
第 3 次 長 崎 市 食 育 推 進 計 画
（ 概 要 版 ）

～食育って知っていますか？ 食育の実践ポイント～

長 崎 市 ・ 長 崎 市 食 育 推 進 会 議

「食卓の日」を知っている。 

※食卓を囲んだ家族コミュ 

ニケーションの場の創出 

と地産池消の推進を図る 

ため、長崎市では毎月

19 日を「食卓の日」 

と定めています。 

【国は、毎月 19 日を「食育の日」

と制定】 

食生活改善推進員を知って

いる。 

※食を通じて地域の 

方の健康づくりを応

援するボランティア

団体です。 

長崎の郷土料理を知って

いる。 

※概要版のなかで 

「長崎の郷土料理」 

を掲載しています。 

毎日、朝食を食べる。 「主食、主菜、副菜」を組

み合わせた食事をとる。 

野菜は１日、350g以上

とる。 

※生では、両手 3 杯程度 

※料理では、5 皿程度 

家族や友人などと一緒

に食事をする。（共食） 

地元の食材を使用する。

減塩をこころがける。 

よくかんで食べる。 

(1口30回以上が目安） 



とは 

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であり、さまざまな経験

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す。 

≪重点課題Ⅰ≫

次世代につながる子ども世代、 

若い世代に向けた食育の推進 

≪重点課題Ⅱ≫

さまざまなライフスタイル 

に応じた食育の推進 

≪重点課題Ⅲ≫

生産者と消費者との交流、 

地域の食文化の継承の推進 

≪7 つの取組むべき施策≫ 

1 家庭における食育の推進

2 学校、幼稚園、認定こども園、保育所等における食育の推進 

3 地域における食生活の改善のための取組みの推進 

4 食育推進運動の展開 

5 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 

6 食文化の継承のための活動への支援等 

7 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 

食 育

　長崎市では、平成17年７月に施行された「食育基本法」及び平成28年３月に策定された「第３次食育推

進基本計画」を受け、同法第18条に基づく市町村計画として、平成29年３月に「第３次長崎市食育推進計画」

〔平成29年度（2017年度）〜平成32年度（2020年度）〕を策定しました。長崎市の現状を踏まえ、食育に関

連する各分野が全体の意識の共有と連携、協働を図りながら取り組むために、下記のとおり新たに『めざす姿』

及び重点課題を設定し、７つの取り組むべき施策へ展開します。 

下記数値は、第２次長崎市食育推進計画（平成24年度～平成28年度）における当初の現状値・目標値・ 

最終値です。現状値及び最終値については、市民健康意識調査などをもとに算出しています。 

【評価について Ａ：目標値に到達 Ｂ：目標値に向けて推移 Ｃ：変わらない Ｄ：低下】 

≪食習慣について≫ 

「規則的な時間に食事をし、よく噛んで食べる」市民の割合の増加

若い世代・働く世代への取組みが必要

≪朝食の欠食について≫ 

「朝食を欠食する」市民の割合の減少
≪共食について≫ 

「朝食又は夕食をいつも１人で食べる」市民の割合の減少

（参考）「ほとんど一緒に食べない」 

≪食育の関心について≫ 

「食育に関心を持っている」市民の割合の増加

（参考） 

20代（68.8％）、男性（67.8％） 

「食育への関心」の停滞

≪食生活に気をつけている市民の割合について≫ 

「主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる」市民の割合の増加

（参考） 

「主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる」 

20代（24.0％）、30代（32.9％） 

  「薄味を心がけている」 

20代（12.5％）、30代（17.8％）40代（18.4％） 

男性 23.6％、女性 42.9％ 

働く世代の共食が難しい若い世代への取組みが必要

≪学校給食について≫ 

「地元水産物利用率の増加（食材数ベース）」

≪食のボランティアについて≫ 

食生活改善推進員の数の増加

若い世代への取組みが必要

長崎市民の「食育」の現状はどのようになっているのでしょうか？ 

(参考) 

