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 計画の目標指標                     

 

 

 

目　標 現状値（H30） 目標値（H35）

1 地産地消の意味まで知っている人の増加 73.7% 80%

2 小山市産・県内産を優先して購入する人の増加 17.0% 20%

3 学校給食における小山市産野菜・米を使用する割合の増加 22.4% 30%

4 小山市の特産品を知っている人の増加 84.7% 90%

5 農林漁業体験を経験した人の増加 52.2% 60%

6 ふゆみずたんぼ米の生産量の増加 24.4トン 30トン

7
おやまアグリビジネス創出事業を活用して開発された
商品数の増加

１８品目 30品目

8 食育に関心をもっている人の増加 83.9% 90%

9 朝食を欠食する子どもの割合の減少 4.7% 0%

10 朝食を欠食する若い世代の割合の減少 12.8% 8%

11 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数の増加 週１０．２回 週１１回

12
地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承
し、伝えている人の増加

41.6% 50%

13 食品ロス削減のために何らかの行動をしている人の増加 64.7% 70%

14 学校給食の食べ残し量（１日あたり）の減少 228kg＊１ 減少

15 米飯を１日２回以上食べる人の増加 79.6% 85%

バランスのとれた食事（主食・主菜・副菜）をそろえて食べ
ている人の増加

33.3% 40%

バランスのとれた食事（主食・主菜・副菜）をそろえて食べ
ている若い世代の増加

21.1% 30%

17 適正体重を維持している人の増加 66.9%＊１ 70%

18 「わ食の日」を知っている人の増加 58.0% 70%

19 「和食」を実践している人の増加
＊栄養バランスのとれた米飯中心の日本型食生活

64.8% 70%

20 「輪食」を実践している人の増加
＊食卓を囲む家族の団らん

64.4% 70%

21 「環食」を実践している人の増加
＊環境に配慮した地産地消の食生活

51.5% 60%

＊1平成29年度の値
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施策の展開                         

 

 安全・安心な農畜産物の生産と消費促進         

 

① 人と環境にやさしい農業の推進 

✤小山市では、渡良瀬遊水地がラムサール条約の湿地に登録されたことを契機に、農薬や化

学肥料に頼らない環境に優しい農法による「環境創造型農業」を推進しており、消費者ニ

ーズの高まりからも、生産拡大に向けた農業者支援に努めます。 

✤無農薬・無化学肥料による水稲栽培「ふゆみずたんぼ実験田」事業を推進するとともに、

田んぼにてホンモロコやナマズを養殖する生き物増殖事業を推進し、農家所得の経営安定

を図ります。 

✤より安全・安心な農産物を市民に供給するため、土づくりから出荷までの農業生産工程を

生産者自らが記録し、それが適正に実施されているか生産者自らがチェックする仕組み

「GAP」を普及推進します。 

 

② ６次産業化・ブランド化による付加価値向上 

✤小山市の人やもの、技術などの地域資源を生かして、農業者や中小企業者等の連携による

新商品開発・販売促進等への支援を通じて、多くのビジネスモデルを創出し、「食」に関連

する産業を振興するとともに地域経済の活性化を図ります。 

✤健康効能実証研究による市民の健康長寿を目指す「はとむぎ 100 歳プロジェクト」や

「『桑・蚕・繭・紬・和装・和食』地域資源で紡ぐ日本の伝統を生かした総活躍のまちづく

り事業」のように、市内農畜産物のブランド化によりその付加価値を高め、地産地消の推

進と合わせて全国・世界へ小山市を発信し、地域創生につなげる取り組みを推進します。 

 

③ 地産地消の推進 

✤本市で生産された食材が積極的に消費されるよう、市民に購買行動を促すとともに、スー

パーなど消費者が身近に食材を購入できる場に直売コーナーを設置するなど、民間企業と

協力し、環境整備の強化および拡充に努めます。 

✤「道の駅思川」「絹ふれあいの郷」などの直売所において、新鮮で多彩な農産物の安定供給

と、生産者の顔が見える・話ができる交流施設として、各種サービスの充実を図ります。 

✤農業祭やグルメイベント等において農畜産物の PR を行うとともに、それを活用した旬の

レシピをクックパッド（レシピ検索サイト）に掲載し、利用促進と情報発信に努めます。 

✤米粉やはとむぎに関する知識や調理技術を習得した「おやま米粉料理マイスター」・「はと
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むぎマイスター」を、学校や市民団体等の要請に応じて、団体等が実施する料理教室にお

ける講師として派遣するなど、積極的に支援を行うことにより、市民の自発的な取り組み

と消費拡大を促進します。 

 

 

 

 

 

おやま米粉料理マイスターの活動   農業祭 はとむぎの PR    クックパッド 小山市公式キッチン 

 

④ コウノトリからの贈り物事業 

✤赤ちゃんの誕生をお祝いし、コウノトリが飛来する小山市の安全でおい 

しいお米「ラムサールふゆみずたんぼ米」を贈り、出産を機に小山市の 

農業や地産地消・食育への関心を促すとともに、お米の消費拡大へつな 

げます。また、離乳食のはじめのお粥にも活用してもらい、幼い頃から 

小山市の安全なお米に親しみ、家族そろってごはん中心の日本型食生活 

が実践され、健康長寿への機運が醸成されるよう啓発します。 

 

 

             小山市の特色ある農業 

✦コウノトリが舞い降りた ふゆみずたんぼ 

    小山市では広大な湿地環境である渡良瀬遊水地と、周りに広がる田んぼの連続した豊かな自

然環境を生かし、コウノトリ・トキの野生復帰を目指した、農薬や化学肥料を一切使用しない

農法「ふゆみずたんぼ」による米作りを行っています。水の管理など苦労が耐えない農法です

が、それでも手間と時間を惜しまず、環境保全と有機栽培に取り組んできた結果、今ではコウ

ノトリが棲み付き、多くの生き物の野生復帰が実現しました。 

    そこで生産された米「ラムサールふゆみずたんぼ米」は、長年の取り 

組みが実を結び「有機 JAS」にも認定された安全・安心のお米です。 

✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ 

    はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲 

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる 

とはとむぎの種をまき、10 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。 

    現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの 

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。 

  生産者・事業者による食育の推進                     

 

① 農業体験活動の促進 

✤農業に関する関心と理解を深めるだけでなく、自分たちの食生活が自然の恩恵のうえに成

り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解

を深めるために、生産者は関係者と連携し、農作業体験や料理体験等の機会を積極的に提

供するよう努め、子どもを中心として学校や家庭への情報提供強化および受け入れ体制の

整備等を推進します。 

✤都市住民が農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

を体験しながら、都市と農村の交流を促進する「農泊」や「グリーンツーリズム」を推進

します。 

✤市民への食材生産・農業体験の場の提供、地域住民との交流および農業集落の活性化を目

的とした市民農園の充実を図ります。体験農園や体験水田では、季節ごとのイベントを開

催し、幅広い世代に対して農業に関する多様な体験の機会を積極的に提供します。 

 

 

 

 

 

② 食品関連事業者等による食育推進 

✤食品表示法や健康増進法等に基づき、市内で製造、流通および販売される食品の適正表示

を推進します。 

✤食品関連事業者等は、栄養バランスに配慮した食事の提供や食に関する情報提供、地元産

食材の利用による地産地消の推進等、食の環境整備に取り組みます。 

 

③ 食品ロス削減を目指した環境への配慮 

✤食品ロス削減を目指し、「もったいない」という精神で食品ロス削減に関わる様々な関係

者が連携し、情報の収集、共有、発信を行うとともに、生産から消費に至るまでの一連の

流れの中で食品ロス削減の取り組みを推進します。 

 

