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Ⅰ 山形県食育・地産地消推進計画の策定にあたって             

１ 計画策定の趣旨 

平成 23 年３月に策定した山形県食育・地産地消推進計画では、「食でつくる心も体も

健康ないきいき社会と農への共感でつくりだす豊かな活力社会」を基本目標とし、４つ

の食育の柱「食の基本的習慣を身につける」「食を気づかう」「食を楽しむ」「食を学び伝

える」と、地産地消の柱「生産者と消費者、食品製造業者等との共感関係の構築」を定

め、関係部局が連携し、幅広い分野で様々な活動を展開してきました。 

その結果、学校給食における県産農林水産物の利用拡大や生産者との交流活動等が進

展するとともに、学校や地域に根ざして活動する団体等との連携による農業体験、郷土

料理や行事食等の調理体験、食と健康に関するフェア等の多様な食育・地産地消啓発活

動が実践されるようになってきました。また、農産物直売所の販売額が増加するなど、

安全・安心で生産者の顔が見える農林水産物や地産地消への関心が高まりつつあります。 

しかし、子どもに限らず若い世代においても朝食欠食がみられることや、食生活に起

因する生活習慣病等の健康問題が依然として存在しています。また、家庭での生鮮品の

消費が減少傾向にある一方、外食･中食の利用が進むなど食の簡便化を求める傾向が強ま

り、家庭内での調理時間が減少し、郷土料理や食文化の継承が危惧されるとともに、食

の安全性や健康被害への不安といった課題も生じております。 

一方、政府においては若い世代を中心とした食育や食文化の継承など新たな課題への

対応を含む「第３次食育推進基本計画」を平成 28 年３月に策定しました。 

本県においても、こうした社会の変化や政府の新たな計画の方向性を踏まえ、関係者

が連携した食育・地産地消を実践しやすい体制づくりをすすめながら、子どもから高齢

者まで、県民一人ひとりの「実践」を促すため、新たな「山形県食育・地産地消推進計

画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

この計画は、次の法令等に規定する計画として位置付け、本県における食育や地産地消

のあるべき姿を示すとともに、その実現に向けて必要な施策を総合的かつ計画的に推進す

るものです。 

（１）食育基本法（平成 17 年６月 17 日法律第 63 号）第 17 条に規定する都道府県食育推進

計画 

（２）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律（平成 22 年 12 月３日法律第 67 号）第 41 条に規定する地域の農林水

産物の利用の促進についての計画 

 

また、この計画は県の関係各部局が所管する以下の関連計画や、各市町村において策定

される市町村食育推進計画等と相互に連携・補完しながら、食育・地産地消を効果的に推

進します。 

○「第６次山形県教育振興計画（平成 27 年５月策定）」 

○「やまがた食の安全・安心アクションプラン（平成 27 年３月策定）」 

○「健康やまがた安心プラン（平成 25 年３月策定）」 

○「山形県農林水産業振興計画（平成 29 年３月改定）」 

○「第３次農林水産業元気再生戦略（平成 29 年３月改定）」 

○「第２次やまがた６次産業化推進ビジョン（平成 29 年３月改定）」 

 

３ 計画期間                                  

本計画の計画期間は平成 29 年度から平成 32 年度までの４年間とします。 

ただし、計画期間中に社会状況等に大きな変化が生じた場合は、必要に応じて所要の見

直しを行います。 



 

 

Ⅱ ｢食｣と「農」を巡る現状

１ 人口及び世帯数の推移 

（１） 山形県の将来推計人口 

本県の人口は平成 27 年現在

少することが推計されており、

ています。 

 

 

 

 

 

 

（２）核家族化の進行 

本県では３世代同居率は他県

成 27 年には 195,520 世帯とな
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    「日本の世帯数の将来推計（
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２ 消費の変化 

（１） 国民１人・１年当たりの品

高齢化を背景に国民１人当

傾向にあり、今後も食料消費

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消費者の食料支出額に占め

消費者の外食や調理食品（中

支出は３割未満まで減少してい
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（２） 食に関する志向 

現在の食の志向は、健康、経済性、簡便化、安全、手作り、国産、美食の順に高く、

健康志向及び簡便化志向は増加傾向にあります。年代別で見ると高齢層が健康志向や安

全志向、手作り志向、国産志向が高い一方、若い世代層においては経済性志向や簡便化

志向が高い傾向にあります。 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  本県においても核家族化が進行するとともに中食の増加など食の外部化や簡便化が

年々増加しており、これまで受け継がれてきた地域の伝統食や行事食等の山形の食文化の継

承が困難になることが危惧されます。 
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３ 食をめぐる意識 

（１）食生活への関心度 

食育に関する意識調査によれば「食の安全性に関すること」に関心がある（どちらか

といえば関心があるも含む）と回答した人の割合が最も高く、次いで「健康づくりや食

生活改善に役立つ情報」「食べ残しや食品の廃棄に関すること」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 今後の食生活で特に力を入れたい食育の内容  

今後力を入れたい食育の内容としては、栄養バランスのとれた食生活の実践や食品の

安全性の理解など、生活習慣病の予防や健康づくり、食品の安全性に関する食育への意

識が高い状況です。 

   

 

 

 

 

 

 資料：内閣府「食育に関する意識調査」（H26）
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４ 食生活の状況 

（１）年代別の朝食欠食率の推移 

朝食の欠食率は女性より男性が高く、また若年層ほど高い傾向にあり、20～40 歳代で

は約４人に１人が欠食しています。この背景として就職、進学等により家庭や学校とい

った「食育の場」から離れ、一人暮らしなどで生活が不規則になりがちであることが指

摘されています。  
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（２） 県内児童生徒の朝食摂取率 

朝食を毎日食べている県内の児童、生徒の割合は、平成 27 年度においては小学６年

生で 91.0％、中学３年生で 87.5％であり、小学６年生では全国に比べ 3.4 ポイント、

中学３年生では 3.7 ポイント高くなっています。また、５年前に比べ、小学６年生では

0.6 ポイント減っており、中学３年生では 0.5 ポイント増えています。 

    

 

 

５ 食と健康 

（１） 県内における食塩・野菜の平均摂取量と肥満とやせの状況について 

本県の食塩の摂取量は、年齢階級別にみると各年代とも全国値を上回っており、依然

として高い水準にあります。野菜の摂取状況をみると、ほとんどの年齢階級別で全国平

均を上回ってはいるものの若年者の野菜の摂取量が少ない傾向にあります。 

30 歳代から 50 歳代の働き盛り世代は、生活習慣病等の健康課題が増加する年代であ

り、この年代の男性における肥満の割合はおよそ３割に上ります。また 20 歳代の女性

が最もやせの割合が高い状況にあります。  

     

 

 

 

 

 

 

 

(単位：％）

H22年度 H27年度 H22年度 H27年度 H22年度 H27年度 H22年度 H27年度

食べている 91.6 91.0 89.0 87.6 87.0 87.5 83.5 83.8

どちらかといえば食べている 6.0 6.5 7.4 8.0 9.2 8.3 9.8 9.7

あまり食べていない 1.8 2.2 3.0 3.4 3.1 3.3 4.8 4.7

全く食べない 0.5 0.3 0.6 0.9 0.7 0.9 1.9 1.9

その他・向かい等 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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資料：県民健康・栄養調査（H22）

年代別 食塩の平均摂取量 
ｇ／日 

⼭
形
県 全 

国

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

表 朝食を毎日食べている割合
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将来にわたって健康で過ごせるように、子どものころから健康づくりの基本となる望

ましい食習慣を形成することが重要であり、「食べる」ことの意味を正しく理解し、望

ましい食生活のあり方について、県民一人ひとりが十分に認識できるようにする必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

