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いしかわ食育推進計画 
― 概要版 ― 
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★★朝食の大切さ★★ 

また、

朝食を食べないと、ちゃんと
栄養が確保できないことや、栄
養バランスが崩れることにもつ
ながり、肥満や生活習慣病を助
長する可能性があります。
午前中のエネルギーが不十分と
なり、体調が悪くなることなど
の問題点も指摘されています。

朝食の欠食について

朝食と学力について

子どもの朝食の欠食について

子どもの孤食について

近年、食を取り巻く状況が大きく変わり、健全な食生活が失われつつあります。健康面にとどま
らず、家庭における団らんや地域産業などへの影響が指摘されています。 

★食の現状について★

朝食を欠食する
小中学生（「ほとん
ど食べない」と回
答した者）の割合
は、全国の値を下
回るものの、とも
に３％となってい
ます。 

小学生から中学生
になると、「一人で食
べる」割合が増加して
います。とりわけ、朝
食を一人で食べる中
学生の割合が、本県及
び全国においても約
３割と高い数値を示
しています。 

朝食の摂取状況で
比較すると、朝食をき
ちんととる児童生徒
の方が、学力テストの
正答率が高い傾向が
見られます。 

　性・年齢階級別
に見ると、男女
とも20歳代が
最も高く、男性
で36.8％、女性
で28.2％となっ
ています。 
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資料：石川県「県民健康・栄養実態調査」（平成17年度）

資料：石川県学校栄養職員研究会「児童生徒の食生活の実態調査」（平成17年度）
　　　　　　　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実態調査」（平成12年度）

資料：石川県学校栄養職員研究会「児童生徒の食生活の実態調査」（平成17年度）
　　　　　　　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実態調査」（平成12年度）

資料：石川県教育委員会「基礎学力調査」（平成17年度）
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◆ 未未来来をを担担うう子子どどもものの健健全全なな身身体体をを培培いい、、豊豊かかなな心心をを育育むむ。。  

◆ 地地域域のの食食をを次次世世代代にに伝伝ええ、、地地域域社社会会のの
活活性性化化をを図図るる。。  

◆ 県県民民一一人人一一人人がが、、健健全全なな食食生生活活をを実実践践
すするる力力をを身身ににつつけけるる。。  

基本的な食習慣を身につけることに子どもの頃から日々の食生活に必要な知識や判断力を習得し、
より、健全な身体を培います。また、食に関する感謝の念と理解を深め、食事マナーの習得や食を楽
しむことなど、食事を通じて家族等とのコミュニケーションを深め、豊かな心を育みます。  

石川県には祭りなど伝統的な行事、季節毎の風
習などに結びついた食文化があり、また、固有の
多彩な食材が活用されています。食育推進の輪を
地域に広げることにより、食を通じて人と人との
交流を深めるとともに、地域の食を次世代に伝
え、地域社会の活性化を図ります。 

健
食に関する正

国内外から様々な食材が供給されるとともに、
外食の増加など食の外部化や食に関する情報の
氾濫等が進展しています。そのような中で、県民
一人一人が食の大切さを再認識するとともに、
全な食生活を自ら実践できるよう、
確な知識や的確な判断力を身に付けます。  

県民一人一人が、健全な食生活の実践に向け、食に関する正確な知識や的確な判断力を備えるとと
もに、特に、未来を担う子どもが、生涯にわたって、健全な心身と豊かな人間性を育んでいくために
食育を推進します。 

