
重点目標（１）健康で豊かな食生活の実践　

第３章　食育推進の施策の展開

１　施策の展開について

        一人ひとりの食習慣は、長い年月をかけてつくられていきます。乳幼児期など早い

　　②バランスのとれた食生活で健康づくりを目指しましょう

　　食は私たちの命をつくり、心や体の健康や成長だけではなく、暮らしや楽しみなど、

　　①朝ごはんをしっかり食べましょう

いきます。

　計画の推進では、基本理念に近づくために重点目標に沿った食育の取り組みを行って

　日々の生活に欠かせない大切なものです。乳幼児期など早い時期から規則正しくバラ

　　も健康で、生涯にわたって元気な暮らしを実現していきましょう。

　　時期から、バランスのとれた食事の習慣を身につけていくことが大切です。心も体

　なお、それぞれが役割を認識し、ライフステージにあった取り組みを展開します。

　　　健康の保持・増進のためには、生活リズムを整え、1日3食の規則正しい食習慣が

　を実現することにつながります。

　ンスのとれた食習慣を身につけていくことが、生涯にわたって、健康で元気な暮らし

　　知識の普及啓発をすすめましょう。

　　起きを心がけしっかり食べるリズムを作るために、基本的な食習慣に関する正しい

　　大切です。なかでも、朝食は1日の活動をスタートさせる重要な食事です。早寝・早
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★体に良い食事のとり方★
伝統的な日本型の食事は様々な食材を組み合わせたもので、主食、主菜、副菜、汁物をそろ

えることによってバランスのとれた理想的な食事といわれています。これは、メタボリック

シンドローム予防に最適な健康バランス食として、世界でも注目されています。家庭での食

事のほかに、外食したときも意識してみましょう。

★朝ごはんの大切さ★
朝食を抜いて学校や職場に行くと、なんとなくイライラしたり、集中力が出なくて、勉強

や仕事がはかどらないことはありませんか？これは、脳のエネルギーが丌足していることが

原因です。

脳のエネルギー源となるブドウ糖（ごはん、パン、めんなどの炭水化物が体内で分解され

たもの）は体内にたくさんたくわえておくことができません。

朝食を食べると脳が眠りから覚めて、体温があがり、集中力や記憶力もあがるといわれて

います。

一日の元気は朝食からです。朝食を食べて一日を元気にスタートさせましょう。

魚・肉・卵・大豆製品などが使

われたメインのおかずで、体を

つくってくれる役割があります。

ごはん・パン・めん類などが使

われていて、体や脳を動かすエ

ネルギーをつくってくれる役割

があります。

みそ汁やスープ、牛乳などで、食欲

を増したり、口の中を潤し食事を食

べやすくする役割があります。

野菜・きのこ・海藻などが使わ

れたおかずで、体調を整えてく

れる役割があります。

イラスト：食育読本「元気もりもり北海道」

ねむいよ～

イライラ

おいしい♪
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乳幼児期

５歳児保護者を対象に参観日に実施している。親子で一緒に
食事をし、給食の味付け、子どもが食べる量、様子などを見
てもらう。試食会のレシピを配布し、材料や調理方法につい
ても知ってもらう。

発育に合わせた食品の種類や量、調理法、食事の進め方の指
導を実施する。
朝食をとることや早寝早起きなど子どもの基本的な生活習慣
の形成を推進する。

歯の健康づくり

良くかんで食べるために必要な歯の健康を守るため、乳幼児
期からの定期検診や相談、フッ素塗布・フッ化物洗口などの
フッ化物を利用した虫歯予防を勧める。
また、かむことの大切さや窒息予防などを含めた口の発達に
合わせた食べ方などの普及啓発を行う。

給食の展示

給食試食会

取り組み名
担当課または

関係団体

3・4カ月児健康診査
7・8カ月児健康相談

1歳6カ月児健康診査
3歳児健康診査

重点目標①　健康で豊かな食生活の実践

パパママ学級

妊婦栄養相談

妊娠中の食事のポイント、おなかの中からの食育の大切さに
ついて、貧血、バランスの良い食生活（食事バランスガイ
ド）などの講話を実施する。

妊娠期

取り組み内容

　（主な取り組み内容）

ライフス
テージ

家庭で子育て中の母親を対象に年１回実施。栄養面を考えた
手軽に作れる献立を紹介している。

子育て支援センター事業の「遊びの広場」において、１歳か
ら就学前の保護者に、子どもが成長するうえで食の大切さな
どについて講話を行う。

当日の給食を展示し、お迎えの時に保護者に見てもらい、子
どもが食べた食事内容や量を知ってもらう。また、保育所の
給食から食について興味を持ってもらえるように、展示食と
共に生鮮食品の産地表示や栄養士の一言を添えている。

