
                                              
平成３０（２０１８）年 ３月 

草津市 

ダイジェスト版  平成３０年度～平成３５年度 
食育とは 

①生きる上での基本であって、知育、徳育および体育の基礎となるべきもの 
②さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な 
食生活を実践することができる人間を育てること （食育基本法 前文より） 



   
基本方針 項 目 現 状（H27） 目 標（H35） 出 典 

く
ら
し 

食育に関心がある人の割合 60.0% 90% 1 

一人で食事をする人の割合 

朝食 12～14歳 16.3% H21値(10.7%)より減少 1 

朝食 15～19歳 31.6% H21値(25.6%)より減少 1 

夕食 12～14歳 2.3% 0% 1 

夕食 15～19歳 1.8% H27値(1.8%)より減少 1 

さ
さ
え
る 

朝食を欠食する人の割合 

小学 5年生 3.9%(H28) 0% 2 

中学 2年生 6.2%(H28) 0% 2 

20歳代男性 21.9% 8% 1 

30歳代男性 21.8% 8% 1 

バランスのとれた食事に 

気をつけている人の割合 

20歳代男性 18.8% 36% 1 

20歳代女性 29.8% 64% 1 

30歳代男性 25.5% 44% 1 

30歳代女性 51.4% 67% 1 

 40歳代男性 21.9% 52% 1 

40歳代女性 72.3% 97% 1 

食生活上､かむことに満足している人の割合 60歳 61.1%(H28) 65% 3 

肥満者の割合       
男性(20～69歳) 27.4% 17% 1 

女性(40～69歳) 14.4% 11% 1 

やせの人の割合 
女性(15～19歳) 35.5% 10% 1 

女性(20～29歳) 23.4% 19% 1 

総エネルギー量に対する 

脂質のエネルギー比率 

男性(20～29歳) 34.9% 

20～30% 

1 

女性(20～29歳) 32.3% 1 

男性(30～59歳) 28.8% 1 

女性(30～59歳) 29.9% 1 

野菜の平均摂取量 20歳以上 270.2g/日 350g/日 1 

食塩の平均摂取量 20歳以上 9.6g/日 8g/日 1 

果物の摂取量が 

100g/日未満の者の割合 
20歳以上 67.1% 34% 1 

健康推進員の人数 180人(H28) 205人 3 

健康推進員による食育に特化した 

地域食育推進事業の参加者数 
3,565人(H28) 増加 ― 

つ
な
ぐ 

学校給食における地場産物を使用する割合(食材数ベース) 49.2%(H28) 40%以上 4 

地場産物を購入するよう心がけている人の割合 50.6% 70%(H32) 5 

栄養成分表示を参考に 

する人の割合 

男性 32.9% 
増加 

1 

女性 50.3% 1 

外食栄養成分表示をしている店舗数 3店舗(H28) 増加 6 

学校給食の残渣率(1人あたり) 9.7%(H28) 減少 4 

 計画の指標  本計画では、以下の指標を目標としています。 
【出典】 

１ 滋賀の健康・栄養マップ調査（滋賀県）     ４ 学校給食における地場産物活用状況調査（滋賀県教育委員会） 

２ 朝食摂取状況調査                 ５ 草津市のまちづくりについての市民意識調査 

３ 草津市健康増進課事業年報           ６ 外食栄養成分表示推進事業（草津保健所） 



                                             

「ココロ豊かにカラダ元気に 食で育む笑顔があふれるまち草津」 基本理念 

市民一人ひとりが食育を通じて、食に関する知識と食を選択する力を身につけ、健全な
食生活を実践することにより、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育み、
笑顔があふれるまち草津を目指します。 

 計画の推進体制 

食育ネットワークを再構築し、実践の環（わ）を広げるための取り組みを進めていきます。 
健幸都市くさつ 
ロゴマーク 

基本方針 重点的な取り組み 

市役所・保健所 等 まちづくり協議会連合会 
健康推進員連絡協議会 
社会福祉協議会 
草津市消費生活学習会 
ボランティア団体  等 保育所（園） 

幼稚園  
子ども園 
学校    等 

医師会 
歯科医師会  
栄養士会  等 草津市農業協同組合 

食品流通業者 
商工会議所 
司厨士協会 
市内事業所   等 

 
食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画です。 
国や県の食育推進計画および「草津市健幸都市基本計画」「健康くさつ２１（第２次）」等の関連する

計画と整合性を図りながら、効果的な食育の取り組みを推進していきます。 計画の位置づけ 

くらし 
食の楽しさや食への感謝を実感し、豊かな
心を形成します  １ 
ささえる 

望ましい食習慣の形成と実践を促進し、 
健康の維持・増進をはかります  

 ２ 
つなぐ 

食文化継承や地産地消によるまちづくりと、 
人に安全・自然に優しい食環境づくりを 
推進します  ３ 

食を通じたコミュニケーションを 
実践する 
バランスのとれた食事を意識し、 
実践する 
地場産物を認知し、利用する 



                                              