資料：県民健康・栄養調査（H22）
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318.8

302.4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

総数 1～6歳 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

年代別 野菜の平均摂取量

肥満とやせの状況 

＜男性＞ ＜女性＞ ％ ％ 

資料：県民健康・栄養調査（H22）

ｇ／日 

⼭
形
県 全 
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６ 地産地消の状況 

（１）県内の産地直売所における

直売所における年間の販売額

なっています。常設直売所数の

わった品揃えや、生産者の顔が

者に支持され、スーパーマーケ

てきています。 

    

（２）学校給食における県産農産

学校給食における県産野菜の

度に比べ 10 ポイント増加し 36

合も約 10 ポイント増加し地産地

 

 

 

 

 

 

 

 

54 58

0

20

40

60

80

100

H20 H21

億円 

％ 

「食」と「農」を取り

11 

販売額の推移 

額は年々増加しており、平成 27 年は過去最

の増加に加え、農産加工品を含め地元産農

が見える、対話ができるなど買う楽しさが

ケット等の小売店とは異なる販売形態とし

物の使用割合  

の使用割合は徐々に増加しており、平成 27

.3％に達しました。また、県産野菜＋果物

地消が定着してきています。  

63
73

78
84 87

H22 H23 H24 H25 H2

産地直売所の販売額の推移 

資料：６次産業

資料：６次

▲ 米・牛乳以外の県産農林水

   野菜 14 品目+果物+肉類 

  ◆ 野菜 14 品目 

資料：６

り巻く現状と課題 

最高の 93 億円と

林水産物にこだ

あることが消費

て地域に定着し

7年度には 22 年 

＋食肉の使用割

 

7 93

6 H27

業推進課調べ

次産業推進課調べ

水産物 

次産業推進課調べ
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７ 山形県食育・地産地消推進計画（平成 23 年３月策定）の目標と実績 

これまでの取り組みの成果は下記のとおりです。 

（出典） 

※１ H27 年度全国学力・学習状況調査結果（文部科学省） 

※２ 法定報告に基づく H26 年度実績（県健康長寿推進課） 

※３ H23 年度から H27年度までの延参加者数（県食品安全衛生課） 

※４ H22 年度から H27年度までの食生活改善推進を除く食育ボランティアの活動延べ人数 

※５ H26 年度学校給食における指定野菜 14 品目の県産使用割合 

（県スポーツ保健課・県６次産業推進課） 

※６ H27 年度老人福祉施設及び老人保健施設を対象とした県産農産物利用意向調査 

（県６次産業推進課） 

※７ H27 年農業者による起業活動実態調査（県 6次産業推進課） 

※８ H27 年度主要量販店における地場産コーナー設置状況調査（県６次産業推進課） 

※９ H27 年度地産地消ウイーク協力店舗、おきたま食の応援団会員、 

市町村における地産地消協力店等（県６次産業推進課） 

※10 H26 年度（H27 年度版「図説やまがたの農林水産業」より） 

※11 H28 年３月現在の策定状況調査（県６次産業推進課） 

項  目 策定時現況値 目標値（H27） 実績（H27） 

1 

子どもの朝食欠食率 

 

小学校６年生 

（全く朝食を食べていない児童） 

8.4% 

（0.5％） 

半減 

（0.0％） 

9.0％ 

（0.3％） 

中学校３年生 

（全く朝食を食べていない生徒） 

13.0％ 

（0.7％） 

半減 

（0.0％） 

12.5％ 

（0.9％） 

2 

特定健康診査受診率 

（内臓脂肪症候群（ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ）に着目した健康

診査を受けた人の割合（４０～７４歳対象） 

43.3% 70％以上 
57.7% 

（H26） 

3 
食の安全・安心に関するリスクコミュニケー

ション（意見交換会）の参加者数 
2,457 人 2,600 人以上 2,871 人 

4 
んまい！山形農と食の応援隊など食育ボラ

ンティアの活動延べ人数 
636 人 1,200 人以上 934 人 

5 学校給食における県産野菜の使用割合 32.3% 37.3％ 36.3% 

6 
県産農林水産物を活用している老人福祉施

設等の割合 
27.9% 56％以上 55.8% 

7 直売所における販売額 約 59 億円 約 79 億円 93 億円 

8  
地場産コーナーを設置している量販店（店

舗）の割合 
70.7% 80％以上 66.9% 

9 地産地消に協力する店舗の数 414 店舗 800 店舗 1,043 店舗 

10 グリーン・ツーリズム交流人口 788 万人 953 万人 949 万人 

11 市町村における食育推進計画の策定 37.1% 100% 80.0% 
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８ 食育・地産地消の推進に向けた課題 

これまでの取り組みと成果、食育・地産地消についての有識者等との意見交換会などか

ら、次のような現状、課題が見えてきました。 

 

《 健康・食生活 》 

○ 20 歳～40 歳代の成人の朝食の欠食率が高い。 

〇 高齢者は少量で単純な食生活を続けがちであり、低栄養につながる恐れがある。 

〇 食の安全性や健康被害などに関する情報や栄養バランスのとれた食生活への取組み

について関心は高い。 

〇 共働きやひとり親家庭などの理由から、育ち盛りの子ども達の食事環境が不十分。 

〇 本県の 40 歳代男性の肥満や 20 歳代女性の痩身などの割合が全国より高く、成人で

も適切な食生活の実践が必要。 

〇 本県の食塩摂取量は全国と比較しても高い水準であり、糖尿病等生活習慣病予防の

ため減塩運動などの取組みは継続が必要。 

〇 大人になってからの食行動を改めるのは困難。子どものころからの食育が必要。 

〇 女性の社会進出が当たり前になり、家庭で食事のすべてを調理することが困難。中

食も活用した食育を考えるべき。男女隔てなく食の自己管理ができる人を育てるこ

とが必要。 

〇 子どもの食の乱れの根底には貧困問題がある。子どもが食事を取れる仕組みが必要。 

〇 子どもは、自分で栽培や収穫したものは好き嫌いなく、おいしく食べる。家庭での

調理が簡便化している今、本物を食べる機会を地域や学校等でつくることが必要。 

 

《 地産地消 》 

 

〇 学校給食では野菜の大きさが揃っていることが求められる。カット野菜など一次加工

の食材があると、県産野菜の利用率向上につながる。 

〇 生鮮物にこだわらず、カットや皮むきされた一次加工品をうまく使い、調理を楽し

み、バランスよく食べ、食を楽しむことが大切。 

〇 調理に手間ひまのかかる生鮮ものは売れない。 

○ 健康への配慮や安全性を訴求した食品開発を推進することが必要。 

○ 県産農林水産物を年間活用するためには、冷凍保存や加工品として活用することも

必要。 
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《 食文化の継承 》 

 

〇 ユネスコ無形文化遺産登録などを契機に国内外から、「和食」への関心が高まって

いる。 

○ 中食や外食の需要拡大などにより、郷土料理や食文化の継承が危惧される。 

〇 核家族化の進行や共働き世帯・ひとり親世帯が増加傾向にあり、家庭における料理

時間の減少や郷土料理が食卓に並ぶ機会が減少。 

〇 幼児期からの望ましい食習慣づくりが大事であり、保護者を巻き込んだ幼児期から

の食農教育が必要。 

 
《 推進体制 》 

 

〇 食の問題は一家庭の問題ではなく、社会全体の問題。 

○ 食育推進計画は７市町村、地産地消促進計画は６市町村で未策定。 

〇 食農事業は様々な組織が連携して地域を巻き込んで取組むことが必要。 
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Ⅲ 基本的な考え方                           