④ 学校給食への協力 

✤地元農畜産物を学校給食に活用していくためには、地域の生産者、生産組合、納入業者の

協力が不可欠です。生産者等は学校および教育委員会と連携し、給食への年間を通した供

給に努め、地産地消に積極的に協力するよう推進します。  
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むぎマイスター」を、学校や市民団体等の要請に応じて、団体等が実施する料理教室にお

ける講師として派遣するなど、積極的に支援を行うことにより、市民の自発的な取組みと

消費拡大を促進します。

おやま米粉料理マイスターの活動 農業祭 はとむぎの クックパッド 小山市公式キッチン

④ コウノトリからの贈り物事業
✤赤ちゃんの誕生をお祝いし、コウノトリが飛来する小山市の安全でおい

しいお米「ラムサールふゆみずたんぼ米」を贈り、出産を機に小山市の

農業や地産地消・食育への関心を促すとともに、お米の消費拡大へつな

げます。また、離乳食のはじめのお粥にも活用してもらい、幼い頃から

小山市の安全なお米に親しみ、家族そろってごはん中心の日本型食生活

が実践され、健康長寿への機運が醸成されるよう啓発します。

小山市の特色ある農業

✦コウノトリが舞い降りた ふゆみずたんぼ

小山市では広大な湿地環境である渡良瀬遊水地と、周りに広がる田んぼの連続した豊かな自

然環境を生かし、コウノトリ・トキの野生復帰を目指した、農薬や化学肥料を一切使用しな

い農法「ふゆみずたんぼ」による米作りを行っています。水の管理など苦労が耐えない農法

ですが、それでも手間と時間を惜しまず、環境保全と有機栽培に取り組んできた結果、今で

はコウノトリが棲み付き、多くの生き物の野生復帰が実現しました。

そこで生産された米「ラムサールふゆみずたんぼ米」は、長年の取り

組みが実を結び「有機 」にも認定された安全・安心のお米です。

✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ

はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる

とはとむぎの種をまき、 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。

現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。
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✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ

はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる

とはとむぎの種をまき、 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。

現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。

－ 23－

むぎマイスター」を、学校や市民団体等の要請に応じて、団体等が実施する料理教室にお

ける講師として派遣するなど、積極的に支援を行うことにより、市民の自発的な取組みと

消費拡大を促進します。

おやま米粉料理マイスターの活動 農業祭 はとむぎの クックパッド 小山市公式キッチン

④ コウノトリからの贈り物事業
✤赤ちゃんの誕生をお祝いし、コウノトリが飛来する小山市の安全でおい

しいお米「ラムサールふゆみずたんぼ米」を贈り、出産を機に小山市の

農業や地産地消・食育への関心を促すとともに、お米の消費拡大へつな

げます。また、離乳食のはじめのお粥にも活用してもらい、幼い頃から

小山市の安全なお米に親しみ、家族そろってごはん中心の日本型食生活

が実践され、健康長寿への機運が醸成されるよう啓発します。

小山市の特色ある農業

✦コウノトリが舞い降りた ふゆみずたんぼ

小山市では広大な湿地環境である渡良瀬遊水地と、周りに広がる田んぼの連続した豊かな自

然環境を生かし、コウノトリ・トキの野生復帰を目指した、農薬や化学肥料を一切使用しな

い農法「ふゆみずたんぼ」による米作りを行っています。水の管理など苦労が耐えない農法

ですが、それでも手間と時間を惜しまず、環境保全と有機栽培に取り組んできた結果、今で

はコウノトリが棲み付き、多くの生き物の野生復帰が実現しました。

そこで生産された米「ラムサールふゆみずたんぼ米」は、長年の取り

組みが実を結び「有機 」にも認定された安全・安心のお米です。

✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ

はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる

とはとむぎの種をまき、 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。

現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。

生産者・事業者による食育の推進

① 農業体験活動の促進
✤農業に関する関心と理解を深めるだけでなく、自分たちの食生活が自然の恩恵のうえに成

り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解

を深めるために、生産者は関係者と連携し、農作業体験や料理体験等の機会を積極的に提

供するよう努め、子どもを中心として学校や家庭への情報提供強化および受け入れ体制の

整備等を推進します。

✤都市住民が農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

を体験しながら、都市と農村の交流を促進する「農泊」や「グリーンツーリズム」を推進

します。

✤市民への食材生産・農業体験の場の提供、地域住民との交流および農業集落の活性化を目

的とした市民農園の充実を図ります。体験農園や体験水田では、季節ごとのイベントを開

催し、幅広い世代に対して農業に関する多様な体験の機会を積極的に提供します。

② 食品関連事業者等による食育推進
✤食品表示法や健康増進法等に基づき、市内で製造、流通および販売される食品の適正表示

を推進します。

✤食品関連事業者等は、栄養バランスに配慮した食事の提供や食に関する情報提供、地元産

食材の利用による地産地消の推進等、食の環境整備に取り組みます。

③ 食品ロス削減を目指した環境への配慮
✤食品ロス削減を目指し、「もったいない」という精神で食品ロス削減に関わる様々な関係

者が連携し、情報の収集、共有、発信を行うとともに、生産から消費に至るまでの一連の

流れの中で食品ロス削減の取組みを推進します。

④ 学校給食への協力
✤地元農畜産物を学校給食に活用していくためには、地域の生産者、生産組合、納入業者

の協力が不可欠です。生産者等は学校および教育委員会と連携し、給食への年間を通し

た供給に努め、地産地消に積極的に協力するよう推進します。



－ 22－ － 23－

むぎマイスター」を、学校や市民団体等の要請に応じて、団体等が実施する料理教室にお

ける講師として派遣するなど、積極的に支援を行うことにより、市民の自発的な取り組み

と消費拡大を促進します。 

 

 

 

 

 

おやま米粉料理マイスターの活動   農業祭 はとむぎの PR    クックパッド 小山市公式キッチン 

 

④ コウノトリからの贈り物事業 

✤赤ちゃんの誕生をお祝いし、コウノトリが飛来する小山市の安全でおい 

しいお米「ラムサールふゆみずたんぼ米」を贈り、出産を機に小山市の 

農業や地産地消・食育への関心を促すとともに、お米の消費拡大へつな 

げます。また、離乳食のはじめのお粥にも活用してもらい、幼い頃から 

小山市の安全なお米に親しみ、家族そろってごはん中心の日本型食生活 

が実践され、健康長寿への機運が醸成されるよう啓発します。 

 

 

             小山市の特色ある農業 

✦コウノトリが舞い降りた ふゆみずたんぼ 

    小山市では広大な湿地環境である渡良瀬遊水地と、周りに広がる田んぼの連続した豊かな自

然環境を生かし、コウノトリ・トキの野生復帰を目指した、農薬や化学肥料を一切使用しない

農法「ふゆみずたんぼ」による米作りを行っています。水の管理など苦労が耐えない農法です

が、それでも手間と時間を惜しまず、環境保全と有機栽培に取り組んできた結果、今ではコウ

ノトリが棲み付き、多くの生き物の野生復帰が実現しました。 

    そこで生産された米「ラムサールふゆみずたんぼ米」は、長年の取り 

組みが実を結び「有機 JAS」にも認定された安全・安心のお米です。 

✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ 

    はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲 

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる 

とはとむぎの種をまき、10 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。 

    現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの 

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。 

  生産者・事業者による食育の推進                     

 

① 農業体験活動の促進 

✤農業に関する関心と理解を深めるだけでなく、自分たちの食生活が自然の恩恵のうえに成

り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解

を深めるために、生産者は関係者と連携し、農作業体験や料理体験等の機会を積極的に提

供するよう努め、子どもを中心として学校や家庭への情報提供強化および受け入れ体制の

整備等を推進します。 

✤都市住民が農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

を体験しながら、都市と農村の交流を促進する「農泊」や「グリーンツーリズム」を推進

します。 

✤市民への食材生産・農業体験の場の提供、地域住民との交流および農業集落の活性化を目

的とした市民農園の充実を図ります。体験農園や体験水田では、季節ごとのイベントを開

催し、幅広い世代に対して農業に関する多様な体験の機会を積極的に提供します。 

 

