者：みやき町国保40歳以上）

（％）

平成22年 平成24年 平成26年 平成28年
0
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63.3 62.1 61.0

54.0

高い人の人数/受診者数 997/1,575 1,031/1,661 968/1,587 1,085/2,009
（単位：人）

　肝臓で合成され、全身にコレステロールを運んでいます。血液中に増加す
ると血管壁にたまり、単独で動脈硬化を進行させます。

 80～119㎎/dl	：	正常値　　	

	 120～139㎎/dl	：	 境界域高LDLコレステロール血症

	 140mg/dl以上	：	高LDLコレステロール血症 

※ 健診受診者の半数の人が、境界域高LDLコレステロール血症及び高LDLコレステロー
ル血症です。

LDLコレステロール
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　肥満の人は、年々わずかに減少している。4～5人に1人が肥満です。

　年々増加傾向にあり、4人の内3人がHbA1cの値が5.6％以上でした。

■	BMI（肥満度）が25以上の人の割合

■	HbA1c5.6％以上の人の割合
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25以上の人数/受診者数 372/1,575 364/1,661 354/1,587 428/2,009

HbA1c5.6％以上の人数/受診者数 1,260/1,575 1,085/1,661 1,138/1,587 1,487/2,009

（単位：人）

（単位：人）

体重と身長の関係から人の肥満度を示す体格指数。

BMI	＝	体重（kg）÷	身長（ｍ）÷	身長（ｍ）

18.5未満：低体重　　18.5以上～25.0未満：普通体重　　25.0以上：肥満	

※肥満は、内臓脂肪と関連が深く、内臓脂肪を起因とした生活習慣病を引き起こします。

B M I

過去1～2ヶ月間の血糖値の平均値。

HbA1c　　5.5％以下	…	正常血糖

　　　　　		5.6％以上	…	血糖高値	

※HbA1c5.6％以上が続くと全身の血管の動脈硬化が進みます。

HbA1c （ヘモグロビンエーワンシ―）
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　近年透析患者は、横ばいです。4人に1人が糖尿病に起因しています。

■	被保険者人工透析患者の推移	（国保KDBより）
（人）
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腎炎ほか

糖尿病性

　食べる速さが人より速い人の割合は、減少傾向にある。

　特定健診の結果から、高LDLコレステロール血症、高血圧、高血糖、肥満の割合が多くこれを

放置しておくと、動脈硬化が進み、血管を傷め、虚血性心疾患や脳血管疾患・透析等の重症化を

招くことにもなります。そこで、生活習慣病予防対策のため、食生活の改善を図り、糖尿病等

が重症にならないための保健指導や家庭訪問等を実施し、重症化予防対策を進めます。

　子どもから大人までのすべての町民が、生涯にわたっていきいきと健やかで幸せに暮らすた

め、平成27年9月に「健幸長寿のまち」を宣言し、一笑健命運動を推進しています。この宣言に

おいて、すすんで健康づくりが実践できる手段の一つとして、スマホ等のインターネットを利

用した、みやき健幸マイレージ事業を推進しています。さらに、地域においては食生活改善推

進員による生活習慣病予防・介護予防のための料理講習会を実施し、バランスよく食べる方法

や減塩の推進に取り組みます。これは「自分の健康は自分で守る」ということにつながるもので

す。

　平成26年12月に「歯と口腔の健康づくり推進条例」を制定し、平成29年10月に三養基・鳥栖

地区歯科医師会と連携協定を結び、健幸寿命の延伸に向け、口腔の健康や口腔機能の維持・向上

を目指し、食育では、かみ方や食べる速さにも着目し、ゆっくりよくかんで食べることを推進

します。

■	食べる速度が人より速い人の割合	（特定健診問診結果より）
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速い人の人数/受診者数 402/1,575 447/1,661 406/1,587 488/2,009
（単位：人）
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佐賀女子高校生によるネイルとアロマハンドマッサージで笑顔いっぱいでした。

一笑健命プロジェクト事業「心の健幸促進」より

　循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病の多くは、不適切な食生活に起因しております。食べ

過ぎ、塩分のとりすぎ、野菜の摂取不足、食事のバランスの悪さ、朝食の欠食などの偏った食行

動は、望ましい生活習慣の維持や定着など、健康に配慮した生活を営むなどの改善によって予

防が可能です。このようなことを、町民一人一人が意識することによって、みやき町に住む人々

の健幸長寿につながります。
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　自然や社会環境とのかかわりの中で、食料の生産から消費に至るまでの食の環境を意識し、

