


ごあいさつ

小浜市は、海・山・川の豊かな自然環境に恵まれ、そこで育まれた風

土は、「御食国」や「鯖街道」という、この地域独自の食の歴史を生み

だしてきました。

このような歴史的背景をもとに、平成１２年より地域一体で取り組んでまいりました本市の「食の

まちづくり」は、食育事業を中心に各方面から注目され、和食の世界無形文化遺産登録、ミラノ国

際博覧会出展など、日本や世界の節目となる機会においても存在感を発揮しました。

このことは、国内外に「食のまち小浜」を強く印象づけるとともに、市民の皆さまにとっても、本市

に対する誇りや愛情、一体感の醸成につながったと思っております。

そのような中、今年度当初より、本市の食育推進の基盤となる「小浜市元気食育推進計画」の

見直しを進め、このたび改訂版が完成いたしました。

改定版におきましては、前計画に引き続き、食育による「健康づくり」「産業の活性化」「教育（人

づくり）」「食文化の継承」の４分野について、市民や事業者の皆様との協働体制により、精力的

に取り組んでまいります。

特に重点テーマとして位置付けている「健康づくり」については、食文化館や健康管理セン

ター等の関連機関が連携し、市民の皆さまの「選食力」「フードリテラシー」の向上に努めます。そ

して、市民の皆様に、これまで以上に取組みの成果を実感していただけるよう、健康状態の「見え

る化」「感じられる化」の実現を目指します。

また、もうひとつの重点テーマである「産業の活性化」については、マサバをはじめとした地域

色の濃い農林水産物の安定供給や、ブランド力の向上に努めるとともに、本市の持つソフト、ハー

ド両面の資源を十分に活用した魅力ある「食育ツーリズム」についても、海外も視野に入れて展

開してまいります。

今後も、本計画により、本市の財産である各食育事業やそれらを可能にする環境を大切に研き

ながら、食育文化都市として、特色あるまちづくりを進めていきたいと考えております。

最後に、本計画策定にあたり、ご協力いただきました多くの方 に々心からお礼を申し上げます。

平成２８年１２月

小浜市長　松崎 晃治
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趣 旨1

平成２３年度に策定した「小浜市元気食育推進計画」は、その前身である「小浜市食育推進計画（平成

１９年度策定）」を大幅に見直したものであり、基本方針として、食育による「健康づくり」「産業の活性

化」を重点テーマに掲げ、また、小浜市が得意とする「教育（人づくり）」「食文化の継承」についてもより

高いレベルをめざすこととして、市民協働のもと精力的に取り組んできた。

まず、重点テーマである「健康づくり」については、従来から取り組んできた「特定健診・特定保健指

導」を充実させるとともに、平成２４年度に作成した小浜市オリジナルの食生活指針「元気食生活実践ガ

イド」を用いた講習会を、各地区に出向いて実施するなど、市民の一人ひとりに働きかける草の根的な

取組を継続してきた。

しかしながら、平成２７年度末に実施した「食育に関する市民意識調査（以下、市民意識調査）」では、

市民の健康づくりの指標として「メタボリックシンドローム予防・改善のための食事・運動等を半年以上

実践している成人の割合」が、目標値60％に対して21.4％、子どもの健康状態の指標として設定した

「う歯のない小学生の割合」については45％の目標に対して41.1％であり、それぞれ目標値に達して

いない。

この要因として、取組や働きかけが十分でなかったことや、参加者層の偏りなどが挙げられるが、ひ

とつの指標だけでは実態が分かりにくく、様々な角度からの検証が必要であるとも考えられる。また、

これまで市民の健康指標として重要視してきた「健康寿命」についても、本市は依然県内低位ではある

が、今後は、それだけにしばられることなく、市民にとって身近で具体的な健康指標を持つことも検討

する必要がある。

次に、もうひとつの重点テーマである「産業の活性化」については、前計画期間中に、舞鶴若狭自動

車道の全面開通、食文化館リニューアルを中心にした「海の駅」としての川崎地区の整備など、ハード

面が充実するとともに、「御食国若狭と鯖街道」の日本遺産認定やミラノ国際博覧会出展など、本市

のもつ食資源を国内外に発信する重要な機会を得たことで、「食のまち小浜」としてのブランド力が高

まった。

このことにより、小浜の食材を活かした六次産業化の推進や、「地産地消をすすめる店」等、健康を目

的とした安全安心の食の提供などが活発になった他、ブルーパーク阿納への教育旅行客の増加などに

より、食育ツーリズムの年間参加者数が、目標4,000人に対して4,147人と上回っており、現在も、自

然体験プログラムの新たな開発に取り組んでいることから、今後さらに参加者の増加が期待出来る。

また、食文化館や道の駅の入込客数については、それぞれ目標達成は出来ていないものの、年々増

加傾向にあり、前計画期間中の取組の成果が、今後より明確に現れることが期待できる。

■ 前計画の検証および、改定版の基本方針

前計画の検証および、改定版の基本方針



4 5

趣 旨 前計画の検証および、改定版の基本方針1

「教育（人づくり）」については、義務食育体制で実施している「キッズ・キッチン」や「ジュニア・キッチ

ン」、各学校での農業、漁業体験に加え、生ごみを使った土づくりから関わる野菜栽培が全保育園に広

がったこと、小中学生を対象にした県立大学生の出張キャンパス受講者数が目標に達したこと、さら

に、学校給食における地場産食材の活用や分つき米の導入など、前計画で目指した仕組みは、ほぼ定

着した。

しかしながら、学校給食における食材生産者の高齢化、後継者不足の問題や、全体に対する仕組み

づくりだけでは解決できない問題もある。例えば、朝食をひとりで食べる子どもの割合については、園

児8.5％、小学生19.1％、中学生33.8％、高校生47.9％と、前回調査（平成２２年度実施）と比べて殆ど

変化がなく、各世代に対して30％減少させるという目標には届いていない。

さらに、数値目標としての設定はしていないが、「朝食をほとんど食べない、あるいは、全く食べない」

と回答した子どもの割合は、園児が0.5％、小中学生が2％、高校生が5.6％であり、「朝食を食べずに

登園、登校する子ども」が一定の割合で存在している。これらの問題については、食生活だけにとどま

らない個別の様々な事情が起因しているため、関係機関との連携を取りながら課題解決に努める必要

がある。

「食文化の継承」については、平成２４年度から調査をすすめてきた「小浜市の伝統行事と食」が、冊子

や映像としてまとまったことで、説明会やワークショップの開催回数等関連指標について、すべて目標

が達成されており、今後は食文化の地域内での保護継承活動だけでなく、観光面における活用も期待

できる。

このように、各分野には、成果が見えにくいものや、目標達成に時間がかかるもの、良い仕組みを継

続するための協議が必要なものなど、いくつかの課題はあるが、推進事項の重要性や全体のバランス

については、本市の特色やこれまで積み重ねてきた実績を活かすものであり、また、第５次小浜市総合

計画改定基本計画との整合性もあると考えられる。

よって、小浜市元気食育推進計画改訂版（以下、改訂版）では、基本方針や推進項目については、大

幅な変更を行わず継続するが、「推進する手法や指標の設定」を見直すことで、各分野の成果や課題が

市民にとって「身近でわかりやすいもの」となるよう取り組んでいく。

○ 健康づくり
前計画に引き続き、市民全体が身につけるべき「選食力」「フードリテラシー」を重要視し、「元気

食生活実践ガイド」を用いた講習会や料理教室を幅広い世代に対して実施するなど、普及啓発の

拡充に取り組む。

また、これまで十分でなかった食文化館と健康管理センターとの連携体制を強化し、両機関の特

徴や専門性を活かしながら、より幅広い層に様々な角度、手法で効果的な働きかけが出来るよう

取り組む。

さらに、成人のメタボリックシンドローム予防・改善や、各種検診受診者の増加に努める他、市民

一人ひとりの健康状態の「見える化」「感じられる化」を目指し、食生活を中心に、運動や睡眠、心の

持ち方など、生活全般に対する身近でわかりやすい「健康指標」や「キャッチフレーズ」を設定し、普

及啓発に努める。

○ 産業の活性化
前計画より、重点的に取り組んできた「食育ツーリズム」については、食文化館のリニューアルを

中心とした「海の駅」の整備、内外海地区全体で展開される多様な自然体験プログラムの開発な

ど、ソフト・ハード両面における環境整備が進んだことで、これまで以上に力強く取り組んでいく。

また、外国人観光客の受け入れも目指し、ミラノ万博で得たネットワーク等を活かすとともに、お

ばま観光局と連携しながら、外国語対応やインターネットでの受付等、幅広い顧客の対応ができる

よう整備に努める。

農業については、市内先進農業者の下で園芸栽培を中心に研修できる体制を整え、地域内外か

ら新規就農者を呼びこむ他、地元高校などの教育機関と連携・協力することで、地域性を活かした

農業振興に取り組む。

水産業については、「若狭もの」の生産拡大をめざし、海底耕うんや人工的藻場の造成等、魚介

類の生息しやすい環境整備に努める。また、本市の食文化を象徴する「鯖」については、マサバの養

殖による安定供給に取り組み、他自治体や地域外の事業者とのつながりを深めながら水産物や水

産加工文化の発信に努め、「食のまち小浜」をより力強く全国に発信していく。

若狭塗箸については、ミラノ万博で得たブランド力やネットワークを活かし、今後も国内外への

販路拡大に努めていく。

■ 各分野の具体的な取組や改定ポイント

趣 旨1
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○ 教育（人づくり）
前計画期間より、「月1回以上、家庭での食事づくり」を、子ども達に呼び掛け実行しているが、改