食はいのちの源であり、健全な心身をつくり、健康を維持して生きていくためには生涯を

通じて欠かせないものです。また、家庭の食卓や学校給食での食生活の基礎やマナー、食・

いのちに感謝する心の育成に加えて、地域や社会では一緒に食事をすることでコミュニケー

ションが広がり、友情を育み、世代を越えた良好な人間関係を築くなど、食には様々な役割

があります。 

本県は３世代同居率が全国的にみて高く、また農林水産業を基盤とした地域社会と人間関

係が各地に残っており、家庭や地域において世代交流が図られ、地域に根差した食文化、個

性豊かな伝統野菜などが多く継承されています。しかしながら、核家族化の進行や共働き率

が高く、家族で食卓を囲む共食の時間を十分に確保できないなどの問題に加え、中食・外食

などの食の外部化が進み、食生活の乱れや栄養の偏り等の問題も指摘されるなど、今後世代

間交流や食文化の伝承の機会も失われることが危惧されます。 

こうした食と農を取り巻く社会状況の変化やそれに起因する様々な問題が顕在化する中

で、県民一人ひとりが健康の土台となる「食」の重要性を改めて認識し、自らの食を見直し、

食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活の実践が可能になるようにするこ

とが不可欠です。そして、地域の自然・文化等に触れる様々な体験を通して、農林水産業や

食文化への理解を深め、郷土に対する愛着を養い、地域とのつながりを大切にする豊かな心

の醸成、いのちへの感謝を育む視点から食育・地産地消活動を推進します。 

 

１ 共通目標 

『やまがたの豊かな食でつくる「心」も「体」も健康ないきいき社会の実現』 

上記共通目標の実現に向け、県民、市町村、農林水産業、教育、医療・福祉、食産業な

ど多様な主体が相互に連携・協力し県民運動として展開します。 

そして、次の５つの柱立てにより県関係部局が密接に連携し、数値目標の達成に向け具

体的な施策を講じていきます。 
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２ ５つの柱立てと具体的な取組み 

１ 

 

健康を支える望ましい食生活の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 健康づくりの基本となる食習慣形成

の推進 

○ 規則正しい生活習慣･食習慣の習得 

○ 学校給食を活用した食に関する指導の充実 

○ 食や栄養に関する専門家の派遣等による中高生への指導の充実 

(2) 健康に配慮した望ましい食生活の普

及啓発  

○ 県民への普及啓発 

○ 給食施設等における普及啓発 

○ 管理栄養士等の人材の活用と育成 

(3) 生活習慣病の予防と生活習慣の改善

○ 健康づくりの推進 

○ 減塩の推進 

○ 歯・口腔の健康づくりの推進 

２ 

暮らしの多様化に応じた食育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 生活スタイルの変化に対応した食育

の推進 
○ 誰でも簡単に健康な食事の選択ができる食環境の整備促進 

(2) 高齢者への食育の推進 

○ 高齢者の健康づくりの推進 

○ 低栄養予防 

○ 在宅療養に係る食を通じた栄養指導・栄養管理 

(3) 妊産婦や乳幼児への食育の推進  
○ 健診等における健康や栄養に配慮した保健指導や栄養相談 

○ 乳幼児の成長過程に応じた食習慣づくりの促進 

(4) 支援が必要な子どもへの食育の推進

○ ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり 

○ 支援が必要な子どもへの食育推進に取り組む NPO 法人等の仕組みづ

くり 

３ 

食関連産業と連携した地産地消の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 食品業界等と連携した食育・地産地

消の推進 
○ 県産農林水産物等のＰＲと販売促進活動の展開  

(2) 給食提供施設等における県産農林水

産物の使用促進 

○ 学校給食における県産農林水産物や県産加工品の使用促進 

○ 社会福祉施設等における県産農林水産物や県産加工品の使用促進 

(3) ６次産業化に取り組む農林漁業者等

との連携 

○ 伝統的な食や食文化を伝える農産加工・農林漁家レストラン等の取組

みの促進 

○ 県産農林水産物を活かしたスイーツや土産物等の開発推進 

○ 試験研究機関の指導・相談体制の強化 

４ 

食を育む環境と地域の食文化の魅力発信 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 地域や学校における食農体験の推進
○ 地域における幼児期から農作業等を体験する機会の提供 

○ 小中学生等への栽培、収穫等体験学習の実施 

(2) 地域の食や食文化を学ぶ機会の充

実 

○ 地域の食や食文化を学ぶ料理教室の実施 

○ 専門家、農林漁業者、食生活改善推進員、庄内浜文化伝道師等との

連携 

(3) 「やまがたの食」の魅力発信 ○ 伝統野菜や郷土料理についての情報発信 

(4) 食を育む環境についての意識啓発  
○ 生産基盤を支える自然環境の大切さへの理解増進 

○ 生ごみの減量や食品ロス削減の推進 

５ 

食育・地産地消を推進する基盤づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 計画づくり・組織づくりの推進 
○ 市町村の食育推進計画・地産地消促進計画の作成促進 

○ 食農教育実践組織のネットワーク化推進 

(2) 人材の活用と育成 

○ 次世代の食育・地産地消の推進を担う人材の育成 

○ 農林水産業や栄養の知識を有する指導者の派遣 

○ 食の安全・安心に関する研修会の開催や情報提供の充実 

(3) 食育・地産地消の普及啓発 

○ 食育県民大会の開催や食育月間等での食に関する情報提供等啓発

活動の推進 

○ プロスポーツ組織と連携した学校における食に関する指導の実施 
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３ 数値目標 

 

項    目 現況値（H27） 目標値（H32） 

１ 

朝食を毎日摂っている児童生徒の割合   

 

小学校６年生 91.0％ 95.5％ 

中学校３年生 87.5％ 93.8％ 

２ 食の安全・安心に関する情報提供の登録施設数 260 施設  360 施設 

３ 

野菜摂取量の平均値（20 歳以上） 
320.2ｇ 

（H22） 

350ｇ 

（H34） 

食塩摂取量の平均値（20 歳以上）） 
12.2ｇ 

（H22） 

８ｇ  

（H34） 

管理栄養士又は栄養士を配置している特定給食

施設の割合 
72.0％ 

80％ 

（H34） 

４ 食農教育活動実施組織数 91 組織 120 組織 

５ 食農教育活動実施回数（各年延べ） 430 回 500 回 

６ 
学校給食における県産食材の使用割合 

（米、牛乳を除く農林水産物及びその加工食品） 
45％ 55％  

７ 直売所における販売額 93 億円 130 億円  

８ 地産地消に協力する店舗の数 1,043 店舗 1,400 店舗 

９ 市町村における食育推進計画の策定 80.0% 100％  

10 市町村における地産地消促進計画の策定 88.6％ 100％ 

 
（出典） 
※１ 全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

※２ 食の安全ほっとインフォメーション掲出施設数（県食品安全衛生課） 

※３ 県民健康・栄養調査（健康福祉部健康づくりプロジェクト推進室） 

※４、５ 食農教育の取り組み状況調査（県６次産業推進課） 

※６ 学校給食における県産農林水産物使用割合調査（県スポーツ保健課・県６次産業推進課） 

※７ 農業者による起業活動実態調査（県６次産業推進課） 

※８ 地産地消ウイーク協力店舗、食の応援団会員、市町村における地産地消協力店など（６次産業推進課） 

※９、10  策定状況調査（県６次産業推進課） 
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Ⅳ 施策の柱とその方向性                        

１ 健康を支える望ましい食生活の推進 

食生活の基礎やマナー、食に対する感謝の気持ち、食に関する情報や知識の習得は、家

庭を中心に日常生活の中で受け継がれてきました。しかし、ライフスタイルや嗜好の変化、

核家族化の進行などにより、若い世代を中心に朝食を摂らないなど食生活の乱れが生じ、

家庭において行儀や作法等を教える機会・機能が低下しています。 

食習慣は小さいころから日々の体験を重ねることにより身についていくものです。その

ため食に関する指導やしつけ、食品の選択、保存、調理法などは、家庭において教え伝え

ることが基本ですが、それが困難な場合、家庭、学校、地域、関係団体等が連携し取り組

むことが必要です。 

本県の栄養摂取状況をみると、若年者の野菜・果物の摂取量が少ないほか、全ての年代

で牛乳・乳製品の摂取量が少なく、一方で食塩の摂取量が多いなどの課題があります。生

活習慣病は日ごろの食生活や運動など生活習慣の積み重ねで引き起こされることから、子

どもの頃から健康的な食習慣を身につけ、将来にわたって健康に過ごし、健康寿命の延伸

につながるよう、主食・主菜・副菜を組み合わせて栄養のバランスに配慮した食生活を実

践する力を養うことが大切です。 

そのため、すべての世代の人たちに適切な食生活情報が伝わるよう、県、市町村、幼稚

園・保育園、学校、ボランティア団体、企業や関係団体などと連携して取り組んでいくこ

とが重要です。 

   