生産者をはじめとして多くの関係者により食が支えられていることを理解することが大切で

す。米や野菜等の農業体験の取り組みは、保育園や学校現場等で取り組まれていて、さらに推

進するには、教育現場と生産者や地域の団体と連携した農業体験活動や情報提供などを充実さ

せ、継続して取り組む必要があります。

　みやき町は、トマトやアスパラ、玉ネギの収穫が盛んで、また一木一草チャレンジ事業にも

取り組み、新たな特産物の取り組みを推進しています。また、地産地消をすることで、消費者は、

生産者の顔がみえ、新鮮な農産物を安心して購入する機会が増えます。町内においても、朝市

が3か所で開催され、町内のスーパーにも地元の生産者の野菜を提供されていて、みやき町で

採れた新鮮な野菜を購入することができます。

　また、核家族が増加する中、リサイクル可能なものでも燃えるごみに入れる傾向にあります。

みやき町の美しい自然と環境を未来を担う子どもたちに残すため、より一層、リサイクルを推

進します。また、食べ物をもっと大切に消費していく意識の高揚とともに食べ物に感謝し、「い

ただきます」「ごちそうさま」が自然に言える人を育てます。

食の循環や環境を意識した食育の推進4

茂安グリーン朝市の様子 中原庁舎前のリサイクル活動の様子
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　近年、核家族の増加や地域のつながりの希薄化、食の洋風化が進んでいます。反面、日本の

伝統的な郷土料理や日本食は、世界中で見直されています。平成25年12月「和食：日本人の伝

統的な食文化」が「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習慣としてユ

ネスコ無形文化遺産に登録されました。

　みやき町においても、学校や幼稚園・保育園などにおける給食や料理体験を通して、郷土料理

や伝承料理に取り組み、子どもから若い世代を中心に食文化の継承を推進します。

　また、「健幸長寿のまち」の実現を図るため、各校区に健幸長寿食育サポーターを設置しまし

た。季節の野菜等を使った昔からのおやつづくりや豆腐づくり、醗酵食品を使った料理の伝承

等を実施し、地区の食を通した健康コミュニティの構築を図ります。

　子どもから高齢者までの世代間交流事業で食の大切さを伝え、食を通した地域づくりを進め

ます。

食文化の伝承に向けた食育の推進5

学校給食での伝承料理
（正月料理：ぶりの照り焼き・なま酢・雑煮）

豆腐作りで出たおからでサラダづくり
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　「自分の健康は、自分で守る」ことを主に、町民一人一人が食育に関心を持ち、日常生活の中で

継続的に適切な行動がとれるよう計画の普及啓発を図り、町民、学校・保育園等教育関係者・関係

機関、各種団体、行政機関が連携し、町民皆が健やかで幸せな生活がおくれるよう総合的な食育

の取り組みを推進します。

Ⅷ 計画の推進体制

各種団体

みやき町
食育推進基本計画策定委員会

みやき町
健康づくり推進協議会

国・県食育推進関係機関

企業（事業所）

医療・福祉

生産者食育
ボランティア
団体

家庭

保育園
幼稚園
学　校

地域

連　携

行　政
協　　働
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　食育推進計画に必要となる主要指標については、第１次食育推進計画の取り組み結果を検証

