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はじめに 

 

今日のライフスタイルの多様化や生活習慣病の増加、食料消費行動の変化、

外食や中食（弁当や惣菜等の利用）の増加による食簡便化等の社会的背景をふ

まえ、国は平成１４年に「健康増進法」、平成１７年には「食育基本法」をそれ

ぞれ制定しました。 

そのような動きの中で、熊本県では平成１８年に「熊本県食育推進計画」、平

成２０年には「熊本県健康増進計画」が策定されました。 

本市は、平成１５年に県による「子どもの食育パートナーシップ事業」の立

ち上げに協働し、地域全体での食育に取り組むとともに、平成１７年１月には、

「水俣・芦北地域子どもの食育推進計画」を策定し、“子ども自身に身につけた

い能力”、“家庭や地域によるサポート”、“食環境の整備”の３本柱で将来を担

う子ども達の食育を推進してきました。 

また、平成２０年３月に「水俣市健康増進計画」、平成２４年３月に「第２期

水俣市健康増進計画」を策定し、生活習慣病予防に重点をおいたさまざまな取

組みを推進しています。 

さきに推進した「子ども対象の食育の取組み」では、一定の成果を得られま

したが、残された課題もあり、今後も子ども対象の継続した取組みは必要です。 

また、不適切な食生活が生活習慣病に繋がることから、新たに生活習慣病予

防・重症化予防の観点を取り入れ、「成人期」、「高齢期」を新たに加えたライフ

ステージに応じた取組みを、関係機関相互の連携を強化しながら推進していく

ため、「水俣市食育推進計画」を策定しました。 

市民の皆様をはじめ、関係機関の皆様のより一層のご理解をいただき、水俣

市が「食」を通して元気になれるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました水

俣市食育推進検討会の委員の皆様をはじめ、関係者の皆様に、心から感謝申し

上げます。 

 

 

平成２７年３月 

                       水俣市長 西田 弘志 
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第１章 計画策定の趣旨等 

 

１ 計画策定の趣旨 

 本市は温暖な気候に恵まれており、四季折々の豊かな農水産物の宝庫です。

「食」は、健やかな成長と、健康な人生を送るために必要なものであり、市 

民一人ひとりの身体にあわせてそれぞれの望ましい「食」があります。 

しかし、近年のライフスタイルの多様化は、食生活にも変化を及ぼし、生活

習慣病の増加につながりました。 

 本市は、平成１５年の熊本県による「子どもの食育パートナーシップ事業」

や平成１７年の「水俣・芦北地域子どもの食育推進計画」により、子どもの食

育を推進してきました。 

また、平成２０年には、市民一人ひとりが生活習慣を見直し、より一層の健

康増進、発病を予防する「一次予防」に重点をおいた「水俣市健康増進計画」

を、平成２４年には、すべての市民が心身ともに自立し、健康的に暮らすこと

を基本理念とした「第２期水俣市健康増進計画」をそれぞれ策定し、市民全体

で実践しやすい身近な健康づくりも推進しています。 

食育は子どもから大人まで生涯必要であり、栄養・食生活も健康な生活を送

る上で不可欠です。各世代における食生活の現状をふまえ、望ましい食生活の

実現に向け、新たに生活習慣病の発症予防と重症化予防の視点も入れた取組み

を、市民をはじめ市民が生活する多様な関係者と連携して進めることで、健康

で豊かな食生活を実現できる水俣を目指すため、「水俣市食育推進計画」を策定

します。 

 

２ 計画の性格 

 この計画は、第５次水俣市総合計画を上位計画とし、市民の健康増進、食育

推進のための基本的事項を示すものです。 

 この計画の推進にあたっては、国の「食育基本法」に基づき、県の「健康食

生活・食育推進計画」を参考とし、「水俣市健康増進計画」他各種計画との整合

性を図るものとします。 

 

３ 計画の期間 

 この計画は、平成２７年度から平成２９年度までの３年間の計画とします。 

 

４  計画の対象 

 この計画は、乳幼児から高齢者までライフステージに応じた栄養・食生活の

取組みを推進するため、全市民を対象とします。 
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５ 計画の策定及び策定後の進捗管理体制 