（１）健康づくりの基本となる食習慣形成の推進 

〇 規則正しい生活習慣・食習慣の習得 

家族や友人と一緒に食事をし、食の楽しさを味わうとともに、食の基本的習慣を身

につけ、食文化を継承する取組みを促進します。あわせて食生活の基礎やマナー、食

事の準備や後片付け等のしつけを子どもの成長段階に合わせて行う取組みを促進し
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ます。また、朝食をしっかり食べるなど児童生徒の望ましい食習慣の形成を図るため、

学校と家庭が連携し保護者の食への理解を深める取組みを実施します。 

さらに、料理に関心を持ち、小さいころから料理をつくる体験を積み重ね、実践す

る力を伸ばす取組みを推進します。そして食に対する感謝の気持ちや、食資源を大切

にし無駄や廃棄の少ない食生活の方法を伝える取組みを推進します。 

 

〇 学校給食を活用した食に関する指導の充実 

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのと

れた豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろ

んのこと、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として活用することが

できます。 

食に関する指導にあたっては、栄養教諭等の専門性を活かすほか教師間の連携に努

めることにより、学校給食の教育的効果を引き出すよう取り組むことが重要であり、

学校教育活動全体において学校給食を教材として活用し、発達段階に配慮しつつ、計

画的・継続的に行う必要があります。 

小学校・中学校においては、「心を育む学校給食週間」を設定し、学校給食の時間

等に栄養教諭・管理栄養士等と給食主任・学級担任等が協力して指導にあたることに

より、児童生徒に「食はいのちを育む基本」であることを意識付けるとともに、食に

関わる人と食材に対する感謝の心や他人を思いやる心など、豊かな心を育むことをね

らいとして実施します。 

 

〇 食や栄養に関する専門家の派遣等による中高生への指導の充実 

中学校・高等学校においては、生徒の心身の発育が顕著であり、部活動等によるス

ポーツへの取組みが盛んになるほか、進学等に向けた学習が必要となってきます。 

心身の健康のために、食についての知識もしっかり身につけ、自立した社会人とし

て成長していく必要があり、将来親として次の世代にきちんと伝えられる「食のあり
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方」を理解していく必要があります。 

中学生・高校生の食生活習慣の改善やバランスのよい栄養摂取の理解等につながる

よう、希望する学校に食や栄養に関する専門家を派遣し、学習面・運動面の向上につ

ながる活力あふれる学校づくりを支援します。 

  

（２）健康に配慮した望ましい食生活の普及啓発 

〇 県民への普及啓発 

自らの健康を維持・増進する食生活を実践していくためには、健康や食生活に関す

る知識を深めることが重要です。 

そのため、食生活改善普及月間、健康増進普及月間に合わせ、毎日の朝食摂取やバ

ランスのとれた食生活情報等を発信するほか、企業・事業所・団体等の学習会に職員

を派遣する出前講座の実施など、望ましい食生活に関する知識の普及啓発に努めます。 

また、食生活改善推進員による親子向けの料理教室、男性向けの料理教室、高齢者

向けの料理教室など、ライフステージや家庭環境に合わせた料理教室の開催を通し、

食についての望ましい習慣を学ぶ機会を提供します。 

 

〇 給食施設等における普及啓発 

管理栄養士等を配置している学校、保育園、病院、福祉施設、事業所等各給食施設

では、食事の提供とともに対象者への食育や栄養指導、栄養アセスメントなどを実施

しています。また、保健所では給食施設に対し、適切な栄養管理や食育を展開するた

めの定期的な巡回指導を実施していますが、特に、保育園に対しては「保育園におけ

る食育の計画づくりガイドライン（平成 23 年１月）」を参考に、保育計画に連動し

た「食育計画」が作成されるよう支援します。さらに、事業所に対しては生活習慣病

予防のための食生活改善等の従業員への健康教育の実施や、メニューの栄養成分表示

の促進などの働きかけを行います。 
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〇 管理栄養士等の人材の活用と育成 

各保健所による特定給食施設の巡回指導において、適切な栄養管理や食育を展開す

るため、管理栄養士等の配置の必要性を周知します。また、子どもから高齢者まで幅

広い世代への食育を推進するため、市町村の管理栄養士等の配置・増員につながるよ

うに働きかけを行うとともに、研修会等の開催により専門知識を有する人材の育成に

努め、地域の栄養・食生活における課題の解決や食育活動を推進します。 

     

（３）生活習慣病の予防と生活習慣の改善 

〇 健康づくりの推進 

生活習慣病は偏った食事、運動不足、喫煙など日頃の生活習慣の長年の積み重ねに

より発症することから、若いうちから健康づくりに取り組むことが重要です。より多

くの県民に健康づくりに関心をもってもらうため、子どもから高齢者まで楽しみなが

ら健康づくりができるようなイベントを開催し、健康づくりの普及を図るとともに、

県民が自主的、主体的に健康づくりに取り組むことができる拠点の整備を支援します。

また、各個人が楽しみながら健康づくりに取り組むため、健康づくりに参加して特典

が受けられる「やまがた健康マイレージ事業」の市町村への普及を推進します。 

さらに、働き盛り世代の健康づくりを推進するため、企業や団体を対象に「やまが

た健康づくり大賞」として表彰し、創意工夫に富んだ健康づくりの取組みを促すとと

もに、企業・事業所・団体等の学習会に講師を派遣して出前講座などを実施するなど

により、経営的視点で従業員の健康維持・増進に取り組む「健康経営」を推進し、健

康管理の大切さの普及に積極的に取り組んでいきます。 

 

〇 減塩の推進 

平成 24 年国民健康・栄養調査によると山形県民の１日当たりの食塩摂取量は男性

が 12.4ｇ（全国３位）、女性が 10.5ｇ（全国４位）と多い状況です。そのため、県立

米沢栄養大学と連携し、高血圧等の生活習慣病予防を目的とした減塩プロジェクト事



１ 健康を支える望ましい食生活の推進 
 

22 
 

業を実施しています。今後は、同大学が開発した減塩及び栄養バランスの取れた食事

の選択や運動習慣の改善を促す「健康プログラム」を事業所や市町村に普及します。

また、同大学が考案した適塩弁当、適塩惣菜メニューをスーパーマーケットと連携し

て開発、販売するなど、忙しい働き盛り世代を中心に、誰でも手軽に減塩が選択でき

るための環境整備を県内全域で進めていきます。 

さらに山形県食生活改善推進協議会と連携を図り、食生活改善推進協議会リーダー

を対象に、効果的な減塩啓発の手法を学ぶ研修会を開催するなど、人材育成による減

塩推進活動の充実を図ります。 

    

〇 歯・口腔の健康づくりの推進 

健やかで豊かな食生活を過ごすには、十分な口腔機能の発達・維持が必要です。そ

のため、80 歳になっても自分の歯を 20 本以上残すことを目的にする「８０２０（ハ

チマルニイマル）運動」の推進とともに、地域における小児期から高齢期までの、各

ライフステージに応じたむし歯や歯周病予防の普及啓発、歯科健診の受診率向上のた

めの環境整備など、食べる楽しみを享受できる歯・口腔の健康づくりを推進します。 
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 コ ラ ム  「食生活指針」について 