調理実習講座

食育講話

希望者及び必要者に応じて個別栄養相談を行う。

給食参観日
芦別みどり

幼稚園

おやこ料理教室
芦別市食生活
改善協議会

ピヨピヨ広場

早寝・早起き・朝ご
はん体操

親子でよい食習慣を身につけられるよう、料理をつくる楽し
さと食の大切さを伝えていく。調理実習と食育ミニ講話を実
施する。

昼食時間（11:45～12:30）のみ保護者が幼稚園に来て、
子どもたちの給食を食べている様子、給食内容、箸の使い方
などを見てもらう。

「早寝、早起き、朝ごはんの規則正しいリズムで体も心も元
気になるよ」という内容の体操を保育所の園児とひばり児童
会の児童が随時行う。

子育て中の乳幼児の保護者を対象とした健康指導において、
栄養講話の中で手作り離乳食の試食体験を行う。

健康推進課

健康推進課

児童課

発育に合わせた食品の種類や量、調理法、離乳食の不え方、
進め方の指導を実施する。
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食育親子料理教室

親子を対象に料理教室を行う。料理を通して食の大切さ、食
べること、つくることの楽しさを学ぶとともに、親子のコ
ミュニケーションの向上を図る。食材は地元産を選んで使
い、実践的な食育を推進する。

健康推進課

バイキング給食

学級担任と栄養教諭がティームティーチングで食に関する授
業を実施。（年間計画あり）

芦別小学校

１・２年生対象に実施。

３・４年生、５・６年生対象に実施。

給食センター見学の際に、栄養教諭から食に関する指導を受
けた。（１・２年児童）

親子レクでの給食試
食会

親子レクでの調理と
会食

食に関する指導 学務課

最終学年の児童・生徒を対象に市内全校で実施。卒業に向
け、友達や先生と交流を深め、心に残る給食を行っている。

子どもクッキング
小学生が「クッキング」を通し、調理する楽しさを味わう。
調理用具（包丁、皮むきなど）の安全な使い方を知らせる。
使用する材料の栄養などについて分かりやすく説明する。

児童課

常磐小学校

西芦別小学校

上芦別小学校

給食試食会

生活科における学習

全校一斉指導

ライフス
テージ

食育の授業（全学
級）

参観日の機会を活用して親子による給食試食会を実施。

１年～食事のマナーを知ろう
２年～丈夫な骨をつくる食べ物を知ろう
３年～食物繊維について
４年～３つの仲間を知ろう（赤・黄・緑の食品）
５年～お米の栄養について知ろう
６年～地産地消・食品の産地について

毎日、給食時に養護教諭が献立の一口メモを紹介している。
バイキング給食後に栄養教諭から食に関する指導を受けた。

児童会主催の「ときっ子まつり」の開催日に、希望者を募
り、試食会を開催。

学齢期

給食指導（全学級）
栄養教諭が一週間交代で、準備から後片付けまで学級に入り
指導すると共に食材や栄養についての講話をしている。

学校での給食の思い出づくりと食への興味を高める。
バイキング給食
（全校生徒）

栄養教諭による食育 食に関する授業を行う。

給食試食会

栄養教諭による食育
授業

学校給食セン
ター

栄養教諭による食育指導を各小・中学校で実施する。
教科・道徳・総合的な学習の時間、特別活動等（学校田の耕
作・収穫・調理など）を通じた食育に関する授業を実施す
る。
家庭との連携・協力により、食事の重要性や健康についての
指導を実施する。

取り組み内容取り組み名
担当課または

関係団体
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在宅支援事業
食に係る相談やサービス等の情報提供及び食支援のサービス
調整を行う。

高齢期

配食サービス

月～金に営業。食事づくりに困っている方に提供している他
に、バランスのとれた献立と減塩食、糖尿食、きざみ食にも
対応している。在宅生活を支えられるよう、その方に合わせ
た個別メニューを考えている。

介護保険課

芦別慈恵園

芦別中学校

啓成中学校

訪問看護事業

・技術、家庭、保健、理科、社会科で取り扱う。
・特に技術において栽培（じゃがいも等、根菜類）を実施
し、家庭科の調理実習で使用した。

バイキング給食と栄養教諭による指導により、会食の楽しさ
や、使われている食材の栄養素や体をつくる働きなどを学ん
だ。

食に関連する教科で
の学習

食に関連する教科で
の取り組み（全学

年）

バイキング給食

訪問看護において、高齢者（要支援・要介護認定者含む）等
に対して、飲み込みや食事をとる姿勢の相談指導、食べやす
い食事の情報提供を実施するほか、糖尿病患者への食事指導
を実施する。