定版においても、食育の最終目標を「食の自立」と掲げ、例えば親元を離れて一人暮らしを始めた

とき、健康に配慮した食事をつくる能力、すなわち自炊ができることをめざし、明確な数値目標を

設定し、取り組んでいく。

また、子ども達が体験する「キッズ・キッチン」や「ジュニア・キッチン」、家庭での食の取組の成果

を披露する場として、「食育チャレンジ」や「子ども料理コンテスト」の機会を設け、入賞した料理メ

ニューを地域のイベントで再現販売する他、市内の飲食店メニューへつなげる。

さらに、このような機会を通じて、料理人をはじめとした食に関連する専門的な職業にも関心を

持てるよう、働きかける。

このように、「月1回以上、家庭での食事づくり」の取組を通して、これまで以上に多様な展開を

めざし、食育による「人づくり」を新たなステージに進めていく。

○ 食文化の継承
平成２４年度より調査を進めてきた小浜市の食に関連した伝統行事が、昨年度に「小浜市の伝統

行事と食」として冊子にまとまった。また、その中の主なものについては、映像で市民や観光客に視

聴していただける環境が整った。

そこで、今後は、これらの内容を、子ども達の学習や、地域のイベント、食文化館における料理教

室などにおいて積極的に活用し、保護継承に努めるとともに、地域の重要な資源として、観光プロ

グラムにも溶け込ませていく。

以上の４分野について、食育活動団体との協働により推進していく。

■各分野の具体的な取組や改定ポイント 趣 旨1

本計画は「食育基本法」第１８条第１項に基づき作成した計画であるとともに、「小浜市食のまち

づくり条例」の基本理念、「食育文化都市」宣言の趣旨および第５次小浜市総合計画（改定基本計画）

内容も踏まえた計画である。

また、第５次小浜市総合計画（改定基本計画）の計画期間、政府の第３次食育推進基本計画が、い

ずれも平成３２年度を目標年度としていることから、本計画も平成２８年度から３２年度を計画

期間とする。ただし、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行うこととする。

■ 計画の位置づけと計画期間

計画の位置づけと計画期間
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■ 小浜市元気食育推進計画改定版の概要

小浜市元気食育推進計画改定版の概要
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推進事項と具体的な内容3

Ⅰ 健康づくり

私たちは、元気で長生きをするために、健康的な食を理解し、
実践することが大切です。
そのために、行政や教育機関、医療機関が連携しながら市民の
ライフステージに合わせた様々な食に関する体験学習や、小浜
オリジナルの食生活指針「元気食生活実践ガイド」を用いて、食
と健康について学ぶ機会や指導の機会を設け、市民一人ひとり
が確かな「選食力」「フードリテラシー」を持ち得ることが出来る
ように、働きかけていきます。

Ⅰ 健康づくり
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推進事項と具体的な内容3

■ Ⅰ-1 生活リズム向上のための啓発等

近年、核家族化、地縁的なつながりの希薄化により家庭の教育力の低下が指摘されている。実際、

最近の子ども達を見ると成長期に必要不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れており、この乱れが学習

意欲や体力の低下を招いているという指摘もある。

また、インターネットやスマートフォン等の普及により、それらの好ましくない使い方による生活の乱

れも指摘されている。あらためて、朝の光と共に目覚め、しっかりと食事をとり、そして明るいうちは体

や頭を働かせ、日が暮れたらぐっすり休むという、少し前まで日本で当たり前であった生活リズムの良

さを見直すことが大切である。

そこで、乳幼児を持つ親へは、健診時を利用して「早寝、早起き、朝ご飯」の大切さを啓発する。併せ

て、幼稚園、保育園でも保護者への啓発を行う。また、気軽に子育てを相談できる場所の確保も行う。

児童生徒およびその保護者へは、学級担任はもちろんのこと、養護教諭、栄養教諭（※１）、学校栄養職

員、体育主任等が中心となり、「早寝、早起き、朝ご飯」に加えて「運動・栄養・休養のバランス」の大切さ

を指導・啓発する。特に、日中に体を十分に動かすことを意識し、空腹感を感じる中で食事をおいしく食

べられることを実感させる。

（＊1） 栄養教諭
学校給食の献立作成のほか、調理員の指導を行っている。また、給食の時間や家庭科・特別活動等の時間に食に関する指導を行う。そのほか
に、保護者や地域への啓発や食物アレルギー等の個別の相談指導などを行う。教員として食に関する授業を単独で行うことができる。

■ Ⅰ-2 家庭における望ましい食生活の実践や地産地消の推進

食育の原点は家庭にあるため、各家庭において、家族が食事を楽しみながら、望ましい食習慣や食に

関する正しい知識を習得することが重要である。加えて、家庭における地産地消の推進は、食への関心

を高め、食べ物への感謝の念を育み、地域産業の発展にもつながるものである。

一方、市民のライフスタイルが多様化し、多種多様な加工食品が市販され、輸入食材等が安価で簡単

に手に入るようになるとともに、食生活の多様化も急速に進んだことから、市民の食生活や食に対する

考え方も一様ではなくなっている。さらに、インターネットの普及等により、常に膨大な食に関する情報

が溢れていることから、食品等の本来の姿が見えにくい状態となっている。

そこで、市民が食および食育に対する意識を高め、食に関する正しい知識を身につけ、安全な食べ

物を選び、健康面に配慮した食生活を実践できる力、いわゆる「選食力（※１）」や「フードリテラシー（※２）」を

持ち得ることが重要である。

市民の「フードリテラシー」を向上させるため、これまでの「杉田玄白賞」（※３）受賞者による食生活改

善等に関する最新の研究結果も活用しつつ、「元気食生活実践ガイド（※４）」を活用した啓発事業を行う。

このガイドブックは、食品の栄養、健康に留意した調理方法や食べ方、郷土料理や食文化、食の安全・安

心などに関する内容を盛り込んだものであり、食生活の実践的な手引になるものとして、子どもから高

齢者までの多くの市民に愛用してもらえるよう、その周知および利用の促進に努める。

さらに、市民が「元気食生活実践ガイド」の内容を深く理解し、日常生活に取り入れるためのきっか

け作りとして、「確認プリント」を実施し、合格者には何らかのメリットを提供するなど、市民の「選食力」や

「フードリテラシー」向上のための仕組みをつくる。

Ⅰ 健康づくり

（＊1） 選食力
食に対する意識を高め、正しい知識を身につけることで得られ
る、健康によい食べ物を選んだり、規則正しい健康的な食生活
を送ることが出来る力。

（＊3） 杉田玄白賞
日本初の本格的な医学書「解体新書」発刊の小浜藩医・杉田玄白
にちなみ、平成14年度から開設した賞。食関連の医療・健康増
進、食育と地域活動等の研究・取り組みから該当者を表彰する。
平成28年度で第15回を迎え、これまでに、杉田玄白賞14名、奨
励賞7名を表彰。

（＊2） フードリテラシー
食材の生産・加工・流通・調理・摂食・廃棄、並びに食文化、歴史、
伝統など食に関する知識や情報の中から、必要な情報を引き出
し活用することが出来る力や応用力。

（＊4） 元気食生活実践ガイド
平成24年度に作成した小浜市オリジナルの食生活指針。日本
型食生活の大切さを説くとともに、科学的な根拠や栄養学に基
づく健康的な食生活のノウハウ、さらに「身土不二」「一物全体
食」などをはじめとした東洋的な考え方を全体的に溶け込ませた
ものであり、食生活だけにとどまらず、健康で長生きするための
心の持ち方や考え方などにも触れている。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

元気食生活実践ガイド
講習会の参加者数

市民773名、
市民以外755名

計1,528人（H23からの累計）
市民 1,500人（累計）
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■ Ⅰ-3妊産婦や乳幼児に関する栄養指導および料理教室の開催

妊産婦の健全な妊娠・出産と産後の良好な回復に加えて、子どもの生涯にわたる健康づくりの基盤

を確立するため、栄養指導等の充実を図る。

具体的には、健康管理センターにおける母子健康手帳の発行時面接や、小浜助産師会に委託して

開催する「プレパパ・プレママ講座」における個人の健康相談の機会を利用して、妊婦自身と胎児の健

康維持のための食生活について知識の普及を図る。

また、乳幼児期は、心身機能や食行動の基礎を作る時期であることから、離乳から幼児食に至るまで

の発育・発達段階に応じた食育を推進する。

具体的には、健康管理センターでの各時期の乳幼児健診や育児教室、離乳食と発達の相談会「スク

スク元気っ子教室」、保健推進員（※１）が開催する「子育て教室」、小浜助産師会が開催する「母乳育児相

談」等において、保護者が子どもの成長に適した食事・間食を選択し、与えることができるよう相談の場

を通し、具体的に支援する。

さらに、これまで子育て支援事業として、食文化館で実施してきた「ベビー・キッチン」に加え、妊産婦

や乳幼児を持つ保護者を対象に、「元気食生活実践ガイド」を用いた講習会や料理教室を開催し、家庭

において好ましい食生活が実践できるよう支援する。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

１歳６か月児健康診査受診率 97.7％（26 年度） 100％　　
３歳児健康診査受診率 96.3％（26 年度） 100％
妊産婦、乳幼児の保護者対象の講座や料理教室（食文化館） － 年間2回開催

（＊1） 保健推進員
市長の委嘱を受け、地域での健康づくりや子どもの健やかな成長のために行政とのパイプ役として活動している。妊婦・乳幼児のいる家庭の
訪問、各地区で子育て教室を開催、生活習慣病健診の受診勧奨等が主な活動である。平成28度末現在58名。

■ Ⅰ-4 青年期（高校生・大学生）の子どもとその保護者に対する
 普及啓発および情報提供

青年期は、心身の発達が盛んな時期で、体力や運動能力は生涯で最高となり、必要なエネルギー量

が最も高い時期である。

ところが、クラブ活動や勉強、塾などで生活が不規則になりやすく、朝食の欠食や孤食も増加しやす

い。

また、大学生においては一人暮らしを始める者も多く、これまで、家庭や学校給食などにより確保さ

れていた好ましい食事バランスや食生活のあり方にも、変化が見られる時期である。しかしながら、青

年期に、栄養の不足や偏りなどにより発育が抑制されると、将来の健康にも悪影響を与えかねない。

そこで、高校生や大学生に対する食育事業の切り口として「勝つために何を食べるか」をキーワード

に、スポーツや勉強などにおいて自分自身の目標を達成するためには、健康管理が大変重要であり、

そのための「選食力」や「フードリテラシー」を身につけられるように働きかける。

具体的には、専門家を講師として招き、運動部に所属する高校生や大学生を対象にスポーツ栄養学

講座や、「元気食生活実践ガイド」を用いた講座を開催する。

さらに、高校生や大学生が自分自身で弁当を作り、学校へ持参できるよう、食文化館において学生

を対象にした「弁当作り教室」を、高校や大学と連携をとり、毎年度初めに実施する。

Ⅰ 健康づくり
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■ Ⅰ-5メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防に関する指導