  
食生活指針は、一人ひとりの健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保な

どを図ることを目的として、平成 12 年 3 月に当時の文部省、厚生省、農林水産省

が策定しました。近年、我が国の食生活は、飽食ともいわれるほど豊かになっていま

すが、脂質を摂り過ぎるなどの栄養バランスの偏りや、食料資源の浪費等の問題が生

じています。こうした食生活をめぐる諸問題の解決に向けて、国民一人ひとりが健全

な食生活の実践を図ることができるよう、平成 28 年６月に指針が改定されました。 

10 項目の指針には、具体的な取組内容が書かれており、毎日の生活の中で実践し

やすいものばかり。家族や仲間と話し合いながら、毎日の食生活をより豊かで健康的

なものへと変えていきませんか。 

＜食生活指針１０項目＞ 

○食事を楽しみましょう。 

・毎日の食事で、健康寿命を延ばしましょう。 

・おいしい食事を、味わいながらゆっくりよく噛んで食べましょう。 

・家族のだんらんや人との交流を大切に、また、食事づくりに参加しましょう。 

 

○1 日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。 

・朝食でいきいきした一日を始めましょう。 

・夜食や間食はとりすぎないようにしましょう。 

・飲酒はほどほどにしましょう。 

 

○適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。 

・普段から体重を量り、食事量に気をつけましょう。 

 ・普段から意識して身体を動かすようにしましょう 

 ・無理な減量はやめましょう。 

 ・特に若年女性のやせ、高齢者の低栄養にも気をつけましょう。 

 

〇主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

・多様な食品を組み合わせましょう。 

・調理方法が偏らないようにしましょう。 

・手作りと外食や加工食品・調理食品を上手に組み合わせましょう。 

 

○ごはんなどの穀類をしっかりと。 

・穀類を毎食とって糖質からのエネルギー摂取を適正に保ちましょう。 

 ・日本の気候・風土に適している米等の穀類を利用しましょう。 

 

○野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。 

・たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。 

・牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう。 



24 
 

 

 

○食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。 

・食塩の多い食品や料理を控えめにしましょう。食塩摂取量の目標値は、男性で１日８ｇ未満、女
性で７g 未満とされています。 

・動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう。 

・栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう。 

 

○日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。 

・「和食」をはじめとした日本の食文化を大切にして、日々の食生活に活かしましょう。 

・地域の産物や旬の素材を使うとともに、行事食を取り入れながら、
自然の恵みや四季の変化を楽しみましょう。 

・食材に関する知識や調理技術を身につけましょう。 

・地域や家庭で受け継がれてきた料理や作法を伝えていきましょう。 

 

○食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。 

・まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスを減らしましょう。 

・調理や保存を上手にして、食べ残しのない適量を心がけましょう。 

・賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。 

 

○「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。 

・子どものころから食生活を大切にしましょう。 

・家庭や学校、地域で、食品の安全性を含めた「食」に関する知識や理解を深め、望ましい習慣を
身につけましょう。 

・家族や仲間と、食生活を考えたり、話し合ったりしてみましょう。 

・自分たちの健康目標を作り、よりよい食生活を目指しましょう。 

（平成 12 年 3 月 23 日 文部省・厚生省・農林水産省決定 

   平成 28 年６月一部改正） 

出典 農林水産省ホームページ 
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２ 暮らしの多様化に応じた食育の推進                        

いのちを維持し、豊かな生活を送るためには、食は生涯にわたって大切な事であり、健

康に配慮し、各世代に応じた望ましい食習慣を身につけるためにも、子どもの頃からの食

育が重要です。子どもの食育については、その大部分を家庭で担ってきましたが、ライフ

スタイル等の変化により、家庭における食育の実践が難しくなってきています。 

また昨今の社会問題として、子どもの貧困や高齢者世帯の低栄養等が顕在化しています。 

平成 26 年「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）によると、所得の低い世帯は、所得の

高い世帯と比べ、穀類の摂取量が多く、野菜類や肉類の摂取量は少ないという調査結果が

得られています。別な調査では、①休日の朝食を抜きがち、②家庭での野菜摂取頻度が少

ない、③インスタント食品の摂取頻度が多いなどの特徴があり、低所得の家庭の保護者は、

子どもに必要な食事の量と質を知っている人の割合が少ないという調査結果もあります。 

こうした背景には核家族化、ひとり親や高齢者世帯の増加等により家族形態が変化し、

孤食や世代間、地域における人との関わりの希薄化が問題の根底にあると指摘されていま

す。そのため、食に関する選択の自由を尊重しつつも個人や家族だけでは解決できない課

題に対して、地域行事や NPO 法人等による支援活動等を通して、暮らしの多様化に対応

した食育を推進していく必要があります。 

 

（１）生活スタイルの変化に対応した食育の推進 

〇 誰でも簡単に健康な食事の選択ができる食環境の整備促進 

県や市町村は、食品製造業者や管理栄養士等と連携し、学校給食をはじめ、社員食

堂、飲食店、中食・外食等における栄養表示を促進し、誰もが栄養バランスの良い食

を選択しやすい環境を整備します。 

また、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで惣菜、弁当を購入する場

合、減塩などの健康に配慮した食事を選択することが難しい現状にあります。そのた

め各地域のスーパーマーケット等と連携し、塩分やカロリー、野菜等の適切な摂取に

つながる健康的な弁当や総菜の販売を促進し、健康に配慮した食事が選択できるよう
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食環境の整備を推進します。 

 

（２）高齢者への食育の推進 

〇 高齢者の健康づくりの推進 

「国民生活基礎調査（平成 25 年）」によれば、介護が必要となった主な原因として、

脳血管疾患をはじめとする生活習慣病の割合が高くなっています。生活習慣病の発

症・重症化予防のためには、若い時から運動や食生活の改善などの生活習慣の改善に

取り組むことが必要です。 

全国的に多くの高齢者が運動器に問題を抱えていることが明らかになっており、介

護予防のためには、ロコモティブシンドロームの予防の重要性が広く認識されること

が必要です。そのため、本県独自のロコモ予防体操である「花の山形！しゃんしゃん

体操」を普及するとともにロコモ予防体操インストラクターの活用を図り、各市町村

の介護予防事業や地域や職場での自主的なロコモ予防の取組みを推進していきます。 

    

〇 低栄養予防 

高齢期の適切な栄養摂取は、生活の質のみならず、心身機能を維持し、生活機能の

自立を確保するうえでも重要ですが、一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯が増加し、必

要な量の栄養素を摂取できていないことに起因する低栄養や、食事を抜く欠食などの

新たな課題が出てきています。 

在宅の高齢者が低栄養状態となることを予防するために、高齢者に必要な栄養摂取

のあり方や自宅でできる簡単な調理方法など、健康的な食生活を選択できるよう情報

提供に努め、食生活改善推進員等が行う低栄養予防教室や骨粗鬆症予防教室などの地

域活動を推進します。また、各種団体等の会合において低栄養予防の出前講座の実施

や、高齢者が簡単に調理できるレシピの普及を行います。 
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〇 在宅療養に係る食を通じた栄養指導・栄養管理 

在宅療養者の食事に対しては、栄養や食材の形態、調理方法など、個々の療養状況

に合った食事内容の提案が必要です。在宅療養者の食を支援するため、専門職を対象

とした研修会等を開催し、病状の重症化予防や生活習慣の改善に関する指導を推進し

ます。 

 

（３）妊産婦や乳幼児への食育の推進 

〇 健診等における健康や栄養に配慮した保健指導や栄養相談 

市町村が行う乳幼児健診等の母子保健活動において、発達段階や健康状態に応じた

離乳食指導等の栄養指導の中で、各種教材等を用い保護者への保健指導や情報提供を

行います。 

また、若い世代の偏食、痩身、肥満、生活習慣病など食生活と関連が深い健康問題

について、学校や地域等と連携し、研修会や給食だより等を通して、食と健康に関す

る理解を深め、望ましい食習慣が形成されるよう支援します。 

 

