
施策の体系と展開 第4章 

1

施策の体系 

基本目標 

重点取組 主な施策 

健康で活力ある人づくり 

（1）食育への関心を高め、健康な食習慣 
　　の確立 

●規則正しい食生活の啓発 
●栄養バランスのとれた食事の普及啓発 

（2）楽しく食べる食事の提案 
●楽しく食卓を囲む機会の拡大 
●「食」を楽しむ環境づくり 

●「食」の大切さを伝える環境づくり （3）「食」への感謝の心の育成 

2基本目標 

重点取組 主な施策 

市民が暮らしやすい環境づくり 

（1）環境に配慮した食生活の推進 ●環境を考えた食生活の普及･啓発 
 

（2）「食」の安全・安心に関する情報の提供 
●「食」の安全に関する情報の提供 
●事業者による食品安全情報の提供促進 
●「リスクコミュニケーション」の推進 
 

●食農教育と農業体験機会の充実 
●札幌の農業や農産物に関する理解の促進 
●「顔の見える農業」の実現 
 

（3）農業を身近に感じる都市環境の実現 

3基本目標 

重点取組 主な施策 

市民みんなでつくる食文化 

（1）食文化の継承と情報の発信 
●北海道型食生活の普及･発展 
●情報発信と食環境整備 
 

（2）「地産地消」の推進 
●消費者と生産者の理解促進 
●地元の産物の利用及び提供の拡大 

●食育推進体制の整備 
●札幌市の食育推進運動 
●ボランティアの育成・支援 

（3）地域における食育の推進 
 

＊

＊
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全ての市民が健やかな生活を送れるよう、食育に関心を持ち、 
生活習慣を見直します。 

（1）食育への関心を高め、健康な食習慣の確立

めざす方向

現状と課題

指 標

■食育に関心のある人は、約7割います。その理由として、「生活習慣病が問題になっているから」
　をあげている人が多くいます。　 

■食物繊維などを多く含む野菜の摂取量が若い年代で少ない傾向にあり、カルシウムを豊富に含
　む、牛乳・乳製品の摂取は、学校給食を離れた年代から激減しています。バランスのとれた食生
　活を送れるよう支援する必要があります。　 

■20歳代、30歳代の若い年代に朝食を食べていない人が多くいます。朝食を食べている人に、
　健康状態が｢良い」と感じている人が多くいることからも、朝食は、1日の始まりの食事として、
　心身の健康を保つ意味からも極めて重要であることを認識し、子どものころから規則正しい生
　活リズムを身につけることが必要になっています。 

■男性の40歳以降、女性の50歳以降で肥満の人が多く、健診受診者の5割を超える人が血中脂
　質異常（コレステロール値が高いなど）などの指摘を受けています。　 

■よく噛むことで食べ過ぎを防いだり、内臓の働きを助ける効果があるとされています。自分の
　歯でいつまでも噛めるようにするための生活習慣を身につけることが必要になっています。 

■保育所、幼稚園、学校、地域などで、体系的に食育を推進していくことが必要です。 

施策の展開 

指　 標　 名　　　　　　　　　現 状 値　　　   　目 標 値 

食育に関心のある人 

毎日朝食をとる子ども（小学5年生） 

毎日朝食をとる人　20歳代男性 

毎日朝食をとる人　20歳代女性 

毎日朝食をとる人　30歳代男性 

食事バランスガイドなどを参考に食生活を送っている人 

メタボリックシンドロームを知っている人 

１日野菜摂取量 

１日牛乳・乳製品摂取量 

（※現状値の調査名等は、資料編にまとめて掲載）

71.2% 

83.3％ 

51.1％ 

64.8％ 

53.1％ 

52.0% 

55.6% 

247g 

131g

90％以上 

100％ 

70％以上 

70％以上 

70％以上 

60％以上 

80％以上 

300ｇ以上 

150ｇ以上 

＊
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●｢毎日朝食をとる」「早寝、早起き」「歯磨き」など、子どもの頃から規則正しい生活習慣を身につける
　ための啓発を推進します。 

●保健センターでは、乳幼児健診や離乳期講習会などの機会に、親に対する食支援を行います。また、
　地域での健康教育事業を通じ食育を行います。 

●保育所では、｢保育所における食育に関する指針」を活用し、乳幼児からの適切な食事のとり方や望ま
　しい食習慣の定着などを進めます。 

●学校では、教科・特別活動などにおける「食」に関する指導の充実を図り望ましい食習慣の形成に努め
　ます。給食だよりや給食試食会、ＰＴＡ研修会などを通じて保護者への啓発を図ります。子どもの「食」
　に関わる実態などの調査を行い情報を発信していきます。　 