 この計画は「水俣市食育推進検討会」において策定しました。 

 今後は計画推進の現状確認及び実施に伴う計画の見直し、市独自の資料収集

等の検討ほかを水俣市健康高齢課に事務局を置いて推進していきます。 

 

 

 

水俣市食育推進検討会 
    

  
 

  所属 備考 
   

  
 

1 水俣市保育園協会 （乳幼児の視点） 
  

   
 

2 水俣市私立幼稚園協会 〃 
  

 
   

3 水俣市学校給食部会 （学校の視点） 
  

 
   

4 水俣市学校給食センター 〃 
  

   
 

5 栄養士会水俣支部 （職能団体の視点） 
  

   
 

6 水俣市 PＴＡ連絡協議会 （保護者の視点） 
  

   
 

7 水俣市食生活改善推進員協議会 （活動団体の視点） 
  

   
 

8 寄ろ会みなまた 〃 
  

   
 

9 ＪＡあしきた水俣基幹支所 （生産者の視点） 
  

   
 

10 ＪＡあしきた女性部 〃 
  

   
 

11 ＪＡあしきた青壮年部 〃 
  

   
 

12 農業女性アドバイザー 〃 
  

   
 

13 生活改善研究グループ連絡協議会 〃 
  

   
 

14 水俣市漁業協同組合 〃 
  

    15 水光社家庭会 （一般市民の視点） 
  

    16 水俣市老人クラブ連合会 〃 
  

    17 水俣市地域婦人会連絡協議会 〃 
  

    18 水俣保健所 （行政の視点） 
  

    19 水俣市教育委員会教育総務課 〃 
  

    20 水俣市教育委員会生涯学習課 〃 
  

    21 水俣市農林水産振興課 〃 
   

   22 水俣市福祉課 〃 
   

   23 水俣市健康高齢課 〃 
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第２章 水俣市の食の概況と特性 

 

 

①地域特性・環境（気候・風土） 

 水俣市は、熊本県の南に位置し、温暖で雨の多い海洋性気候の地域です。ま

た、平地面積が少なく、海山川の生態系を持つ自然豊かなところです。 

 この特性から、不知火海に面する海域では、タチ、アジ、カタクチイワシ等

の魚介類が、山ではみかん、デコポン、甘夏等の柑橘類が取れます。 

 また、みなまた茶やサラダ玉ねぎは全国的にも有名な産物となっています。 

 

 

②地域共同での食習慣 

 地域の特産物を販売する「総合物産展」や「地のもんフェア」等のイベント

や地域共同での食習慣、また、「スイーツのまちづくり」「ちゃんぽんのまちづ

くり」等食をテーマとする地域づくりの取り組みも盛んです。 

 また、昔からの地域の集まり（川まつり、観音さん・祇園さんまつり等）で

は、一緒に飲んだり、食べたりと地域での食文化が受け継がれています。 

 

 

③外食産業等の食環境の変化 

ここ数年、市内への外食産業の増加も目覚しく、以前はなかった２４時間営

業のコンビニエンスストアやファストフード店、回転寿司、バイキング（食べ

放題）等もでき、いつでも、手軽に美味しいものが食べられる環境になりまし

た。 

また、スーパーも増え、安い惣菜、菓子パン等の販売もあり、手軽に安価な

食べ物が手に入るようになりました。 

 

 

④地域の産業、生活の特性（仕事と生活リズム） 

 産業別就業状況をみると、第１次産業は少なく、第３次産業の就業が多い状

況です。 

専業農家は少ないですが、山間部の地域では兼業農家が多く、家庭菜園や退

職後に農業に従事されることも多いようです。 

 また、第３次産業のなかでは、医療機関や福祉施設等への従事人口が最も多

く、市内にある大規模事業所も三交替勤務制のため、生活や食事のリズムが不

規則な市民も多いと考えられます。 
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⑤地域の食習慣・家（個人）の食習慣 

海と山に囲まれ、多種多様な農林水産物が豊富な恵まれた地域です。 

各家庭でも豊富な海の幸をたくさん食べ、果物や団子・ケーキ等の和洋菓子

を間食とする食習慣が予想されます。 

 また、砂糖としょう油を使った甘辛い濃味付けも特徴です。 

 

 