〇 乳幼児の成長過程に応じた食習慣づくりの促進 

子ども達の健康を守り、望ましい食習慣が身につくように、食生活のスタート時期

となる乳幼児期に円滑な離乳とバランスのとれた食の提供を推進します。 

食事のリズムを大切にし、様々な食材に触れさせて心と体の成長を促し、偏りのな

い味覚が形成されるよう、家庭・保育園・幼稚園・地域全体が連携し楽しく食べるこ

とのできる環境を整え、食への関心を高める食育を推進します。 

 

（４）支援が必要な子どもへの食育の推進  

〇 ひとり親家庭等の子どもの居場所づくり 

貧困により食事をすることがままならず、育ち盛りの子ども達が十分な食事環境を

与えられていないことや、両親の共働き、ひとり親家庭などの理由による子ども達の
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孤食が問題となっています。このため、ＮＰＯ法人等との連携を図りながら、子ども

に対する学習支援と合わせて食事を提供する取組みをモデル的に実施し、食の面から

も子どもの発育を支援していきます。 

 

〇 支援が必要な子どもへの食育推進に取り組むＮＰＯ法人等の仕組みづくり 

本県においては、子どもの貧困問題に取り組むＮＰＯ法人は少なく、子どもの貧困

問題に対する対応はスタートしたばかりです。法人関係者のすそ野を拡大するため、

新たなＮＰＯ法人の立ち上げや既存のＮＰＯ法人等による活動領域の拡大を促進し

ます。 

 

 

◇ 各世代における食育の視点 ◇ 

 

   

        ・食べる意欲の基礎をつくり、食の体験を広げる 

 

     

       

 

 

        ・健全な食生活を実践し、次世代へ伝える。 

          

 

        ・食を通じた豊かな生活の実現、次世代へ食文化や食に関する知識や 

経験を伝える。 

 

乳 幼 児 期

学童・思春期

高 齢 期

成 人 期

さ
ら
に
次
の
世
代
へ 

・食に関する正しい知識を身につける。 
・食の体験を深め、自分らしい食生活を実現する。 
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３ 食関連産業と連携した地産地消の推進 

本県は豊かな自然に恵まれ、四季折々の旬を感じさせる食材の宝庫です。農林水産物や

地域資源を活用した農林漁業者と食品製造業者等の連携による付加価値を生み出す取組

みや、農産物直売所での販売活動、農林漁業者等が自らの創意工夫で取り組む商品開発、

地域の農林水産物や郷土料理等を提供する農林漁家レストランの開業などの６次産業化

の取組みを通して、県産農林水産物の地産地消を進めていきます。 

一方、学校給食、社会福祉施設等の給食提供施設や宿泊施設、飲食店等においては、県

産農林水産物の利用についての意向は強いものの、安定した供給先が探せないことや、カ

ット野菜や冷凍品等の一次加工品の納入を希望する需要が多いことが利用拡大の障害と

なっています。そのため、給食提供事業者や飲食店等の実需者と生産者との交流機会の拡

大や業務用一次加工品の生産拡大に向けた取組みを推進します。 

 

（１）食品産業等と連携した食育・地産地消の推進 

〇 県産農林水産物等のＰＲと販売促進活動の展開 

消費者が県産農林水産物を購入しやすいように、量販店での地場産コーナーの設置

やおいしい食べ方レシピの紹介など、地産地消運動を推進します。また、惣菜等の中

食、飲食店等の外食において、塩分や県産食材に配慮した健康メニューの提供を行う

取組みなど、適切な食生活の推進と県産農林水産物の利用拡大を推進します。 

県内や首都圏の飲食店、観光業等との連携により、伝統野菜等県産食材を利用した

料理フェア等を開催し、本県の食材・料理をＰＲし、県産農林水産物の認知度向上、

販路拡大につながる取組みを推進します。 

さらに県産農林水産物を原材料として健康にも配慮した加工食品の開発支援や、コ

ンクール等の開催により新商品開発の機運を高め、県産農林水産物の利用拡大と新た

な付加価値を創出する６次産業化の拡大により、関連産業、地域の農林水産業の産出

額・所得の増大を図ります。 
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（２）給食提供施設等における県産農林水産物の利用促進 

〇 学校給食における県産農林水産物や県産加工品の使用促進 

学校給食での県産農林水産物等の利用を促進するためには、市町村および教育関係

者、給食施設、食材生産者・納入業者等の連携・協力が不可欠です。優れた市町村の

取組みについて積極的に情報発信し、利用拡大に向けた方策の検討や体制づくりを促

進します。 

さらに、給食メニューに郷土料理や旬の県産農林水産物を積極的に活用し、農林漁

業者との交流会や、栄養教諭を中心とした学習活動等により、子どもたちに郷土愛や

感謝の心を育む取組みを推進し、県産農林水産物の利用、消費拡大につながるよう支

援します。 

また、県産加工食品の利用拡大に向け、農林漁業者と食品製造業者とのマッチング

を行うとともに、栄養教諭や管理栄養士等の協力も得ながら、給食に利用しやすい加

工品（カット冷凍野菜、ペースト、水煮、缶詰など）の開発を推進します。 

 

〇 社会福祉施設等における県産農林水産物や県産加工品の使用促進           

社会福祉施設や社員食堂など、給食を提供している施設での県産農林水産物の利用

促進を図るため、県産農林水産物の情報提供のほか、提供する給食メニューに利用可

能なカット野菜、ペースト、水煮、缶詰等の加工品開発支援やそれらを利用したレシ

ピ作成を支援します。 

 

（３）６次産業化に取り組む農林漁業者等との連携 

〇 伝統的な食や食文化を伝える農産加工・農林漁家レストラン等の取組みの促進 

農山漁村に伝えられている郷土料理や行事食、その背景にある地域の風土や食文化、

農の魅力を次世代に伝えるため、直売所等で販売する加工品開発の取組みや、それぞ

れの地域で生産された農林水産物や郷土料理を提供する農家レストラン等の起業化

を支援します。さらに、観光業等と連携し、食をテーマにした観光交流など、県内外
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の消費者が本県の食を楽しむ機会や学ぶ機会を創出することで、伝統野菜を始めとす

る県産農林水産物の利用拡大を促し、農林水産物の生産拡大、地産地消を推進します。 

  

○ 県産農林水産物を活かしたスイーツや土産物等の開発推進 

多彩な果実類等の県産農林水産物を原材料としたスイーツや土産品の県内での製

造を推進し、道の駅や観光施設、直売所等で販売する「山形ならでは」の人気の高い

土産物となる商品開発を支援することで、県産農林水産物の利用拡大を推進します。 

  

〇 試験研究機関等の指導・相談体制の強化 

農業総合研究センターや工業技術センター等の試験研究機関の指導・相談体制の強

化による食品製造業者の商品開発や、農業技術職員を中心とした食品加工支援チーム

による県産農林水産物を原材料とした新商品開発及び販路開拓などを支援します。 

さらに、試験研究機関と食品製造業者や農林漁業者との連携による、県産農林水産

物の特長を活かした新たな加工技術開発に取り組みます。 
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ユネスコ無形文化遺産登録について 
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４ 食を育む環境と地域の食文化の魅力発信 