●消費者センターでは、情報誌などを活用し望ましい食習慣について普及･啓発します。 

●飲食店や食品関連企業から健康情報を発信できるよう支援します。 

●地域や職場における健康相談などの機会を利用し、普及啓発を図ります。 

●三食をきちんと食べる食習慣の定着を図ります。 

●ご飯を主食として、野菜や肉、魚、海そうなど多彩な副食をバランスよくとれる｢日本型食生活」の実
　践を促進します。 

●｢食事バランスガイド」や｢札幌市食生活指針｣ などを活用し、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症
　候群）について正しく理解し、個々に適した食生活を送れるよう支援します。 

●肥満度の指数の活用方法や適切な食生活、運動習慣の定着を促進します。 

●飲食店や企業内食堂における栄養バランスのとれたメニューの提供を支援します。 

●ホームページや広報紙などを活用して、野菜や牛乳・乳製品をとることを進めます。 

主な施策

規則正しい食生活の啓発 

　人間の身体には、体内時計があり約24時

間で動いています。 

　体内時計は光によってリズムが作られる

といわれていますが、それと同じように、朝

食をとることによっても作られます。朝食

をとることにより、眠るときに優位に働い

ていた副交感神経から、活動的な身体にな

ると働く交感神経への移行が行われやすく

なるといといわれています。 

　また、脳の栄養は、血糖ですので、朝ごは

んを食べないで、血糖値が低い状態では、仕

事や勉強の能率が上がりません。朝食は、昼

食までのエネルギーの補給の上でも、とて

も大切な食事といえます。 

　「食事バランスガイド」とは、平成17年6月に食生活指針

を具体的な行動に移すためのものとして、厚生労働省と

農林水産省が策定したものです。望ましい食事のとり方

やおおよその量がわかりやすくイラストで示されています。 

　市民が不足ぎみのカ

ルシウムは、牛乳・乳製

品に多く含まれていま

すが、大豆・大豆製品、小魚、

海そうなどにも含まれ

ています。エネルギーや

脂肪などのとり過ぎを考

えると、バランスのとれ

た食生活を心がけること

が大切です。 

栄養バランスのとれた食事の普及啓発 

朝食はなぜ必要? 「食事バランスガイド」とは？ 

＊
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子どもたちの豊かな感性を育むため、家族や友人などと楽しく 
食卓を囲む機会の拡大を図ります。 
 

めざす方向

現状と課題

■ライフスタイルの変化により食事を一人で食べる「孤食」や、同じ食卓で偏食などから一人
　ひとりが違った食事を食べる｢個食｣が増えています。 

■幼児期は、「食」に対する考え方を形成する大切な時期であり、家族で楽しく会話をしながら
　食卓を囲むことにより、食事が楽しいものであることを実感させることが重要です。 

■親子や友人などで一緒に食事をつくることや食べることを通じて、積極的にコミニュケー
　ションを図り互いの絆を深めるなど、豊かな人間性を育んでいくことが求められています。 

「こ食」ってなに?

●孤食……一人で食べる　　　　　　　　　　　　　　 ●固食……固定した同じものばかり食べる 
●個食……同じ食卓でバラバラのものを食べる　　　  ●粉食……パンや麺類中心の粉を使った主食を好む 
●小(少)食……食べる量が少ない　　　　　　　　　　 ●濃食……味を濃くして食べる 

現代人の食生活にみられる以下のような食事のことを言います。 

 

指 標 名　　　　　  現 状 値　　　   目 標 値 

誰かと一緒に食事をする 
子ども（小学5年生） 

81.6% 90％以上 

指 標

（2）楽しく食べる食事の提案
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●保育所、幼稚園、学校などの給食だよりや家庭教育学級などを活用し、家族や友人と一緒に食事を
　することの大切さを普及・啓発します。 