長崎市民一人ひとりが『食』について意識を高め、心身の

健康を増進する健全な食生活を実践する 

め ざ す 姿

現状値

80.0％

目標値

96.0％

最終値

76.3％

評価

Ｃ

現状値

19.1％

目標値

0.0％

最終値

20.0％

評価

Ｃ

現状値

50.5％

目標値

60.0％

最終値

49.5％

評価

Ｃ

現状値

55.2％

目標値

60.5％

最終値

68.2％

評価

Ａ

現状値

300人

目標値

400人

最終値

268人

評価

Ｄ

現状値

男性

女性

目標値 最終値 評価

31.0％

53.3％

現状値

1.1％

2.0％

14.3％

14.7％

13.4％

7.9％

小学生

中学生

20 代男性

30 代男性

20 代女性

30 代女性

40.0％

65.0％

31.3％

50.7％

Ｂ

Ｃ

20 代

朝食

夕食

20 代

30 代

40 代

50 代

男性

女性

19.8％

30.9％

21.6％

30.8％

35.3％

42.0％

13.5％

14.5％

13.7％

18.0％

20.9％

25.2％

40.3%

12.5%

30 代

16.1%

1.5%

40 代

29.9%

5.5%

50 代

22.8%

4.8%

男性

21.4%

4.1%

女性

19.2%

4.1%

目標値 最終値 評価

0.0％

0.0％

8.0％

9.0％

10.0％

4.0％

1.5％

2.4％

17.1％

16.4％

9.1％

8.2％

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ａ

Ｃ

規則的な時間に
食事をする

よく噛んで
食べる



【求められること】

多様な食材と多様な味に慣れさせ、食事の楽しさを知ること 

規則正しい食事時間を確立すること 

【求められること】

1 日 3 食を規則的に、バランスのとれた 

内容で食事をとること 

【求められること】

１日３食、特に朝食を食べるこ

と、夜食に甘いものや脂質の多い

ものを避けるなど、自分の健康を

管理する力を身に付けること 

【求められること】

食塩や脂肪の摂り過ぎに注意する

など、日常から望ましい食生活を

意識し、運動とのバランスを保ち

ながら過ごすこと 

【求められること】

おいしく楽しく食事をとれるよう

環境を整えることや料理の工夫で

多様な食生活をすること 

長崎の郷土料理は、西洋や中国などの食文化の影響を

色濃く受け、従来の長崎の食文化と融合して発展してき

ました。 

さて、右に掲載の（１）から（６）は「長崎の郷土料

理」です。あなたは、いくつわかりますか？  

（答えは、最終ページに掲載しています。） 

長

崎

市

の

主

な

取

組

み

食育クイズ 

世 代 ご と の 長 崎 市 の 主 な 取 組 み

(４) (６)(１) (２) (３) (５)