食を支えている農林水産業と、その農林水産業の礎となる本県の豊かな自然環境。その

自然環境を活かして農林水産物を生産している農林漁業者のたゆまぬ努力と想いを知り、

食に対する感謝の気持ちや食べ残しに対する「もったいない」という気持ちを、日常生活

の中で持つことが大切です。このような感謝の気持ちを醸成するために、農作物等を栽培、

収穫し、実際に調理して食べるという食卓に並ぶまでの手間ひまを実際に体験することが

重要です。 

また、本県には昔から守り伝えられてきた地域の伝統野菜や郷土料理などが数多く存在

しています。各地域に伝わる食材や食には独特の味わいがあり、これまで受け継がれてき

た背景には、信仰や各地域の農事などと関連した行事食と、日常の生活の中で生み出され

た郷土料理などの食文化があり、地域社会の形成や伝統的な行事等との密接な結びつきが

あります。 

和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、一人ひとりが地域の食

材を見直し、その重要性を理解し、郷土料理や行事食等を次世代に継承していかなければ

なりません。 

このため、イベント等を活用し、農作物等の作り方や食べ方を学ぶ味覚のレッスンや、

幼児期からの農林漁業体験活動を推進するとともに、学校給食における地域の農林水産物

や郷土料理の学習機会、農林漁業者等と子供たちとの交流の機会を充実させていきます。 

 

（１）地域や学校における食農体験の推進 

〇 地域における幼児期から農作業等を体験する機会の提供 

食文化や郷土料理に精通した専門家や食育ボランティア、NPO 法人、農業団体な

どが連携しながら、農林水産漁業に関する多様な体験の機会を提供し、保育所、幼稚

園、各種団体などの園児や児童、県民等に食や農林水産業に対する関心と理解を深め

る体験活動を促進します。 
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〇 小中学生等への栽培、収穫等体験学習の実施 

農林水産物の栽培、収穫、調理などの農と食を通した一連の体験学習や活動により、

幼児、児童、生徒やその保護者も含めて食の重要性を理解させるとともに、自然の恵

みや生産者への感謝の心を育成します。 

 

（２）地域の食や食文化を学ぶ機会の充実 

  ○ 地域の食や食文化を学ぶ料理教室の実施 

    園児や児童生徒、親子、県民向けに郷土料理や地元の農林水産物を使ったレシピの

紹介や料理講習会、学校給食での交流活動などにより、地域の食や食文化の普及と継

承を推進します。 

   

○ 専門家や農林漁業者、食生活改善推進員、庄内浜文化伝道師等との連携 

地域の食文化や食材に精通した専門家や農林漁業者、食生活改善推進員や庄内浜文

化伝道師などと連携し、地域の食や食文化を学ぶ郷土料理教室や魚食普及活動を促進

します。 

 

（３）「やまがたの食」の魅力の発信 

 〇 伝統野菜や郷土料理についての情報発信 

県内の飲食店で伝統野菜や庄内浜の魚などの県内各地の食材を活かしたメニュー

を提供する料理フェアを開催し、実際に食べてもらうことにより食材や料理について

理解してもらう取組みを推進します。このようなメニューのレシピを料理教室やイン

ターネット等で紹介することで幅広い年代に郷土料理に触れてもらう機会をつくり、

次世代への継承を促進します。 

さらに首都圏を中心に県外においても本県の豊かな農林水産物や地域固有の伝統

野菜、郷土料理を知ってもらう試食宣伝活動等を実施し、伝統野菜等の生産・販売を

促進します。 



 

 

（４）食を育む環境についての意

〇 生産基盤を支える自然環

学校や地域と連携し、児童

機会を提供し、環境に配慮し

販売やフォーラムなどの農林

産業の生産基盤を支える自然

 

〇 生ごみの減量や食品ロス

県民、事業者、市町村等が

（食品ロス）の削減に向け、

集し、そのレシピをホームペ

を醸成し、廃棄物の排出抑制

 

    

 

 コ ラ ム  １１月２４日は和

 

「和食」文化の保護・継承活動を全

（略称：和食会議）」では、和食の食

文化の保護・継承の大切さについて

日)を『和食』の日として申請し、

 11 月を『和食月間』と位置付け

について認識を深め、次世代に「和

との大切さを共有していくためのき

ています。 

 ■「一般社団法人和食文化国民会

「和食」のユネスコ無形文化遺産登
織。日本の食を支える生産者、料理人
究者などが会員として参加しており、
組んでいます。 

詳細はホームページを参照 → UR

４ 食を育む環境と地域
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識啓発 

境の大切さへの理解増進 

童、生徒に対して農業体験（学習）や生産

した農業への理解を促進します。また、農

林漁業者と消費者との交流促進、情報発信

然環境に対する消費者の理解増進を促しま

削減の推進 

が連携し、食べられるにもかかわらず廃棄

家庭内のごみ減量につながる料理のアイ

ページ等で紹介するなど、様々な取組みが

制を図ります。 

和食の日です。 

全国各地で展開している、一般社団法人和

食彩が豊かな秋に、日本の食文化について見

て考える日として、2013 年 11 月 24 日

認定されました。 

け、国民一人ひとりが「和食」文化 

和食」文化を保護・継承していくこ 

きっかけづくりを全国各地で展開し 

会議（略称：和食会議）」とは 

登録に際し、その保護・継承に責任を持つこと
人、食品メーカー、地域の食文化に関する団体

政府と連携し、和食文化の保護・継承とその魅

RL  ： http://washokujapan.jp/ 

域の食文化の魅力発信 

産に係る環境学習

林水産物の対面

により、農林水

す。 

棄されている食品

ディアを広く募

実施される機運

食文化国民会議

見直し、「和食」

日(いい日本食の

ととされた民間組
体、食育団体、研
魅力の発信に取り
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５ 食育・地産地消を推進する基盤づくり                   

食育・地産地消の取組みは多様な分野に関わることから、県民一人ひとりの実践につな

がるよう推進するためには、県民、団体、関係機関との協働や専門家の活用が重要です。

関係者が相互に情報共有や交流・連携を図り、効果的・効率的に推進するための計画づく

り、組織づくり、人材づくり、普及啓発などに取り組み、食育・地産地消の推進に向けた

基盤と体制づくりを充実・強化する必要があります。 

そして、食育・地産地消に係る多様な取組みが、家庭や地域、教育機関、食関連産業等

との連携により、世代間や地域内で大きく広がるよう、その重要性について様々な機会を

捉えて県民に周知します。 

 

（１）計画づくり・組織づくりの推進 

〇 市町村の食育推進計画・地産地消促進計画の作成促進 

各市町村において食育・地産地消の取組みが積極的に推進されることが必要です。

そのため、全ての市町村において食育推進計画・地産地消促進計画が策定されるよう、

関係者の連携を促すとともに、必要な情報提供や助言等の支援に努めます。 

 

〇 食農教育実践組織のネットワーク化の推進 

食による心身の健康の維持・増進、子どもや高齢者の食に関する課題への対応、食

文化の継承、食の魅力発信等に幅広く対応できるよう、農林水産業、栄養、教育関係

等の様々な専門家や有識者等による食農体験実践組織のネットワーク化を図り、NPO

団体等の参画も得ながら、推進体制と活動内容の充実を図ります。 

 

（２）人材の育成と活用 

〇 次世代の食育・地産地消の推進を担う人材の育成 

各市町村における食生活改善推進員の新会員養成と地域の食農体験指導者の育成
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などにより、地域の食文化や郷土料理、農林水産業に精通し食育活動を実践する人材

を確保します。 

    

〇 農林水産業や栄養の知識を有する指導者の派遣 

学校や地域における農林漁業体験や調理体験などの食農教育や地域の農林水産業

についての学習活動、心身の健康の維持・増進、食文化の継承、山形の食の魅力発信

等の活動を支援するため、農林水産業や栄養・調理について知識や技術を有する指導

者を派遣します。 

  

〇 食の安全・安心に関する研修会の開催や情報提供の充実 

食の安全・安心を確保するための様々な仕組みについて、県民が知識と理解を深め

られるよう、消費者や団体等が開催する研修会に専門家や職員を講師として派遣しま

す。 

また、農林漁業者、食品製造業者、行政等による意見交換や情報交換の機会を設け、

食の安全・安心の取組みについて関係者の相互理解の促進に努めるとともに、県民が

食の安全・安心に関する研修会に参加しやすい環境づくりを推進します。 

さらに、食の安全・安心に関する情報を迅速に提供するため、県のホームページや

情報誌等を活用した情報発信の充実を図るとともに、公的な施設や各種事業者の協力

により掲示板等も活用し、多くの県民に対して積極的な情報提供に努めます。 

  