★食育推進計画の目的★
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（１）家庭における食育の推進

①継続的な食育推進運動

③各種団体等の連携・協力体制の確立

④食育の推進に関する事例収集、情報提供

②ボランティア活動への支援

⑦基礎的な調査・研究等の実施

⑤食品の安全性や栄養等に関する情報提供

⑥食品情報に関する制度の普及啓発

（６）県民を挙げた食育推進運動の
展開

①「日本型食生活」の推進

③学校給食での郷土料理等の積極的な導入

④調理師等の専門家による取組の推進

⑤食文化に関する情報の収集と発信

③都市と農山漁村の交流の促進

①子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進

⑤地産地消の推進

②食品関連事業者等による食育推進

④リスクコミュニケーションの充実

（５）消費者と生産者等との交流を
通じた体験型食育の推進

②ボランティア活動等による取組の推進

重点項目１ 　家庭、保育所、幼稚園、学校、地域等における食育の推進

①「日本型食生活」の推進

②ボランティア活動等による取組の推進

  重点項目2 　石川の伝統的な食文化の継承と体験型食育の推進 

①継続的な食育推進運動

②ボランティア活動への支援

（６）県民を挙げた食育推進運動の

⑤地産地消の推進

（６）県民を挙げた食育推進運動の
展開

  重点項目3 　県民を挙げた食育推進運動の展開

　子どもの保護者や子ども自身
の食に対する関心と理解を深め、
家庭における健全な食習慣を確
立します。

　保育所、幼稚園、学校等において、
魅力ある食育推進活動を行い、子ど
もの健全な食生活の実現と豊かな
人間形成を図ります。

　地域において、食生活の改善に取
り組み、生活習慣病を予防し県民の
健康を増進します。

　石川県の郷土料理や食材等を活
用した食育を推進し、伝統ある優れ
た食文化を継承します。

　都市と農山漁村の交流、消費者と
生産者等との交流を通じて、子ども
を中心とした食に関する体験活動
を推進します。

　食育推進運動の全県的な展開と
ボランティアを含めた関係者間の
連携・協力を図り、県民を挙げて食
育を推進します。

（３）地域における食育の推進

（２）保育所、幼稚園、学校等
における食育の推進

（４）石川の伝統的な食文化の継承

①生活リズムの確立

②子どもの肥満予防・肥満対策の推進

③望ましい食習慣や知識の習得

④妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

⑤家庭における食への支援

⑥青少年及びその保護者に対する食育推進

①保育所、幼稚園等における食育の実践

②学校における指導体制の充実

③学校における児童生徒への指導内容の充実

④学校給食の充実

②適正カロリーと栄養バランスに関する知識の普及

③専門的知識を有する人材の資質向上と活用

④健康づくりに関する啓発、栄養指導等

⑤職場における食育の推進

①地域の自発的な食育推進活動の促進

★施策の体系図★

3



 

 

 

施策の方向性(１) 家庭における食育の推進 

   重点項目１ 　家庭、保育所、幼稚園、学校、地域等における食育の推進

　子どもの保護者や子ども自身の食に対する関心と理解を深め、家庭における健全な食習慣
を確立します。 

 

　地域で孤立しがちな子育

て家庭への支援が課題とな

っていることから、未就園

児とその保護者を対象と

し、地域の食材や伝承料理

などを体験する機会を設

け、その伝承を図るととも

に、食を通じた親世代の子

育てを支援します。 

　食の基本は家庭の食事にあります。各家庭で子どもと保護者が協力して、家庭の計画を作って、一緒に

取り組みます。県は、効果的な取組方法をまとめたガイドブックを作成します。

家庭版食育推進計画

次代へつなぐ親世代食育モデル事業

県
県 計画策定指針

（ガイドブック）

地域版食育推進計画を実施する団体等

家族が
協力し
食育を
実　践

取組内容、
実施方法などの
アドバイス

【計画内容の例】

子育て家庭
家庭版食育推進計画の策定

①家族揃っての取組
　・朝食を食べる
　・早めに夕食を食べる
　・好き嫌いをしない
　・食に関する研修会、教室に参加する
②子どもの取組
　・食事の手伝いをする
　・家庭の伝承料理を作る
③保護者の取組
　・郷土の料理を作る
　・栄養バランスのとれた料理を作る　など

　・健全な食習慣の確立

　・心身の健康

　・家族の絆の深まり

健全な食生活の実践

未就園児の親世代が、親子で豊かな食の体験を
しながら、子育ての悩みを解消する。
　●郷土料理の実習・試食による体験
　●子どもの育ちと食についての学習
　●子どもの食事や子育ての悩みなど情報交換

（1）親世代食育モデル事業

子どもと食に関わる関係者相互の情報交換及びレベル
アップのためのワークショップ
　●食育の意義
　●各機関の役割など

（3）子ども食育地域ワークショップの開催

食育と子育て支援の具体的スキルを身につけた
アドバイザーの養成・紹介・斡旋（住宅保育士等）

（2）食育子育てアドバイザー養成事業
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★具体的施策の例★