し、実現可能な無理のない実効性のある目標値を制定するものとする。

Ⅸ 食育推進計画の主要指標

指標
番号 項　　目 対象者 平成28年

現状値（％）
平成34年
目標値（％） 担当部署

①

朝食を食べていない人の割合

1歳6ヶ月児
3歳児 8.7 ７ 健康増進課

② 小学生 3.3 ２
学校教育課

③ 中学生 4.1 ２

④ 国保特定健診
受診者（集団） 6.0 ５

健康増進課

⑤ 夜9時までに寝る子の割合 1歳6ヶ月児
3歳児 29.2 40

⑥ テレビを消して食事をする子の割合 1歳6ヶ月児
3歳児 19.7 30

⑦ いただきます・ごちそうさまを
必ず言う子の割合

1歳6ヶ月児
3歳児 71.8 80

⑧ おやつの時間を決めている子の割合 1歳6ヶ月児
3歳児 56.5 60

⑨
虫歯の割合

1歳6ヶ月児 2.1 0

⑩ 3歳児 16.2 10

⑪ 低体重児出生数の割合（2,500g以下） 新生児 10.7 ８

⑫ 妊婦の貧血の割合 妊婦 17.3 15

⑬ 朝ご飯で野菜を食べている子の割合 小学生
（親と子の料理教室）

37.0 50

⑭
朝6時30分までに起きる子の割合

小学生 74.2 80

学校教育課
⑮ 中学生 47.2 60

⑯ 農業体験している学校の割合
小学生 100 100
中学生 66.0 100

⑰ LDLコレステロール値が
120mg/dl以上の人の割合　　　

国保特定健診
受診者（集団） 54.0 50

健康増進課

⑱ BMI（肥満度）が25以上の人の割合 国保特定健診
受診者（集団） 21.3 17

⑲ HbA1c5.6%以上の人の割合 国保特定健診
受診者（集団） 74.0 70

⑳ 食べる速度が人より速い人の割合 国保特定健診
受診者（集団） 24.3 20

� 1回30分以上の運動を
週2回以上している人の割合

国保特定健診
受診者（集団） 47.4 60

� 可燃ごみの量（1日1人当たり） 住民 436.0 436.7 環境福祉課
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　基本施策で設定した「生涯食育」は、乳幼児期から高齢期をとおした人生の各ライフステージで取り組むことが必要であり、重点目標を踏まえ各年齢期に応じた具体策を提示し取り組んでいくものとする。

Ⅹ 生涯にわたるライフステージに応じた具体的な取り組み

本人・家庭の取り組み 保育園・幼稚園・学校の取り組み 地域の取り組み 行政の取り組み

乳
幼
児
期

●早ね・早起き・朝ごはんを実践する（指標番号①⑤)
　• �夜9時までに寝る（寝る30分前には、テレビや電気を
消して、静かで暗い環境をつくる）

　• �朝8時までに起きる（カーテンを開け、朝日をあびる）
　• �朝ごはんを食べる

●食事のマナーを身につける（指標番号⑥⑦)
　• �「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをする
　• �食事の時にテレビを消して会話を楽しむ
　• �はしやスプーンの持ち方を身につける
　• �残さず食べる
　• �お手伝いなどの食育体験をする

●調理や食事を工夫する
　• �バランスのとれた食事をする
　• �うす味に心掛ける
　• �年齢に応じた野菜等の切り方にする
　• �間食は食事の一部（おにぎり等）として与える

●虫歯を予防する（指標番号⑧⑨⑩)
　• �歯磨きを習慣化する
　• �外出時はお茶を持参する
　• �菓子を控える
　• �間食の時間を決める

●�地元食材を中心とした、多種多様な食材を給食で提供
する

●給食を通して食事のマナー等を習得する（指標番号⑦)
　• �はしやスプーン、食器の持ち方を身につける
　• �姿勢やいすの座り方を身につける
　• �ごはんとおかずを交互に食べる
　• �残さずきれいに食べる
　• �食器等のお片付けをする

●虫歯を予防する
　• �フッ素洗口の実施と正しい歯磨き指導をする
　　（指標番号⑨⑩)

●食育を体験する
　• �野菜づくり等の農業体験を実施する
　• �農業体験を通して命の大切さを学ぶ
　• �手作りおやつや調理体験を実施する
　• �手作りおやつと市販のお菓子との添加物の違いを
　��知らせる

●その他
　• �子どもの食育体験を広報で紹介する
　• �弁当の日を設定する
　• �食を通して感謝の気持ちと命の大切さを育てる
　• �行事等を通して食文化を知る（節分・七夕・お正月等）

<母子保健推進員>
●こんにちは赤ちゃん家庭訪問をする

<食生活改善推進協議会>
保育園・幼稚園の食育に協力する

保育園でのもちつきの様子

<保健センター>
●乳幼児健診で栄養指導を実施する
　（指標番号①⑤⑥⑦⑧)
　• �生活リズムが大切なことを伝える
　　（朝8時までに起きて・夜9時までにねる）
　• �食事のマナーについて指導する
　• �バランスの良い食事について指導する
　• �子どものときから減塩をすすめる

●母子手帳交付時の保健指導を実施する（指標番号⑪⑫)