（３）食育・地産地消の普及啓発 

〇 食育県民大会の開催や食育月間等での情報提供等啓発活動の推進 

全県あげて食を通した健康づくり、食育・地産地消を推進するため、食育県民大会

や健康フェア等を継続開催し、県や市町村、食育関係団体などの連携により、県民が

主体的に食育を実践する環境づくりを推進します。 

政府が定める６月の食育月間及び毎月 19 日の食育の日を中心に、家族等と一緒に
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食事をする共食や、食への感謝の気持ちを醸成するなど、普及啓発を図ります。あわ

せて、県産農林水産物の消費を促す地産地消ウイークの取組みを促進します。 

  

〇 プロスポーツチームと連携した学校における食に関する指導の実施 

県内のプロサッカーチーム「モンテディオ山形」及び、プロバスケットボールチー

ム「パスラボ山形ワイヴァンズ」などと連携し、希望する小中学校において選手等の

協力のもと、栄養教諭等が食育パンフレットを活用しながら食に関する指導を実施す

ることにより、児童生徒の食への興味と関心を引き出しながら、バランスの良い食事

の大切さ、地域の農林水産物への理解を深め、食を大切にする心を育成します。 
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Ⅴ 推進体制 

  県は、施策を総合的かつ計画的に取り組んでいけるよう「食育県民運動・地産地消推進

本部」を推進母体とし、県民運動として食育・地産地消を推進していきます。 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

学校、保育所等

ボランティア
団体

食品関連
事業者

農林漁業者消費者団体

保健所、
医療機関

栄養･健康･

保健関係団体

推進会議 

 
（基本計画の作成） 

関係府省庁等による施策の 

立案・実施 

県 

 
（計画の作成・実施） 

市町村 

 

（計画の作成・実施）

政府 

地域の特徴等を活かした施策の立案、実施 

連携 
連携 

食育県民運動・地産地消推進本部 

県 民 

相互に連携・協力し県民運動として食育・地産地消を推進 
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食育県民運動・地産地消推進本部設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 山形県食育・地産地消推進計画（平成２３年３月決定）に基づき、食育の

推進に係る担い手が食育推進の方向性について理解を共有し、相互に連携・協働

して主体的に行う県民運動（以下「食育県民運動」という。）を推進するととも

に、地産地消を推進するため、食育県民運動・地産地消推進本部（以下「本部」

という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 食育県民運動の推進に関すること。 

(2) 地産地消の推進に関すること。 

(3) 山形県食育・地産地消推進計画の進行管理に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、別記に掲げる団体並びに各市町村及び山形県をもって構成する。 

２ 本部長は山形県知事を、副本部長は山形県農林水産部長をもって充てる。 

３ 本部長は本部を総括し、本部を代表する。 

４ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。 

２ 本部長は、必要があるときには、会議に構成員以外の団体又は個人を出席させ

ることができる。 

 

（事務局） 

第５条 本部の事務を処理するため、事務局を山形県農林水産部６次産業推進課に

置く。 

 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

２ 夢未来やまがた食育推進本部設置要綱(平成１８年１月１０日決定)は、廃止す

る。 
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   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年６月１２日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年６月１３日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月６日から施行する。 
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１ 山形県市町村教育委員会協議会 

２ 山形県ＰＴＡ連合会 

３ 山形県高等学校ＰＴＡ連合会 

４ 山形県私立幼稚園ＰＴＡ連合会 

５ 山形県私立中学高等学校ＰＴＡ連合会 

６ 山形県幼稚園教育研究協議会 

７ 山形県保育協議会 

８ 山形県児童館等連絡協議会 

９ 山形県学童保育連絡協議会 

10 山形県連合小学校長会 

11 山形県中学校長会 

12 山形県高等学校長会 

13 山形県私立中学高等学校協会 

14 山形県小・中・高等学校教育研究会養

護教諭連絡協議会 

15 山形県栄養教諭・学校給食栄養士会 

16 一般財団法人山形県学校給食会 

17 特定非営利活動法人山形育児サークル

ランド 

18 社団法人山形県医師会 

19 一般社団法人山形県歯科医師会 

20 社団法人山形県栄養士会 

21 山形県食生活改善推進協議会 

22 山形県農業協同組合中央会 

23 山形県指導農業士会 

24 山形県農村生活研究グループ協議会 

25 酪農教育ファーム認証牧場山形県連絡会 

26 全国農業協同組合連合会山形県本部 

27 おいしい山形推進機構 

28 社団法人山形県畜産協会 

29 山形県漁業協同組合 

30 山形県食品産業協議会 

31 やまがた食産業クラスター協会 

32 山形青果市場協会 

33 社団法人山形県水産物卸協会 

34 山形県料理飲食業生活衛生同業組合 

35 山形県旅館ホテル生活衛生同業組合 

36 やまがた女将会 

37 山形県生活協同組合連合会 

38 山形県消費生活団体連絡協議会 

39 山形県中小企業団体中央会 

40 山形県商工会議所連合会 

41 山形県商工会連合会 

42 公益社団法人日本青年会議所東北地区

山形ブロック協議会 

43 社団法人山形県観光物産協会 

44 山形県グリーン・ツーリズム推進協議会 

45 山形県婦人連盟 

46 特定非営利活動法人山形創造ＮＰＯ 

支援ネットワーク 

47 山形県土地改良事業団体連合会 

48 山形料理学校協会 

49 農林水産省東北農政局 

 

（H29.２月現在の組織名で掲載） 

別 記 
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食育・地産地消推進計画改定委員会設置要綱 

 
（設置） 
 第１条 この要綱は、食育・地産地消推進計画を改定するため、食育・地産地消推進計画

等改定委員会（以下「委員会」という。）の設置に必要な事項を定める。 

 
（所掌事項） 
 第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
  （１）食育・地産地消計画の改定に関すること 
  （２）前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項 

 
（組織） 
 第３条 委員会は別表１に掲げるもので構成する。 
 ２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
 ３ 委員長は、委員会の事務を総括する。 
 ４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時は、その職務を代理する。 

 
（会議） 
 第４条 委員長は会議の議長となる。 
 ２ 委員長は、必要があるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞 

くことができる。 
 ３ 委員会の会議は原則として公開とする。 

 
（事務局） 
 第５条 委員会の事務局を６次産業推進課に置き、事務局員は別表２に掲げる所属の職員 

をもって充てる。 

 
（補則） 
 第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に 

定める。 

 
附 則 

この要綱は平成２７年１２月 ７日から施行する。 
この要綱は平成２８年 １月１５日改正する。 
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別表１ 

 団 体 名 役 職 氏 名 摘 要 

１ 宮城学院女子大学現代ビジネス学部 学部長 宮原 育子 委員長 

２ 山形県農業協同組合中央会 農業農政部長 大武 義孝  

３ やまがた食育ネットワーク 代表 岡田 まさえ  

４ ル・ベール蔵王 取締役社長 川﨑 禮子  

５ アグリランド産直センター 
運営協力会学校給食生産倶楽部 

代表 黒田 祐一  

６ 山形県食生活改善推進協議会 会長 沼澤紀美子  

７ 山形県 PTA 連合会 会長 荒井 寛  

８ 置賜自給圏推進機構 専務理事 井上 肇  

９ 公益社団法人山形県栄養士会 会長 西村恵美子  

10 山形県立高畠高等学校 校長 奥山留美子  

 
 
別表２ 

所  属  名 

山形県健康福祉部健康長寿推進課健康づくりプロジェクト推進室 

山形県農林水産部６次産業推進課 

山形県教育庁スポーツ保健課 
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