⑥食べ方・代謝（体の中の状態）と健診結果 

食べ物の栄養素は全て、体の中で消化、吸収され、代謝されていきますが、

一人一人の食べた物、食べる量によって、血液データが変化します。 

また、身体の中の代謝は、一人一人の遺伝、体格、環境等に影響され、個人

差があります。 

 私たちのエネルギー源になる食べ物は糖（炭水化物）、蛋白質、脂肪ですが、

糖分の多い食べ物（米、イモ類、果物、菓子類等）を過剰摂取すると、余分な

分は脂肪組織に蓄積され肥満の原因になり、血液中の糖の値も高くなります。 

 また、魚、肉等の蛋白質はエネルギー源であると同時に、身体を構成する大

切な栄養素ですが、必要以上の量を取りつづければ、同時に摂取する脂肪の取

りすぎにもつながり血液中のコレステロール、中性脂肪の値が高くなります。 

 脂肪（特に動物性の脂肪）の過剰摂取や漬物、汁物の塩分、しょうゆ等の調

味料の塩分の過剰摂取は血圧を上げる原因にもなりかねません。 

 また、甘辛く濃い味付けは、糖分とともに塩分も取ります。 

 そして、このような食べ方が、健診結果として、「高血糖」「高血圧」「脂質異

常（ＬＤＬコレステロール）」に現れています。 

 

 

⑦医療の状況 

本市は、医療機関が多く、医療にかかりやすい環境でもあり、国保医療費が

高い状況ですが、糖尿病、高血圧での受診が多く、腎不全での受診、人工透析

患者割合も高いという重症化している方も多い状況にあります。 

 



水俣市の食習慣の背景と健康課題

⑥ ⑦

①地域特性・環境（気候・風土） 

・温暖で雨の多い海洋性気候。 

・平地面積が少なく、海山川の生態系を

持つを豊かな自然環境。 

⑤地域の食習慣 
 ～海と山に囲まれ多種多様な農林水産物が豊富～ 
 

魚：１回に食べる量が多い。さしみ、焼き魚 

野菜：自家製の野菜を食べる。野菜と思ってイモ類をよく

食べる 

果物：みかん山が多く、作業中の水分補給はみかん。

ジュースや砂糖漬けでも食べる。 

飲物：「元気になるために」ー栄養ドリンクの備蓄あり。 

間食：甘いもの、イモ類、団子が多い。 

おもてなし：来客があれば茶菓子と漬物でおもてなし。 

漬物：「寒漬」（砂糖としょう油で甘い漬物） 
調味料：濃味好み。砂糖としょう油で甘辛く。 

地域でよく取れる食品 
○農産物：玉ねぎ、ねぎ、米、大根、甘藷、馬

鈴薯、キャベツ、かんきつ類（デコポン、甘夏）、

茶 

②地域共同での食習慣 
○地域の集まり、祭り（一緒に飲んだり食べたり） 

 ・川まつり、祇園さんまつり等 

 （ちらし寿司、巻寿司、さしみ、煮しめ、団子等） 

  

 

○イベント 

・総合物産展（海産物、農産物の販売） 

・地のもんフェア（しらす丼フェア、えびフェア等） 

・スイーツのまちづくり  加盟店１２店 

・ちゃんぽんのまちづくり  加盟店１５店 

 家（個人）の食習慣 

     食べ方 
 

 代謝（体の中の状態） 

 

○糖質の多い食品 
・イモ類の収穫が多く、野菜と思ってよく食べ

る。 

・みかん山が多く、よく食べる。 

・来客は茶菓子でおもてなし。 

・スイーツ店が多い。 
 
 

○野菜の食べ方 
・いも類や根菜類をよく食べる。 

・ビタミンＡを多く含む緑黄色野菜

（葉物）摂取が少ない 
 

 
 
 
 

○塩分が多い   
・濃い味好み。砂糖としょう油で甘辛い

味。 

・「鍋」単位で作って、何度も温め塩辛く

なる。 

・漬物、寒漬 

・ちゃんぽん店が多い 

   健診結果 
   Ｈ２３年度特定健診   

    有所見者状況 

 
 
 
 
  １位  高血糖  
 ＨｂＡ１ｃ５．２以上（ＪＤＳ値）  

     ６５８人 （５４．５％） 

 
 