身体的に常時食事を作るのが困難な方などに給食を配る。

調理実習の実施により、調理の楽しさを体験してもらうとと
もに食に対する正しい知識を普及する。

健康教育や相談、調理実習を実施し、高齢期の健康状態に
あった食事やエネルギー・タンパク質などの必要性を普及す
る。また、年齢とともに低下する食べる機能を保つため、正
しい歯の手入れ方法や｢お口の体操｣を普及する。

給食サービス 福祉課

市民が健全な心と体を育んでいけるよう、「実践的な食育の
すすめ」を柱とした講演会を開催し、食育への興味関心や、
具体的な実践方法の習得を目的とする。

健康や運動、食事に関する個人の相談に応じ、必要な指導及
び助言を行い、疾病の予防・改善が図れるよう支援を行う。

食とお口の健康教室 健康推進課

担当課または
関係団体

取り組み名 取り組み内容

野花南小学校

・バイキング給食の事前学習の中で、食の大切さや栄養、感
謝の心について学んだ。
・バイキング給食時に栄養教諭より食についての講義を行っ
た。

家庭、保健、理科、社会の授業の中で学習を積んだ。

①毎日学校給食の実施（給食時間の指導）
・食事のマナー、楽しい会食、準備や片付けなどの役割分担
・イートツリーによる食への関心を高める
②栄養教諭の活用
・バイキング給食と栄養教諭による食育指導
③学校キャンプ
・食材を生かした料理法と料理技術を学ぶ体験の実施

食に関する指導

学齢期

バイキング給食を活
用した食育

ライフス
テージ

消費生活展でのミニ
健康相談

全年齢

健康推進課

生活習慣病予防講習
会

食生活改善と生活習慣病予防の料理を日本食生活協会作成の
メニュー資料を用いて、食生活改善推進員が市栄養士と協力
して担当地区で調理実習を行う。

生活習慣病予防のた
めの健康相談

食育講演会

生涯学習課

芦別市食生活
改善協議会

市民講座

健康に関する個人の相談に応じ必要な指導及び助言を行う。
また、相談の他に血圧測定や体組成計を活用し健康チェック
を行う。
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各会員持ち回りで担当し、食材に含まれる栄養素や効果的な
料理の方法を盛り込んで料理を紹介する。

広報あしべつ掲載
「今月の一品」

食と健康についての講演を行い、それぞれの年代の方に食を
見直す機会を設ける。

取り組み名
ライフス
テージ

消費生活展
消費生活展で試食とレシピの配布をする。【牛乳料理、骨粗
鬆症予防メニュー、ご飯（芦別産米）】

全年齢

芦別市食生活
改善協議会

芦別地区栄養
士会

男性の料理教室
適切な食生活・生活習慣病を防ぐ献立で実施し、食事のバラ
ンス・食生活のポイント（適度な運動、休養、節酒、禁煙）
を推進していく。

主催：芦別市
社会福祉協議

会
協力：北海道
全調理師会

男性が台所に立つきっかけづくりを目的として実施。
テーマは「身近な食材を使い、家庭で手軽にできるもの」で
２～３品料理する。

お父さんのための料
理教室

担当課または
関係団体

女性大学、高齢者大
学での講演

芦別市生活学
校

取り組み内容

料理を紹介し、実習を行う。併せて、使用した食材の栄養素
を紹介する。

料理教室
真言婦人の集い

取り組み事例

パパママ学級、ピヨピヨ広場

での離乳食の試食
パパママ学級での妊婦健康相談

給食の展示 おやこクッキング
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「イートツリー」

食への関心を高めるために、児童が食

に関する目標を書いたもの。

健康相談コーナー

「早寝・早起き・朝ごはん体操」

体操を通して、早寝・早起き・朝ごはん

の大切さを伝え、規則正しい生活リズム

を身につけることを目的としている。

女性大学、高齢者大学での講演

消費生活展 歯の健康づくりの講話と体操
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重点目標（２）みんなでつながる楽しい食育