メタボリックシンドローム（※１）や生活習慣病を予防するためには、一人ひとりの体に適した食生活と

運動習慣を実践することが大切である。

そこで、「特定健診・特定保健指導（※２）」の実施により、より多くの対象となる市民が健診を受診できる

体制を整えるとともに、メタボリックシンドロームや生活習慣病を予防できるように支援する。具体的に

は、健診の受診を促すため、個別通知や訪問、各種教室等でのＰＲにより、受診勧奨を行う。そして、健

診結果に基づき必要な支援を行い、効果的な保健指導に努める。特に高血圧や糖尿病が疑われる状

態や腎機能低下の状態にある場合は栄養状態の管理によって重症化予防が期待できることから、重

点的に保健指導を実践する。

具体的な栄養指導としては、健康管理センターが行う各種健康相談、健康教育、「健診結果お返し

会」、「健康に食べよう会」や、「お父さんお母さんのためのすこやか食育教室」等において、市民が食

べ物と健康の関係を認識し、生活習慣を見直す機会を設ける。特に野菜の摂取量を増加させる目的で

「毎ベジファースト５(※３)」をキャッチフレーズに、毎日毎食の野菜摂取を推奨する。

長年実施している「健康に食べよう会」については、レシピ等を活用し、参加者がそこで学んだことを

家庭や地域においても広めていけるよう支援する。そして、より多くの市民が参加できるよう、初回参

加者を優先するなど、参加者の広がりに努める。

また、食の多様化による脂質や塩分の過剰摂取、野菜の摂取不足等の問題が多いため、「日本型食

生活(※４)」の評価や発酵食品の上手な取り入れ方などについての知識の普及を「元気食生活実践ガイ

ド」等を利用して、各種教室等で行う。

また、市民ひとり一人の健康状態の「見える化」「感じられる化」を目指し、食生活を中心に、運動や睡

眠、心の持ち方など、生活全般に対する身近でわかりやすい「健康指標」や「キャッチフレーズ」を設定

し、普及啓発に努める。

（＊1） メタボリックシンドローム
内臓の周りに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」の人が、高血
圧、高血糖、脂質異常のいずれかふたつ以上を併せ持っている
状態のことで、一つひとつの検査値が軽い異常であっても、重
なり合うことで、「動脈硬化」が急速に発症、進行し、心筋梗塞や
脳卒中などの命にかかわる重大な疾病を引き起こす可能性が
高い状態のこと。

（＊3） 毎ベジファースト５
毎日５皿分３５０グラム以上の野菜を毎食（３食）に分けて食べ
る、毎食最初の５口は野菜から食べる、という意味を含めた小
浜市オリジナルのキャッチフレーズ。

（＊2） 特定健診・特定保健指導
「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から
生活習慣病予防のために医療保険者に対して、実施が義務付
けられた事業。メタボリックシンドロームの概念を導入した、生
活習慣病に関する健康診査を「特定健診」、特定健診の結果、生
活改善で進行予防の必要があると判断されたものに対し、実施
される保健指導を「特定保健指導」という。　

（＊4） 日本型食生活
昭和50年代半ばに実施していた、日本の気候風土に適した米
を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、栄
養バランスに優れた我が国独自の食生活パターン。

■ Ⅰ-6 高齢者に対する食育推進

高齢者が、健康で自立した生活を送ることができるよう、一人ひとりの体に適した食生活と運動習慣

を実践することが必要である。また、食に対する喜び、関心、食欲を維持していくことも、健康寿命の延

伸を図るためには重要である。

年齢とともに健康状態や活動量の個人差は大きくなり、エネルギー収支のバランスが崩れて肥満を

誘発している方もいれば、歯の欠落、味覚・嗅覚・消化機能の低下から低栄養となっている方もいる。

そのような状態を早期に発見し改善を促すため、特定健診、基本健診では、より多くの高齢者が健診

を受診できる体制を整えるとともに、必要に応じて、食事バランスや量の改善を促す保健指導を実施す

る。

また、健康管理センターにおいて各種健康相談、健康教育、「高齢者料理教室」等を通して、高齢者が

自ら自分に合った食事の摂り方、内容、量などを選択できるよう、知識の普及を図る。

「高齢者料理教室」では、参加者同士が調理や共食を通して、脳機能、身体機能の維持を図るととも

に、食に対する喜び、関心、食欲の維持を促す。

さらに、「世代間交流料理教室」を行い、高齢者が指導的な役割を果たすことで、地域の活力を高め、

地域に根ざした食文化を若い世代に継承していく。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

メタボリックシンドローム予防・改善のための食事・運動等を
半年以上実施している者の割合 21.4％ 60％

小浜市国保特定健診受診率 33.9％（26年度） 60％
小浜市国保健診受診者メタボリックシンドローム減少率 18.3％（26年度） 20％

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

メタボリックシンドローム該当者 16.3％ 15％以下
貧血基準該当者（Hb値） 4.5％ 4％以下
低栄養基準該当者（血清ALB値） 3.7％ 3％以下

（母数：65 歳以上判定検査項目受診者）

Ⅰ 健康づくり
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■ Ⅰ-7医師や医療機関等と連携した食育の普及啓発

食育を通じて生活習慣病等の予防を図るため、医療機関等と連携しながら食育の普及・啓発活動を

推進する。

具体的には、食文化館において開催している、医師や歯科医師など専門家の講義とその内容に沿っ

た調理実習を組み合わせた「医食同源（※１）」事業を、今後も継続して実施する。

また、健康管理センターと食文化館が、これまで以上に連携体制を強化して、それぞれの専門分野を

活かした特徴ある食育事業を実施することで、両機関における検診および食育事業への参加者層や

事業効果の拡大を目指す。

さらに、江戸時代の医師・蘭学者である杉田玄白（※２）が提唱した「養生七不可（※３）」や、本草学者で

あった中川淳庵（※４）など、食や医療に関する郷土の偉人の教えを学び、現代の食生活に自然なかたち

で取り入れられるよう、専門家の協力のもと、それらをテーマにした食文化館の展示や料理教室、学習

会を実施する。

このように、「医食同源」をキーワードに、食生活によって、市民一人ひとりが病気を予防したり回復

したりできるよう、行政と医療機関が協力しながら進める。

（＊1） 医食同源
人間が健康を維持したり病気から快復するために、薬と食品が同様な効果を持つことを意味した言葉。中国で生まれた「薬食同源」思想をもと
に、近年、日本で造語されたのが「医食同源」という言葉。

（＊2） 杉田玄白
江戸時代中期の医師・蘭学者。享保十八年（1733）江戸に生まれ、外科医であった父が小浜藩医となったため、８歳の時小浜に移り、約５年間暮
らした。父のすすめでオランダ医学を学び、明和八年（1771）に江戸小塚原で刑死体の解剖に立ちあった際に、持っていたオランダ語訳の解剖
書『ターヘルアナトミア』との一致に感激して同書の翻訳を決心。前野良沢らとおよそ4年をかけて翻訳を終え、安永三年（1774）これを『解体
新書』として出版した。

（＊3） 養生七不可
杉田玄白が提唱した健康長寿のための7つの心得。食生活だけでなく、運動や心の持ち方などにも触れている。
①昨日の非は、後悔すべからず（昨日の失敗を悔やまないこと）
②明日の是は慮年すべからず（明日のことは過度に心配しないこと）
③飲と食とは度を過ごすべからず（食べ過ぎ、飲み過ぎに注意すること）
④正物に非（あら）ざれば、苟（いやしく）も食すべからず（風変わりなものは食べないこと）
⑤事なき時は薬を服すべからず（何事もない時は薬を飲まない）
⑥壮実を頼んで、房をすごすべからず。（元気だからといって無理をしないこと）
⑦動作を勤めて、安を好むべからず。（楽をせず、適度に運動を）　

（＊4） 中川淳庵
江戸時代中期の医者・本草学者・蘭学者。小浜藩の蘭方医であり、杉田玄白の後輩にあたる。前野良沢・杉田玄白とともに『解体新書』を翻訳し
た。向学心と積極性に富み、多くの学者と交わり、蘭学の発展に貢献する。

推進事項と具体的な内容3

Ⅱ 教育（人づくり）

福井には道元禅師が開祖した曹洞宗大本山永平寺があります。
道元は「食（じき）即ち禅」と、食を人間の生き方の根幹として

重視しました。
また「食べ物は命そのものであり、何らかの命を頂いて自らの
命をつなぐ私達にとって、『生きる』ことの基本として『食に対す
る感謝の心』を持つこと」と示しました。
本市で生まれ育つ子ども達に対し、土づくりを含めた農林水
産業の体験や料理教室など、命に触れる体験学習の機会を存分
に設け、生命を尊び育む心、敬虔な心、感謝の心を育んでもらい
たいと考えています。このことは、道元の教えにもつながる食を
通じた人づくりであると理解しています。
さらに「身土不二に基づく地産地消」や「家族や仲間との共食」