 
 
    ２位 高血圧 
収縮期血圧（１３０以上）６０１人   
     （４９．６％） 
 
 
 
 
 
 
３位ＬＤＬコレステロール     
（１２０ｍｇ/ｄｌ以上） ５３４人     
     （４４．１％） 

③外食産業の増加と利用 
・コンビニ８店（Ｈ１０年以前はなし） 

・スーパーで、安い惣菜、菓子パン等の販売 

・ファミリーレストラン、２４Ｈ営業のファーストフー

ド店 

仕事と生活リズム・仕事の仕方と食 
 
・三交替での労働者が多く、生活リズム、食事時間が不規
則 

④地域特性・産業 
  

     医療の状況（国保医療） 
 
 
 

     腎不全 
   受診率県内１位 
 
 
 

       糖尿病 
      受診率県内２位、 

    １人当たりの診療費１位 
 
 
 

       高血圧 
 １人当たりの診療費県内３位 
 
 
 
 

        ↓ 

  １人当たりの年間医療費 

     約４７万円（県内１位） 

    （熊本県：約３３万円、 

      全国：約３０万円） 

     栄養 
 

    
       

          糖質 
 
 
 

    

          塩分 
 
 
 

   

   脂質 
 
 
 
 
 

  たんぱく質 

◎九州のしょう油は甘いんです！
県名 塩分濃度 名称 原材料名

東京都
キッコーマン
食品（株）

特選
丸大豆しょうゆ

20.0%
こいくちしょうゆ

（本醸造）
大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

長野県
キッコーマン
食品（株）

特選　丸大豆
減塩しょうゆ

9.2%
こいくちしょうゆ

（本醸造）
大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、アルコール、酸味料

佐賀県 宮島しょうゆ（株）
高級さしみ

あまくち
16.4%

さいしこみしょうゆ
（本醸造）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、糖類（異状化
液糖、砂糖、水飴）、アルコール、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、甘味料（甘草）

佐賀県 宮島しょうゆ（株） 本醸造 さしみ 16.4%
さいしこみしょうゆ

（本醸造）

小麦、脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、糖類（砂糖、
水飴）、カラメル色素、アルコール、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘
味料（甘草）

福岡県 ニビシ醤油（株）
特級 本醸造

うまくち
さしみしょうゆ

16.0%
こいくちしょうゆ

（本醸造）

脱脂加工大豆、小麦、食塩、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、ア
ルコール、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、
甘味料（甘草、ステビア）

福岡県 ニビシ醤油（株）
特級本醸造

うまくち　しょうゆ
17.2% こいくちしょうゆ

脱脂加工大豆、小麦、食塩、ぶどう糖果糖液糖、みりん、アルコー
ル、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）

長崎県 チョーコー醤油（株） さしみ 17.6%
こいくちしょうゆ

（本醸造）

脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、糖類（水飴、砂糖）、
小麦、着色料（カラメル）、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味料
（甘草）

長崎県 チョーコー醤油（株） 特級こいくち 16.4%
こいくちしょうゆ

（本醸造）
脱脂加工大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、ぶどう糖、アル
コール、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）

宮崎県
ヤマエ食品工業

（株）
さしみしょうゆ

あまくち
18.4%

こいくちしょうゆ
（混合）

脱脂加工大豆、小麦、食塩、アミノ酸液、果糖ぶどう糖液糖、アル
コール、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、甘味料（カンゾウ、サッ
カリンＮａ）、増粘剤（キサンタン）、ビタミンＢ１

熊本県
阿蘇

フンドーキン ゴールデン紫 16.8%
こいくちしょうゆ

（本醸造）
脱脂加工大豆、小麦、食塩、砂糖、ぶどう糖果液糖、アルコール、
調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）

熊本県
阿蘇

ＪＡ あまくち 16.8%
こいくちしょうゆ

（混合）

脱脂加工大豆、小麦、食塩、アミノ酸液、果糖ぶどう糖液糖、カラメ
ル色素、甘味料（ステビア、サッカリンＮａ、甘草）、調味料（核
酸）、保存料（安息香酸Ｎａ）

熊本県
阿蘇

ＪＡ 甘露 さしみ 15.2%
こいくちしょうゆ

（混合）

アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩、糖類（果糖ぶどう糖液
糖、水あめ、砂糖、ぶどう糖）、アルコール、カラメル色素、酸味
料、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア、甘草）、保存料（安息
香酸Ｎａ）