　　みんなで一緒に食卓を囲み、食事をとりながら「食卓での交流」を図ることは、食

　育の原点であり、子どもの食育を推進していく大切な時間と場であると考えられてい

　　②食育への関心を高めましょう

　　　食育を推進していくためには、家庭、保育所、幼稚園、学校、地域全体が食育を

　　理解し、ともに連携・協力しながら実践できる人を増やすことが重要です。市民自

　　らが食育に関心をもち、食育に取り組めるよう努めましょう。

　　①みんなで食卓を囲みましょう

　　　食事は、家族や親しい人と一緒に楽しく食べるコミュニケーションの場です。こ

　　うした機会を通して、「食べること」についての興味や関心が広がり、偏食や欠食

　　の予防、また「食べる力」を育むことにつながります。みんなで囲む食事の時間を

　　確保するための工夫、楽しい食卓の雰囲気づくりに努めましょう。

　ます。また、一人でとる食事は食品の偏りや不規則な食事などにつながります。

　　健康な心と体を育むため、楽しくゆっくり食卓を囲む時間をもつよう心がけること

　が大切です。

★一緒に楽しく食べるとおいしいね★
家族や友だちと一緒に食事をすると、楽しい会話で仲が深

まり、苦手な食べ物も、みんなと一緒なら食べられるように

なったりします。

他にも、食事のときに気をつけるマナーを教えてもらった

り、意識することで気持ちよい食事の時間になります。

また、準備や後片付けも食事のひとつです。自分ができる

お手伝いをみつけましょう。

★感謝の気持ちを忘れずに★
私たちの食べるものには全てに命があります。

食事をするときは、「いただきます」「ごちそうさま」

のあいさつをし、感謝をしましょう。

イラスト：食育読本「元気もりもり北海道」
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芦別みどり
幼稚園

生涯学習課

食育かるた
芦別の独自性を取り入れた芦別版「食育カルタ（幼児用・小
学生用）」を作成し、遊びの中から食を学ぶ媒体として使用
している。

カレー作り、おにぎり作り、サンドイッチ作りなどの調理体
験を実施。可能な調理に参加することで、自分で作る楽しさ
を味わう。

子どもリーダー
養成講習会

Let's・チャレンジ

バイキング給食
（６年生）

クッキング保育

菜園づくり

　（主な取り組み内容）

担当課または
関係団体

重点目標②　みんなでつながる楽しい食育

ライフス
テージ

児童課

保育所のミニ菜園で野菜の栽培・収穫を行う。収穫した野菜
を給食やクッキング保育（カレー作り）で使用する。

取り組み内容取り組み名

芦別市食生活
改善協議会

乳幼児期

学齢期

芦別小学校

親子料理教室
（PTA組織）

バイキング給食時に栄養教諭より献立の説明を行っている。

学級園や農業実施者の畑で取れた米や野菜を調理して試食す
る。時には実施者を招待して感謝の気持ちを伝えている。

希望者を募り、講師を招いてクリスマスケーキづくりを開
催。

健康推進課

芦別小学校
PTA

給食試食会（１．２
年生）

子どもたちと保護者がプレールーム等で楽しく食事をすると
同時に学校給食の献立や食事の様子を観てもらう。

最終学年の児童・生徒を対象に市内全校で実施。卒業に向
け、友達や先生と交流を深め、心に残る給食を行っている。

バイキング給食
学校給食セン

ター

収穫祭
（全学級・学年

PTA）

土に触れ合う体験を通して、自分たちで育てることの喜びを
感じ、自然がもたらす大地の実りに感謝する気持ちを育む。

畑づくり
（野菜の栽培体験）

もちつき会
日本の家庭に古くから伝わっていた行事を経験し、自分たち
でつきあげた餅を試食し、食べ物を作り上げた喜びを味わ
う。

食に関することの題材で取り組む。（内容は毎年変更有り）

子どもたちが協力し、食事を作る体験をすることにより、子
ども会リーダー養成を行う。

食育親子料理教室

親子を対象に料理教室を行う。料理を通して食の大切さ、食
べること、つくることの楽しさを学ぶとともに、親子のコ
ミュニケーションの向上を図る。食材は地元産を選んで使
い、実践的な食育を推進する。

おやこ料理教室
親子でよい食習慣を身につけられるよう、料理をつくる楽し
さと食の大切さを伝えていく。調理実習と食育ミニ講話を実
施する。
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青年期
芦別高等学校
（家庭科）

ライフス
テージ

取り組み名 取り組み内容

全校給食 月２回実施。

芦別中学校

親子料理教室
（PTA活動）

　　　高等学校
　　・家庭基礎

１学年は家庭基礎の食生活分野で栄養学食品衛生等を学び調
理実習で基礎的技術を習得する。

常磐小学校

スターライトホテルの総料理長を講師に招き、芦別ガタタン
焼きづくりを実施。

スターライトホテルの総料理長を講師に招き、調理を親子で
取り組んだ。

給食試食会 参観日の機会を活用して親子による給食試食会を実施。

親子レクでの調理と
会食

３・４年生、５・６年生対象に実施。

バイキング給食

野花单小学校

上芦別小学校

学齢期

西芦別小学校

生産活動
（全校畑作体験）

食に関する指導

学級用園、縦割り班用園で野菜等の栽培をし、収穫物を食材
に調理・試食会を実施。

①毎日学校給食の実施（給食時間の指導）
・食事のマナー、楽しい会食、準備や片付けなどの役割分担
・イートツリーによる食への関心を高める
②栄養教諭の活用
・バイキング給食と栄養教諭による食育指導
③学校キャンプ
・食材を生かした料理法と料理技術を学ぶ体験の実施