主な施策

楽しく食卓を囲む機会の拡大 

　食べ物の味は、あま味、塩味、酸味、苦味、

うま味の五つの基本味で構成されています。 

　味覚は、赤ちゃんのときから少しずつ形

成されていきますので、乳幼児期から素材

の味が覚えられるように薄味を心がけ味

覚を育てることが大切です。 

　おいしさは、味覚だけで感じているものではありません。 

私たちは、視覚、嗅覚、聴覚、触覚でもおいしさを感じて

います。 

　料理の見た目、器などの美しさ、音やにおい、口に入れた

ときの感触などの五感を使っておいしさを感じています。 

　食べるときには、楽しい会話をしながら五感で味わうお

いしさを再発見してみましょう。 

●実用的な家庭料理レシピ集などを活用し、家族が協力して食事づくりに取り組むことを促進します。 

●保健センターでは、乳幼児健診や各種教室などを活用し「食」を楽しむ重要性を普及・啓発します。 

●学校では、給食の時間に友達と楽しく会食し、正しいマナーを身につけられるよう食指導の充実を
　図ります。 

●食生活改善推進員などボランティアによる「親子料理教室」の開催などを通じて、家庭における望ま
　しい食事のとり方について普及啓発を図ります。 

●農業体験や料理教室などを通して、収穫の喜びや食事の楽しさを共感できるよう体験型学習の充実
　を図ります。 

●「男の料理教室」や保健センターで実施している「両親教室」などにより、男女が共に協力して食事
　づくりやあと片付けなどを行う環境づくりを進めます。 

●高齢者の閉じこもりや低栄養を防ぐために、「食」に関する講習会などを通して高齢者の食支援を
　進めます。 

「食」を楽しむ環境づくり 

味覚を育てよう おいしさは五感で味わう 

＊
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｢食｣の大切さを理解し、感謝の心を育みます。 

（3）｢食｣への感謝の心の育成

めざす方向

現状と課題

■「食」という行為は、動植物の命を受け継ぐことですが、普段の食生活で「食」の大切さを
　実感することが少なくなっています。また、食品が食卓に届くまでには、生産者をはじめ
　加工や流通など多くの人たちの苦労や努力に支えられていますが、それらが見えにくいも
　のになっています。 

■現在、世界では、8億人もの人が飢餓や栄養不足で苦しんでいます。 

■限られた国土や水資源など、自然の恩恵の上に貴重な食料の生産が成り立っていることを
　理解し、「食」の大切さを育むことが必要になっています。 

　その国で食べられている食料のうち、自分の国で

どのくらい生産されているかを表す数字を食料自

給率といいます。食料自給率の中には、私たちが食

べものとして直接口にするものの他に家畜のえさ

なども含まれます。 

　2007年(平成19年)の日本の食料自給率(カロリー

ベース)は、40％しかありませんでした。 

　日本は、世界第一位の農産物輸入国となっています。 

　日本の食料自給率の下がっている原因に、肉類や

油脂類を多くとる食生活が影響しているといわれ

ています。 

　家畜を育てるために必要なとうもろこしなどの

えさや、サラダ油の原料の大豆などの多くは輸入に

頼っています。 

「日本の食料事情」 

（平成16年農林水産省 「日本人の食卓の現実」）

●豚肉の自給率 

国内生産分（豚肉の53％)

自給飼料による生産分（豚肉の5％)

輸入分（豚肉の47％)
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●保育所、幼稚園、学校などを通して、また、地域における行事・催しなど、様々な機会を利用して、
　子どもたちに「食」の大切さを伝えます。 

●保健センターでは、乳幼児健診や各種教室などを活用して、「食」の大切さについて啓発します。 

●食生活改善推進員協議会などのボランティア団体の地域活動を通して、「食」の大切さを広く普及
　します。 

主な施策

「食」の大切さを伝える環境づくり 

子どもたちに伝えたいこと 

●米や野菜などの生産現場を見たり、野菜を作る体験などを通して、「食」と「農」への理解を深めましょう。 
　私たちは、動植物の命をいただいています。“いただきます” 

●スーパーマーケット、鮮魚店で、魚一匹の姿などを見て食品への理解を深めましょう。　　 

●毎日の食事に感謝の気持ちを伝えましょう。 
　おいしさの向こうに作った人の顔があります。“ごちそうさま” 

1  身体をつくっているのは、食べ物です。

2  食べ物は、多くの人の手をわたって、食卓にのぼっています。

3  世界の中では、食べ物が不足して、命を落としている子どもたちが沢山います。
    食べ物を大切にしましょう。
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食生活を通して廃棄物の少ない生活を進め、環境を守る意識を 
育てます。 

（1）環境に配慮した食生活の推進

めざす方向

現状と課題

■日常生活において食料が豊富に存在する中で、「食」への感謝が薄れ、食べ残しや食品の廃棄
　が大量に発生しています。限りある資源を大切に活用して、環境への負荷の少ない循環型社
　会を築いていくことが必要になっています。 