●親子すこやか相談を実施する（育児・離乳食や幼児食）

●歯科指導（フッ素塗布含む）を実施する
　（指標番号⑧⑨⑩)
　• �10ヶ月児健診
　• �1歳6ヶ月児健診
　• �2歳6ヶ月児健診
　• �3歳児健診

学
童
期
・
思
春
期

●早ね・早起き・朝ごはんを実践する（指標番号②③⑭⑮)
　• �寝る時間の目標
　 �小学1・2年生　夜��9時
　 小学3・4年生　夜��9時30分
　 小学5・6年生　夜10時
　 中学生　　　��夜11時
　• �朝6時30分までに起きる
　• �朝ごはんを食べる
　• �排便して学校へ行く

●朝食は、「主食・おかず・汁物」をそろえよう（指標番号⑬)
　• �みそ汁のすすめ

●家族一緒に食事をする

●食農体験をする
　• �料理の手伝いをする
　• �野菜の収穫をする

●感謝して食べる

●外出時は、お茶を持参する

●安心・安全な学校給食を提供する
　• �望ましい食習慣の形成や感謝の心を育てる
　• �学校給食週間を実施する

●�早ね�早起き�朝ごはんを推進する（生活リズムを身につ
ける）（指標番号②③⑬⑭⑮)

　• �食生活アンケートを実施する（生活リズム・朝食等）
　• �授業の中で、生活リズムや朝食について指導する
　• �朝食ふりかえりカード（すこやか�みやきっ子）を実施
し、「主食・おかず・汁物」がそろっているか１週間の朝
食をふりかえる

●保護者に食生活の大切さを知らせ、給食への理解を進める
　• �食育だよりを通して家庭へ啓発する
　• �給食だよりを通して家庭へ啓発する
　• �保護者の給食試食会を実施する
　• �授業参観で食育の授業を実施する
　• �野菜づくりや料理等の食農体験を実施する
　��（指標番号⑯)

<食生活改善推進協議会>
●親と子の料理教室を実施する
●土曜スクールでの料理教室を実施する（指標番号②⑬)

<婦人会>
●放課後児童クラブでのふれあい食事づくりを実施する
●土曜スクールでの昼食づくりを実施する
　（指標番号②⑬)

<健幸長寿食育サポーター>
●学校・町が実施する食育事業に協力する
　• �親子みそづくり
　• �小学校でのみそづくり
　• �小学校での豆腐づくり教室
　• �小学校での餅つき大会

<老人クラブ>
3世代交流事業で命の大切さや感謝の心を育てる

<産業課>
●学校給食への地元農産物の利用促進をする

<教育委員会>
●小学校において歯科指導をする
●小中学校における歯の健康講話をする

24



本人・家庭の取り組み 地域の取り組み 行政の取り組み

成
人
期

●生活習慣病を予防する
　• �朝食を食べる（指標番号④⑪⑫)
　• �主食・主菜・副菜をそろえた食事をする（指標番号⑪⑫⑰⑱⑲⑳)
　• �薄味を心がける
　• �腹八分目を心がける（指標番号⑰⑱⑲)
　• �菓子等の間食を食べ過ぎない（指標番号⑰⑱⑲)
　• �酒は適量を守る（指標番号⑰⑱⑲)
　• �よく体を動かし、今より10分多く歩く（指標番号⑱⑲�)
　• �野菜から先に食べる（指標番号⑰⑱⑲)
　• �1口30回かむ（指標番号⑱⑲⑳)

●家族や仲間と楽しく食事をする

●外出時はお茶を持参する（指標番号⑱⑲）

●食品ごみを減らす（指標番号�)

●地産地消を推進する

●家庭菜園をする

●特定健診・がん検診を受ける

<食生活改善推進協議会>
●生活習慣病予防地区別料理講習会を実施する
　（指標番号⑰⑱⑲⑳�)
　• �バランスの良い食事を推進する（主食・主菜・副菜をそろえる）
　• �薄味を推進する
　• �生活習慣病予防を推進する
　• �1日350ｇの野菜を食べることを推進する
　• �野菜から先に食べることを推進する　
　• �1口30回かんで食べることを推進する

●家庭のみそ汁の塩分測定を実施する

●簡単レシピの紹介をする

<保健センター>
●食育に関する情報の提供をする

●�特定健診の受診勧奨と特定保健指導を実施する（メタボリック予防と改善）
（指標番号⑰⑱⑲⑳�)

●栄養保健教室を実施する（指標番号⑰⑱⑲⑳�)

●地区別の食を通した健康教育を実施する（指標番号⑰⑱⑲⑳�)