祖父母に学ぶ農園学
習

担当課または
関係団体

作物について調べ、育てる活動を、地域の老人会の皆さんの
指導を受けながら勧めていく。作物が種や苗から実をつける
まで、自分たちの手で世話をすることで、普段食べている野
菜もまたこのように手をかけられて育ったということを感じ
取ることができるようになっている。また、収穫したものを
加工する（大豆⇒豆腐、单瓜⇒お菓子作り）活動を通して食
文化についても体験させることが出来た。

学校祭

バイキング給食

高等学校
・フードデザイン

フードデザインは選択生徒（２学年）でさらに専門的になり
週１回程度で調理実習を行い技術を習得する。

バイキング給食時に食文化や食品の生産・流通・消費につい
て栄養教諭からの講話がある。

学校祭バザーでの食事を通した社会性の育成、感謝の心を育
成する。

バイキング給食と栄養教諭による指導により、会食の楽しさ
や、使われている食材の栄養素や体をつくる働きなどを学ん
だ。
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担当課または
関係団体

行事食の提供や
調理の手伝い

季節に合わせた行事食で食べる楽しさや季節を感じてもら
う。また、毎日の食事の準備や後片付けの手伝いでは、食事
を通してのコミュニケーションやつながりを大切にしてい
る。

芦別市介護老
人保健施設

グループホー
ムあさひ

芦別市食育取り組み
の周知

芦別市で実施している食育事業を北海道農政事務所ホーム
ページ「食育推進だより」に掲載し、食育取り組みを広く周
知する。

市民が健全な心と体を育んでいけるよう、「実践的な食育の
すすめ」を柱とした講演会を開催し、食育への興味関心や、
具体的な実践方法の習得を目的とする。

季節に合わせた行事食の提供やおやつ作り、鍋料理作りなど
の調理実習を行う。

食育講演会

手打ちそばの提供

保存料は一切使用していない安全・安心なそばを提供してい
る。そば粉は空知産の「ほろみのり」を使用し、年越しそば
を食べてもらったり、利用者にも打っている姿をみてもら
う。そば祭りでは、利用者の家族や子どもたちに、そば打ち
の体験をしてもらっている。

芦別慈恵園

全年齢

健康推進課

行事食の提供や
調理実習

高齢期

菜園づくり

子ども餅つき大会

食育に関する各種パ
ンフレットの配布

広報による食育の特
集・周知

消費生活展

調理実習の実施により、調理の楽しさを体験してもらうとと
もに食に対する正しい知識を普及する。

安全で快適な消費生活を送るために、必要な知識を身につけ
てもらえることを目的として開催。

健康都市宣言記念事業のスポーツ大会及びスポーツイベント
において、食育に関するパンフレットを配布し、食育及び健
康増進に関する知識の普及を図る。また、市民あるけあるけ
運動では、ウォーキング後に栄養バランスがよい豚汁を参加
者に提供し会食を行う。