■市民生活では、無駄のない買い物をする、保存を適切に行う、廃棄物を少なくすることや省エ
　ネルギー料理を工夫するなど、環境に配慮した食生活が必要になっています。 

■企業活動では、製造・流通・販売事業者が協力して、繰り返し使用・再生利用や容器包装の削減
　に取り組み、ごみの発生を抑制することが必要になっています。 

　「買い物」、「料理」、「片付け」の一連の流れを通して環境に配慮した食生活を

提唱するものです。 

 「エコロジー（環境）」と併せて、「エコノミー（経済）」の意味も持ち、食べ物やエ

ネルギーを大切にし、できるだけ水を汚さず、ごみも出さないように工夫しなが

ら料理を作るという環境にやさしい行動は、お金の節約にもつながります。 

指 標 指 標 名　　　　　  現 状 値　　　   目 標 値 

119千t生ごみの量 100千t

「もったいない運動」 　環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マー

タイさんが、2005年の来日の際に感銘を受けたのが「もったいない」という

日本語でした。 

  環境 3R + Respect ＝ もったいない Reduce（ゴミ減量）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源化）という環境

活動の3Rをたった一言で表せるだけでなく、かけがえのない地球資源に対するRespect(尊敬の念)が込

められている言葉、「もったいない」。マータイさんはこの美しい日本語を環境を守る世界共通語「MOTTAINAI」

として広めることを提唱しました。 

  こうしてスタートした「MOTTAI NAI」運動は、地球環境に負担をかけないライフスタイルを広め、持続可能

な循環型社会の構築を目指す世界的な活動として展開しています。 

「エコクッキング」 

＊
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●リサイクルプラザなどから、ごみの発生抑制Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ）を含めて4Ｒなどの情報を発信します。 

●容器包装の廃棄物を減らすために、製造・販売事業者や市民に対する普及啓発を推進します。 

●買い物袋持参運動を進めるなど、企業との連携を深めた取り組みを進めます。 

●「さっぽろ学校給食フードリサイクル」などにより、学校で資源の有効活用について学ぶ機会を増や
　します。 

●家庭教育学級などで「ごみ減量とリサイクル｣などを学べる機会を増やします。 

●保健センターなどで「エコクッキング」情報を発信し、食材を無駄にしない料理の普及など、生ごみを
　減らす取り組みを進めます。 

●ボランティア活動を行っている人たちと環境を考えた食生活の普及・啓発を協働で進めます。 

主な施策

環境を考えた食生活の普及・啓発 
 

 学校給食をつくる過程で発生する調理くずや残食などの生ごみを堆肥化

し、その堆肥を利用して栽培した作物を学校給食の食材に用いることです。 

　この取り組みを通して食育・環境教育の推進を図っています。 

「フェアトレード」 
　私達の日常生活において、コーヒーやチョコレートをはじめ原料を輸入に

頼らざるをえない食品が少なからずあります。これら食材の生産には、世界各

国で様々な理由により厳しい状況におかれている人達が多く関わっています。

そのような彼らと適正な価格で継続性のあるパートナーとして貿易を通してつながっていくことを｢フェ

アトレード｣と呼んでいます。 

　適正なフェアトレード商品を消費者にわかりやすく示すため、いくつかの国際的な認証機構による認定

ラベル制度があります。日本で取り扱われているフェアトレード・ラベル食品は、コーヒー、紅茶、チョコレ

ート、はちみつ、砂糖、バナナ、スパイス、ワインなどです。 

「さっぽろ学校給食 
  フードリサイクル」 
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（2）「食」の安全・安心に関する情報の提供

めざす方向

現状と課題

■食品が広域にわたって流通し、生産から消費までの関係者間での情報交換が不足する一方で、
　保存・加工や分析の技術向上に伴い食品の効果や安全性などに対する様々な情報が氾濫し、
　｢食｣の安全について正しく理解することが難しくなっています。 

■牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生、食品の偽装表示や期限表示の改ざん、ダイエット用食品による健
　康被害の発生、不適切な食品取り扱いによる食中毒の発生など、市民の食の安全に対する信頼
　を裏切る事件が起きています。 

■｢食｣の安全性についての客観的で正確な情報を行政や食品関連事業者が的確にわかりやすく
　提供するとともに、生産から消費までの関係者間でのリスクコミュニケーション（情報及び意見
　の相互交換）を推進することが求められています。 

