
第3次千歳市食育推進計画第3次千歳市食育推進計画

　千歳市では、平成26年3月に「第２次千歳市食育推進計画」（期間：平成
26年度から平成30年度）を策定しました。これまでの取組を通して、食育へ
の関心は少しずつ高まっていますが、「食」への関心や理解を更に広めるため、
継続した働きかけを行っていくことが大変重要であると考えています。
   「第３次千歳市食育推進計画」は、引き続き、市民一人ひとりが食に関する
問題意識や関心を高め、食を通して健やかな暮らしの実現をめざし、食育の推
進を図る計画として策定します。

千 歳 市
平成31年3月

平成 31(2019) 年度～平成 35(2023) 年度

概 要 版



食育アンケート調査結果・計画目標値

● 食育に関心を持っている人

　食育への関心度は、平成25年度調査と比較すると
5.2ポイント下がっています。
　また、中学生・高校生の食育の関心度が低く、食育
に関する普及・啓発活動を行っていく必要があります。

● 朝食を食べている人

　子どもの朝食を毎日食べる割合は高い傾向にあり
ます。一方で、若い世代の欠食率が目立っています。

● 家族の誰かと一緒に食事をする子ども

　家族の誰かと一緒に食事をする子どもの割合は高
い傾向にあります。
　全体では、生活スタイルの多様化などによって、
家族そろって食事をする機会が減少している傾向に
あります。

● 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をする人

目標値 90%以上

中学生・高校生の
食育の関心度 37.8%

目標値 100%

目標値 85%以上

目標値 99.5%以上

※子ども（幼児～小学生）

※子ども（幼児～小学生）

※若い世代（２０～３０歳代）

　若い世代では、「ほぼ毎日」の割合が37.0％となっ
ており、栄養バランスが整った食生活の実践への働
きかけが重要と考えられます。

目標値 70%以上

目標値 55%以上
※全員

※若い世代（２０～３０歳代）

食育の現状と課題～食育の問題点って何？～食育の現状と課題～食育の問題点って何？～
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● 生活習慣病予防・改善のための食生活を実践している人

　生活習慣病予防・改善のために気をつけたことが
ある人は、83.5％となっています。平成25年度調査
では69.2％となっており、14.3ポイント上がってい
ます。

目標値 85%以上

● 食事をゆっくりよく噛んで食べる人

　食事をゆっくりよく噛んで食べる人は67.6％とな
っています。
　20歳代～ 60歳代では、53.1％と低い傾向にあり
ます。

目標値 70%以上

● 食育に関する活動・体験に参加した人

　食育に関する活動・体験に参加した人は11.6％と
なっていますが、52.2％の人が「機会があれば参加
したい」と回答しており、ニーズの高さがうかがえ
ます。

目標値 30%以上

● 地元産食材を購入する人

　千歳産食材を購入する人は、66.1％となっています。
　また､「意識していない・その他」と回答した人が多く、
地産地消に対する理解を求め、意識を高める啓発を行
っていく必要があります。

目標値 80%以上

● 食品ロス削減のために何らかの行動をしている人

　食品ロスという言葉を「知っている」と回答した
人は、65.4％（926人）となっており、食品ロス削
減のために何らかの行動をしている人は、64.0％
（906人）となっています。

目標値 80%以上
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「おいしい!たのしい!大好きちとせ」をめざして「おいしい!たのしい!大好きちとせ」をめざして

食育推進の目標食育推進の目標

基 本 理 念

基本目標

1
基本目標

2
基本目標

3

　第3次千歳市食育推進計画では、基本理念を『生涯にわたり健全な心身を培う食育の実践
の環（わ）を広げよう～おいしい！たのしい！大好きちとせ～』とし、今後も引き続き、生
活習慣病の予防、ライフステージに応じた食習慣の改善、食の安全や食品ロスの問題など、
市民一人ひとりが食育に関する知識の習得や活動への関心を高め、食を通して生涯にわたる
健やかな暮らしの実現をめざします。

生涯にわたり健全な心身を培う食育の実践の環を広げよう
～おいしい！たのしい！大好きちとせ～

① 健康寿命の延伸につながる
　 食生活の推進
② 次世代につなげる食育の推進
③ 多様な暮らしに対応した
　 食育の推進

健康で心豊かな
食生活の実践

① 地域食材の活用、千産千消の
　 推進
② 地域や季節に応じた食文化の
　 継承

豊かな地域の食を守り育て、
継承する食育の推進

① 環境を意識した食生活の推進
② 食の安全を意識した食生活の
　 推進

指　標　名 対　象
現状値

平成30年度
(2018年)

目標値
平成35年度
(2023年)

全　員 90％以上
(国の目標※90%以上)72.3％1 食育に関心を持っている人の割合

子ども
(幼児～小学生)