を心がけた人や地域とつながる食生活を送ることをすすめ、市
民の豊かな人間性を育てます。

Ⅱ 教育（人づくり）
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推進事項と具体的な内容3

■ Ⅱ-1保育園等における食育推進

■ Ⅱ-2 御食国若狭おばま食の教育推進委員会を中心とした
 食育の普及啓発

認定こども園、および保育園においては、それぞれ「浜っ子こども園食育計画（※１）」「小浜市公立保育

園食育計画（※２）」を作成し「健康で生き生きとした生活を送る基本としての『食を営む力』の基礎を培う」

を目標に、年齢別・月ごとの綿密な指導計画を立てて実践している。

指導計画には、「食」と「健康・人間関係・文化・料理・いのち」を結びつけた５つの領域のねらいや内容

があり、子ども達の食育を進める上での重要な観点としている。

子ども達は園での生活の中で、生ごみを利用した土づくりや、その土を利用した畑での野菜栽培や

収穫体験、「キッズ・キッチン」等の食育に関する体験学習の機会を持つとともに、毎日の給食における

友達や保育者との関わりの中で、食に対する興味や関心を持つようになっている。また、子ども達が園

で育てた野菜を家庭に持ち帰り、親と一緒に料理をするなど、園での取組が家庭につながる機会も増

えている。

今後も、これらの体験学習を続けるとともに、給食においても地場産食材や郷土料理を献立に活用

し、子ども達の健康を意識した内容で提供できるよう努める。

御食国若狭おばま食の教育推進委員会（※１）では、平成１４年度から、校区内型地場産学校給食や

「ジュニア・キッチン」、中学生の地場産食材を使用した家庭科教育充実事業等、７つの大きな事業に取

り組み、食の教育の推進を図ってきた。

食の教育全体計画・年間計画に沿った各学校の特色を生かした体験活動や、食文化館や市内の施設

を利用しての調理体験等を実施することで、児童生徒が基礎的・基本的な知識および技能を習得する

という面では一定の成果を上げることができ、「食のまちづくり」の特色を打ち出してきた。

そこで、この成果を踏まえて、平成２５年度より、「月1回以上、家庭での食事づくりに取り組もう」と、

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

園給食における健康を意識した郷土料理の導入 － 月に1献立

（＊1） 浜っ子こども園食育計画
幼保連携型認定こども園教育・保育要領をもとに、園長会で作成している浜っ子こども園における食育活動の全体計画。

（＊2） 小浜市公立保育園食育計画
保育所保育指針をもとに園長会で作成している市内保育園における食育活動に関する全体計画。

Ⅱ 教育（人づくり）

子ども達に呼び掛け、実行している。

家庭での食事づくりを推進する意図は、これまでの食育の取組をどう評価するかの問い直しから考

え出された。子ども達一人ひとりにとって、食育の最終目標は、「食の自立」と考えている。

例えば親元を離れて一人暮らしを始めたとき、健康に配慮した食事をつくる能力、すなわち自炊がで

きることである。同時に、食事作りの取組はその他に多くの意義を有しており、一回の食事づくりには、

メニューの考案、食材の購入、調理の段取りや手順の想定、手早い調理、食器選びや盛り付け、配膳な

ど様々な知識や技術が必要とされる。つまり、この過程を想定するならば、「生きる力」と呼べるような

総合的な能力が求められ、この能力は学校での学力の基礎になりうると考えられる。

さらに、子どもがつくる食事は、家族との会話を誘発し、おいしければ家族から、「○○ちゃんのつ

くった食事はおいしい」と絶賛され、子ども達の自己有用感も高まると考えられる。これこそ家庭教育

そのものである。

一方で、この取組の成果を個々の子ども達の中で完結させるのでなく、本市の食のまちづくりや子

ども達の未来に向かって発展につなげていくことも重要である。

例えば、子ども達が体験する「キッズ・キッチン」や「ジュニア・キッチン」、家庭での食の取組の成果を

披露する場として、「食育チャレンジ」や「子ども料理コンテスト」の機会を設け、入賞した料理メニューを

地域のイベントで再現販売する他、市内の飲食店メニューへ繋げる。さらに、このような機会を通じて、

料理人をはじめとした食に関連する専門的な職業にも関心を持てるよう、働きかける。

このように、「月1回以上、家庭での食事づくり」の取組を通して、これまで以上に多様な展開をめざ

し、食育による「人づくり」を新たなステージに進めていく。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

う歯（虫歯）のない園児の割合（5歳児） 50％ 50％
う歯のない小学生の割合 41.1％ 45％
一人当たりのう歯の本数（12 歳児） 1.1本 1.0本以下
家庭で食事をつくる日数が年間 12日以上ある児童生徒
小学生 96.2％ 100％
中学生 74.6％ 90％

※小学校低・中学年は手伝う児童の割合、高学年中学生は、自分で作る児童生徒の割合

（＊1） 御食国若狭おばま食の教育推進委員会
本市内小中学校・保育園、栄養教諭、学校栄養職員、給食調理員の代表等からなる組織で、市内小中学校・認定こども園を対象にした食に関す
る事業等の内容について話し合う委員会。校区内型地場産学校給食の推進、小学生の料理教室(ジュニア・キッチン)、中学生の地場産食材を
使用した家庭科教育充実事業等、8つの事業を行っている。
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推進事項と具体的な内容3

■ Ⅱ-3 健康を意識した学校給食の推進

少子高齢化に伴う日本の社会構図の変化と共に、家庭での生活スタイルも変化してきた。特に、食

生活の変化は著しいものがある。動物性食品を多く摂る食の欧米化、ファーストフードやコンビニ等で

の簡単な食事スタイル、急激なダイエット等での過食症や拒食症など、食を取り巻く課題は山積してい

る。中でも、生活習慣病の低年齢化、生活習慣病予備軍の増加等々、食生活の変化による子ども達の

健康問題については深刻なものも多い。

そこで、子ども達に年間２００食以上提供する「学校給食」の役割やあり方がこれまで以上に大切とな

る。

本市の学校給食は、各学校内で調理をする単独調理方式（自校方式）で行っている。食材について

は、栄養教諭・学校栄養職員などから構成される献立作成委員会において作成された全校共通の月間

献立をもとに、その食材は各学校が校区内の生産者から優先して購入する。

このような仕組みは「校区内型地場産学校給食」と呼ばれ、子ども達が、人や地域とのつながりを実

感しやすく、教育的効果が期待できる学校給食として、各方面で評価されてきた。

献立についても、「地元の旬の食材」「素材からつくる出汁」を大切にした和食を基本とし、主食は出

来る限り七分づきごはん、副食には地元の伝統料理や、時には他県の食材や伝統料理を取り入れるな

ど、子ども達の健康を意識しながら、学校給食に関心を持ち、楽しめるよう工夫を重ねている。

現在、食材を提供している地元の生産者においては、高齢化や後継者不足など様々な課題がある。

今後も「校区内型地場産学校給食」が継続できるよう、生産者と学校給食関係者との協議会を開催す

るなど、協議・検討を進める。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

学校給食地場産率（小浜市内産） 51％ 60％

Ⅱ 教育（人づくり）

■ Ⅱ-4産学官の連携による食育推進（教育）

市内にキャンパスを持つ、福井県立大学海洋生物資源学部（以下、小浜キャンパス）は、日本海側に

位置する唯一の海洋・水産系学部として、生物環境の保全、海洋生物資源の育成と有効利用およびそ

れらの社会科学的基盤について研究するとともに、その研究成果を広く紹介してきた。

そこで、市内の小中学校を対象に小浜キャンパスの学生による海洋生物や海洋環境、食品化学など

をテーマとした「出張キャンパス」を実施し、子ども達の食や環境に対する関心や理解を深めている。

また、小浜市漁業協同組合と連携し、学校給食に地場産水産物を供給しており、子ども達の味覚を

育むとともに、魚に対する関心を高め、魚離れの抑制を図っている。このような魚食普及活動をすすめ

ることで、地域漁業の活性化と健康食材としての魚の価値の向上につなげている。

引き続き、市や漁協等の関係機関が連携しながら、年に1回の全小中学校を対象とした学校給食に

おける地場産水産物の提供や、年ごとに設定した対象校における旬の地場産水産物の利用、児童生

徒発案による地場産水産物を利用した学校給食のメニューの提供を行うなど、地場産水産物が恒常的

に学校給食で使用されることをめざし、産学官で総合的な研究を行う。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

県立大学の学生が出向いて行う「出張キャンパス」の
受講者数

1,109人
（H23年度からの累計）

1,300人
（累計）

学校給食における地場産水産物の供給機会の増加 全校を一巡 全校を一巡
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■ Ⅱ-5 「共食の日」の設定

「共食」とは、家族や仲間が一緒に食事をとりながらコミュニケーションを図ることを言う。その反

対に、ひとりで食事をとることを「孤食」と言い、平成２７年度末に実施した「食育に関する市民意識調査

（以下、市民意識調査）」では、朝食をひとりで食べる園児は、8.5％、小学生では19.1％、中学生では、

33.8％、高校生では、47.9％であった。このデータが示すように、昨今、家族と一緒に暮らしていても

ひとりで食事をとるいわゆる「孤食」、さらには、家族と一緒の食卓に座っていてもそれぞれが好きな料

理を食べるいわゆる「個食」等の状況が見受けられる。

こうした「孤食」や「個食」の状況が続くと、バランスの良い食事の摂取や基本的生活習慣の確立、さ

らには、正しい箸の持ち方といったマナーの習得などに支障を来すことは明らかである。

そして、「共食」は、子どもだけでなく、大人にとっても、家族や仲間とのコミュニケーションを図ること

ができ、精神面の安心感、規則正しい生活や食事の質の向上など、多岐にわたる効果をもたらす大変

重要なことであると言える。

そこで、国が定める毎月19日の「食育の日」を、本市では特に「共食の日」とし、「食事の時間」が生活

の中で大切な時間であることを認識し、朝食、昼食、夕食ともに「孤食」にならないことを心がけるよう

啓発する。

具体的な方法として、小浜市や食文化館の公式ホームページ、公式フェイスブック、公式ツイッター、

ケーブルテレビ等を活用して「共食の日」の周知に努め、家庭では勿論であるが、職場においてもコミュ

ニケーションを取りながら一緒に食べることを、事業者単位でも促す。

また、家庭における「共食」は、親の生活リズムや食事のあり方に左右される部分も大きいため、成長

期の子どもを持つ父親や母親を対象にした、食育教室や料理教室を、食文化館や公民館などで実施す

る。高齢者に関しては、「共食の日」に、各地区集会所で行われている「ふれあいサロン」を開催し、簡単

な食事やお茶会など、コミュニケーションを取りながら食べる時間を過ごせる機会を設ける。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

朝食をひとりで食べる子どもの割合
園児 園児 8.5%

各世代を
30％減

小学生 小学生 19.1%
中学生 中学生 33.8%
高校生 高校生 47.9%
「共食の日」を認識し、毎月19日（あるいはその前後）に、
家族や仲間と団らんをしながら「共食」をする市民の割合 － 90%

推進事項と具体的な内容3 Ⅱ 教育（人づくり） 推進事項と具体的な内容3

Ⅲ 産業の活性化

本市には全国に誇れる食材や若狭塗箸など食に関連する地域
資源がたくさん存在しています。それらを守るとともに、環境保
全型農業の支援、森林資源や漁業資源の積極的な保全活動を通
じて「食のまち」を支える一次産業を育てていきます。
また、食のまちづくり開始以降、様々な特徴ある食育事業が生
まれましたが、それらを地域外にも提供できるように育て、「食
育文化都市」ならではの産業の活性化を目指していきます。