市民が自らの判断で食を正しく選択し、安心して健全な食生
活を実践できるよう、｢食｣の安全に関する情報の提供と関係
者相互による意見交換を進めます。 

　「リスクコミュニケーション」とは、食中毒など食品によって健康に悪

影響が起きる可能性やその程度について、消費者、食品関連事業者、学

識経験者、行政などが、それぞれが持っている情報を互いに提供したり、

それぞれの立場で互いに意見を出し合うことをいいます。 

　「リスクコミュニケーション」の方法としては、衛生講習会や意見交換

会の開催、ホームページの開設、施設見学会や意見募集の実施などが

あります。 

食品における 
「リスクコミュニケーション」 
（情報及び意見の相互交換） 
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●｢食｣の安全性に関する情報を｢キッチンメール｣やホームページなどの媒体を活用し市民に広く知ら
　せます。 

●衛生講習会や各種催しなどにより「食」の安全に関する情報の提供を行います。 

●食品の流通に関する理解を深めるために、市場見学などを開催します。 

主な施策

｢食｣の安全に関する情報の提供 

●食品関連事業者に対して講習会や立入検査などにより食品表示が適正に行われるよう支援します。 

●「ＨＡＣＣＰ」の考え方を取り入れて「食」の安全性を高めることや「トレーサビリティ」により「食」の
　原材料の出所や製造元などの情報を記録・保管する取り組みを推進するとともに、食品関連事業者
　の供給する食品の安全性や信頼性に関する自主的な基準の設定と公開を促進します。 

事業者による食品安全情報の提供促進 

●『「食の安全」市民フォーラム』などにより「リスクコミュニケーション」を実施し、消費者、食品関連
　事業者、学識経験者、行政などで、「食」の安全について関係者間で意見交換を行うとともに相互理
　解を深めます。 

「リスクコミュニケーション」の推進 

 　「ＨＡＣＣＰ」（ハサップ）とは、アメリカで開発

された考え方で、日本語では「危害分析重要管理

点」と訳されています。 

　従来の食品の衛生管理は、最終製品の抜き取

り検査を行うことで製品の安全性を保証してき

ましたが、「ＨＡＣＣＰ」では、食品製造の各工程で

予想される危害（健康に害を及ぼす有害微生物、

有害化学物質、異物など）を分析して対策を立て、

特に重要な点については重点的に管理すること

により、すべての製品が安全であることを保証

します。 

「ＨＡＣＣＰ」（ハサップ） 

　「トレーサビリティ」とは、食品の生産、加工、流

通などの各段階で原材料の出所や食品の製造

元、販売先などを記録・保管し、必要な時には、食

品とその情報を追跡できるようにすることです。 

　消費者が食品の情報を知ることで信頼・安心

して食品を食べることができるほか、食中毒など

が発生した際には速やかな原因究明や問題食品

の迅速な回収に役立ちます。 

　なお、現在、国産牛肉について「トレーサビリ

ティ」が義務付けられており、消費者は購入した

牛肉の生産履歴を調べることができます。 

＊ 

「トレーサビリティ」 
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（3）農業を身近に感じる都市環境の実現

めざす方向

現状と課題

■広域大量流通システムの確立などにより、食卓と生産の現場との距離が拡大し、市民から生産
　や流通の実態が見えにくいものになっています。 

■農畜産物を購入する際に重視する条件では、「安全・安心であること」をあげている人が最も多
　く、8割を超えています。 

■消費者ニーズの多様化に対応することが求められているとともに、食品産業との連携や様々
　な技術を導入して付加価値の高い農産加工品などの開発を進めることが必要となっています。 

■札幌市の農業地帯は、都市の緑地帯としても重要な役割を果たしています。 

消費者と生産者との顔が見える関係づくりを進め、消費者ニ
ーズに対応した農業を進めます。 

札幌の農業 
　札幌の農業は、都市化の進展に伴う農地の減少や、農家の高齢化、担い手不足

により、産地規模は縮小しており、少量多品目化が進んでいるものの、道内一の生

産量を誇る小松菜を始め、レタス、ほうれんそうなどの葉物野菜や伝統的基幹作物の玉ねぎを中心に、消費

地に近い利点をいかした都市型農業が行われています。 

　各区で特徴のある作物が栽培されていますが、身近にありながら、多くの市民が札幌の農業を知らない

という現状があり、農業と市民の接点で活躍する人材の育成、食農教育、農業側からの情報発信などが

必要です。 

　また、輸入農産物に対する不安や、健康に対する関心が高まる中で、消費者の地元農産物に対する期待が

高まっており、食料自給や環境保全の観点を踏まえた地産地消を推進することが求められています。 

　札幌の農業は、市民への新鮮安全な農産物供給はもちろんのこと、市街地周辺における緑地保全、市民の

憩いや生きがいの場、教育の場など多面的な機能を持ち、かけがえのないものとして次世代の市民に引き継い

でいくことが重要です。 

指 標 名　　　　　  現 状 値　　　   目 標 値 指 標

市民の農業体験 
参加者数 

8万9千人 10万人  
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●市民が気軽に農業を体験したり、農的なふれあいを楽しむことのできる機会を「サッポロさとらんど」
　を核として増やしていきます。 