つどいの広場・子育て支援センターなど

各機関の連携

食育子育て
アドバイザー

市町、子育て支援センター、母親クラブ等協力者

学　校保育所・幼稚園 放課後児童
クラブ

未就園児の保護者（親子）
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枝枝豆を収穫している様子 
 羽咋市立粟ノ保保育所で、畑づくりから水やり、
虫取りなどすべて子どもたちが行い、育てた枝豆
を、食育ボランティアさんと収穫しているところ
です。これを使って、すり鉢で呉汁も作りました。 

 

育てた大豆で豆腐を作っている様子 

 珠洲市立みさき小学校では、３年
生が珠洲の特産品である「大浜大豆」
を栽培し、収穫した大豆を使って豆
腐作りをしました。 

民　間
事業者

地域社会の活性化
県

　家庭における食育の促進

　食を通じた地域のつながり
　地域の食文化の継承
　地場産業の振興

 家庭版食育推進計画の
 策定促進

　

地域版食育推進計画の策定

 

　「楽しく食べる子どもに～保育

所における食育に関する指針～」

に基づき、各保育所において、

「食育の計画」を策定し、食育を

推進します。 

　地域のボランティアなどの協力

を得ながら、工夫を凝らして展開

しています。

　児童生徒が生涯にわたり健康

な生活を送るために望ましい食

習慣を身につけることができる

よう、食育の推進や学校給食で

の地場産物（県産食材）の活用に

取り組んでいます。 

　また、各学校に「食に関する

指導の手引」を配付し、食の指導

に関する年間計画の作成と実践

を進めています。 

保育所における食育の推進

学校における食育の推進

  保育所、幼稚園、学校等において、魅力ある食育推進活動を行い、子どもの健全な食生活
の実現と豊かな人間形成を図ります。 

施策の方向性(２) 保育所、幼稚園 、学校等における食育の推進   

   重点項目１ 　家庭、保育所、幼稚園、学校、地域等における食育の推進  
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枝豆を収穫している様子 

育てた大豆で豆腐を作っている様子

 

民　間
事業者

地域社会の活性化
県

　・家家庭における食育の促進

　・食食を通じた地域のつながり
　・地地域の食文化の継承
　・地地場産業の振興

 家庭版食育推進計画の
 策定促進

地域を
挙げた
食育の
展　開

「子ども食育応援団」
の認定

　

　
【計画内容の例】

　　①郷土色の豊かな食育の実施
　　　・地域に伝わる野菜等の栽培や、
　　　　加工品づくりの体験
　　　・栄養バランスの整った郷土料理の
　　　　調理体験
　　②地域を見つめなおす食育の実施
　　　・伝統行事と食の継承
　　　・地域コミュニケーションの形成
　　　・地産地消　　　　　　　　など

地域版食育推進計画の策地域版食育推進計画の策定定

町内会、各種団体等

計画の認定

計画策定指針

取組内容、
実施方法などの
アドバイス

取組に参画

　バランスのよい食生活を実

践できるよう、平成１９年２

月に県が作成しました。料理

例として、県民がよく食べる

料理や郷土料理を取り入れて

います。子どもたちにも伝え

たい郷土料理の作り方も紹介

しています。 

　家庭において、伝統的な郷土料理や食文化、さらには食事のマナーなどの継承が難しくなっているこ

とから、町内会や各種団体等が主体となり、地域の関係者と連携し、体験活動等を通じて食育に計画的に

取り組むことを促進します。県は、この計画を認定し、また、これに参画する民間事業者を「子ども食育

応援団」として認定します。 
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施策の方向性(４) 石川の伝統的な食文化の継承

   重点項目2 　石川の伝統的な食文化の継承と体験型食育の推進 

  石川県の郷土料理や食材等を活用した食育を推進し、伝統ある優れた食文化を継承します。

 

◇モデル校での実施内内容◇ 

◎高校生に対する調理実習 
・家庭科の授業の充実 
・地域に根ざした郷土料理の専門家による指導 
・食材の由来、関連行事や文化、栄養、安全性
などを学び、食に関する知識を深める。 

◎保護者に対する講演会 
・食育に関し理解を深め、家庭における実践を
目指す。 

☆いしかわの伝統的な郷土料理の例☆ 

 
 いしり（いしる）料理  

醤油に似た能
登独特の調味料
「いしり（いし
る）」は、イワシ
やイカの内臓を
塩漬けにし、一
夏寝かせて自然
発酵させ、その
汁を煮詰め、こ
してできた魚醤
油で、日本には
珍しい動物性蛋
白質の熟成によ
るものです。写
真の料理は、ホ
タテ貝の貝殻を 