Ⅲ 産業の活性化
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推進事項と具体的な内容3

■ Ⅲ-1 食育ツーリズム

近年、益々、旅の目的が「みる」観光から「体験・参加型」観光へとシフトし、「もの」より「こと」を求める

観光客が増えている。特に教育機関や子どもを持つ家庭においては、「生きる力」を育む体験学習を中

心とした旅行、いわゆる「教育旅行」へのニーズが高まっている。

本市においても、全国に先駆けて取り組んできた生涯食育事業の中で、食文化館における「キッズ・

キッチン」をはじめとした、特長のある事業には、市内だけでなく、関西や東海地域を中心とした遠方から

の参加者や、問い合わせが増加している。また、ここ数年は、本市が食のまちづくりを進める中で培って

きた食育観や、食育事業に関する運営ノウハウを学ぶために、地域外からの研修団体も増加している。

さらに、平成１９年にオープンした自然体験施設「ブルーパーク阿納（※１）」では、全国的にも珍しい海上

釣堀で真鯛を「釣る」「さばく」「食べる」という新たな観光漁業に取り組んでおり、年々教育旅行客が増

加し、平成２７年度には全国から４，０００人超を受け入れている。

そこで、このような本市の特徴ある食育事業や魅力ある海の体験学習を「食育ツーリズム（※２）」として

提案し、多くの観光客を受け入れ、観光産業の活性化につなげていく。

具体的な食育ツーリズムのメニューとして、平成２７年度にリニューアルし、より専門的かつわかりや

すく日本食文化について学べるようになった食文化館において、展示内容と一体となった「キッズ・キッ

チン」などの料理教室や、若狭塗箸の研ぎ出し体験など食に関するものづくり体験、また、阿納地区を

はじめ、内外海地区全体で、漁業や藻場観察などの海の体験プログラムなど、本市の持つソフト・ハー

ド両面の資源を十分に活用した内容を想定している。

また、体験を重視した旅行を求めているのは国内観光客だけではなく、「和食-日本人の伝統的な食

文化」の世界無形文化遺産登録、ミラノ国際博覧会等を通じて、日本を訪れて「本場の日本食や日本食

文化を体験したい」という外国人も増加している。

そこで、これまで一貫して和食や日本食文化にこだわりながら食育事業を展開し、ミラノ国際博覧会

にも出展した本市としては、食育ツーリズムのターゲットとして外国人も視野に入れ、ミラノ国際博覧

会で得たネットワーク等を活かすとともに、日本版DMO候補法人である(株)まちづくり小浜（おばま観

光局）と連携しながら、外国語対応やインターネットでの受付、顧客対応を整えて、外国人も含めた多く

の観光客を受け入れていく。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

ブルーパーク阿納体験者数 4,800人 5,600人
食文化館における　調理体験者数
　　　　　　　　 工房体験者数

3,800人
8,600人

4,200人
9,000人

外国人観光客数（宿泊） 4,220人 12,000人

■ Ⅲ-2 一次産業の活性化

近年の全国的な一次産品価格の低迷の中で、就業人口の減少、遊休農地の増大、担い手の高齢化等

が進んでいる。

一方、近年、消費者は、単に安さや美味しさだけでなく、農林水産物の生産された土地や生産方法な

どの生産過程を含めて、ストーリーのある農産物を求めるようになってきている。

このような背景を踏まえ、担い手が意欲をもって農林水産業に取り組める環境を整備しつつ、本市の

豊かな水や美しい環境、御食国として朝廷への食料供給を行っていた歴史等を活かし、一次産業の活

性化に取り組んでいく。

農業については、市内の先進農業者の下で園芸栽培を中心に農業を体験・研修するとともに、集落の

行事など小浜の魅力ある生活を体験できる体制を整えることで、地域内外から新規就農者を呼び込ん

でいく。

また、スーパープロフェッショナルハイスクール（ＳＰＨ）（※１）の指定校である若狭東高校と連携・協力し、

地域性を活かした農業を中核とした産業振興に取り組んでいく。

さらに、地域ぐるみの環境保全型農業の取組を積極的に推進するとともに、水源の涵養や自然環境

の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の農業の多面的機能の発揮に向けた支援を行い、農業の担

い手が意欲をもって生産に取り組める環境を整備する。

林業については、森林が海・川へのミネラル供給を通じて漁業資源や雲城水等の名水を保全する機

能等を果たしていることを踏まえ、間伐材の利用促進を支援するとともに、木質バイオマスのエネル

ギー利用についても検討を進め、林業の振興および森林環境の保全を図っていく。

水産業については、消費者からの需要が高い「若狭もの」の生産拡大に取り組むため、海底耕うんや

堆積物除去、人工的な藻場の造成等を実施するとともに、漁業者等による藻場の保全や漂流着物の処

理、河川の生態系の維持・保全等の活動を支援し、魚介類の生息しやすい環境を整備する。

また、観光客等から需要が高い「小浜の鯖」の養殖による安定供給に取り組むとともに、日本遺産「御

食国若狭と鯖街道」（※２）のストーリーとの連携や、漁業者と仲買人が連携した魚介類の品質向上への取

Ⅲ 産業の活性化

（＊1） ブルーパーク阿納
阿納体験民宿組合が、平成19年に小浜市阿納にオープンした
体験交流施設。「釣る」「さばく」「食べる」を自然の中で満喫す
ることができる、国内でも珍しい施設。

（＊2） 食育ツーリズム
「キッズ・キッチン」や農業体験、ブルーパーク阿納での魚さばき
体験など、本市の特徴ある食育体験学習と観光などを結び付
けた教育旅行。さらに、食育に関する講座や研修会などの受け
入れも食育ツーリズムの一環として位置付けている。
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組みの推進により、「若狭もの」や水産加工品の知名度向上、需要拡大につなげる。

さらに、若者が小浜の海の魅力を再発見し、目指すべき将来像について情報交換・共有する「海のま

ちづくり未来会議（※３）」の活動や、市内小中学校と連携した「海の総合学習」の活動を通して、小浜の海

の魅力を内外に発信する。

一次産業を推進するうえで課題となる鳥獣害対策については、捕獲駆除や侵入防止対策に加え、集落

自らが主体となった対策を引き続き徹底するとともに、市内の小中学校と連携して、鳥獣被害の現状や対

策について学んだうえで、「命をいただく」ジビエ給食を実施し、鳥獣害対策の将来の担い手を育成する。

さらに、食材である農産物や海産物の味の決め手には「水」が大きく関わっていると言われており、食

と水の関係は切っても切り離せないものである。

小浜市は市内各地で自噴水が見られるなど地下水が豊富であり、鵜の瀬の名水や雲城水、津島名水

など、市民により水の保全にも取り組まれている。

このような中、上水道水源として利用している小浜平野の地下水の現状を把握するため、本市では３

年間をかけ「小浜平野地下水調査」を実施したところである。

今後は、「小浜平野地下水調査」の結果を踏まえ、地下水を「市民共有の財産である」と位置付け、「小

浜市地下水利活用・保全検討委員会（※４）」において、食のまちづくりにつながるような利活用策や継続的

な地下水利用のための保全策について検討を進める。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

新規就農に向けた研修者数（累積） 0人 12人
多面的機能支払交付金の農振農用地面積カバー率 60％ 100％
漁業士の人数 8人 10人

漁村の体験交流施設における地区外交流人口 4,800人 5,600人

推進事項と具体的な内容3 Ⅲ 産業の活性化

■ Ⅲ-3 地産地消や６次産業化、農商工連携の推進に向けた体制整備

本市には全国に誇れる食材等の地域資源が存在しており、食のまちづくりを推進していく上で「若狭

おばまブランド認証制度（※１）」や「地産地消をすすめる店認定制度(※２)」を設け、他の地域との違いを際

立たせるとともに地域資源の高付加価値化を進めてきた。しかし、認証・認定数が伸び悩んでいる。

そこで今後は、制度の目的や位置付け、認証・認定基準等について見直しを含め、有効な制度として

産業の発展につながるよう、関係機関・団体と協議を進める。

また、これまでの地場産農水産物を活用した加工、販売や農家レストラン等の取組を一層推進すると

ともに、おばま観光局等が主体となり、地場産品を活用し健康にも配慮したご当地グルメ等の新商品

の開発等を推進し、道の駅若狭おばま物販施設等を利用した販売・ＰＲに取り組む。

こうした取組を通じて、本市の魅力、認知度を高め、地域産品の販路拡大、ひいては地域経済の活性

化につなげていく。

さらに、安全・安心な食の環境づくりという観点から、市および各種団体等が、地場産の良質な食材

やそれらを用いた料理等、またそれらの取扱業者等に関する情報を広く発信するとともに、市民や本市

を訪れる交流者、さらにはそれを求める全国各地の人々へ良質で安全な食材や料理を提供していく。

（＊1） スーパープロフェッショナルハイスクール（ＳＰＨ）
専門高校において、大学・研究機関・企業等との連携強化等に
より、社会の変化や産業の動向等に対応した高度な知識・技能
を身につけ社会の第一線で活躍できる専門的職業人の育成を
目指す文部科学省の制度。高校から応募があったものについ
て、文部科学省外部有識者会議で審査を行い決定する。指定
期間は3年間または、5年間。

（＊3） 海のまちづくり未来会議
高校生や大学生をはじめ、海や環境問題に関わる分野の若手
を中心に構成されており、海のまちづくり協議会のアドバイス
の元、イベント開催や情報交換など独自の活動を進めている。

（＊2） 日本遺産「御食国若狭と鯖街道」
日本遺産とは、2015年に創設された文化庁の事業で、日本の
歴史的・文化的な一連の物語性を持つ文化財群に対して認定
するもの。小浜市と若狭町の「海と都をつなぐ若狭の往来文化
遺産群～御食国若狭と鯖街道～」が日本遺産第一号に認定さ
れている。

（＊4） 小浜市地下水利活用・保全検討委員会
小浜平野地下水調査の結果を受け、平成28年度に市民や専門
家、行政などにより設立した。この委員会では、地下水を保全し
ながら、まちづくりに生かすことを目指し、平成30年度中に利
活用や保全策を提言する予定をしている。

（＊1） 若狭おばまブランド認証制度
魅力ある若狭の産物を、全国に広く発信・供給することにより、本市全体のイメージを高めるとともに、それらの消費拡大を図り、本市産業の振
興、発展に寄与することを目的とした制度。認証等は生産、流通、消費等に関連する団体の代表者等により構成する若狭おばまブランド推奨機
構が行う。平成23年度末現在　若狭かれい、若狭塗箸、谷田部ねぎが認証されている。