●市民農園や体験農園を整備します。また、家庭菜園の愛好者を育成し、農業への理解を促進します。 

主な施策

食農教育と農業体験機会の充実 

●観光農園や直売所などの支援、催しなどにより、生産者が直接消費者と接して農の魅力を伝えます。 

●市内で歴史的に栽培されていた玉ねぎなどの伝統品種を掘り起こし、特色ある農産物として位置づ
　け、地域の活性化や農産物の高付加価値化につなげていく取り組みを進めます。 

●保育所、幼稚園、学校などにおいて、札幌の農業について知ったり、農業の体験や農業者との交流を
　通じて、農業や農産物に関する理解を図るなどの取り組みを進めます。 

●広報誌やインターネットなどを活用して、農業者や関係機関と消費者の情報交換を行うなど、互い
　にコミュニケーションがとれる環境を整えていきます。 

札幌の農業や農産物に関する理解の促進 

●土壌や農薬使用などの生産条件や、生産から消費までの流通過程に関する情報を伝え、安全・安
　心な「顔の見える農業」を確立します。 

●札幌で生産された新鮮で質の良い農産の「さっぽろとれたてっこ」の普及拡大に努めます。 

●地元農産物を使用した「さっぽろスイーツ」など食品ブランドを創造します。 

「顔の見える農業」の実現 

「さっぽろ 
   とれたてっこ」 

「さっぽろとれたてっこ」
認証マーク

　札幌市では、札幌市農協などと連携して、札幌の地産地消

拡大を目指し「さっぽろとれたてっこ」事業を進め、地元な

らではの生産者の顔が見える関係づくりに努めています。 

「さっぽろとれたてっこ」は、市内の生産者が消費者の意見を取り入れながら「新鮮・安

心・良質」を目指し、独自の生産基準（土作りや化学肥料・化学農薬を減らす技術の導

入など）に基づいて生産された農畜産物とその加工品です。 

＊
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優れた日本の食文化を受け継ぐとともに、時代にふさわしい豊 
かな食文化を育みます。 
 

（1）食文化の継承と情報の発信

めざす方向

現状と課題

■外国からの食料輸入の増加や食生活の多様化などにより、気候風土や行事などと深く結びつ
　いた食文化や豊かな味覚が失われつつあります。 

■郷土料理など、優れた食文化を日々の食生活に取り入れるとともに、食事マナーなどを後世に
　伝えていくことが必要です。 

■近年、食物アレルギーのある子ども達が増えています。食品由来によるアレルギー情報と食環
　境整備を行っていくことが必要になっています。 

■外食を利用することが多くなっている現状では、外食料理にも健康に配慮した料理の提供や健
　康情報の提供が求められています。また、札幌産や北海道産の農産物を利用した外食料理を
　楽しみながら、市民の手で札幌らしい食文化を育てていくことも求められています。 

　「日本型食生活」は、日本の気候風土に適した米を中心として、水産物、畜産物、野菜など多様

な食品から構成された食事で、栄養バランスの優れた健康的な食事といわれています。 

　本市は、わが国最大の食料生産基地である北海道を背景に、質・量とも秀でた地場産食材の流

通の中心地として、豊かな食材を容易に入手できる恵まれた環境にあります。 

　日本型食生活の食材である米、魚、肉、野菜・果物、海そう、豆・大豆製品などは、北海道の特産

物です。日本型食生活を基本に、北海道産食材を積極的に献立に取り入れた健康的で豊かな食

生活を「北海道型食生活」として提案します。 

◆北海道産食材の積極的な利用は地産地消を進めるだけでなく、輸送による環境負荷を軽減す

　ることにもつながります。 

◆札幌には全国各地の出身者が集まっており、それぞれの家庭ごとに受け継がれた様々な郷土

　料理や行事食があります。 

　このように多様な食文化が融合しているのも札幌の食文化の特徴です。このような食文化を

継承し、そして創意工夫しながら新たな食文化を築いていくことも「北海道型食生活」が定着す

る上で大切なことです。 
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栄養バランスの優れた日本型食生活