100％
(国の目標  100%)93.7％

2 朝食を食べている人の割合
若い世代
(20 ～ 30歳代)

85％以上
(国の目標　85%以上)60.8％

子ども
(幼児～小学生)

99.5％以上
(第２次計画の目標値)97.1％3 家族の誰かと一緒に食事をする人の割合

全　員 70％以上
(国の目標　70%以上)48.7％

若い世代
(20 ～ 30歳代)

55％以上
(国の目標　55%以上)37.0％

4 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を
する人の割合（１日２回以上）

全　員 85％以上
(国の目標　75%以上)83.5％5 生活習慣病予防・改善のために気をつけた

食生活を実践する人の割合

全　員 70％以上
(国の目標　55%以上)67.6％6 食事をゆっくりよく噛んで食べる人の割合

全　員 30％以上
(第２次計画の目標値)11.6％7 食育に関する活動・体験に参加した人の割合

全　員 80％以上
(第２次計画の目標値)66.1％8 地元産の食材を購入する人の割合

全　員 80％以上
(国の目標　80%以上)64.0％9 食品ロス削減のために何らかの行動をしている

人の割合

食の環境や安全に配慮した
食生活の推進

※ 国の目標は、「第3次食育推進基本計画」から抜粋
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基本目標の主な取組内容基本目標の主な取組内容

●健康づくり教室

健康寿命の延伸につながる食生活の推進主な取組

健康で心豊かな食生活の実践基本目標 1
　市民一人ひとりが、生涯にわたって食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、
健全な食生活の実践により、心身の健康増進と心豊かな人間性を育むように取り組みます。
　また、家族や仲間と楽しく食卓を囲むことで食を通じたコミュニケーションを深め、心豊
かな食生活を実現する食育を進めます。

　健康寿命の延伸に向け、生活習慣病の発症・重症化を予防
し、様々なライフステージにある市民が健やかに生活できる
ように取組を推進します。

　生活習慣病を予防するため、食生活についての講話と
ヘルシーメニューの試食や調理実習を実施します。

1

●こどもの食育教室

次世代につなげる食育の推進主な取組

　次世代を担う子どもたちが、生涯にわたり健全な心身を培
い、豊かな人間性を育む基礎となる健全な食生活を確立でき
るように取組を推進します。

　小学生を対象に、栄養バランスのとれた食事の大切さ
や、料理をつくることの楽しさを学んでもらうため、食
育についての講話と調理実習を実施します。

2

●こども食堂セミナー

多様な暮らしに対応した食育の推進主な取組

　世帯構造や社会環境が変化する中で、様々なライフスタイ
ルにある市民が健全で充実した食生活を送ることができるよ
うに取組を推進します。

　こども食堂の開設を検討している市民団体等へ向けた
セミナーを開催します。

3
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●千産千消の日の設定

地域食材の活用、千産千消の推進主な取組

豊かな地域の食を守り育て、継承する食育の推進基本目標 2
　千産千消（地産地消）の要となる千歳市の農業の特色は、農業基盤整備をもとに大規模経
営と近代化を進め、石狩管内においても有数の農業生産地帯となっており、小麦、てん菜（ビー
ト・砂糖の原料）、大豆、野菜など畑作を中心として、卵などの畜産なども盛んに行われてい
ます。
　千歳市の恵まれた自然環境が育む地元の食材を生かし、千歳市に関わりのある人々が地域
の食を意識するように取り組みます。

　地域で生産されたものをその地域で消費することを「地産地消」（地域生産・地域消費）といいます。千歳市
では、地元で生産されたものを市内で消費することを「千産千消」と表現しています。千産千消が、旬のもの
を栄養面も含めて一番おいしい状態で食べられることはもちろん、食に関する様々な体験・学習する機会が生
産者と消費者の交流を促進し、食に対する理解と関心を深めることにつながるように千産千消を推進します。

　地元産食材への理解を深めるため、認定こども園など
の給食献立に千産千消の日を設定します。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　写真は、千歳産食材を使用
　　　　　　　　　　　　したチキンカレー

1

●千歳・食育（食農）講座

地域や季節に応じた食文化の継承主な取組

　地域で実施している食育体験やグリーンツーリズム等のイベントにおいて、様々な年代の地域の人との
交流を図り、地域や家庭で受け継がれてきた食文化を次世代に継承されるように推進します。

　食に関する正しい知識の普及と、地元の農畜産物に対
する理解を深めるため、一般の方及び教育関係の方を対
象とし、農家の方や外部の方を講師として、講座を実施
します。食育についての講話と調理実習を実施します。