（＊2） 地産地消をすすめる店認定制度
地元産品の生産・消費拡大と、農林水産業並びに食料品店、飲食店等食品関連産業の振興を目的として、市内並びに若狭地域で生産される農
林水産物およびその加工品を積極的に取り扱う市内の食料品店、飲食店等を市が認定する制度。平成28年度末現在56店舗が認定。



34 35
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■ Ⅲ-4 産学官の連携による食育推進（産業）

福井県立大学海洋生物資源学部や若狭高校海洋科学科、福井県栽培漁業センター等、市内に集積す

る水産研究・人材育成機関との連携を図り、水産物の生産拡大および高付加価値化を進める。

特に、地域の特性や消費者ニーズを踏まえた魚種の検討を行い、水産研究機関の技術を活かした新し

い栽培漁業を推進するとともに、「おばま醤油干」や「小鯛ささ漬け」、「浜焼き鯖」、「へしこ・なれずし」等の

うま味成分の分析やアンケート調査など、商品力強化に関する研究を行い、よりブランド力を高め、地域

に根付く小浜特有の食品加工文化をブランド化し、地域内外に向けて発信し、水産物の流通・加工業の活

性化を図る。

また、これらの海産物や加工品を重要な観光資源として、日本遺産に認定された「御食国若狭と鯖街

道」のストーリーを活かしながら観光誘客につなげるとともに、市外での販路を拡大し、経済の好循環の

創出を図る。

そして、このような取組が円滑に推進でき、水産業が持つ多面的な機能が十分に発揮できるよう、漁

業者や市民、行政等が連携して海の環境保全等に取り組み、魅力と活力のある漁業・漁村の構築を進め

る。

Ⅲ 産業の活性化

■ Ⅲ-5 箸文化の継承と若狭塗箸産業の振興

平成２５年に「和食―日本人の伝統的な食文化」が世界無形文化遺産に登録されたが、日本の食文化

や食育において、箸のあり様、箸使いについては大変重要である。

そこで、日本一の塗箸産地である本市は、食育や地産地消の観点から、全国をリードして箸文化を大

切に後世へ継承していく役割が求められている。

このため、「ふるさとしごと塾(＊1)」や「箸の研ぎ出し体験」、各種講習等において、箸の正しい持ち方の

普及や、地場産業への理解促進等に努める。

また、平成２０年度から「若狭塗箸利用促進運動プロジェクト」として、市内飲食店の協力の下、若狭

塗箸の普及状況に関するアンケート調査を実施するとともに、若狭塗箸の提供を行った。

さらに、平成２７年度にイタリアミラノで開催された、「２０１５年ミラノ国際博覧会」に出展し、来館者を

対象にした若狭塗箸の研ぎ出し体験を実施した。また、日本館内のレストランやフードコートに若狭塗

箸を提供するとともに、万博会場以外でも、若狭塗箸協同組合の方々と協力し、精力的に若狭塗箸の

海外販路拡大に努めた。その結果ミラノ市内のレストランや雑貨店に卸すことに成功しており、今後も

それらの店舗を拠点に、若狭塗箸を中心とした地域資源の海外販路拡大に努めていく。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

市内飲食店における若狭塗箸設置店舗の割合 76.5％ 100％
箸を正しく持てる市民の割合 84.8% 100％

（＊1） ふるさとしごと塾
市内企業経営者等が講師となり、市内の各小中学校で行われている仕事に関する講義や体験学習。学童期から働く意義や喜びを知り、将来の
職業観、勤労観が醸成できることを目指しており、各小中学校がそれぞれ年間１回程度実施している。
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推進事項と具体的な内容3

Ⅳ 食文化の継承

イタリアに本部を持つスローフード協会の活動のひとつに
「味の箱舟プロジェクト」があります。これは、旧約聖書に描かれ
たノアの箱舟伝説からきており、ファーストフードの大洪水で
消えようとしている伝統的な食品や食文化を「味の箱舟」(＊1)に
乗せ、未来に伝えようとする取組です。
「御食国」という誇れる歴史を持つ本市にも、素晴らしい食文
化がたくさんあります。伝統行事や祭りごとなどで振舞われる
ハレの日のご馳走、代々受け継がれてきた地域色あふれる家庭
料理の数々は私たちの宝物です。本市に「味の箱舟」のような大
きなプロジェクトはありませんが、その考え方に共感し、料理教
室の開催や食文化のデータベース化などを通して、宝物を次代
につないでいきます。

Ⅳ 食文化の継承

（＊1） 味の箱舟
本市の食品より、平成18年に「鯖のなれずし」、平成19年に「谷田部ねぎ」が味の箱舟の認定を受けている。
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推進事項と具体的な内容3

■ Ⅳ -1 「食の達人」「食の語り部」認定制度の活用による
 食文化の継承

本市の食文化の伝承と普及のため、伝統的な食に関わる優れた「技術・知恵・知識」を有する市民を

「食の達人」「食の語り部」として認定し、体験学習・講習会等の機会において、技術等の普及と後継者

の育成を図る。

そして、「食の達人」「食の語り部」の方々については、ホームページ掲載や紹介資料の作成など、周

知の徹底に努めながら、市主催の様々な食に関するイベントに参画していただき、認定制度に関心を

もっていただくとともに、各地区で実施している「ふるさとまつり」などでも、体験学習・講習会を開催す

るなど、認定者の活躍の場の増加に努める。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

「食の達人」「食の語り部」が食文化館や学校、
公民館などにおいて講師として活躍する
食育事業等の回数

19回
（H23年度からの累計）

50回以上
（累計）

■ Ⅳ-2 園給食や学校給食、「キッズ・キッチン」「ジュニア・キッチン」
 等、教育現場における郷土料理等の継続した導入

家庭において郷土料理が提供される機会が減少する中、幼少期に郷土料理を食することは、地域の

食文化を継承していくだけではなく、地元の食材や発酵食品などの加工品を食する機会の増加にもつ

ながり、健康の観点でも大変重要である。

このことから、学校給食献立作成委員会は学校給食において、各学校は食の教育の取組の中におい

て、食文化館では「キッズ・キッチン」「ジュニア・キッチン」において、郷土料理等を取り入れた献立の作

成や体験活動に取り組む。

（＊1） 「食の達人」「食の語り部」
本市の食に関する優れた技術や知恵、知識を尊び、誇りとするとともに、市民への普及と後継者の育成を目的とし、市長が個
人や団体に対して認定している。平成19年度より始まった制度で、平成28年度末現在で19人、4団体が認定されている。認
定候補者を公募し、選考委員会において審査を行った後、市長が認定する。

■ Ⅳ -3 各地区のイベントや伝統行事、料理教室における
 郷土料理や行事食の積極的活用

平成２４年度より、市民調査員や市の担当者により、各地区に伝わる伝統行事や食・祭りの際の食材

や料理についての調査を実施してきたが、平成２７年度に冊子『小浜市の伝統行事と食』としてまとめ

ることができた。これは、食を切り口とした地域のアイデンティティの確立や三世代間の交流、コミュニ

ティの再構築につながる重要なものである。

今後は、この冊子でまとめた内容をイベントや伝統行事、料理教室などにおいて積極的に活用し、市

民が地域の歴史や食に興味を持つ環境を醸成していくとともに、小中学生向けのテキストやアーカイ

ブの作成にも発展させ、より具体的な地域の食文化の継承に努める。

また、引き続き、食育や食文化の権威である御食国大使（※１）の各先生方に指導を仰ぎながら、小浜の

豊かな食文化や郷土料理の健康面での効能について学習する機会をつくるとともに、地域メディアを

使い広く市民に周知する。

さらに、この事業が定着していく中で、伝統行事と一体となった「食育ツーリズム」など本市ならでは

のメニューを確立し、地域産業の活性化や交流人口の増加へと発展させる。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

食と伝統行事についての出前講座や学習会 15回
（H23年度からの累計）

15回
（累計）

食と伝統行事が関連した食育ツーリズムの
プログラム開発 － 5プログラム

Ⅳ 食文化の継承

（＊1） 御食国大使
本市のまちづくりや観光に関して提言したり、観光資源、食文化等の魅力ある情報を発信したりし、観光客の誘致進に努めていただく人。本市
の出身者や産業、文化、教育、福祉等の振興を通じ、本市とゆかりのある人の中から市長が委嘱する。平成13年から始まった制度で、平成28年
度末現在70名。
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推進事項と具体的な内容3

Ⅴ 協　働

「食のまちづくり条例」の冒頭には、「市、市民および事業者が
主体的に参画し協働して『食のまちづくり』に取り組むことに
よって、さらにいきいきとした市民意識をはぐくみ、個性的で表
情豊かな小浜市を形成する」と目指すべき姿が謳われています。
「食のまちづくり」の開始以降、食育活動を行う人や団体、いわ
ゆる「地域力」がたくさん生まれ育っています。今後も、新たな分
野での活動団体を育成しつつ、既存の「地域力」を連携させるこ
とで、さらに大きな力に発展できるよう、「協働による生涯食育
の推進体制」を整えます。

Ⅴ 協　働
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■ Ⅴ-1 食育活動に携わる市民や団体との協働推進体制の整備