 

 

 

 

② 食品関連事業者等による食育推進 

✤食品表示法や健康増進法等に基づき、市内で製造、流通および販売される食品の適正表示

を推進します。 

✤食品関連事業者等は、栄養バランスに配慮した食事の提供や食に関する情報提供、地元産

食材の利用による地産地消の推進等、食の環境整備に取り組みます。 

 

③ 食品ロス削減を目指した環境への配慮 

✤食品ロス削減を目指し、「もったいない」という精神で食品ロス削減に関わる様々な関係

者が連携し、情報の収集、共有、発信を行うとともに、生産から消費に至るまでの一連の

流れの中で食品ロス削減の取り組みを推進します。 

 

④ 学校給食への協力 

✤地元農畜産物を学校給食に活用していくためには、地域の生産者、生産組合、納入業者の

協力が不可欠です。生産者等は学校および教育委員会と連携し、給食への年間を通した供

給に努め、地産地消に積極的に協力するよう推進します。  
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むぎマイスター」を、学校や市民団体等の要請に応じて、団体等が実施する料理教室にお

ける講師として派遣するなど、積極的に支援を行うことにより、市民の自発的な取組みと

消費拡大を促進します。

おやま米粉料理マイスターの活動 農業祭 はとむぎの クックパッド 小山市公式キッチン

④ コウノトリからの贈り物事業
✤赤ちゃんの誕生をお祝いし、コウノトリが飛来する小山市の安全でおい

しいお米「ラムサールふゆみずたんぼ米」を贈り、出産を機に小山市の

農業や地産地消・食育への関心を促すとともに、お米の消費拡大へつな

げます。また、離乳食のはじめのお粥にも活用してもらい、幼い頃から

小山市の安全なお米に親しみ、家族そろってごはん中心の日本型食生活

が実践され、健康長寿への機運が醸成されるよう啓発します。

小山市の特色ある農業

✦コウノトリが舞い降りた ふゆみずたんぼ

小山市では広大な湿地環境である渡良瀬遊水地と、周りに広がる田んぼの連続した豊かな自

然環境を生かし、コウノトリ・トキの野生復帰を目指した、農薬や化学肥料を一切使用しな

い農法「ふゆみずたんぼ」による米作りを行っています。水の管理など苦労が耐えない農法

ですが、それでも手間と時間を惜しまず、環境保全と有機栽培に取り組んできた結果、今で

はコウノトリが棲み付き、多くの生き物の野生復帰が実現しました。

そこで生産された米「ラムサールふゆみずたんぼ米」は、長年の取り

組みが実を結び「有機 」にも認定された安全・安心のお米です。

✦品質・生産量全国トップクラスの はとむぎ

はとむぎはお茶をはじめ、スキンケア商品やサプリメントにも使用され、飲

んでも食べても塗ってもよい万能作物です。小山市では米や麦の生産が終わる

とはとむぎの種をまき、 月には良質で収量の高いはとむぎが収穫されます。

現在、小山市のはとむぎが内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの

開発研究に選定され、効能について実証研究を進めています。

生産者・事業者による食育の推進

① 農業体験活動の促進
✤農業に関する関心と理解を深めるだけでなく、自分たちの食生活が自然の恩恵のうえに成

り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解

を深めるために、生産者は関係者と連携し、農作業体験や料理体験等の機会を積極的に提

供するよう努め、子どもを中心として学校や家庭への情報提供強化および受け入れ体制の

整備等を推進します。

✤都市住民が農山漁村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動

を体験しながら、都市と農村の交流を促進する「農泊」や「グリーンツーリズム」を推進

します。

✤市民への食材生産・農業体験の場の提供、地域住民との交流および農業集落の活性化を目

的とした市民農園の充実を図ります。体験農園や体験水田では、季節ごとのイベントを開

催し、幅広い世代に対して農業に関する多様な体験の機会を積極的に提供します。

② 食品関連事業者等による食育推進
✤食品表示法や健康増進法等に基づき、市内で製造、流通および販売される食品の適正表示

を推進します。

✤食品関連事業者等は、栄養バランスに配慮した食事の提供や食に関する情報提供、地元産

食材の利用による地産地消の推進等、食の環境整備に取り組みます。

③ 食品ロス削減を目指した環境への配慮
✤食品ロス削減を目指し、「もったいない」という精神で食品ロス削減に関わる様々な関係

者が連携し、情報の収集、共有、発信を行うとともに、生産から消費に至るまでの一連の

流れの中で食品ロス削減の取組みを推進します。

④ 学校給食への協力
✤地元農畜産物を学校給食に活用していくためには、地域の生産者、生産組合、納入業者

の協力が不可欠です。生産者等は学校および教育委員会と連携し、給食への年間を通し

た供給に努め、地産地消に積極的に協力するよう推進します。



－ 24－ － 25－

 家庭での食育の推進                  

 

① パパ・ママになる方への食育支援 

 ✤次代を育てる親となる世代に対しては、ターニングポイントの「妊娠」をきっかけに夫婦

が自分自身の食生活を見直し、家族そろって健全な食生活が送れるよう、料理教室の開催や

モバイルを活用した情報提供等により支援する取り組みを行います。 

 ✤安全な妊娠・出産と産後の健康回復に加え、子どもの生涯にわたる健康を確保するため、

母子健康手帳交付時やマタニティクラス等において、「妊産婦のための食生活指針」に基づ

いた情報提供や必要時相談に応じ、妊産婦や子育てをする保護者への支援を行います。 

✤共働き家庭が増加する中、ワークライフバランス社会の実現に 

向けて、男性も家事・育児に参画できるよう、子育て期の男性向 

けに講座を開催し、男性に対する食育の理解増進を図ります。 

 

② 子どもの基本的な生活習慣の形成 

✤乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期であることから、乳幼児期の発達に

応じた乳幼児健康診査での栄養指導や離乳食教室等を開催し、家庭状況や保護者の理解度

にも配慮した栄養指導の充実を図ります。 

✤子どもが健やかに成長していくためには、食事、運動、睡眠が重要となることから、「早寝、

早起き、朝ごはん」に関する情報発信等を通して、朝食の重要性や生活リズムの向上に関

する取り組みを推進します。 

✤生活圏の拡大や行動の多様化等により、生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上に

ついても、学校等を通じた情報発信や大学と連携した取り組み等により、心身ともに健全

な食生活の実践を促すとともに、「肥満」や「やせ」の問題についても正しい知識の啓発に

努めます。 

 

③ 望ましい食習慣や知識の習得 

✤子どもの頃から、望ましい食習慣を身に付けることは、生涯にわたって心身ともに健康に

過ごすための基礎となることから、日常生活の中で、買い物や食事の準備の手伝い、農業

体験への参加等を通じて、一人ひとりが食への関心を高めることや食に関する知識の習得、

自分自身で食事作りが出来るようになること、そして、食に関わる人や食べ物への感謝の

気持ちを育むよう推進します。 

✤子どもの頃から、ごはんを主食に、うす味で栄養バランスのとれた食事を基本とし、地元

農畜産物を積極的に取り入れることを推進します。 

✤「いただきます」、「ごちそうさま」の食事のあいさつをすることや、携帯電話等を見なが 

 
 

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。 

 

① 「わ食の日」の推進 

✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。 

 

 

            毎月８日は おやま「わ食の日」 

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊ 

 ✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう 

   地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。 

  