項目 現状 

全市民 ６０．０％ 

平成３５年度（目標） 

９０％ 

らし  く  食を通じたコミュニケーションを実践する 重点的な取り組み 

多様化するくらしの中で、共食の割合が減少しています。 

共食をはじめとした食を通じたコミュニケーションの実践は、食の楽しさや食への感謝を実感することにつな

がり、心を豊かにします。 

また、健全な食生活を実践するためには、「食」への関心を高めることが大切です。 

食育に関心を持つ市民の増加を目指します。 

 
食の楽しさや食への感謝を実感し、 

豊かな心を形成します 基本方針 

《食育に関心がある人の割合》 
 指標（重点） 

基本施策 食に興味を持ち、食を楽しむ 
食に対する感謝の心を身につけ、正しい食のマナーを守る 
食を通して人と人をつなぐ共食への意識の向上を図る 
毎年６月は「食育月間」、毎月１９日は「食育の日」です！ 

＜なぜ６月が食育月間？＞ 

食育基本法が成立した月が平成１７年６月であることや、年度が明けてから取り組みやすい時期

であることから、毎年６月は食育月間となりました。 

＜なぜ１９日が食育の日？＞ 

食育の「育」という言葉が「１９」という数字を連想させることや、「食」という言葉が「しょ→初→１、 

く→９」ということで「１９」を連想させることから、毎月１９日は食育の日となりました。 

草津市では、大型商業施設にて、食育の日（毎月１９日等）に 

地場産の野菜を使ったレシピの配布等を実施しています。 

例えば「旬を感じる食事をとること」や、「家族や友人と食卓を囲むこと」も、 

食育のひとつです。「食育の日」には、意識して実践してみましょう！ 



                                             

項目 現状 

２０歳代男性 １８．８% 

２０歳代女性 ２９．８% 

３０歳代男性 ２５．５% 

３０歳代女性 ５１．４% 

平成３５年度（目標） 

３６% 

６４% 

４４% 

６７% 

項目 現状 

２０歳以上 ２７０．２ｇ／日 

平成３５年度（目標） 

３５０ｇ／日 

さえる  バランスのとれた食事を意識し、実践する 重点的な取り組み 

望ましい食習慣を確立することは、健康的な生活を送る第一歩となります。 

食習慣の乱れは、肥満や生活習慣病予防を引き起こすリスクを高めます。 

生活習慣病予防や健康管理につなげ、健全な食生活の実践と継続をささえる食育の充実を図ります。 

 
望ましい食習慣の形成と実践を促進し、 

健康の維持・増進をはかります 基本方針 

《バランスのとれた食事に気をつけている人の割合》 

《野菜の平均摂取量》 

 指標（重点） 

草津市クックパッド公式キッチン「草津・たび丸 kitchen」をチェック！ 

「草津・たび丸 kitchen」では、草津市産の農産物等を使ったレシピや、特産品など草津市産 

農産物の魅力を伝える情報、その他食育に関する情報などを掲載しています！ 

もちろん、レシピにはカロリーや食塩相当量も掲載していますので、ぜひチェックし、 

日々の食生活に取り入れてみましょう！ 

草津・たび丸 kitchenの QR コードはこちら → 

基本施策 食に関する知識と、自身に合った情報を選択する力を身につける 
食を通じた健康づくりへの関心と理解を深め実践する 
食育に関連した学習機会の提供など、食育推進運動を積極的に展開する  さ 

バランスのとれた食事に気をつけている人の増加を目指します。 
野菜の摂取量の増加を目指します。 



                                           

項目 現状 

全市民 ５０．６％ 

平成３５年度（目標） 

７０％ 

 つ なぐ 地場産物を認知し、利用する 重点的な取り組み 

草津の気候や風土に結びつき受け継がれてきた地場産物や郷土料理を、食を通じてつなぐことは、 

地産地消の推進につながります。地場産物購入への意識を高め、購入できるような環境づくりを進める

ことや、食品ロスの削減等、環境に配慮した食生活の実践が大切です。 

 
食文化継承や地産地消によるまちづくりと、 
人に安全・自然に優しい食環境づくりを推進します 基本方針 

地場産物を購入するよう心がけている人の増加を目指します。 

《地場産物を購入するよう心がけている人の割合》 
 指標（重点） 

基本施策 伝統食や行事食の継承を推進する 
食環境を意識し、食品ロス削減を図る 食品の安全・安心について基礎的な知識を習得する 

食品ロス削減＆健康づくりの 
「３０１０運動＋」 
ロゴマーク 

草津市産の農産物「ベジクサ」を知ろう！ 

草津市は良質な近江米の産地であり、近畿最大規模のビニールハウス群がある野菜の産地でも

あります。 

温暖な気候と豊かな水、そしてビニールハウスのおかげで、一年中安定しておいしい野菜が生産

でき、主に水菜やほうれん草、ねぎや大根が多く作られています。 

また、「草津メロン」や「愛彩菜」、「琵琶湖元気アスパラ」、「琵琶湖からすま蓮根」など「草津ブラ

ンド」に認証されている野菜もあります。 

草津市産の農産物「ベジクサ」を食べて、おいしく健幸になりましょう！ 

愛彩菜 草津メロン 琵琶湖からすま蓮根 