※【グリーンツーリズム】とは
　グリーン・ツーリズムとは、緑豊かな農山漁村でゆったりと滞
在し、訪れた地域の人々との交流を通じて、その自然、文化、生
活、人々の魅力に触れ、農山漁村でさまざまな体験を楽しむ余暇
活動のことです。
　千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会は、千歳市内で農産物
の直売、農業体験などを行う農家や千産千消に賛同するレストラ
ンなどが加入している団体で、グリーン・ツーリズムの促進のた
め、出前講座や千産千消料理講習会などの取組を行っています。

2
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●家庭ごみ減量に関する情報発信

環境を意識した食生活の推進主な取組

食の環境や安全に配慮した食生活の推進基本目標 3
　日本では、食料の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、国の推計で年間632万トン（平
成25年度推計）にのぼる食品ロスが発生しており、その削減を進めるため、市民一人ひとりが
食品ロスについて認識を深めてもらうように取り組みます。また、「食」の安全に関する知識・
理解を深め、「食」を正しく選択し、安心した食生活を実践することができるように取り組みます。

　食べ残しや食品廃棄等の食品ロスにより、環境への負荷を生じさせていることから、環境に配慮した食
生活の普及・啓発を推進します。

　家庭からのごみ排出量削減のため、食品ロス削減や、ごみの減量に関するアイデ
アを市民から募集して作成した分別辞典をホームページに掲載します。

1

●食育に関する情報提供・情報発信

市民・家庭

認定こども園・
保育所・幼稚園

学　校

地域･関係団体･
事業所等

行　政

食の安全を意識した食生活の推進主な取組

　食品を消費する立場にある市民が安心して食生活を送ることができるよう、市民自らが「食」
を適切に選択することが重要であり、知識と理解を深めるための普及・啓発を推進します。

　楽しく食事をしながら、子どもが望ましい食習慣を身につけ、食事のマナーや食文
化の継承、食に関する理解を深めることが望まれます。学校や地域等において食育に
関する活動で得た知識や技術を情報共有し、親子で一緒に料理を作るなどの実践を通
して、食育を進めていくことが求められます。

　行事食の提供や調理体験、食農体験、生産者と交流する機会の提供や、家庭や地域
と連携を図り、子どもたちが楽しみながら食に対する関心が持てるよう、様々な学習
や体験活動が実践できる機会の提供が求められます。

　学校給食や食に関する体験学習を通して、望ましい食習慣や食に対する理解や関心
を高めることが望まれます。家庭、地域と連携を図りながら、子どもの生活習慣の形
成や、親子で楽しく参加することができる体験活動の提供等が求められます。

　地域や町内会における交流の場を通して、地域の味や食文化を次世代へ継承していく
ことが重要です。食育に関連する農林水産業者、食品関連事業者、関係団体、地域の食
生活改善協議会・消費者団体・ＮＰＯ法人など、多様な関係者がその特性や能力を活か
して、連携協力して、地域において食育を推進していくことが求められます。

　家庭や関係団体等による食育推進活動が進むよう、市の広報・ホームページ・食に
関連した食育イベント等、様々な機会を活用して食育推進のための情報提供を行うと
ともに、関係分野が連携して継続した取組を進めていきます。

　食に関する知識の普及・啓発や、食育に関する各種取組のPRのため、ホームページや
広報ちとせ・パンフレットなどを活用し、千歳市食育推進マークを用いて、情報を広く提供・発信します。

2

食育推進における役割食育推進における役割

」
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第３次千歳市食育推進計画　概要版
平成 31年３月発行

発行　千歳市
編集　千歳市保健福祉部健康づくり課
〒066-8686　 千歳市東雲町２丁目 34番地
電話　0123-24-0768  ファックス 0123-24-8418
市ホームページ　http://www.city.chitose.lg.jp/

第３次千歳市食育推進計画
Action
改善

Plan
計画

Check
評価

Do
実行

　これまで、市をはじめ家庭や認定こども園、保育所、幼稚園、学校、地域などでそれぞれ
食育推進に取り組んできており、更に、これらの取組を連携させ総合的に「食育」を推進す
る必要があります。今後の食育推進においては、引き続き関係各課が共通認識をもち横断的
な連携を図るとともに、保健福祉の推進に当たり総合的に調査・研究を行う「千歳市保健福
祉調査研究委員会」の専門部会や関係団体の参画により、広く市民から意見を求め、関係者
が相互に連携協力しながら計画を推進していきます。
　本計画を効果的に推進していくため、目標指標を基準に、計画に基づく施策等の進捗状況
や目標の達成状況をPDCAサイクルによって評価し、更なる取組に反映していきます。

善 計

ckkkk

学　校

各種団体
食生活改善関係者

農林水産業等関係者 食品関連事業者等

認定こども園
保育所・幼稚園

保健・医療関係者

行　政

千歳市保健福祉調査研究委員会
役割：千歳市食育推進計画の策定、食育の推進に関する調査・研究

地　域

計画の推進体制計画の推進体制
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