食育に関するパンフレット等の配布を各種事業を通して行
い、市民に広く情報を周知し、食育を推進する。

ライフス
テージ

取り組み名

福祉課

市民課

市民講座 生涯学習課

健康都市宣言記念事
業

体育振興課

児童課
日本の伝統的な行事を体験する。それぞれが「つく」、「丸
める」を体験し、最後はお汁粉にして会食を行う。

市の広報を通じて、食育に関する情報や市の取り組み事例な
どを紹介し、広く食育を推進する。

野菜の栽培体験や収穫した地場産野菜での調理実習を通し
て、食への関心を高める。（さつまいものゴロゴロまんじゅ
う）

保健福祉施設すばるの菜園で野菜の栽培・収穫を行い、収穫
した野菜を給食で使用する。

日本の伝統的行事である餅つきをボランティアにも協力して
もらいながら体験し、お雑煮にして味わう。

もちつき大会

生きがいデイサービ
スセンター事業

取り組み内容
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ライフス
テージ

お父さんのための料
理教室

主催：芦別市社会
福祉協議会

協力：北海道全調
理師会

消費生活展
芦別市生活学

校

生活習慣病予防講習
会

男性の料理教室

男性が台所に立つきっかけづくりを目的として実施。
テーマは「身近な食材を使い、家庭で手軽にできるもの」で
２～３品料理する。

適切な食生活・生活習慣病を防ぐ献立で実施し、食事のバラ
ンス・食生活のポイント（適度な運動、休養、節酒、禁煙）
を推進していく。

食生活改善と生活習慣病予防の料理を日本食生活協会作成の
メニュー資料を用いて、食生活改善推進員が市栄養士と協力
して担当地区で調理実習を行う。

消費生活展で試食とレシピの配布をする。【牛乳料理、骨粗
鬆症予防メニュー、ご飯（芦別産米）】

取り組み内容取り組み名
担当課または
関係団体

芦別市食生活
改善協議会

広報あしべつ掲載
「今月の一品」

芦別地区栄養
士会

料理教室
真言婦人の集い

料理を紹介し、実習を行う。併せて、使用した食材の栄養素
を紹介する。

各会員持ち回りで担当し、食材に含まれる栄養素や効果的な
料理の方法を盛り込んで料理を紹介する。

全年齢

取り組み事例

菜園づくり、収穫 「ザ・チャレンジ教室」

スペシャルあんみつ作り

カレーづくり
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消費生活展

試食の提供

芦別産米の

配布

非常食販売

生活習慣病予防のための料理講習会 料理講習会後の食事交流
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　　①芦別市の食文化を育みましょう

　　を推進していきましょう。

　　を育むことが大切です。食文化に関心をもち、地域との交流を図りながら地産地消

　　　地域でとれた食材から自然の恵みを知り、感謝の気持ちや大切にする心、郷土愛

重点目標（３）伝えあおう芦別の味

　の恵みに感謝する心を養い、食文化の継承を進めていくことが大切です。

　地消に取り組むことが大切です。また、食物を育て収穫して食べることによって自然

　野菜、果物や酪農の農産地域であることを踏まえ、生産者と消費者の交流を図り地産

　　豊かな自然のなかで育まれた特色のある食材や食文化の継承を進めるとともに、米、

★残さずおいしく食べよう★
作物や動物の命をいただき、たくさんの人のはたらきによって食事

ができることに感謝し、ごはんの前のおやつやジュースの量に気をつ

けて、おいしくごはんを残さず食べましょう。

★「地産地消」でもっとおいしい★
「地産地消」とは、私たちの住んでいるところでつくったり、とれたりしたものを自分た

ちで食べるようにするということです。

これは、地元の食材を新鮮なうちに安心して食べることができるため、一番おいしい時に

食べることができます。お店で芦別や空知、北海道の食材を探してみましょう。

●芦別市でとれる食材の一例

イラスト：食育読本「元気もりもり北海道」

イラスト：食育読本「元気もりもり北海道」

芦別の特産品：水稲・南瓜・メロン・馬鈴しょ・食用百合・タン

グロン・ズッキーニ・さくらんぼ・ガタタンなど
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食育親子料理教室

親子を対象に料理教室を行う。料理を通して食の大切さ、食
べること、つくることの楽しさを学ぶとともに、親子のコ
ミュニケーションの向上を図る。食材は地元の食材を選んで
使い、実践的な食育を推進する。

健康推進課

生産活動
（全校畑作体験）

学級園で栽培した野菜を収穫し、料理を作って食した。

作物について調べ、育てる活動を、地域の老人会の皆さんの
指導を受けながら勧めていく。作物が種や苗から実をつける
まで、自分たちの手で世話をすることで、普段食べている野
菜もまたこのように手をかけられて育ったということを感じ
取ることができるようになっている。また、収穫したものを
加工する（大豆⇒豆腐、南瓜⇒お菓子作り）活動を通して食
文化についても体験させることが出来た。

収穫祭
（全学級・学年

PTA）

栽培学習

学齢期

芦別小学校

西芦別小学校

常磐小学校

学級用園、縦割り班用園で野菜等の栽培をし、収穫物を食材
に調理・試食会を実施。

・地元産物を利用したPTAによる調理と会食
・伝統的な食文化のひとつである「餅つき」を実施

学級園や農業実施者の畑で取れた米や野菜を調理して試食す
る。時には実施者を招待して感謝の気持ちを伝えている。

学級園を活用した栽培学習。

スターライトホテルの総料理長を講師に招き、調理を親子で
取り組んだ。

親子料理教室
（PTA活動）

栽培学習

祖父母に学ぶ農園学
習

PTA活動（親子レ
ク）

野花南小学校

上芦別小学校

体験学習として、田植え、生き物調査等行う。

各学校で栽培し、収穫を行う。収穫した野菜は調理実習等で
味わう。

家庭で子育て中の母親を対象に年１回実施。栄養面を考えた
手軽に作れる献立を紹介している。（郷土料理や芦別産の食
材を使ったメニューの実習や郷土料理についての話など）