食育については、現在、主に食生活改善推進員やグループマーメイド、キッズ☆サポーター等の団体

が食文化館や各地区公民館を拠点として、各種料理教室等を実施している。

今後も、行政と団体等が密接な連携のもと料理教室や食育講座などの食育活動を推進していくが、

徐々に団体が主体的な運営に取り組めるよう働きかける。また、今後は、農業体験や水産体験など、料

理教室以外の食育活動をサポートするボランティアグループの育成にも努める。

さらに、食育が効果的かつ着実に推進されるよう、小浜市や食文化館の公式ホームページ、公式フェ

イスブック、公式ツイッター、ケーブルテレビ等を活用して情報を発信していくほか、市民の食育活動

への参加意欲を高めるため、食育活動優良者や団体等を表彰するなど、食育に関する協働の推進体制

や活動環境を整備する。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

食育活動に携わる市民の割合
（職業として携わる場合は省く） 6.1％ 50％

■ Ⅴ-2 食育活動に携わる市民や団体、および食育事業の
 地域内外へのＰＲ

平成２７年度に、本市の特徴ある食育事業「キッズ・キッチン」と「校区内型地場産学校給食」を題材に

した動画を作成した。これらは、食文化館をはじめとした市内の観光施設やインターネット投稿サイト

で観ることができるが、今後も、この動画を有効に使い、本市の食育事業や、考え方、環境など、まち全

体のＰＲに活用する。

また、食育関連の年間行事や「食育ツーリズム」などの観光情報、「元気食生活実践ガイド」などの市

民生活に密接な情報について、小浜市や食文化館の公式ホームページ、公式フェイスブック、公式ツ

イッター、ケーブルテレビ等を活用して情報を発信していくほか、新聞やテレビマスメディアにも積極

的に情報を発信する。

■数値目標
平成27年度実績 平成32年度目標

食育および食関連情報のメディア取り扱い件数 272件
（新聞記事掲載のみ）

1,000件
（うち新聞記事掲載350件）

推進事項と具体的な内容3 Ⅴ 協　働

参考資料
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参考資料4 小浜市食育推進会議　名簿

区　　分 所属団体 氏　　名

会長 小浜市長 松
まつざ き

崎　晃
こ う じ

治

委員 学識経験者 福井県立大学 北
きたが わ

川　太
た い ち

一

〃 学識経験者 学校法人青池学園 青
あおい け

池　浩
ひ ろ き

生

〃 教育 小浜市校長会 窪
く ぼ た

田　光
みつひ ろ

宏

〃 教育 小浜市園長会 畠
はたな か

中　洋
よ う こ

子

〃 教育 小浜小学校栄養教諭 小
こ ど う

堂　典
の り こ

子

〃 関係団体 若狭農業協同組合 山
やまも と

本　勝
かつの り

則

〃 関係団体 れいなん森林組合 田
た な か

中　昌
まさふ み

文

〃 関係団体 小浜市漁業協同組合 樽
たるた に

谷　宏
ひろか ず

和

〃 関係団体 小浜商工会議所 上
う え の

野　清
せ い じ

治

〃 食育ボランティア 小浜市食生活改善推進員連絡協議会 小
お だ に

谷　清
き よ み

美

〃 食育ボランティア キッズ☆サポーター 加
か と う

藤　かおり

〃 消費者 小浜市消費者協議会 玉
た ま い

井　絢
あ や こ

子

〃 議会 小浜市議会 熊
くまが い

谷　久
ひ さ え

恵

〃 市民代表 小浜市老人クラブ連合会 中
なかむら

村 千
ち よ こ

代子

〃 行政 小浜市教育長 森
も り し た

下　 博
ひろし

〃 農業 農業生産法人 西
に し だ

田　尚
ひ さ お

夫

〃 漁業・観光業 阿納体験民宿組合 下
しもじょう

亟　忠
ただひ こ

彦

〃 観光 （株）まちづくり小浜　おばま観光局 朝
あさくら

倉　昌
まさや

也

〃 医療 杉田玄白記念　公立小浜病院 原
はら

　 慶
よ し か ず

和

〃 流通 小浜中央青果株式会社 山
やまも と

本　紀
の り お

夫

小浜市食育推進会議　名簿

（敬称略・順不同） H28.12月現在
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小浜市食のまちづくり条例
平成１３年９月２６日
条例第３０号

前文
第１章　総則(第１条―第３条)
第２章　食のまちづくり推進のための共通理解(第４条―第６条)
第３章　食のまちづくり推進のための基本原則
　第１節　市の基本原則(第７条―第１０条)
　第２節　市民および事業者の基本原則(第１１条―第１３条)
　第３節　滞在者の基本原則(第１４条)
第４章　食のまちづくり推進のための基本計画(第１５条・第１６条)
第５章　食のまちづくり推進のための基本的施策(第１７条―第２２条)
第６章　食のまちづくりの評価(第２３条・第２４条)
第７章　食のまちづくり推進のための体制(第２５条―第３０条)
第８章　食のまちづくり条例の位置付け(第３１条―第３３条)

　小浜市に暮らす私たちは、先人が守り育ててきた優れた自然環境と伝統文化に感謝し、さらに磨きをかけ、未来につなげて
いくことが必要です。
　若狭おばまには、古く、飛鳥・奈良の時代から、宮廷に食材を供給した、全国でも数少ない「御食国みけつくに」としての
歴史があります。平安時代以降は、「若狭もの」という呼称のもとに、京都の食卓をも支えました。その歴史と伝統は、今も
脈々と受け継がれており、若狭おばまは、食に豊かなまちとして発展してきています。
　地方分権時代の中で、特色あるまちづくりが求められていますが、小浜にないものを外から取り入れたり、急進的にまちづ
くりを行うのではなく、もともとある資源を活用し、市民意識の高揚の中で持続的に進めていくことが必要です。
　小浜市がまちづくりを推進する上で活用すべき資源は、歴史と伝統を誇る「食」です。持続可能な「食のまちづくり」を創
造し、展開していくことが小浜市の将来にとって最も価値の高いものとなります。
　私たちは、若狭おばまの歴史や風土を理解し、たぐいまれな「御食国みけつくに」としての伝統を重んじるとともに、「食
のまちづくり」を共通した認識のもとに、自由な発想と絶え間ない学習の中で推進していかなければなりません。
　市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して「食のまちづくり」に取り組むことによって、さらにいきいきとした市
民意識をはぐくみ、個性的で表情豊かな小浜市を形成することを目標に、この条例を制定します。

第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、食のまちづくりに関する基本理念および基本原則を明らかにするとともに、食のまちづくりの基本的施
　策を定めることにより、市、市民および事業者が主体的に参画し、協働して取り組むまちづくりの推進が図られ、もって個
　性豊かで活力ある小浜市を形成することを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴　食　食材の生産、加工および流通に始まり、料理、食事に至るまでの広範な食に関わる様相ならびに食に関連して代々
　　受け継がれてきた物心両面での習俗である食文化および食に関する歴史、伝統をいう。
　⑵　食のまちづくり　食を守り、はぐくみ、および活かすまちづくりをいう。
　⑶　身土不二しんどふじ　人は、生まれ育った土地および環境と密接なつながりを持っており、その土地で生産されたもの
　　を食することが最も身体に良いということをいう。
　⑷　地産地消ちさんちしよう　地元で生産されたものを食することをいう。
（基本理念）
第３条　食のまちづくりは、次の各号に掲げる基本理念に基づいて推進するものとする。
　⑴　食のまちづくりは、若狭おばまに息づく御食国みけつくにの歴史と伝統を重んじ、人が生きていく上で欠くことのでき
　　ない食の安全性が確保され、食をはぐくむ自然環境が保全され、市民一人一人の健康が維持されるように行われなければ
　　ならないこと。
　⑵　食のまちづくりは、食を活用することにより、小浜市の産業全体が発展し、市民および観光その他を目的として小浜市
　　を訪れる人々(以下「滞在者」という。)が楽しく食べ、語り合うことができる生活環境が整備されるように行われなけれ
　　ばならないこと。
　⑶　食のまちづくりは、教育を重んじることにより、食の重要性が市民一人一人に理解され、家庭および地域において継承
　　されるように行われなければならないこと。
　⑷　食のまちづくりは、小浜市の発展に寄与する将来の人材が育成されるように行われなければならないこと。
　⑸　食のまちづくりは、食が市民の日常生活に深く関わるものであるという認識のもとに、市、市民および事業者が、主体
　　的に参画し、互いに理解しあい、協働して行われなければならないこと。

第2章　食のまちづくり推進のための共通理解

小浜市食のまちづくり条例

（市の理解）
第４条　市は、前条に定める食のまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、食のまちづくりに関
　する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。
２　市は、小浜市に存在する食の啓発に努めるとともに、市民および事業者の理解を得るよう努めるものとする。
（市民の理解)
第５条　市民は、基本理念を理解し、自発的かつ自立的に食のまちづくりに取り組むとともに、市が実施する基本理念に基づ
　く食のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
２　市民は、市が実施する基本理念に基づく食のまちづくりに関する施策に協力するに当たり、小浜市に存在する食を理解す
　るよう努めるものとする。
(事業者の理解)
第６条　事業者は、その事業活動が食のまちづくりと密接な関係にあることを自覚し、基本理念を理解し、市民と協力して食
　のまちづくりに取り組むとともに、その事業活動を通じて、市が実施する基本理念に基づく食のまちづくりに関する施策に
　協力するよう努めるものとする。
２　事業者は、市が実施する基本理念に基づく食のまちづくりに関する施策に協力するに当たり、小浜市に存在する食を理解
　するよう努めるものとする。

第３章　食のまちづくり推進のための基本原則

第１節　市の基本原則
（普及啓発）
第７条　市長は、食のまちづくりの理解を推進するため、普及啓発活動を行うものとする。
（市民意識の高揚）
第８条　市長は、市民および事業者の食のまちづくりへの意識の高揚を図り、参画を奨励するものとする。
（市民意識の反映）
第９条　市長は、食のまちづくりを推進するに当たっては、広く市民から意見を聴取して把握し、施策に反映するよう努める
　ものとする。
（情報の提供）
第１０条　市長は、食のまちづくりの企画立案、実施および評価に関する情報を市民に提供するよう努めるものとする。
　第２節　市民および事業者の基本原則
（食のまちづくりへの参画）
第１１条　市民および事業者は、食のまちづくりをよく理解するとともに、食のまちづくりへの積極的な参画に努めるものと
　する。
（意見の提案）
第１２条　市民および事業者は、市に対して、食のまちづくりに関する意見を述べることができるものとする。
（情報の享受）
第１３条　市民および事業者は、食のまちづくりの企画立案、実施および評価のそれぞれの過程において、情報の提供を受け
　ることができるものとする。
第３節　滞在者の基本原則
（施策への協力）
第１４条　滞在者は、市が推進する産業の振興、環境の保全、福祉および健康の増進、教育および伝承、観光および交流、安
　全で安心な食のまちづくり等に関する施策を理解し、協力するよう努めるものとする。