●食生活改善推進協議会の育成をする

●健幸長寿食育サポーターの育成をする

●歯周病健診を実施する
　• �20歳から70歳までの10歳刻みの
　��節目年齢の方への歯科健診
　• �ママパパ歯科健診（10ヶ月児の保護者）
　• �妊婦の歯科健診

<環境福祉課>
●ごみの減量化を推進する（指標番号�)
　• �リサイクルを推進する
　• �生ごみの水切りを推進する（広報等）
　• �生ごみ処理機等を利用した肥料づくりを推進する
　• �生ごみ処理機の購入を補助する

高
齢
期

●健幸長寿を推進する
　• �1日3食食べる
　• �主食・主菜・副菜をそろえた食事をする（低栄養予防）
　• �薄味を心がける　
　• �野菜から先に食べる
　• �酒は適量を守る
　• �家族や友人と楽しく食事をする
　• �よく体を動かし、今より10分多く歩く

●食事が食べれるよう歯の管理をする

<食生活改善推進協議会>
●介護予防地区別料理講習会を実施する　
　• �バランスの良い食事を推進する（主食・主菜・副菜をそろえる）
　• �低栄養を予防する
　• �薄味を推進する
　• �骨粗しょう症を予防する

●男性の料理教室を実施する

<健幸長寿食育サポーター>
●健幸長寿のための食を通した地区活動を実施する

<老人クラブ>
●リーダーの料理教室を実施する
　（健幸長寿食育サポーターの協力）

<保健センター>
●地区別の食を通した健康教育を実施する

<地域包括支援センター>
●総合相談や家庭訪問により、食の支援につなげる

●食の自立支援事業（配食サービス）を実施する

●自立支援ケア会議で栄養及び
　口腔の課題を明確化し助言する

●低栄養予防の普及・啓発をする
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子どもたちは、野菜を切ったり、いためたりして
ミートスパゲティを作りました。

（食生活改善推進協議会の協力で実施）

そばの種のまき方を、おやじの会のみなさんに
教わりながらまきました。

10月に白い花が咲き収穫が楽しみです。

季節のおやつをいただきながら、
昔ながらの料理など語らい

心と体の健康増進を図ります。

年長さんが枝豆を一つ一つちぎり、
給食のとき園児みんなで食べました。

小学校で収穫した大豆を使い、豆腐とおからサラダを
健幸長寿食育サポーターの協力で作りました。

初めての体験で子どもたちは元気いっぱいでした。

食育推進基本計画作成のため、
グループ討議を実施しました。

地区の健康づくり事業を実施しています。

食育の
事例

親と子の料理教室（小学生親子）

そばの種まき（放課後児童クラブ） 健幸長寿食育サポーター研修会

健幸おやつ教室

枝豆の収穫（保育園）

豆腐づくり（小学生）
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バランス良く食べる方法やいつまでも若くいるための
食事の工夫等を調理を通して全町民を対象に実施しています。

（食生活改善推進協議会活動）

みやき町産のキクイモを使った料理講習会を、
地区公民館で実施しています。

「自分の健康は自分で守る」を合言葉に、調理を通して
健康づくりの知識やその方法を具体的に実施する教室です。

（食生活改善推進員の養成講座）

「いつまでも元気でいるために」を合言葉に
高齢者の食生活改善講習会を実施しています。

（食生活改善推進協議会の協力で実施）

料理づくりを通して男性同士の交流ができ、
健康の知識や生きる力を身につけて、

健幸長寿につなげています。

醗酵について専門の講師から学び、
日本の伝統食である醗酵食品を

使った料理を作る研修会を実施しました。

世代を超えたふれあい交流を実施することで、
いつまでも住み続けたいと思えるような

地区づくりを目指しています。

※「健幸」とは、健やかに　
　幸せにという意味です。

地区伝達講習会（生活習慣病及び介護予防事業）

食生活改善推進協議会研修会

男性の料理教室

キクイモ料理講習会

世代間交流活動老人クラブ料理教室

栄養保健教室
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第2次みやき町食育推進基本計画策定スケジュール