 

加賀の代表的な料理として知られてい
ます。名の由来は、岡部治部右衛門が朝
鮮から伝えた等いろいろ言い伝えがあり
ますが、定説はありません。主に鴨肉が
使われますが、鶏肉でも代用されます。鍋代わりに、キノコやイカ、あまえび、大根などを

いしり（いしる）で煮ながら食べる貝焼き料理です。

    治 部 煮 

     

いしかわの伝統的な郷土料理体験事業

　本県の伝統的な食文化の

継承と家庭における食育の

推進を目指し、高校生に対

する食育を充実させます。

地域の関係団体と連携・協

力しながら、高等学校にお

ける食育のモデルづくりを

行います。
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施策の方向性(５) 消費者と生産者等との交流を通じた体験型 

   重点項目2 　石川の伝統的な食文化の継承と体験型食育の推進 

　都市と農山漁村の交流、消費者と生産者等との交流を通じて、子どもを中心とした食に関
する体験活動を推進します。

内容◇ 

      

地産地消セミナー 生産・流通見学体験学習

☆石川県の特色ある食材の例☆ 

 
 

 
 

   れ ん こ ん さつまいも 

　昔から「見通しがきく」として、お正月や慶事に
は縁起物としても用いられてきました。石川では1
世帯当たりの年間消費量（金額ベース）が全国1位と
好んで食されています。

　石川のさつまいもはデンプンの含有量が高く、
甘みが強いのが特徴です。特色ある銘柄として
は「五郎島金時」、「かほっくり」などが知られ
ています。

食育の推進

いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト

地産地消の推進

　石川県では平成12年度から、

県内の小学生を対象に米作り体験

農園を設置し、田植えや稲刈り等

の農作業を行っています。 

地産地消推進地区協議会を設置
し、地産地消セミナー、食の見学
体験学習会の開催や学校給食への
重点品目の設定などを通じ、食や
農業についての理解促進、地域や
学校給食における県産食材の導入
拡大を推進します。 
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　食育推進運動の全県的な展開とボランティアを含めた関係者間の連携・協力を図り、県民を
挙げて食育を推進します。  挙げて食育を推進します。挙げて食育を推進します。

 

毎年６月は、 
食育月間！ 食育の日！ 

「いしかわの食の安全・安心情報」（薬事衛生課） 
http://www.pref.ishikawa.jp 
/syoku_anzen/syoku_jyouhou_index.htm 

「いしかわ健康フロンティア戦略」（健康推進課） 
http://www.pref.ishikawa.jp/kenkou 
/frontia-senryaku/senryaku-top/top.htm

食育月間、食育の日

　食育推進運動の効果を高めるため、国と連動して取り組みます。関係団体が連携してＰＲを行い、食育

月間と食育の日の普及を進めます。 

食に関する情報提供の推進

　一般県民向けに、食の安全・安心や栄養等に関

する情報提供を推進します。 

　また、食に関する情報の一元化などにより、食

育に関する総合的な情報発信の仕組みづくりを推

進します。 

毎月19日は、

施策の方向性(６) 県民を挙げた食育推進運動の展開 施策の方向性(６施策の方向性(６) 県民を挙げた食育推進運動の展開 施策の方向性(６

  重点項目3 　県民を挙げた食育推進運動の展開
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項            　　　　　　　目 現 状 値  目標値(H23)