商品名

H23年5月診療
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第３章 計画の基本的考え方 

 

 人々が生命を維持し、健康な生活を送るために、栄養・食生活は欠くことの

できない営みであり、子ども達が健やかに成長し、多くの生活習慣病を予防す

る観点からも重要です。また、同時に、栄養・食生活は、社会的、文化的な営

みでもあります。 

 水俣市は、海と山に囲まれ多種多様な農林水産物が豊富で、昔からの食文化

も伝承されています。 

 その一方、外食産業の増加や生活リズムの変化から各家庭、個人の食生活も

大きく変化しました。糖質、塩分の多い食品を多く食べる一方野菜の食べ方は

少ない食生活が影響し、高血圧、糖尿病、腎不全という生活習慣病が市民の健

康課題となっています。 

 そこで、水俣市の食育推進計画では、本市の課題である生活習慣病予防を観

点に、ライフステージに応じた食育の推進と地域の産物や食文化についての理

解を深め、健康で豊かな食生活を実現しやすい食環境を目指す計画とします。 

 

         

 「水俣市食育推進計画」の体系      

 

 

 

 

 

基本理念（めざす姿） 

 

健康で豊かな食生活を 

実現できる水俣 

基本目標１ 

ライフステージに応じた 

食育の推進 

～健康な体づくり～ 

 

基本目標２ 

 

豊かな食生活のための 

食環境 

 

水俣市民（協働）水俣市食育推進検討会 
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基本理念 「 健康で豊かな食生活を実現できる水俣 」 

             

基本目標１ ライフステージに応じた食育の推進～健康な体づくり～ 

 

生涯繰り返す「食事」ですが、年齢を重ねるとともに生活様式は変化し、食

生活にも影響を及ぼします。 

各世代における食生活の現状をふまえ、望ましい食生活の実現に向けた取り

組みを、市民をはじめ市民が生活する場の多様な関係者からなる水俣市食育推

進検討会において情報や課題の共有を行うと共に、連携を図りながら推進しま

す。 

また、全国的な課題でもある生活習慣病は、本市においても単に個人の健康

問題に留まらず、医療や介護等社会保障の問題となっています。 

  がん、循環器疾患、糖尿病及び CKD（慢性腎臓病）に対処するため、合併

症の発症や症状の進展などの重症化の予防のための栄養・食生活対策を推進し

ます。  

         

１）子どもの食育の推進（妊娠、出産期・乳幼児期・学童期） 

子ども達が豊かな人間性を育み、健全な心と身体を培うためには、「食」が

重要であり、子育ての基本となります。様々な食の体験により豊かな味覚が形

成される大切な時期であり、子どもの頃の食生活の定着が生涯にわたる食習慣

へとつながっていきます。妊娠中からの母体の健康をつくる食生活、子どもの

頃からの望ましい食生活の定着化へ向けた取り組みを推進します。 

     

２）成人期の食育の推進 

 社会的にも家庭でも大きな役割を担い、気力・体力ともに充実した働き盛り

の世代は、生活が大きく変化する時期でもあります。仕事や家庭の問題で、生

活リズムも不規則になりがちで、肥満やメタボリックシンドローム、生活習慣

病等の健康問題も生じてきます。自分の健康状態を把握し、自分に合った望ま

しい食事や生活習慣の実践に向けた取り組みを推進します。 

 

３）高齢期の食育の推進    

加齢に伴い、身体機能の低下や味覚の感受性の低下、咀嚼力や飲み込む力の

低下が見られ、低栄養が問題となります。また、家族が独立し、独居や高齢者

のみの世帯となる等生活様式も変化します。 

高齢期になっても介護を必要とせず、健康的な社会生活を営むための身体機

能を維持していくための栄養・食生活の取り組みを推進します。 
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基本目標２ 豊かな食生活のための食環境 

 