取り組み内容

児童課

乳幼児期

農業体験
各小・中学校
及びＰＴＡ組

織

調理実習講座

農業体験

ＪＡたきかわ
青年部

芦別市きらきらぼし生
産組合

　（主な取り組み内容）

取り組み名
担当課または
関係団体

ライフス
テージ

重点目標③　伝えあおう芦別の味
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きゅうり、トマト、じゃがいも、ピーマン、なす、大葉を植
え、収穫できたものを食事に提供している。旬を感じてもら
うため利用者と一緒に畑に行き、収穫をしている。

取り組み内容
担当課または
関係団体

栽培学習 芦別中学校

自家農園を活用した
収穫及び給食の提供

春(３月)：おはぎ弁当、夏(６月)：山菜弁当、秋(９月)：秋の
味覚弁当、冬(１２月)：おせち弁当、手打ちそばを提供して
いる。きのこ、かぼちゃ、じゃがいも、米、山菜（山に採り
にいく）など旬のものを食べ、元気になってもらえるように
その季節でのお弁当として提供している。

市民課

調理実習の実施により、調理の楽しさを体験してもらうとと
もに食に対する正しい知識を普及する。

芦別市における主要な農畜産物を展示・販売し、地場産品に
対する認識と農業に対する理解を求め、併せて地産地消を目
的に消費拡大を図る。

市内飲食店が地元食材を活用し、安全・安心な料理を提供す
ると共に芦別独自のメニュー開発を促進する。

地元の食材を活用した芦別独自の「特産品」の開発を推進す
る。

商工観光課
農林課

地産地消の推進

体験学習の取組 農林課

特別支援学級では、作物栽培とその作物を使っての調理実
習。（じゃがいも、ミニトマト、なす、ピーマン、スナップ
えんどう、さつまいも、大根、きゅうり、とうもろこし、か
ぼちゃ）学齢期

学齢期・青
年期

ライフス
テージ

取り組み名

職場体験
JAたきかわ芦
別支店（販売

部）

メロン育苗ハウスや集出荷施設で芦別市の特産品（メロン・
イモ・カボチャ）に係る各種作業を体験し、農業への理解を
深める機会を提供する。

農業者の協力を受け、学校授業での時間を活用して市内小学生によ
る農作業体験を行い、食べ物を育てることの喜びや食べ物と生産現
場とのつながりを学習する機会を提供する。
また、都市部の中学校・高等学校の修学旅行等を受け入れ、農作業
体験を行い、食の大切さを伝えるとともに、芦別農業への理解を深
める機会を提供する。

市民が健全な心と体を育んでいけるよう、「実践的な食育の
すすめ」を柱とした講演会を開催し、食育への興味関心や、
具体的な実践方法の習得を目的とする。

野菜の栽培体験や収穫した地場産野菜での調理実習を通し
て、食への関心を高める。（さつまいものゴロゴロまんじゅ
う）

イベント弁当の提供

生きがいデイサービ
スセンター事業

福祉課

高齢期

毎食芦別産の米を使用した給食を提供している。
芦別市介護老
人保健施設

芦別慈恵園

児童課
日本の伝統的な行事を体験する。それぞれが「つく」、「丸
める」を体験し、最後はお汁粉にして会食を行う。

農業まつりの開催
農業まつり実
行委員会

市民講座 生涯学習課

子ども餅つき大会

芦別農産物を活用し
た「特産品」開発の

推進

市内飲食店への芦別
「特産品」開発の推
進・農産物の普及活

動

全年齢

食育講演会 健康推進課

全4回の講座の中で、講習や生産地見学会、調理実習を実施
し、消費生活に関する知識を深める。

芦別市消費生活リー
ダー養成講座
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京都生協店舗であしべつ虹っ子米の試食と販売をし、交流を
図る。（販売促進活動）

女性大学の受講者を対象に、芦別産の食材を利用した料理を
紹介し実習を行う。

市内公共施設における地場産物の利用及び加工品の促進販売
を行う。（平成１１年度から実施中）
○消費者ニーズに応えるべき安全・安心のできる農産物の生
産をし、さらに付加価値を高める農産物の加工品も自らの手
で生産する。
○市民対象に加工品等のPR・販売をして、消費拡大に取り
組む。
・販売品：トマトジュース、紫蘇ジュース、カボチャレトル
ト、トウキビレトルト
・販売先：道の駅、農業まつり他イベント会場、星の降る里
芦別村民へ配送