◆生活習慣病の予防や改善、適正体重

の維持や減塩について、健康教室や

個別の健康相談において普及啓発

◆「主食・主菜・副菜を組み合わせ

た食事」等について、地域での出

前講座や調理実習等で普及啓発

◆食育の観点から、支援が必要な世

帯等への取組みや地域で行われる

さまざまな取組みへの支援

◆朝食の重要性についての普及啓発

◆「食べ方」からの食育推進（ひと

くち30回以上噛むこと）及び啓発

◆食品にまつわる知識を深めるための

講座開催や消費者情報の情報提供

◆食品ロス等についての講座開催

◆長崎ならではの食材や食文化につ

いての情報発信や伝達

◆食育について出前講座等での普及

啓発

◆関連教科及び給食時間など全ての

教育活動を通じて食に関する指導

を実施

◆「生きた教材」として、学校給食

を活用

◆学校給食では積極的に地産地消の

推進を図り、地域の食材を生かし

た郷土料理などを導入

◆朝食の重要性についての普及啓発

◆中学校での集団フッ化物洗口推進

事業等口腔保健活動の実施

◆食に関する理解を深める講座や健

全な食習慣・生活習慣の確立に寄

与する講座の開催

◆PTAと連携し、保護者や子ども

達へ食に関する知識の普及啓発

◆食生活改善推進員等による共食の

大切さの伝達

◆関連教科及び給食時間など全ての教育活動を

通じて食に関する指導を実施

◆「生きた教材」として、学校給食を活用

◆学校給食では積極的に地産地消の推進を図

り、地域の食材を生かした郷土料理等を導入

◆農水産業体験を通し「食育」を学ぶ機会の充実

◆永久歯が生えそろう時期であるため、食べる

ことや噛むこと等口腔機能の重要性の啓発

◆小学校での集団フッ化物洗口推進事業等口腔

保健活動の実施

◆栄養教諭による児童生徒の肥満や痩身、食物ア

レルギー食への個別的な栄養相談指導の実施

◆望ましい食習慣・食に関する知識・朝食の重

要性・早寝早起きの実践等について、食育だ

よりの発行や学校給食の試食会等を通じた保

護者への啓発

◆食に関する理解を深める講座や健全な食習

慣・生活習慣の確立に寄与する講座の開催

◆PTAと連携し、保護者や子ども達へ食に関

する知識の普及啓発

◆豊かな食経験を広げる場として共食の推進

◆妊娠期から子育て期の健診や健康教室等にて、望ましい生活リ

ズムの習得や授乳・離乳食の進め方についての情報の提供

◆妊婦・乳幼児とその保護者を対象に開催する料理教室を通じた

食に関する知識の普及啓発

◆乳幼児とその家族に魚を使った離乳食教室を開催

◆食物アレルギー対応に悩む保護者への支援

◆妊産婦への歯科健診・指導

◆各種健診において、虫歯予防や噛むことの重要性の伝達

◆幼稚園、認定こども園、保育所等での集団フッ化物洗口推進事

業等口腔保健活動の実施

◆食に関する理解を深める講座や健全な食習慣・生活習慣の確立

に寄与する講座の開催

◆ふれあいセンター、公民館等で乳幼児の親子を対象にした食に

関する講話や栄養士等からのアドバイスを受ける機会の提供

◆朝食の重要性についての普及啓発

◆幼稚園、認定こども園、保育所等での作物の栽培・収穫・調理

等の体験や園だより等により保護者への情報提供や啓発

◆食事量が減少しエネルギーやたん

ぱく質の摂取量が減少する「低栄

養」防止のための普及啓発

◆低栄養傾向の方への管理栄養士に

よる栄養相談・指導の実施

◆一人暮らしまたは高齢者のみの世

帯にお住まいの事業対象者、要支

援者及び要介護者に対して、安否

確認と併せた栄養バランスのとれ

た食事の定期的な提供

◆要介護者等に対応可能な歯科専門職

の養成事業を通し、高齢期の口腔機

能の維持及び誤嚥・窒息の防止

妊娠(胎児)期・乳幼児期
～食習慣の基礎づくりの時期～

学童期
～食習慣の完成時期～

思春期
～食習慣の自立時期～

青壮年期
～食生活に気をつ
けるべき時期～

高齢期
～低栄養に陥りや

すい時期～



長崎市では、現状や第２次計画における将来目標の評価などを勘案し、次のとおり将来目標を設定しました。 

将来目標 

（1）主食・主菜・副菜を組み合わせた食事 

毎回の食事で主食・主菜・副菜をそろえて食べ、更に牛乳・乳製品と果物をそれぞれ１日に１回ずつ食べると

非常にバランスが整った食事になります。毎日の食事で、これらがそろうように組み合わせを考えて食べましょう。 

生の状態では、両手 3 杯分

両手 1杯の緑黄色野菜 両手 2杯のその他の野菜 

毎日の生活の基本となる『食事』。どのようにとればいいのでしょうか。

（2）毎日プラス 1皿野菜料理を増やそう！ 

野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれ、食べると体によいとされる効果がたくさんあり

ます。例えば「体内の余分な塩分を排出し、高血圧を予防する」「食後血糖の上昇をゆるやかにする」「コレス

テロールの吸収を抑える」「がん、骨粗しょう症、風邪を予防する」があります。 

Ｑ それでは、1 日にとりたい野菜の量は、どのくらいでしょうか。 

しかし、市民健康意識調査では、長崎市民の１日にとる野菜料理は平均２～３皿と、非常に少ない状況

です。毎日の食事のなかで、上手に野菜料理を取り入れていきましょう！  

料理で考えると 

★ 野菜料理 1 皿※に使われる野菜の量

はおよそ 70ｇです。 

※下記の≪１皿の野菜料理の例≫参照 

★ 5 皿 食べると目標 350ｇの野菜を

食べる計算になります。 

350ｇって？

A : 1 日３食で ５皿（３５０g）以上です。

ほうれん草の

おひたし 
野菜たっぷり

のみそ汁 
きんぴらごぼう かぼちゃの

スープ 
野菜の煮しめ サラダ

≪1 皿の野菜料理の例≫ 

第2次最終値
(Ｈ28.9.13現在)