道産食材を取り入れた〈北海道型食生活〉の提案 

3 市民みんなでつくる食文化 



●北海道の食材を取り入れた「北海道型食生活」を提案し、普及します。 

●保育所給食などで、北海道の気候風土に適した食材の利用や行事食への取り組みを提案します。 

●学校給食などで、郷土料理や行事食などについての取り組みを推進します。 

●各種催しや地域の料理教室などを通して、幅広い世代に郷土料理の普及定着を図ります。 

●「さっぽろスイーツ」など、札幌で生まれ育った｢食」を楽しみ、育むことを提案します。 

主な施策

北海道型食生活の普及・発展 

●「食」に関する正しい知識の情報提供を行います。 

●市民が自ら正しく「食」を選択できるよう、産地表示や栄養成分表示の見方などについての情報を
　普及・啓発します。 

●保育所給食では、食物アレルギーに対応する給食提供を進めます。 

●市民の健康的な食生活を支援するために、「外食料理栄養成分表示事業」を進めます。 

情報発信と食環境整備 

　外食料理を選ぶときの参考とするために、外食料理にエネルギーなどの

表示を行い、市民の健康づくりを応援する事業です。 

　料理の３品以上に、エネルギー表示をしている店が保健所に申請すると、

栄養成分表示店として登録されます。このお店は、保健所のホームページ

で紹介されています。 

　エネルギーや脂質が控えめで、野菜料理がついた「ヘルシーメニュー」な

どの登録も行っており、生活習慣病予防に役立てることができます。 外食料理栄養成分表示の店
ステッカー

「外食料理栄養成分表示事業」 

19



北 海 道 型 食 生 活  

 

新鮮・安心・安全・自然にやさしい豊かな食文化 

新鮮な道産食材 
多彩な食文化と創造 

日本型食生活：バランスのとれた健康的な食生活 

札幌市の「食」の特性

●質・量とも秀でた豊かな食材を供給する我が国最大の食料生産基地

●四季の情緒と寒冷地としての厳しさが共存する気候風土

●やさしさと厳しさを併せもつ自然を開拓した歴史

北海道の「食」の底流

食文化の継承と創造 
〈多彩な食文化が融合する街〉
家庭ごとに全国に及ぶ出身地の伝統料理や 
お正月、お祭りなどの行事食が継承され、 

また、一部形を変えて豊かな 
食文化を育んでいる。 

地産地消 
〈流通・消費の中心地〉

北海道の食材の流通の中心地であり 
新鮮かつおいしい食材を容易に 

入手し消費できる。 
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主　食 ごはん ごはん 
卵とじそば 

昆布入り納豆 焼き鮭 

わかめのみそ汁 
アスパラのサラダ 

きのこと野菜の煮物 
チーズ入りかぼちゃもち 

野菜と豚肉のソテー 
ほうれん草のごまあえ 

副菜 

主菜 副
　
食 

　ごはんを中心に、魚、肉、野菜・果物、海そう、豆・大豆製品など多彩な食材を使った栄養バラン

スの優れた健康的な食事（日本型食生活）に、新鮮でおいしい北海道産食材を取り入れました。 

北海道産食材と「さっぽろとれたてっこ」食材例 

北海道型食生活〈献立例〉 

●アスパラガス　●小松菜 
●ほうれん草　  ●たまねぎ 
●レタス　　　 ●スイートコーン 
●いちご　　     ●プルーン 

北海道産食材 

さっぽろとれたてっこ 

●穀　類／米、小麦、そば 
●     豆   ／あずき、大豆、いんげん 
●農畜類／卵、牛乳、豚肉、牛肉 
●野　菜／アスパラガス、レタス、とまと、ブロッコリー、 
　　　　　ほうれん草、ごぼう、だいこん、にんじん、 
　　　　　ピーマン、ねぎ、キャベツ、スイートコーン、 
　　　　　ゆり根、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ 
●い　も／じゃがいも、ながいも 
●果　物／すいか、メロン、りんご 
●水産物／鮭、さんま、かれい、ほっけ、すけとうたら、 
　　　　　ほたて、ほっき、えび、いか、こんぶ、わかめ 