 ✦「わ食」に込めた３つの意味 

栄養バランスのとれた       食卓を囲む        環境に配慮した 

米飯中心の日本型食生活      家族の団らん       地産地消の食生活 

 

✦家庭での「わ食」実践のポイント 

 

 

 

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ   地元の旬の食材を取り入れて   自然の恵みや食に関わる人達に 

える「和食」は栄養バランス◎    季節を味や見た目で楽しもう   感謝する食事のあいさつをしよう 

 

 

 

 

 

 家族で食卓を囲み、楽しい会話で   行事食や郷土料理を家族で楽し  箸の持ち方・使い方、食べ方など 

 心の絆を深めよう          み、子どもに意味を伝えよう   食事のマナーを身に付けさせよう 

－ 25－

家庭での食育の推進

① パパ・ママになる方への食育支援
✤次代を育てる親となる世代に対しては、ターニングポイントの「妊娠」をきっかけに夫婦

が自分自身の食生活を見直し、家族そろって健全な食生活が送れるよう、料理教室の開催や

モバイルを活用した情報提供等により支援する取組みを行います。

✤安全な妊娠・出産と産後の健康回復に加え、子どもの生涯にわたる健康を確保するため、

母子健康手帳交付時やマタニティクラス等において、「妊産婦のための食生活指針」に基づ

いた情報提供や必要時相談に応じ、妊産婦や子育てをする保護者への支援を行います。

✤共働き家庭が増加する中、ワークライフバランス社会の実現に

向けて、男性も家事・育児に参画できるよう、子育て期の男性向

けに講座を開催し、男性に対する食育の理解増進を図ります。

② 子どもの基本的な生活習慣の形成
✤乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期であることから、乳幼児期の発達に

応じた乳幼児健康診査での栄養指導や離乳食教室等を開催し、家庭状況や保護者の理解度

にも配慮した栄養指導の充実を図ります。

✤子どもが健やかに成長していくためには、食事、運動、睡眠が重要となることから、「早寝、

早起き、朝ごはん」に関する情報発信等を通して、朝食の重要性や生活リズムの向上に関

する取組みを推進します。

✤生活圏の拡大や行動の多様化等により生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上につ

いても、学校等を通じた情報発信や大学と連携した取組み等により、心身ともに健全な食

生活の実践を促すとともに、「肥満」や「やせ」の問題についても正しい知識の啓発に努め

ます。

③ 望ましい食習慣や知識の習得
✤子どもの頃から、望ましい食習慣を身に付けることは、生涯にわたって心身ともに健康に

過ごすための基礎となることから、日常生活の中で、買い物や食事の準備の手伝い、農業

体験への参加等を通じて、一人一人が食への関心を高めることや食に関する知識の習得、

自分自身で食事作りが出来るようになること、そして、食に関わる人や食べ物への感謝の

気持ちを育むよう推進します。

✤子どもの頃から、ごはんを主食に、うす味で栄養バランスのとれた食事を基本とし、地元

農産物を積極的に取り入れることを推進します。

✤「いただきます」、「ごちそうさま」の食事のあいさつをすることや、携帯電話等を見なが

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。

④ 「わ食の日」の推進
✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。

毎月８日は おやま「わ食の日」

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊

✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう

地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。

✦「わ食」に込めた３つの意味

栄養バランスのとれた 食卓を囲む 環境に配慮した

米飯中心の日本型食生活 家族の団らん 地産地消の食生活

✦家庭での「わ食」実践のポイント

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ 地元の旬の食材を取り入れて 自然の恵みや食に関わる人達に

える「和食」は栄養バランス◎ 季節を味や見た目で楽しもう 感謝する食事のあいさつをしよう

家族で食卓を囲み、楽しい会話で 行事食や郷土料理を家族で楽し 箸の持ち方・使い方、食べ方など

心の絆を深めよう み、子どもに意味を伝えよう 食事のマナーを身に付けさせよう

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。 

 

① 「わ食の日」の推進 

✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。 

 

 

            毎月８日は おやま「わ食の日」 

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊ 

 ✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう 

   地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。 

  

 ✦「わ食」に込めた３つの意味 

栄養バランスのとれた       食卓を囲む        環境に配慮した 

米飯中心の日本型食生活      家族の団らん       地産地消の食生活 

 

✦家庭での「わ食」実践のポイント 

 

 

 

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ   地元の旬の食材を取り入れて   自然の恵みや食に関わる人達に 

える「和食」は栄養バランス◎    季節を味や見た目で楽しもう   感謝する食事のあいさつをしよう 

 

 

 

 

 

 家族で食卓を囲み、楽しい会話で   行事食や郷土料理を家族で楽し  箸の持ち方・使い方、食べ方など 

 心の絆を深めよう          み、子どもに意味を伝えよう   食事のマナーを身に付けさせよう 



－ 24－ － 25－

 家庭での食育の推進                  

 

① パパ・ママになる方への食育支援 

 ✤次代を育てる親となる世代に対しては、ターニングポイントの「妊娠」をきっかけに夫婦

が自分自身の食生活を見直し、家族そろって健全な食生活が送れるよう、料理教室の開催や

モバイルを活用した情報提供等により支援する取り組みを行います。 

 ✤安全な妊娠・出産と産後の健康回復に加え、子どもの生涯にわたる健康を確保するため、

母子健康手帳交付時やマタニティクラス等において、「妊産婦のための食生活指針」に基づ

いた情報提供や必要時相談に応じ、妊産婦や子育てをする保護者への支援を行います。 

✤共働き家庭が増加する中、ワークライフバランス社会の実現に 

向けて、男性も家事・育児に参画できるよう、子育て期の男性向 

けに講座を開催し、男性に対する食育の理解増進を図ります。 

 

② 子どもの基本的な生活習慣の形成 

✤乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期であることから、乳幼児期の発達に

応じた乳幼児健康診査での栄養指導や離乳食教室等を開催し、家庭状況や保護者の理解度

にも配慮した栄養指導の充実を図ります。 

✤子どもが健やかに成長していくためには、食事、運動、睡眠が重要となることから、「早寝、

早起き、朝ごはん」に関する情報発信等を通して、朝食の重要性や生活リズムの向上に関

する取り組みを推進します。 

✤生活圏の拡大や行動の多様化等により、生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上に

ついても、学校等を通じた情報発信や大学と連携した取り組み等により、心身ともに健全

な食生活の実践を促すとともに、「肥満」や「やせ」の問題についても正しい知識の啓発に

努めます。 

 

③ 望ましい食習慣や知識の習得 

✤子どもの頃から、望ましい食習慣を身に付けることは、生涯にわたって心身ともに健康に

過ごすための基礎となることから、日常生活の中で、買い物や食事の準備の手伝い、農業

体験への参加等を通じて、一人ひとりが食への関心を高めることや食に関する知識の習得、

自分自身で食事作りが出来るようになること、そして、食に関わる人や食べ物への感謝の

気持ちを育むよう推進します。 

✤子どもの頃から、ごはんを主食に、うす味で栄養バランスのとれた食事を基本とし、地元

農畜産物を積極的に取り入れることを推進します。 

✤「いただきます」、「ごちそうさま」の食事のあいさつをすることや、携帯電話等を見なが 

 
 

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。 

 

① 「わ食の日」の推進 

✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。 

 

 

            毎月８日は おやま「わ食の日」 

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊ 

 ✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう 

   地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。 

  

 ✦「わ食」に込めた３つの意味 

栄養バランスのとれた       食卓を囲む        環境に配慮した 

米飯中心の日本型食生活      家族の団らん       地産地消の食生活 

 

✦家庭での「わ食」実践のポイント 

 

 

 

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ   地元の旬の食材を取り入れて   自然の恵みや食に関わる人達に 

える「和食」は栄養バランス◎    季節を味や見た目で楽しもう   感謝する食事のあいさつをしよう 

 

 

 