第３次目標値
（Ｈ32年度）

将            来           目           標

食育への関心

食育に関心を持っている市民の割合の増加

「食卓の日」の実施度の増加

次世代につながる子ども世代、若い世代に向けた食育の推進

朝食を欠食する市民の割合の減少

小学生

中学生

20代男性

30代男性

20代女性

30代女性

（59／70校（全小学校））

76.3%

23.2％

（Ｈ28年度）

（Ｈ27年度）

1.5%

2.4%

17.1%

16.4%

9.1%

8.2%

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

84.3％（Ｈ28年度）

20.0%

31.3%

50.7%

27.4%

49.5%

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

（Ｈ28年度）

63.0％（Ｈ27年度）

268人（Ｈ28年度）

6,315人（Ｈ26年度）

65.5%（Ｈ27年度）

320人

8,400人

68.0%

96.0%

50.0%

0.0%

0.0%

8.0%

9.0%

4.0%

4.0%

0.0%

40.0%

65.0%

30.0%

60.0%

100％
（全小学校）

農作業体験学習実施小学校の割合の増加

さまざまなライフスタイルに応じた食育の推進

規則的な時間に食事をし、よく噛んで食べる市民の割合の増加

朝食又は夕食をいつも1人で食べる人の割合の減少

食生活に気をつけている市民の割合の増加（男性）

食生活に気をつけている市民の割合の増加（女性）

内臓脂肪症候群の予防や改善のために適切な食事、運動等
を継続的に実践している市民の割合の増加

生産者と消費者との交流、地域の食文化の継承の推進

学校給食における地元水産物（鮮魚類）の使用割合（重量
ベース）の増加

食生活改善推進員の数の増加

市民が利用する「市民農園」の区画割合の増加

グリーンツーリズム体験プログラムの参加者数の増加

529／839区画
75.0％

629／839区画

野菜、芋、豆類（大豆を除く）、きのこ、海藻類など
を主材料とする料理。
主にビタミン、ミネラルおよび食物繊維の供給源。

副　菜

肉・魚・卵・大豆および大豆製品などを主材料と
する料理。
主にたんぱく質、脂質、エネルギー、鉄の供給源。

主　菜

ごはん、パン、麺など
を主材料とする料理。
主に炭水化物とエネル
ギーの供給源。

主　食

焼き魚ほうれん草と
きのこのソテー

ごはん

野菜の味噌汁

果　物

牛乳・乳製品



（1）朝食をしっかり食べる！ 

朝食には、「脳が目覚める」「体温を上げる」「肥満を予防する」「排便を促す」などの働きがあり、朝食

を食べることによって、体が活性化され生活リズムを整えることができます。「早寝、早起き、朝ごはん」

を合言葉に朝食をとりましょう。 

（3）よく噛んで味わって食べる！  

早食いは、満腹感を感じにくいため、過食になりがちです。 

ゆっくりよく噛んで味わうことで、食べすぎを防ぎ、腹八分目の食事で満足できる 

ようになります。ひとくち 30 回以上噛むことを目標とした「噛ミング 30 運動」を 

実践しましょう。 

（4）夜遅い飲食は要注意！  

人のからだは、昼間に脂肪を分解し、夜に脂肪を蓄積します。就寝前にたくさん食べると、内臓脂肪が

たまりやすく、睡眠中に胃腸が働くため良質な睡眠も得られません。規則正しい時間に食事をとるように

心がけましょう。 

（5）無理な減量は危険！  

欠食や栄養バランスを欠く減量を行うと、筋肉を取り崩し、糖を作る反応が起こりま

す。体重は減っても、内臓脂肪ではなく筋肉の減少がおき、その結果、体力と基礎代謝

の低下を招き、太りやすいからだとなってしまいます。 

モグモグ おいしい！！ 

食生活の基本は、望ましい食習慣・生活リズム

食育クイズ回答 （１）ヒカド （２）長崎天ぷら （３）パスティ （４）浦上そぼろ （５）豚の角煮 （６）ちゃんぽん

長崎市の食育について、もっと詳しく知りたい人は、長崎市役所ホームページ『長崎市　食育』で検索して

ください。第３次長崎市食育推進計画や食育カレンダーを掲載しています。

「第 3 次長崎市食育推進計画」 
策  定 平成 29 年（2017 年）3 月 
問合せ先 〒850-8685  

長崎市桜町 2 番 22 号 長崎市市民健康部 健康づくり課 
電話 (095) 829 -1154  FAX ( 095) 829 -1221 

（2）栄養バランスのとれた食事をとる！  

生活習慣病予防のためにはバランスのよい食事が大切です。毎回の食事で主 

食・主菜・副菜をそろえて食べ、さらに減塩をこころがけましょう。 

望ましい食習慣を通して、生活リズムを整え、健康的な生活を送りましょう！