第４章　食のまちづくり推進のための基本計画

（基本計画）
第１５条　市長は、食のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、食のまちづくりに関する基本的な計画
　（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
２　基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
　⑴　食のまちづくりに関する総合的かつ長期的な目標および施策の大綱
　⑵　前号に掲げるもののほか、食のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
３　市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映するよう努めなければならない。
４　市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５　前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
（地区振興計画）
第１６条　市民は、基本理念に基づき、各地区において食のまちづくりを主体的に実施するため、地区振興計画を策定するも
のとす
　る。
　２　地区振興計画には、市民が主体となって取り組む事業を定めるものとする。第5章　食のまちづくり推進のための基本的
　　施策
（産業の振興）
第１７条　市長は、食のまちづくりの基盤となる食の生産および供給を安定的に維持するため、次の各号に掲げる施策を講じ
　るものとする。
　⑴　食の種類、量および品質を確保するため農林水産業の振興を図ること。
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　⑵　小浜市で生産し、または小浜市を経由する食の付加価値を高めるために情報化を図る等、産業活動の活性化を支援する
　　こと。
　⑶　産業界、学界、公的機関等との連携を深め、食に関する研究、資源の開発等に努めること。
２　市民は、小浜市の産業の振興のため、若狭地域で生産し、または加工された食その他の製品の利用に努めるものとする。
３　事業者は、食のまちづくりの基本理念を理解し、誇りを持って自らの事業の推進および発展に努めるものとする。
（環境の保全）
第18条　市長は、食のまちづくりを推進する上で必要な環境の保全に努めるため、次の各号に掲げる施策を講じるものとす
　る。
　⑴　山林等の自然環境を良好に保全すること。
　⑵　海、河川および湖沼の水質を良好に保全すること。
　⑶　耕地を良好に保全すること。
　⑷　自然および町並みの景観を良好に保全すること。
２　市民は、環境保全のため、自ら行うことができることを見出し、その取組に努めるものとする。
３　事業者は、食のまちづくりの基本理念を理解し、自ら環境を守るとともに、市の講じる施策に協力するよう努めるものと
　する。
（福祉および健康の増進）
第19条　市長は、食のまちづくりを推進する視点に立って、市民の福祉および健康の増進を図るため、次の各号に掲げる施策
　を講じるものとする。
　⑴　身土不二しんどふじに基づき、地産地消ちさんちしようを奨励すること。
　⑵　食の調和と健康に関する情報の収集および提供を行うことにより、啓発活動を行うこと。
　⑶　産業界、学界、公的機関等との連携を深め、食と健康に関する研究および取組を進め、その成果を市民に公表し、さら
　　に全国に発信すること。
２　市民は、健康な生活は健全な食からとの認識のもと、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
　⑴　身土不二しんどふじに基づき、地産地消ちさんちしようを心がけること。
　⑵　食の調和と健康に関する家庭における取組事例を市に提供すること。
３　事業者は、市民の福祉および健康の増進に寄与するため、食の調和と健康に関する参考事例を市に提供するよう努めるも
のとす
　る。
(教育および伝承)
第２０条　市長は、食のまちづくりの持続的な発展を目指し、将来の担い手を育成するため、次の各号に掲げる施策を講じる
　ものとする。
　⑴　乳幼児、青少年およびその保護者に対し、保育所、幼稚園、学校およびその他の機関を通じて、食の重要性を指導する
　　こと。
　⑵　家庭および地域において、食および食に関する作法が継承されるよう地域内外の交流、世代間交流等の機会を設けるこ
　　と。
　⑶　市民が生涯にわたって食を広範に学習する機会を設けること。
　⑷　小浜市の食および食に関連する周辺の文化(以下「食の周辺文化」という。)を研究し、その成果を広く市民に公表する
　　こと。
２　市民は、食に対する正しい理解が健全な生活を支え、乳幼児および青少年を健全にはぐくむとの認識を持ち、次の各号に
　掲げる事項に努めるものとする。
　⑴　健康的な食を理解し、実践すること。
　⑵　若狭地域の食を取り入れた四季折々の郷土食を体現すること。
　⑶　家庭および地域において、食の重要性および食に関する作法を教育、伝承すること。
（観光および交流）
第２１条　市長は、食のまちづくりにより、市の活性化を図るため、適正な観光振興および交流人口の増加を図るため、次の
　各号に掲げる施策を講じるものとする。
　⑴　食および食の周辺文化を活用し、市内および市以外の地域(以下「域外」という。)の人々との活発な交流を図ること。
　⑵　市の観光資源を保全するとともに、その価値を高め、それらを活かせるよう工夫すること。
　⑶　市内および域外において、小浜市の魅力を的確に伝えるための施設を整備し、適宜の催しを開催すること。
　⑷　域外において、市の魅力を的確に伝えるために、各界で活躍する者を御食国みけつくに大使に任命し、広報活動を行う
　　こと。
　⑸　観光の振興および活発な交流を担う人材を育成すること。
２　市民は、市民相互の交流および域外の人々との活発な交流を促進するため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
　⑴　常にもてなしの心をはぐくみ、域外の人々を迎え入れること。
　⑵　年間を通じて開催される観光の振興および交流の促進に関する催しを理解し、積極的に参画すること。
３　事業者は、観光の振興および交流の促進のため、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
　⑴　常にもてなしの心をはぐくみ、域外の人々を迎え入れること。
　⑵　小浜市の食の活用および提供を図ること。
（安全で安心な食のまちづくり）
第２２条　市長は、安全で安心な食のまちづくりを推進するため、次の各号に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。
　⑴　安全な食の供給を図ること。
　⑵　市民および滞在者が安心できる環境をつくること。
２　市民は、安全で安心な環境づくりを進めるため、市民相互の連携を深めるとともに、乳幼児および青少年の健全な育成に

小浜市食のまちづくり条例

　努めるものとする。

３　事業者は、安全で安心な食のまちづくりの推進に協力するため、安全な食の提供および安全な環境づくりに努めるものと
　する。

第６章　食のまちづくりの評価

（食のまちづくりの評価）
第２３条　市長は、時代の変遷や、社会の変化、財政力等市の置かれた状況に照らして、食のまちづくりが市民にとって真に
　価値あるものとして実行されているかどうかについて評価を実施するものとする。
（食のまちづくりの調整）
第２４条　市長は、前条の評価の結果に基づき、食のまちづくりの全体の調整を行うものとする。

第７章　食のまちづくり推進のための体制

（審議会等）
第２５条　市長は、食のまちづくりに関する基本的施策を推進するに当たり、市民に関わる重要な事項について企画立案し、
　計画しようとする場合においては、審議会や委員会、プロジェクトチーム等（以下「審議会等」という。）を設け、意見を
　聴取するものとする。
２　審議会等の委員は、市民、学識経験者、議員および市の職員等から選出するほか、公募による委員を加えるよう努めるも
　のとする。
３　市長は、審議会等から聴取した意見の取扱いについて、検討し、決定するものとする。
４　市長は、前項の内容については、市民に公表するものとする。
５　前各項に定めるもののほか、審議会等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
（市民からの意見の聴取）
第２６条　市長は、食のまちづくりに関する基本的施策を推進するに当たり、市民に関わる重要な事項について企画立案し、
　計画しようとする場合においては、あらかじめ、その概要を公表し、市民に意見を求めるものとする。
２　市長は、前項の規定により提出された意見について、市民に公表するとともに、その意見を施策の決定において考慮する
　よう努めなければならない。
３　前2項に定めるもののほか、第1項の規定による意見の聴取に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
（市の体制整備）
第２７条　市長は、食のまちづくりを推進するため、市の体制を整備するものとする。
　２　市長は、審議会等における審議に応じ、必要と認められる場合においては、市の体制の整備を図るものとする。
（連携）
第２８条　市長は、食のまちづくりの充実を図るため、他の自治体との連携および国際的な連携を図るものとする。
（地区への支援）
第２９条　市長は、第16条の地区振興計画を策定するための各地区の活動および地区振興計画に基づいて各地区が行う食のま
　ちづくりを支援するものとする。
２　市長は、前項の支援を行う場合においては、地区ごとに公平を欠くことがないよう総合的に判断し、調整して行うものと
　する。
（表彰）
第３０条　市長は、基本理念に基づく食のまちづくりに関してその功績が特に顕著なものに対して、表彰を行うものとする。
２　市長は、第21条第1項第4号の御食国みけつくに大使のうち、域外において小浜市の魅力を伝えることにおいて、その功績
　が特に顕著なものに対して、表彰を行うものとする。

第８章　食のまちづくり条例の位置付け

（この条例の位置付け）
第３１条　他の条例、規則その他の規程により食のまちづくりの制度を設け、または実施しようとする場合においては、この
　条例に定める事項を尊重しなければならない。
（条例等の整備）
第３２条　市は、この条例に基づいて、産業、環境、福祉、教育等必要と認められる分野の条例、規則その他の規程の整備に
　努めるものとする。
（この条例の見直し）
第３３条　市は、時代の変遷や、社会の変化等市の置かれた状況に照らして、この条例が小浜市にふさわしいものであり続け
　ているかどうかを検討するものとする。
２　市は、前項の規定による検討を踏まえ、この条例を改正する等必要な措置を講じるものとする。

附　則

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。
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御
み け つ く に

食国若狭おばま「食育文化都市」宣言

　健やかな心身をつくるためには「食」が重要です。

　「食」は、豊かな自然環境によって育まれ、生命の尊さを教えます。

　健全な食生活の実践に努め、先人が育み、今も息吹く「食」や食文化を尊重し、

「食」に関する学習や体験を通じて、理解を深めることが大切です。

　私たちは、生涯にわたり「食」に関心を持ち、健康長寿を志して「文化的な生活

と豊かで活力のある御食国若狭おばま」の実現をめざし、ここに「食育文化都市」

を宣言いたします。

１　「食」が育まれる水・森・川・海・田畑や豊かな環境を大切に守り、育てよう。

２　身土不二に基づき、地産地消に心がけ、地域の食材を尊重して、健康増進を

　　図ろう。

３　伝承料理や、四季折々のふるさと料理を学び、郷土の誇りである鯖理や若狭

　　塗り箸など伝統的な食文化を大切にし、次代へ継承していこう。

４　農林漁業の体験や料理の実習を通じて、「食」に関する理解を深め、生命を尊

　　び育む心、敬虔な心、感謝の心を育もう。

５　幼少より食育を実践し、人づくりの糧としよう。

６　「食」の安全・安心に関する知識を深め、実践し、健康長寿を実現しよう。

７　「食」を通じて、もてなしの心を育み、広くふれあいや交流を深めよう。

平成16年12月1日