女性大学調理実習

地産地消の推進

JAたきかわ芦
別支店女性部
加工部会（さ
わやかクラ

ブ）

あしべつ虹っ子販売
促進交流会

担当課または
関係団体

芦別地区栄養
士会

全年齢

ライフス
テージ

取り組み名

芦別市産直協議
会

JAたきかわ芦別
支店

芦別市きらきら
ぼし生産組合

消費生活展
芦別市生活学

校

ヘルシークッキング
簡単クッキング

市民健康教室として、身近な食材を利用し、１食700ｷﾛｶﾛ
ﾘｰ程度の献立の実習を行い、色々な料理法を習得する。
健康と食事に関する講話を行う。

取り組み内容

消費生活展で試食とレシピの配布をする。【牛乳料理、骨粗
鬆症予防メニュー、ご飯（芦別産米）】

取り組み事例

「市民講座」

ガタタンづくり講座 京都生協での虹っ子米販売促進
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JA青年部 （田植え） イベントでのガタタン配布

子ども餅つき
幼稚園でのいも掘り体験

直売所の一例

食育講話学校での脱穀体験
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「グループホームあさひ」での

調理師会によるお寿司屋さん

「グループホームあさひ」での行事食

（左：お赤飯、右：散らし寿司

「芦別慈恵園」でのイベント弁当

冬：おせち弁当(１２月)

春：おはぎ弁当(３月) 夏：山菜弁当(６月)

秋：秋の味覚弁当(９月)
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　りを学習します。

●友達と楽しく給食を食べることを通して、望ましい人間関係や豊かな心を育てます。

●PTAの行事や学校行事を通して、親子が一緒に食に関する知識を身につけます。

●家庭と連携をとり、手作り弁当の持参を働きかけます。

●自らの健康を考えられるよう栄養のバランス、生活習慣病などについての知識を習得

　し、自分の食生活を管理する能力を育てます。

●家族と一緒に楽しく食事をする時間をもちます。

●地元食材を利用して地産地消を推進します。

　（２）保育所、幼稚園、学校等の役割

●「早寝・早起き・朝ごはん」や１日３食の大切さなどの基本的な生活習慣を家庭が中

　心となって実践できるよう支援します。

　め、家庭での食育実践を促進します。

　れる体験を持ちます。

●食事のマナーを親が子どもに伝えます。

●親から子どもへ郷土料理の伝承、地域や家庭の行事食などを一緒に作り、食文化に触

●給食・弁当やおやつを楽しく食べるための環境をつくります。

●野菜などの栽培と収穫、収穫後の調理体験を行い、自然の恵に感謝する心を育てます。

●給食メニューの配布を行い、食の重要性や栄養バランスの大切さについての理解を深

●地元食材を利用した給食の提供に努めます。

●栄養教諭との連携のもと、学校給食を通して、栄養バランスの大切さや健康との関わ

　（１）市民・家庭の役割

●早寝・早起きを心がけ、朝食をしっかり食べて、生活習慣を整えます。

●家族みんなで、食事や運動の大切さを理解し、バランスのとれた食生活で生活習慣の

２　食育推進の役割

●子どもと一緒に買い物や食事の準備を行うことを通して、家族みんなの食への関心を

●子どもの時から色々な食品に親しみ、味覚（おいしさ）を育て、食事のリズムや食べ

●行事やイベントに積極的に参加し、食に関する知識を習得します。

　改善と健康づくりをします。

　る楽しさなどを育てます。

   深めます。
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●地元食材の活用や食の安全・安心についての理解を通して、食品の賢い選択ができる

　力の習得を推進します。

　（４）行政の役割

●食育を市民・家庭主体の市民運動として推進していくため、ボランティア及び市民団

●生産者と事業者が連携して、新鮮で安全・安心な地元食材を販売し、地産地消を促進

●食材の生産・加工・流通・販売など、食に関する多様な農業体験の機会をもちます。

●関係する各部が連携しながら、市民や関係団体等とともに食育に取り組みます。

●それぞれの分野における施策を総合的・計画的に進めていきます。

　体等と連携した活動を進めます。

   します。

　（３）地域・関係団体等の役割

●行事やイベントを通して、食習慣の改善や健康づくりの大切さ、地場農産物を推進し

●各地域における食生活改善推進員の調理実習などの活動を通して、食生活改善への取

   ます。

　り組みを図ります。

食育講演会と

親子料理教室

芦別市食育推進会議の様子
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