 

 

 家族で食卓を囲み、楽しい会話で   行事食や郷土料理を家族で楽し  箸の持ち方・使い方、食べ方など 

 心の絆を深めよう          み、子どもに意味を伝えよう   食事のマナーを身に付けさせよう 

－ 25－

家庭での食育の推進

① パパ・ママになる方への食育支援
✤次代を育てる親となる世代に対しては、ターニングポイントの「妊娠」をきっかけに夫婦

が自分自身の食生活を見直し、家族そろって健全な食生活が送れるよう、料理教室の開催や

モバイルを活用した情報提供等により支援する取組みを行います。

✤安全な妊娠・出産と産後の健康回復に加え、子どもの生涯にわたる健康を確保するため、

母子健康手帳交付時やマタニティクラス等において、「妊産婦のための食生活指針」に基づ

いた情報提供や必要時相談に応じ、妊産婦や子育てをする保護者への支援を行います。

✤共働き家庭が増加する中、ワークライフバランス社会の実現に

向けて、男性も家事・育児に参画できるよう、子育て期の男性向

けに講座を開催し、男性に対する食育の理解増進を図ります。

② 子どもの基本的な生活習慣の形成
✤乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期であることから、乳幼児期の発達に

応じた乳幼児健康診査での栄養指導や離乳食教室等を開催し、家庭状況や保護者の理解度

にも配慮した栄養指導の充実を図ります。

✤子どもが健やかに成長していくためには、食事、運動、睡眠が重要となることから、「早寝、

早起き、朝ごはん」に関する情報発信等を通して、朝食の重要性や生活リズムの向上に関

する取組みを推進します。

✤生活圏の拡大や行動の多様化等により生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上につ

いても、学校等を通じた情報発信や大学と連携した取組み等により、心身ともに健全な食

生活の実践を促すとともに、「肥満」や「やせ」の問題についても正しい知識の啓発に努め

ます。

③ 望ましい食習慣や知識の習得
✤子どもの頃から、望ましい食習慣を身に付けることは、生涯にわたって心身ともに健康に

過ごすための基礎となることから、日常生活の中で、買い物や食事の準備の手伝い、農業

体験への参加等を通じて、一人一人が食への関心を高めることや食に関する知識の習得、

自分自身で食事作りが出来るようになること、そして、食に関わる人や食べ物への感謝の

気持ちを育むよう推進します。

✤子どもの頃から、ごはんを主食に、うす味で栄養バランスのとれた食事を基本とし、地元

農産物を積極的に取り入れることを推進します。

✤「いただきます」、「ごちそうさま」の食事のあいさつをすることや、携帯電話等を見なが

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。

④ 「わ食の日」の推進
✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。

毎月８日は おやま「わ食の日」

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊

✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう

地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。

✦「わ食」に込めた３つの意味

栄養バランスのとれた 食卓を囲む 環境に配慮した

米飯中心の日本型食生活 家族の団らん 地産地消の食生活

✦家庭での「わ食」実践のポイント

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ 地元の旬の食材を取り入れて 自然の恵みや食に関わる人達に

える「和食」は栄養バランス◎ 季節を味や見た目で楽しもう 感謝する食事のあいさつをしよう

家族で食卓を囲み、楽しい会話で 行事食や郷土料理を家族で楽し 箸の持ち方・使い方、食べ方など

心の絆を深めよう み、子どもに意味を伝えよう 食事のマナーを身に付けさせよう

ら食事をする「ながら食事」をしないなど、正しい食事のマナーの習得を推進します。 

 

④ 「わ食の日」の推進 

✤小山市では、毎月８日をおやま「わ食の日」として取り組んでいます。ごはんを中心に地

元の食材を使った料理を食卓に並べ、家族団らんの中で食文化などについて家庭から浸透

を図るために、普及啓発に取り組みます。 

 

 

            毎月８日は おやま「わ食の日」 

＊「わ食」ではじめる子育てのポイント＊ 

 ✦「食べる力」を育む食体験を親子一緒に重ねていきましょう 

   地元の食材を使った食事は、地域の特色や季節の移り変わりに興味をもつきっかけを作りま

す。また、お正月などに食べる行事食や伝統食は日本のしきたりや文化、自然を大切にする心

を伝える大切な教材になります。子どものさまざまな食の発見を親子で共感し、親も和食の魅

力を再発見していきましょう。親子で旬の食材や行事食を食べて話をしたり、料理を一緒に作

ることで、わが家の食や和食文化が引き継がれていきます。 
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栄養バランスのとれた       食卓を囲む        環境に配慮した 

米飯中心の日本型食生活      家族の団らん       地産地消の食生活 

 

✦家庭での「わ食」実践のポイント 

 

 

 

ごはんを主食に主菜・副菜をそろ   地元の旬の食材を取り入れて   自然の恵みや食に関わる人達に 

える「和食」は栄養バランス◎    季節を味や見た目で楽しもう   感謝する食事のあいさつをしよう 

 

 

 

 

 

 家族で食卓を囲み、楽しい会話で   行事食や郷土料理を家族で楽し  箸の持ち方・使い方、食べ方など 

 心の絆を深めよう          み、子どもに意味を伝えよう   食事のマナーを身に付けさせよう 
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 学校、幼稚園、保育施設での食育の推進         

 

① 就学前の子どもに対する食育の推進 

✤子どもたちの生きる力を育むため、「食育計画」を「全体的な計画」に基づき全職員の共

通理解のもと職種の専門性や施設、地域の特徴を生かした食育を推進します。また、計

画の立案や実施、評価を行うことで更なる向上に務めます。併せて他施設においても参

考にできるよう事例集の発行などを通して情報共有をしていきます。 

✤規則正しい生活リズムの重要性、共食の大切さ、行事食などについて食と栄養だよりや

給食だよりに掲載し、望ましい食習慣の形成に向けて啓発に取り組みます。 

✤乳幼児期は生活習慣形成に重要な時期のため、行事や出前講座等を活用し親子で学習で

きる機会を増やすとともに、家庭や地域に向け情報を発信し、食育への関心が高められ

るように取り組みます。 

 

② 学校における食育の推進 

✤児童生徒が食について総合的かつ計画的に学ぶことができるよう、「食に関する指導の全

体計画」「年間指導計画」により、校長等の管理職者、栄養教諭・学校栄養職員をはじめ全

教職員が組織的・計画的に食育を実施し、さらに家庭・地域と連携した効果的な取り組み

を推進します。 

✤栄養教諭・学校栄養職員が中心となり、食育や地産地消について学級担任等と連携した給

食時間における指導や授業等への参画を推進します。また、必要に応じて養護教諭や学校

医と連携し、健康課題を有する児童生徒や保護者に個別的な相談指導・助言を行ないま

す。 

✤児童生徒への食育は、家庭への良き波及効果をもたらすことから、食育の学習内容を給食

だより・食育だよりに掲載するなど保護者への啓発に取り組みます。 

 

③ 給食の充実 

✤保育施設等では子どもたちが望ましい食習慣を身につけることができるよう、栄養のバ

ランスがとれた給食の提供を推進します。また、食べる機能の獲得に重要な時期となる

ため、発育・発達段階を考慮した献立内容にするなど咀嚼力づくりに取り組みます。併

せて給食の内容やレシピを発信することにより、子育て支援につなげます。 

✤学校では、児童生徒が生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送ることを目指し、食

に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけ、食事を通じて自らの健康管理ができる

よう、学校給食を生きた教材として食育を進めます。 

✤安全・安心な小山市産食材を活用することにより、子ども達が小山市の自然や文化、産業、

生産者の努力や食に関する理解を深め、郷土愛や感謝の念が育まれるよう、地産地消・食

育を推進します。 

 

 
 