年　月　日 会　議　等 参　加　者

平成29年  6月27日 ●第１回食育推進計画策定幹事会
　食育推進計画の目標値の達成状況について
　食育推進計画の次期計画策定について

各幹事（部課長）

　　　　   7月  4日 ●第２回食育推進計画策定委員会
　次期計画（案）作成について

各策定委員
（関係団体と関係各課）

　　　　   8月  3日
●第1回ワークショップ
　計画策定スケジュール
　現状と課題（健幸長寿のための食生活）

健幸食育サポーター

　　　　   9月27日
●第２回ワークショップ
　現状と課題（若い世代の食生活）

健幸食育サポーター

　　　　 12月21日
●第２回食育推進計画策定委員会
　次期計画骨子（案）について

各策定委員
（関係団体と関係各課）

　　　　 12月26日
●第２回食育推進計画策定幹事会
　次期計画骨子（案）について

各幹事（部課長）

平成30年  1月25日
●パブリックコメント募集
　町民から意見募集

　　　　   3月30日 　第２次みやき町食育推進計画の策定
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（設置）
第1条　本町の食育施策において総合的かつ計画的な推

進を目的とするみやき町食育推進基本計画（以下「基本
計画」という。）を策定するため、みやき町食育推進基
本計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

（所掌事務）
第2条　幹事会は、次に掲げる事務について所掌する。
 （1） 基本計画の作成に必要な情報の収集及び整理並び

にそれらの提供に関すること。
 （2）基本計画の原案の作成に関すること。
 （3）基本計画の作成に関すること。
 （4）その他基本計画に関すること。
（組織）
第3条　幹事会は、次の者で組織する。
 （1） 副町長
 （2） 教育委員会事務局長
 （3） 民生部長
 （4） 保健課長
 （5） 環境福祉課長
 （6） 健康増進子ども未来課長
 （7） 包括支援センター所長
 （8） 産業課長
 （9） 学校教育課長
 （10） 風の子保育園長
（任期）
第4条　任期は、基本計画策定終了までとする。

（会長等）
第5条　幹事会は、会長及び幹事もって組織する。
2　会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3　会長に事故があるときは、会長が指名した幹事がそ

の職務を代理する。
（会議）
第6条　幹事の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ

て会長が招集し、その議長となる。
2　会議は、幹事の半数以上の出席がなければ開くこと

ができない。
3　会議の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否半数

のときは、会長の決するところによる。　
（意見聴取及び資料の提出）
第7条　会長は、協議、検討を進めるに当たり必要と認

めるときは、会議において関係者の出席を要請し、意
見、説明及び資料の提出を求めることができる。

（庶務）
第8条　幹事会の庶務は、健康増進子ども未来課におい

て処理する。
（補側）
第9条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会

長が幹事に諮って定める。
附　則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

（設置）
第1条　本町の食育施策において総合的かつ計画的な推

進を目的とするみやき町食育推進基本計画（以下「基本
計画」という。）を策定するため、みやき町食育推進基
本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

（所掌事務）
第2条　委員会は、次に揚げる事務について所掌する。

（1）基本計画の作成に必要な情報の収集及び整理並びに
それらの提供に関すること。

（2）基本計画の原案の作成に関すること。
（3）基本計画の作成に関すること。
（4）その他基本計画に関すること。
（組織）
第3条　委員会の委員は、14人以内とし、次の各号に揚

げるもののうちから町長が委嘱する。
（1）公共団体
（2）関係行政機関
（3）各種団体の代表
　

（任期）
第4条　委員会の委員の任期は、委嘱した日から基本計

画策定終了までとする。
（運営）
第5条　委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選に

より定める。
2　会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。
（幹事）
第6条　計画に関する所掌事務に従事させるため、委員

会に幹事を置くことができる。
2　幹事は、別途定めるものとする。
（解散）
第7条　委員長は、目標が達成されたときに解散する。
（庶務）
第8条　委員会の庶務は、健康増進子ども未来課におい

て処理する。
附　則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

みやき町食育推進基本計画策定幹事会設置要綱

みやき町食育推進基本計画策定委員会設置要綱
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　二十一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。

第一章　総則
（目的）
第一条　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。

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）
第二条　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）
第三条　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）
第四条　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）
第五条　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）
第六条　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）

第七条　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）
第八条　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）
第九条　国は、第二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）
第十条　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

食育基本法（平成十七年六月十七日法律第六十三号）
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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）
第十一条　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）
第十二条　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）
第十三条　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）
第十四条　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）
第十五条　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。

第二章　食育推進基本計画等
（食育推進基本計画）
第十六条　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。

一　食育の推進に関する施策についての基本的な方針
二　食育の推進の目標に関する事項
三　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
四　前三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、第一項の規定により食育推進基本計画を