● ごはん 
● 芋団子汁 
● 鮭ザンギ 
● 昆布の佃煮 
● 牛乳 
［約660kcal］ 

北海道産原材料比率 
■重量ベース　93.5％　  ■品目ベース　60.0％ 

【北海道産】 
●米  ●牛乳  ●卵  ●人参  ●昆布  ●大根  ●でんぷん 
●ごぼう  ●長ねぎ  ●鮭  ●じゃがいも 

ある日の 
学校給食 

りんご 

ヨーグルト 

朝 食 昼 食 夕 食 間 食 

［約2,100kcal］ 

引用 ： ホクレンホームページ北海道の農畜産物  きたやさいカレンダー
　　   北海道漁連  北海道おさかなマップ
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日本の食料生産基地である北海道の中の大消費地であること 
を自覚し、「地産地消」を進めます。 
 

（2） 「地産地消」の推進

めざす方向

現状と課題

■北海道の食料生産量はカロリーベースで約200%となっていますが、日本の食料自給率 は、
　40%で外国からの依存が高くなっています。 

■北海道は、全国1・2位の米の生産地ですが、道内消費量は約60%であり米生産県の80%には、
　至っていません。 

■自然の恵みに感謝しつつ、地元の生産物への理解を深め、生産者への理解促進を図っていく
　ことが求められています。 

指 標 名　　　　　  現 状 値　　　   目 標 値 

北海道産の食品の利用 
(米)

60% 80%

指 標

＊
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●様々な広報媒体を通して、「地産地消」の意義や必要性について市民への啓発を行います。 

●食に関する催しや講習会などを通して、消費者と生産者の相互理解を深めます。 

主な施策

消費者と生産者の理解促進 

●気候風土に適した食材利用の取り組みを推進します。 

●給食などで「地産地消」の取り組みを推進します。 

●北海道産食材利用の開発を産学官と連携し進めます。 

●「さっぽろとれたてっこ」を推進します。 

地元の産物の利用及び提供の拡大 

　「フードマイレージ」（food m i leage）は、「食料の(=food )輸送距離(=mi leage)」

という意味です。重量×距離（トン・キロメートル）で表わします。食品の生産地

と消費地が近ければ「フードマイレージ」は小さくなり、遠くから食料を運ん

でくると大きくなります。 

　食料の生産地から食卓までの距離が長いほど、輸送にかかる燃料や二酸化

炭素の排出量が多くなるため、「フードマイレージ」の高い国ほど、食料の消費

が環境に対して大きな負荷を与えていることになります。 

　「地産地消」を進めることは、「フード・マイレージ」を低く抑えることにも役

立ちます。 

「地産地消」と 
「フードマイレージ」 
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市民一人ひとりが健全な食生活を実践できるよう、地域の人 
たちと共に食育運動を展開します。 
 

（3）地域における食育の推進

めざす方向

現状と課題

■食育は、今までも様々な場で取り組まれてきましたが、札幌市の食育の全体像が見えにく
　いものとなっています。 

■市民一人ひとりが食育の意義や必要性を理解し、自らの意思で食育に取り組んでいくこと
　が重要となっています。 

■地域に根ざした食育活動の展開のために、食育ボランティアなどの活発な活動が期待され
　ています。 

　“私達の健康は私達の手で”を合い言葉に、「ヘルスメイト」の愛称でボ

ランティア活動を行っています。「食生活改善推進員」は、全国で活躍して

おり、全国食生活改善推進員団体連絡協議会を組織しています。札幌市

には、約2,200名の会員がいます。 

「食」のボランティア 
「食生活改善推進員」 

指 標 名　　　　　  現 状 値　　　   目 標 値 指 標

2，290人 2，750人 食育ボランティア数 
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●学校で、栄養教諭などを中核として食育の取り組みを進めます。 
　また、食物アレルギー対応の体制整備のさらなる充実を図ります。 

●行政は、教育、保健・栄養、農政、消費者、食品産業などの関係団体やＮＰＯ、ボランティア団体などが
　連携・協力して、一体的な食育推進運動を展開するために関係者間のネットワークを構築します。 

主な施策

食育推進体制の整備 

●「食」に関する催しなどを通じて、継続的な食育推進運動を展開し食育に関する環境整備を図ります。 

●「食」に関係する団体などと連携して、食育の普及啓発活動を促進します。 

●研修会やシンポジウムの開催などを通じて、食育について学ぶ機会を拡大するとともに、標語など
　を活用しながら、幅広く広報活動を展開します。 

●食育に関する市民意識調査や食生活の実態などに関する調査を実施します。 

札幌市の食育推進運動 

●ボランティアの養成や資質向上を図るとともに、地域や学校などにおけるボランティアの活動を促
　進します。 

ボランティアの育成・支援 

＊ 
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