３％ ０％
３％ 
４％ 

０％
０％

36.8％ 15％以下

28.2％ 15％以下

30.5％ 15％以下

朝食を欠食する県民の割合 

19.9％ 15％以下

15％ 減 少 

３％ 減 少 

29％ 減 少 

食事を１人で食べる子どもの割合 

７％ 減 少 

－ 

－ 

60％以上

地域版食育推進計画の認定数 － 50件

子ども食育応援団の認定数 － 145件

96％ 100％
食事に関するお手伝いをしたことがある子どもの割合 

87％ 100％

教育ファームの取組がなされている市町の割合 42％ 100％

農業体験を実施している小学校の割合 71.2％ 88.7％以上

県産食材を意識して購入している人の割合 62％ 増 加 

食育に関心を持っている県民の割合 67％ 90％以上

18.5％ 学校給食における地場産物（県産食材）を使用する割合 30％以上

食育の推進に関わるボランティアの数 － 20％増

推進計画を策定・実施している市町の割合 － 100％

20歳代男性

高 校 生
中 学 生
小 学 生

２％ ０％幼 児

中 学 生

小 学 生

20歳代女性

30歳代男性

30歳代女性

小学生朝食

減 少 幼 児 夕 食

８％ 減 少 幼 児 朝 食

小学生夕食

中学生朝食

中学生夕食

｢食事バランスガイド｣や｢家庭用食育ガイドブック（家庭版食育推進計画の
策定指針）｣等を参考に食生活を送っている県民の割合 

　食育を県民運動として推進するため、多くの関係者の理解のもと、共通の目標を掲げ、その達成を
目指して協力して取り組みます。計画期間は、平成19年度から23年度までの５年間です。

●計画の主な数値目標

●評価（中間評価）

　●この計画の評価は、上記数値目標の達成状況の把握に努め、時代の変化や食をめぐるそ
の他の状況なども踏まえながら行います。その上で、取組の手法、推進体制、進行管理な
どについて、妥当性を検証します。

　●計画期間の中間年となる平成21年度において、本計画の達成状況について、中間評価
を行います。この評価結果を踏まえ、平成23年度の目標達成に向けて、以後の手法や
体制を改善します。
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石川県の主な食育関係部署
 ※ いしかわ食育推進計画に関するお問い合わせは、子ども政策課まで 

部　　署　　名 電話番号 ＦＡＸ番号 Ｅメールアドレス 

子ども政策課    

子育て支援課     

健 康 推 進 課  076-225-1437 076-225-1444 kennsui@pref.ishikawa.lg.jp 

076-225-1424 076-225-1423 kosodate@pref.ishikawa.lg.jp 

076-225-1447 076-225-1423 e150300@pref.ishikawa.lg.jp 

 

健康福祉部 

薬 事 衛 生 課  076-225-1445 076-225-1444 seieika2@pref.ishikawa.lg.jp  

農 業 政 策 課     

経 営 対 策 課     

農林水産部 

農 業 安 全 課     

学 校 指 導 課  076-225-1826 076-225-1832 gakusi@pref.ishikawa.lg.jp 

076-225-1626 076-225-1628 no-an@pref.ishikawa.lg.jp 

076-225-1632 076-225-1634 keieitai@pref.ishikawa.lg.jp 

076-225-1612 076-225-1618 e210100@pref.ishikawa.lg.jp 

 

生 涯 学 習 課  076-225-1836 076-225-1838 e540101@pref.ishikawa.lg.jp 

教育委員会 

スポーツ健康課 076-225-1847 076-225-1854 i-sports@pref.ishikawa.lg.jp  

総　務　部 総　　務　　課 076-225-1233 076-225-1234 e110300b@pref.ishikawa.lg.jp 

 

小松市
加賀市
能美市
川北町  

 

金沢市
かほく市
白山市
野々市町
津幡町
内灘町

 

七尾市
羽咋市
宝達志水町
中能登町
志賀町

 

輪島市
珠洲市
穴水町
能登町

◇県内４カ所に地域食育推進実行委員会設置（事務局は保健福祉センター） 

 
◇実行委員会の構成
　●保健福祉センター  
　●農林総合事務所
　●教育事務所
　●市町
　●教育機関
　●関係団体
　●地域団体 
　●農林漁業者  
　●食品関連事業者
　　など   

◇市町の体制整備 
・食育推進計画策定 
・推進組織の構築 

石川県
◇庁内連絡会議
　・健康福祉部  
　・農林水産部 
　・教育委員会 
　　など 

連携 

　県民一人一人が自発的に健全な食生活を実践することを目指し、次の体制を構築し、関係者が
それぞれの役割を果たしつつ、お互いに連携・協力して食育を推進します。 

 

連
携

いしかわ食育推進委員会
［県域での関係団体の連携・協力体制］

地域食育推進実行委員会

南 加 賀 食 育
推進実行委員会  

石川中央食育
推進実行委員会  

能登中部食育
推進実行委員会  

能登北部食育 
推進実行委員会  

平
成
二
十
四
年
度
以
降

全
市
町
が
主
体
的
に
食
育
を
推
進

●計画の推進体制

いしかわ食育推進計画に基づき、
平成19～23年度に集中的に
施策を推進   
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