作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、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）
第十七条 　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）
第十八条 　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。

第三章　基本的施策
（家庭における食育の推進）
第十九条　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応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）
第二十条　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）
第二十一条　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）
第二十二条　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
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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）

第二十三条　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）
第二十四条　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）

第二十五条　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。

第四章　食育推進会議等
（食育推進会議の設置及び所掌事務）
第二十六条 　農林水産省に、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。
一　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。
二 　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）
第二十七条　食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内を

もって組織する。
（会長）
第二十八条　会長は、農林水産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）
第二十九条　委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の

申出により、内閣総理大臣が指定する者。
二　食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農

林水産大臣が任命する者。
2 　前項第二号の委員は、非常勤とする。
（委員の任期）
第三十条　前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。た

だし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 　前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。
（政令への委任）
第三十一条　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）
第三十二条　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）
第三十三条　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）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。

附　則	（平成二一年六月五日法律第四九号）	抄
（施行期日）
第一条 　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成

二十一年法律第四十八号）の施行の日から施行する。

附　則	（平成二七年九月一一日法律第六六号）	抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。

一　附則第七条の規定　公布の日
（食育基本法の一部改正に伴う経過措置）
第四条　この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正

前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている
食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本
法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議とな
り、同一性をもって存続するものとする。

（政令への委任）
第七条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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は じ め に
　食は生きる上での「源」であり、こころと身体の健康に欠かすこと

ができないものです。また、食を通して人間関係を育むことや、食習

慣及び文化を受け継ぐこと、また、人が生きる上での基本を身につけ

ることもできます。しかし、近年において、生活スタイルの多様化と

ともに食生活も大きく変化し、健全な食生活や伝統的な食文化の伝

承も難しくなっています。これらの変化に呼応するように不規則な

食生活等に起因するメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）や

生活習慣病が増加しています。

　このような状況を受け、国は「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」ことを目的として、平成17年6月に

食育基本法を制定しました。

　さらに国と県は平成18年3月には、食育推進基本計画の第1次を、ま

た平成23年には第2次を、更に平成28年3月に第3次を策定しました。

　みやき町においては、平成22年6月にみやき町食育推進基本計画

を策定し、地域、関係機関・団体等とともに食育を推進してきました。

　さて、ここで改めて、食と言う字は、人を良くすると書きます。本

来、食することで健康な体をつくり、食べるときにあいさつをするこ

とで、心を育むとともに、家庭も良くなります。そのように家族一緒

に食することで、学校での出来事や最近の話題等会話が進み、家族の

情報の場にもなります。しかし、現代社会における食環境に不安を

感じております。なぜならそのような家族のつながる家に帰ってき

ては、寝るだけのホテル化が増え、家族関係も希薄になりがちになっ

ている家庭があると聞いております。また、コンビニエンスストア

に行けば、好きな時に好きなものを好きな量だけ買い、食べることが

できます。そのことが更に、生活習慣病へとつながります。そのよ

うな環境の下、今後においては、特に子どもの生活習慣病が問題視さ

れているところです。

　そのような中において、みやき町は、子どもから大人までのすべて

の町民が生涯にわたっていきいきと健やかで幸せに暮らすため、平

成27年9月に「健幸長寿のまち」を宣言しました。この宣言を基本理

念として、より一層の食育推進の取り組みを充実し、自らが食育推進

のための活動を心がけ、生きる力を育むことを目的に「第2次みやき

町食育推進基本計画」を策定しました。今後は、本計画に基づき、地

域の様々な関係者と連携、協力を図りながら食育推進に取り組んで

まいります。

　最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご協力をいただき

ました関係者の皆様に心から感謝申し上げます。　　　　

　平成30年3月

みやき町長　末安 伸之

みやき町食育推進基本計画策定委員会名簿（順不同）

団　体　名　等 氏　名

各種団体の代表

みやき町食生活改善推進協議会会長 中村百合子

みやき町健幸長寿食育サポーター代表
福島　純枝
板谷　茂代

みやき町母子保健推進員会長 古賀　正恵

みやき町健康づくり地区推進員代表 今井　和子

関係行政機関

学校栄養教諭 野瀬久美子

鳥栖保健福祉事務所技師 松雪　夏希

みやき町関係各課
保健課　　　　　環境福祉課　　　　　　　産業課　
学校教育課　　　地域包括支援センター
風の子保育園　　健康増進子ども未来課
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