④ 食の体験学習における取り組みの充実 

✤園庭などでの野菜作りや収穫、年齢に合わせた調理活動を通して、子どもたちの食への関

心を高めます。また、楽しみながら食に関する様々な体験ができるよう取り組みを推進し

ます。 

✤自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めるため、田んぼの学校や学校農

園等を整備し、農業体験機会の拡大と活動を推進します。 

 

 

学校、保育施設等の取り組み事例 

   

✦保育施設等での取り組み 

   乳幼児期から望ましい食習慣の形成や食を通じた心身の育成を図るため、さまざまな取り組

みを行っています。各施設の状況は異なりますが、調理活動や作物の栽培・収穫、食育集会な

どに取り組んでいます。また、家族や近隣の方とも一緒に活動し交流を深めています。 

 

 

 

 

 

 

        田植え体験           けんちん汁作り        わ食の日「さんま焼き」 

 

  ✦学校給食「おやま わ食の日」 

毎月 8 日は学校給食「おやま わ食の日」を実施しています。当日は市内統一献立にし、地場

農畜産物を使った「和食」と「はとむぎ茶」を提供し、掲示物や校内放送などを通して日本型

食生活の大切さや食生活について学んでいます。 

 

 

 

 

 

みんなで「いただきます」    わ食の日献立例「おやま和牛のすきやき」 わ食の日献立例「おとんかつ」 
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みんなで「いただきます」    わ食の日献立例「おやま和牛のすきやき」 わ食の日献立例「おとんかつ」 
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 地域での食育の推進                    

 

① 食育推進の人材育成 

✤地域で食を通じた健康づくりの役割を担う食生活改善推進員を養成・育成し、地域での食

育活動を推進します。 

✤本市が開催する食育講座受講生が、食育推進員として学んだ知識を地域に広め、食育推進

活動を担う人材として活躍できるよう支援します。 

 

② 健康寿命の延伸につながる食育推進 

✤高齢者が健康でいきいきと生活できるよう、低栄養を予防する食生活や口腔機能の保持増

進等について、セルフケアに取り組めるよう知識の普及啓発を行います。 

✤よく噛んで食べることで、唾液が分泌され消化吸収が促進されます。食べ物の本来の味、

噛み応えから食事の満足度が高まるだけでなく、肥満予防や脳の活性化にもつながること

から、歯と口の健康を守るため、歯科保健事業の充実を図ります。 

✤メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防を目的とした適正体重を維持するための適

切な食事及び運動等を推進し、改善が必要な人に対しては、特定保健指導や栄養相談を実

施し、生活習慣病の発症予防・重症化予防を支援します。 

 

③ 「日本型食生活」の実践と食文化の継承 

✤ごはんを主食に多様な副菜等を組み合わせ、栄養バランスに優れた｢日本型食生活｣の内容

やメリット等をわかりやすく周知し、減塩の工夫と共に家庭で実践されるよう推進します。 

✤地域のお年寄りや食生活改善推進員等、地域の食文化に関する知識を有する人々との交流

を通じて、旬の食材や地域の産物を使った郷土料理など地域や日本の伝統的な食文化が、次

代を担う子どもや若い世代に受け継がれていくよう取り組みます。 

 

 

 

④ 食べ物を無駄にしない取り組み 

✤市民一人ひとりが、自分の食事の適正量を知り、残さず食べる習慣を身に付けることや作

り過ぎや必要以上に購入しないなど、食べ物を無駄にしない意識を高め、「もったいない」

気持ちを育む取り組みを推進します。 

✤学校給食等から発生する生ごみを資源化するため、有機性汚泥と混ぜ合わせて発酵・熟成

させる堆肥化処理を推進します。 

 

  
✤道の駅思川において、生活困窮世帯の子ども達の支援に取り組む事業者に対し、売れ残っ

たものの十分鮮度が保たれている野菜などを無償提供する「フードバンク」の活動を継続

して行うとともに、民間企業やボランティアとの協力体制の構築を図ります。 

 

 

食品ロスを減らすために 私たちができること 

✦「もったいない」だけじゃない 

  日本では毎年約 600 万トンの食べ物が、食べられるにも関わらず捨てられており、これは世界

食糧基金による世界全体の食料援助量の約２倍に相当します。家庭においては、毎年約６万円相当

の食品を捨てていると言われます。また、ゴミ処理のための費用は税金から支払われることや温暖

化に影響することを忘れないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✦日常生活のちょっとした配慮で食品ロスは減らせます         環境省 HP より抜粋 

大量消費・大量廃棄を象徴す

る食品ロスの削減は、廃棄物

の発生抑制につながる

食品の無駄な生産を回避

することは、製造、加工及

び廃棄物処理等から発生

する温室効果ガスの削減

につながる

食品の無駄な生産を回

避することで、製造、加

工等に用いられる国内

外の水資源の保護につ

ながる

費用をかけて生産した食品

を無駄にしないことで経済

損失の回避、廃棄物処理コ

ストの削減につながる

食品を無駄なく食べることは食

料安全保障の改善につながる

日本の相対的貧困率

は16％であり、食料が

買えない人の支援につ

ながる

日本人の約４分の１

は肥満とされ、飽食

の社会の見直しは健

康の促進につながる

食品ロスの削減は食べ

物を大切にする気持ちを

育てる食育の推進と同時

に達成される
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✦日常生活のちょっとした配慮で食品ロスは減らせます         環境省 HP より抜粋 

大量消費・大量廃棄を象徴す

る食品ロスの削減は、廃棄物

の発生抑制につながる

食品の無駄な生産を回避

することは、製造、加工及

び廃棄物処理等から発生

する温室効果ガスの削減

につながる

食品の無駄な生産を回

避することで、製造、加

工等に用いられる国内

外の水資源の保護につ

ながる

費用をかけて生産した食品

を無駄にしないことで経済

損失の回避、廃棄物処理コ

ストの削減につながる

食品を無駄なく食べることは食

料安全保障の改善につながる

日本の相対的貧困率

は16％であり、食料が

買えない人の支援につ

ながる

日本人の約４分の１

は肥満とされ、飽食

の社会の見直しは健

康の促進につながる

食品ロスの削減は食べ

物を大切にする気持ちを

育てる食育の推進と同時

に達成される
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 食育推進運動の展開                  

 

① 食育月間の実施と継続的な食育推進運動 

✤国で定めた６月の「食育月間」及び県が定めた 10 月の「とちぎ食育推進月間」に合わせ

て、関係機関の連携・協働による重点的かつ効果的に食育推進運動を展開します。 

✤毎年６月に開催の「おやま地産地消・食育フェア」では、食育活動の紹介や体験型食育ブ

ースを設けるなど、子どもから高齢者まですべての世代が学べる効果的な内容を今後も継

続的に取り組みます。 

✤「おやま健康料理コンクール」では、地元農畜産物を活かした新しい健康料理を募集し、

その料理を普及することで、「食」について意識するきっかけづくりとするとともに、健康

づくりや地場農畜産物の消費拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

食育フェア（野菜スタンプ体験）  食育フェア（かんぴょうむき体験） 食育フェア（食育かるた大会） 

 

② 「わ食の日」の定着 

✤毎月８日の「わ食の日」を普及し、地元農畜産物を利用した日本型 

食生活の実践と、食卓を囲むことで家族や人間関係の絆を深める機会 

が創出されるよう、官民一体となった取り組みを展開していきます。 

 

③ 食育推進体制の整備 

✤市民一人ひとりが主体的に「食育」に取り組めるよう、本計画をもとに、市をはじめ農業、

教育、消費者、食品流通、健康づくり等の関係団体やボランティアなどが共通した目標に

向けて、全市一体となった連携・協力体制の強化に努めます。 

 