  「食」は生命と健康の基本であり、私たちの生活に大きな楽しみや喜びを

もたらします。豊かな人間性を育み、生きる力を身につけ、生涯を健康に過

ごしていくためにもとても重要なものです。 

  食文化の伝承や地元の農林水産物を活かした地産地消を推進するとともに、

健康で豊かな食生活を実践していく食環境を目指し、関係機関、関係団体そ

れぞれの特性を活かし、連携を深めながら進めていきます。 

また、市民のライフスタイルの多様化等により、外食や中食（弁当、惣菜等）

の利用が増えています。市民が、望ましい食生活を実現していくためには、外

食や中食の提供においても、健康や環境に配慮した「食」のサービスを提供し

ていくことが重要です。 

市民が利用する「食」のあらゆる場面で、健康で豊かな食生活の実践を支援

するための環境整備を図ります。 

 

   

 １）食文化の伝承の取り組み 

  地域の特性を活かした行事食、郷土料理、家庭料理等の食文化を伝承して 

いく取り組みを推進します。 

 

 ２）地産地消の取り組み 

  新鮮で安全な農林水産品の供給と野菜の栽培体験、収穫体験等を通して、

食品に対する理解を深める取り組みや循環型農業体験の取り組みを推進しま

す。 

    

 ３）その他 

  食を通した世代間や地域とのふれあい等健康で豊かな食生活のための食環

境の取り組みを推進します。 
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基本目標１ ライフステージに応じた食育の推進 

１）子どもの食育の推進 

１）－（１）妊娠・出産期 

食に関する世代の特徴 

 

 

 

 

（現状と課題） 

母子健康手帳交付時の生活習慣等の聞き取りから妊婦の現状を見てみると、

非妊娠時の BMI（体格指数）１８．５未満のやせの妊婦が２０％おり（表１）、

妊娠以前から高血圧や糖尿病といった生活習慣病の既往歴をもった妊婦がいる

現状です。（表２） 

（表１：妊婦の体格）         （表２：妊婦の既往歴） 

 

 

 

 

 

 

妊婦健診の結果では、高血圧・蛋白尿・浮腫のいずれかの症状が出ている者

が１割、貧血の者が初期には約１割、後期には約５割と高い状況にあります。（表

３・４） 

これらの状況は、母体の血液の低栄養や低酸素状態、胎盤内の血流不足や胎

盤の機能異常を引き起こし、低出生体重児や発育が未熟な児が出生する可能性

が考えられます。 

（表３：妊娠初期（初回）の妊婦健診結果）  （表４：妊娠３０～３１週の妊婦健診結果）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・胎児は栄養素を全て母体の血液から補給する。 

・母体の栄養状態は、母体の健康維持のみならず、胎児の発育、分娩、授乳を含めた重要な役

割があり、時期によって母体に必要な栄養量が変化する。 

                                                                        