④ 「おーメシ」などのご当地グルメ認定制度 

✤小山市の誇る特産品を取り入れたオリジナルの「おーメシ」などの“飲食店メニュー”や

“手みやげ（食品）”をおやまのご当地グルメとして認定し、小山市ならではの特徴的な

グルメを発掘し、“食”にスポットをあてたおやまの魅力を広く発信していきます。 

 

 
 

⑤ 和食（日本料理）サミットの開催 

✤「わ食の日」をはじめとした「日本の伝統的な食文化」の普及に取り組んでいる小山市に

は、料理の祖神（おやがみ）として全国の調理師や料理に携わる多くの方々に崇拝されて

いる高椅神社が鎮座していることから、“料理人の聖地”として「和食（日本料理）サミッ

ト」や著名な料理人による「料理講習会」などを開催し、地域の魅力や食文化を発信し、

観光資源として育てるとともに地域活性化につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

       高椅神社 楼門（栃木県有形文化財）          「庖丁式」の様子 

 

        料理の祖
おや

神
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 高椅
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神社 

 

  ✦料理人の聖地 

   高椅神社は６８４年の建立とされ、和食の祖神（おやがみ）と 

される「磐鹿六雁命（いわかむつかりのみこと）」が祀られ、礼大 

祭に合わせて「庖丁式」が執り行われています。楼門は小山唯一 

の栃木県有形文化財になっています。 

また、その敷地内には調理師有志による「庖丁塚」が造営され、 

料理に携わる多くの方々に崇拝されています。            庖丁塚 

✦庖丁式                       

 鳥帽子・直垂をまとい、庖丁とまな箸を用いて、いっさい手を触れることなく、鯛を調

理する日本料理の伝統を今に伝える厳粛な儀式です。古式に則った所作とその熟練の技が

和食サミットにて披露されます。 

  ✦千年の池 

   同神社には、平安時代「お鯉様伝説」によると火事から社を 

守った鯉が住む池として「千年の池」があり、この地域では鯉 

は「神の使い」として大切にされています。拝殿と池を結ぶ 

参道を「鯉・恋ロード」（仮称）と名付け、縁結びの神様とし 

ても発信します。                         千年の池 
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 食育推進運動の展開                  

 

① 食育月間の実施と継続的な食育推進運動 

✤国で定めた６月の「食育月間」及び県が定めた 10 月の「とちぎ食育推進月間」に合わせ

て、関係機関の連携・協働による重点的かつ効果的に食育推進運動を展開します。 

✤毎年６月に開催の「おやま地産地消・食育フェア」では、食育活動の紹介や体験型食育ブ

ースを設けるなど、子どもから高齢者まですべての世代が学べる効果的な内容を今後も継

続的に取り組みます。 

✤「おやま健康料理コンクール」では、地元農畜産物を活かした新しい健康料理を募集し、

その料理を普及することで、「食」について意識するきっかけづくりとするとともに、健康

づくりや地場農畜産物の消費拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

食育フェア（野菜スタンプ体験）  食育フェア（かんぴょうむき体験） 食育フェア（食育かるた大会） 

 

② 「わ食の日」の定着 

✤毎月８日の「わ食の日」を普及し、地元農畜産物を利用した日本型 

食生活の実践と、食卓を囲むことで家族や人間関係の絆を深める機会 

が創出されるよう、官民一体となった取り組みを展開していきます。 

 

③ 食育推進体制の整備 

✤市民一人ひとりが主体的に「食育」に取り組めるよう、本計画をもとに、市をはじめ農業、

教育、消費者、食品流通、健康づくり等の関係団体やボランティアなどが共通した目標に

向けて、全市一体となった連携・協力体制の強化に努めます。 

 

④ 「おーメシ」などのご当地グルメ認定制度 

✤小山市の誇る特産品を取り入れたオリジナルの「おーメシ」などの“飲食店メニュー”や

“手みやげ（食品）”をおやまのご当地グルメとして認定し、小山市ならではの特徴的な

グルメを発掘し、“食”にスポットをあてたおやまの魅力を広く発信していきます。 

 

 
 

⑤ 和食（日本料理）サミットの開催 

✤「わ食の日」をはじめとした「日本の伝統的な食文化」の普及に取り組んでいる小山市に

は、料理の祖神（おやがみ）として全国の調理師や料理に携わる多くの方々に崇拝されて

いる高椅神社が鎮座していることから、“料理人の聖地”として「和食（日本料理）サミッ

ト」や著名な料理人による「料理講習会」などを開催し、地域の魅力や食文化を発信し、

観光資源として育てるとともに地域活性化につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

       高椅神社 楼門（栃木県有形文化財）          「庖丁式」の様子 
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  ✦料理人の聖地 

   高椅神社は６８４年の建立とされ、和食の祖神（おやがみ）と 

される「磐鹿六雁命（いわかむつかりのみこと）」が祀られ、礼大 

祭に合わせて「庖丁式」が執り行われています。楼門は小山唯一 

の栃木県有形文化財になっています。 

また、その敷地内には調理師有志による「庖丁塚」が造営され、 

料理に携わる多くの方々に崇拝されています。            庖丁塚 

✦庖丁式                       

 鳥帽子・直垂をまとい、庖丁とまな箸を用いて、いっさい手を触れることなく、鯛を調

理する日本料理の伝統を今に伝える厳粛な儀式です。古式に則った所作とその熟練の技が

和食サミットにて披露されます。 

  ✦千年の池 

   同神社には、平安時代「お鯉様伝説」によると火事から社を 

守った鯉が住む池として「千年の池」があり、この地域では鯉 

は「神の使い」として大切にされています。拝殿と池を結ぶ 

参道を「鯉・恋ロード」（仮称）と名付け、縁結びの神様とし 

ても発信します。                         千年の池 
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 ライフステージごとの行動指針                

 

 

 

 

 

 乳幼児期は、味覚をはじめとする

感覚機能、咀しゃく機能などの発達

が著しい時期です。生活リズムが形

成されるこの時期は、保護者や周り

の大人のあたたかく豊かな関わりが

大切です。食べる楽しさとおいしさ

を知り、生活リズムの基礎を身につ

けるとともに、食への興味関心がも

てるように、食の体験を広げていく

ことが大切です。 

 生活習慣が形成される時期で、食

に関する関心や判断力を養い、食に

関する基本的な習慣を固める重要な

時期です。この時期の後半は子ども

から大人への移行期に入り、自分に

合った食生活を選択できる力を身に

つけていくことが重要です。家庭や

学校生活の中で食の知識やマナーを

学び、食の楽しさや大切さを体験す

ることが重要です。 

 身体的な発達はほぼ完了し、精神

的には社会的役割を自覚する、心身

ともに大人として整う時期です。生

活リズムが乱れやすく、肥満ややせ

といった将来の健康に影響を及ぼす

ような健康課題も見られます。家庭

からの自立とともに、情報を読み解

く力を養い、望ましい食生活や健康

管理を自ら実践することが必要で

す。 

✤うす味に心がけ、素材の味を楽しむ 

✤十分遊び、お腹がすいて食べるリズム

をつくる 

✤家族と食べることを楽しみ、食事のあ

いさつやマナーを身につける 

✤栽培・収穫・調理体験を通じて、食や

食事作りに関心をもつ 

✤おやつは「第４の食事」ととらえ、時

間と量に気をつける 

✤よく噛んで食べ、歯磨き習慣をつける 

✤欠食や肥満、極端なやせ志向は将来の

健康を損なうことを理解し、バランス

よく３食食べる習慣を確立する 

✤朝食を欠食しないための生活時間を管

理する 

✤自立に向けて、料理する力や食品を選

ぶ力を身につける 

✤家族や仲間との共食を大切にする 

✤環境問題や世界の食料事情を理解し、

無駄のない生活を実践する 

✤朝ごはんを毎日しっかり食べ、早寝・早

起きの生活リズムを整える 

✤家族で食卓を楽しく囲み、気遣いやコミ

ュニケーション力を育む 

✤買い物や食事作りを手伝い、基本的な調

理方法を身につける 

✤農業体験などを通して食べ物と自然を

大切にすることを身につける 

✤地域との関わりの中で、郷土の味、行

事・伝統食を経験し、食の世界を広げる 

 

 

 

 

✤定期的に健康診断を受け、望ましい食

習慣の維持・改善に努め、肥満や生活

習慣病を予防する 

✤和食中心の食事とライフスタイルに合

わせた運動習慣を身につける 

✤歯や口腔の健康に気をつけ、歯周疾患

を予防する 

✤家族や仲間と食事をとることを大切に 

✤「食」に関する知識や経験をもとに、

食文化を次世代に伝える 

✤定期的に健康診断を受け、自らの健康

状態に合った食生活を送る 

✤主菜や乳製品などもしっかり食べ、低

栄養を予防する 

✤噛む力、飲み込む力を保ち、いつまで

も自分の歯で食事を楽しむ 

✤孤食を防ぐため、家族や仲間と一緒に

食事を楽しむ 

✤ボランティアや地域活動に積極的に参

加し、食の大切さを伝える 

 気力体力ともに充実した働き盛り

の世代で、就職や結婚、出産、子育

て等により生活が大きく変化する時

期です。生活習慣病予防のためにも、

適正体重の維持や自分に合った食事

量を実践することが重要です。また、

次世代の育成を担う時期であり、自

己管理はもちろんのこと、子どもた

ちが健全な食習慣を実践できるよう

育てることも大切です。 

 加齢に伴う身体の変化に対処し、

生活習慣病予防の観点から望ましい

食習慣を再度確立し、自らの健康管

理に努めることが重要です。また、

食に関する豊かな知識や食文化など

の経験を活かし、地域活動に関わり、

家族や仲間と食事をすることを大切

にし、行事食や伝統食を次世代に伝

えるなど、食育の推進役を担いまし

ょう。 

 退職など生活環境の変化や、加齢

に伴う身体の変化・体力の低下が見

られる時期です。介護予防の観点か

らも、栄養バランスのとれた食事と

噛む力、飲み込む力を維持し、自分

に合った食生活を実践することが必

要です。また、家族や仲間と食事し

たり、地域の食事会に参加するなど、

「食」を通じた交流の場が大切です。

食文化の継承にも心がけましょう。 

✤朝食をしっかり食べ、自分と家族の健

康・食事を管理する 

✤子どもの食育について家庭での役割を

理解し、家族団らんを通して食べる楽

しさを実感する 

✤地元の食材や旬を活かした食事を作

り、郷土の味、行事・伝統食を取り入

れ伝えていく 

✤環境に配慮した食生活を家族で実践 

✤家族で農林漁業体験に参加する 
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 乳幼児期は、味覚をはじめとする

感覚機能、咀しゃく機能などの発達

が著しい時期です。生活リズムが形

成されるこの時期は、保護者や周り

の大人のあたたかく豊かな関わりが

大切です。食べる楽しさとおいしさ

を知り、生活リズムの基礎を身につ

けるとともに、食への興味関心がも

てるように、食の体験を広げていく

ことが大切です。 

 生活習慣が形成される時期で、食

に関する関心や判断力を養い、食に

関する基本的な習慣を固める重要な

時期です。この時期の後半は子ども

から大人への移行期に入り、自分に

合った食生活を選択できる力を身に

つけていくことが重要です。家庭や

学校生活の中で食の知識やマナーを

学び、食の楽しさや大切さを体験す

ることが重要です。 

 身体的な発達はほぼ完了し、精神

的には社会的役割を自覚する、心身

ともに大人として整う時期です。生

活リズムが乱れやすく、肥満ややせ

といった将来の健康に影響を及ぼす

ような健康課題も見られます。家庭

からの自立とともに、情報を読み解

く力を養い、望ましい食生活や健康

管理を自ら実践することが必要で

す。 

✤うす味に心がけ、素材の味を楽しむ 

✤十分遊び、お腹がすいて食べるリズム

をつくる 

✤家族と食べることを楽しみ、食事のあ

いさつやマナーを身につける 

✤栽培・収穫・調理体験を通じて、食や

食事作りに関心をもつ 

✤おやつは「第４の食事」ととらえ、時

間と量に気をつける 

✤よく噛んで食べ、歯磨き習慣をつける 

✤欠食や肥満、極端なやせ志向は将来の

健康を損なうことを理解し、バランス

よく３食食べる習慣を確立する 

✤朝食を欠食しないための生活時間を管

理する 

✤自立に向けて、料理する力や食品を選

ぶ力を身につける 

✤家族や仲間との共食を大切にする 

✤環境問題や世界の食料事情を理解し、

無駄のない生活を実践する 

✤朝ごはんを毎日しっかり食べ、早寝・早

起きの生活リズムを整える 

✤家族で食卓を楽しく囲み、気遣いやコミ

ュニケーション力を育む 

✤買い物や食事作りを手伝い、基本的な調

理方法を身につける 

✤農業体験などを通して食べ物と自然を

大切にすることを身につける 

✤地域との関わりの中で、郷土の味、行

事・伝統食を経験し、食の世界を広げる 

 

 

 

 

✤定期的に健康診断を受け、望ましい食

習慣の維持・改善に努め、肥満や生活

習慣病を予防する 

✤和食中心の食事とライフスタイルに合

わせた運動習慣を身につける 

✤歯や口腔の健康に気をつけ、歯周疾患

を予防する 

✤家族や仲間と食事をとることを大切に 

✤「食」に関する知識や経験をもとに、

食文化を次世代に伝える 

✤定期的に健康診断を受け、自らの健康

状態に合った食生活を送る 

✤主菜や乳製品などもしっかり食べ、低

栄養を予防する 

✤噛む力、飲み込む力を保ち、いつまで

も自分の歯で食事を楽しむ 

✤孤食を防ぐため、家族や仲間と一緒に

食事を楽しむ 

✤ボランティアや地域活動に積極的に参

加し、食の大切さを伝える 

 気力体力ともに充実した働き盛り

の世代で、就職や結婚、出産、子育

て等により生活が大きく変化する時

期です。生活習慣病予防のためにも、

適正体重の維持や自分に合った食事

量を実践することが重要です。また、

次世代の育成を担う時期であり、自

己管理はもちろんのこと、子どもた

ちが健全な食習慣を実践できるよう

育てることも大切です。 

 加齢に伴う身体の変化に対処し、

生活習慣病予防の観点から望ましい

食習慣を再度確立し、自らの健康管

理に努めることが重要です。また、

食に関する豊かな知識や食文化など

の経験を活かし、地域活動に関わり、

家族や仲間と食事をすることを大切

にし、行事食や伝統食を次世代に伝

えるなど、食育の推進役を担いまし

ょう。 

 退職など生活環境の変化や、加齢

に伴う身体の変化・体力の低下が見

られる時期です。介護予防の観点か

らも、栄養バランスのとれた食事と

噛む力、飲み込む力を維持し、自分

に合った食生活を実践することが必

要です。また、家族や仲間と食事し

たり、地域の食事会に参加するなど、

「食」を通じた交流の場が大切です。

食文化の継承にも心がけましょう。 

✤朝食をしっかり食べ、自分と家族の健

康・食事を管理する 

✤子どもの食育について家庭での役割を

理解し、家族団らんを通して食べる楽

しさを実感する 

✤地元の食材や旬を活かした食事を作

り、郷土の味、行事・伝統食を取り入

れ伝えていく 

✤環境に配慮した食生活を家族で実践 

✤家族で農林漁業体験に参加する 