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ H24

194 197 211 188

数 173 170 170 142

割合 89.2 86.3 80.6 75.5

数 4 7 12 16

割合 2.1 3.6 5.7 8.5

数 16 20 29 30

割合 8.3 10.2 13.7 16.0

数 12 6 21 18

割合 6.2 3.0 10.0 9.6

数 13 17 15 15

割合 6.7 8.6 7.1 8.0

数 5 1 6 5

割合 2.6 0.5 2.8 2.7

妊婦健診結果集計

内
訳

異常なし

要指導

要治療

高血圧
たん白尿

浮腫

貧血

要
指

導

・

要
治

療

の

内

容

その他

受診者数

H25

数 37

割合 20.0

数 132

割合 71.4

数 16

割合 8.6

母子健康手帳交付時の生活習慣聞き取り結果より集計

BMI 18.5未満

BMI18.5～24.9

BMI25以上

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ H24

172 174 198 190

数 77 78 97 79

割合 44.8 44.8 49.0 41.6

県 50.2 48.1 51.3 51.7

数 12 16 16 4

割合 7.0 9.2 8.1 2.1

県 12.3 12.3 14.2 13.4

数 83 80 85 107

割合 48.2 46.0 42.9 56.3

県 37.6 39.6 34.5 34.3

数 9 14 18 24

割合 5.2 8.0 9.1 12.6

県 5.9 6.3 6.8 7.5

数 92 80 84 107

割合 53.5 46.0 42.4 56.3

県 45.0 46.1 43.0 44.0

数 9 12 3 5

割合 5.2 6.9 1.5 2.6

県 8.5 9.4 9.4 8.7

母子保健事業報告より

その他

要
指
導
・
要
治
療
の
内
容

高血圧
たん白尿

浮腫

貧血

要指導

要治療

受診者数

内
訳

異常なし

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ H24

172 174 198 190

数 77 78 97 79

割合 44.8 44.8 49.0 41.6

県 50.2 48.1 51.3 51.7

数 12 16 16 4

割合 7.0 9.2 8.1 2.1

県 12.3 12.3 14.2 13.4

数 83 80 85 107

割合 48.2 46.0 42.9 56.3

県 37.6 39.6 34.5 34.3

数 9 14 18 24

割合 5.2 8.0 9.1 12.6

県 5.9 6.3 6.8 7.5

数 92 80 84 107

割合 53.5 46.0 42.4 56.3

県 45.0 46.1 43.0 44.0

数 9 12 3 5

割合 5.2 6.9 1.5 2.6

県 8.5 9.4 9.4 8.7

母子保健事業報告より

その他

要
指
導
・
要
治
療
の
内
容

高血圧
たん白尿

浮腫

貧血

要指導

要治療

受診者数

内
訳

異常なし

H20 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ H24 H25

数 223 205 226 226 214 185

数 1 1 2 1 0 1

割合 0.4 0.5 0.9 0.4 0.0 0.5

数 2 0 0 0 1 0

割合 0.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0

数 1 1 1 0 0 0

割合 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0

母子健康手帳交付時の生活習慣聞き取り結果より集計

届出数

高血圧

糖尿病

腎疾患



 

- 10 - 

 

低出生体重児や発育が未熟な児は、そうでない児と比べて将来的に生活習慣

病になるリスクが高いと言われており、妊娠期は健康な児を出産するための妊

婦のからだ作りが重要となります。 

 

（施策の方向性） 

・妊産婦が健康な児を産み育てるために規則正しい食生活を送り、時期や体格

に合わせた栄養必要量を考えた食事が実践できるよう支援します。 

 

 

（評価の指標） 

・妊娠３０～３１週の妊婦健康診査における貧血の有所見者の減少 
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１）－（２）乳幼児期 

食に関する世代の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

乳幼児健診の問診や結果から幼児期の生活習慣を見てみると、朝食をほとん

ど毎日食べている児は、平成２４年度は１歳６か月児健診、３歳６か月児健診

ともに県平均を上回っていますが、欠食している児も１割程度いる現状です。

（表１） 

 

（表１：生活習慣調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・母乳またはミルクにより食がスタート。体重の増え方に気をつけ、授乳量不足に注意する。 

・３か月頃から糖・たんぱく質・脂肪の消化酵素が増加。 

・歯が生えるのにあわせて５～６か月から離乳食が始まり、消化吸収能力も高まっていく。味

覚の基礎が形成される時期でもある。離乳食の形態を徐々に固形にし、食べる回数、食品数

を増やしていき、いろいろな味覚の体験を日々繰り返していくことが重要。 

・離乳が進むにつれ、生活リズムを整える大切な時期であり、離乳の時期に応じた離乳食と母

乳・ミルクの必要量がある。 

・様々な食品の味や舌触りを楽しみ、手づかみ食べなど楽しさを増やしていく時期。 

・食物によるアレルギー症状がみられる子どもがいる。 

・乳歯の生え揃う３歳頃までに咀嚼機能が獲得される。                                                                                            

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ H２４ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

201 189 217 187 195 194 94 195 183 213

数 178 154 189 162 184 152 77 176 164 192

割合 88.6 81.5 86.7 86.6 94.4 78.4 81.9 90.3 89.6 90.1

県 74.6 72.5 73.8 74.8 86.8 85.1 83.1 83.4

数 5 7 12 5 6 13 7 13 7 5

割合 2.5 3.7 5.5 2.7 3.1 6.7 7.4 6.7 3.8 2.3

県 2.4 2.3 2.6 2.4 4.1 3.9 8.0 8.6

数 4 4 3 4 3 2 4 6 8 14

割合 2.0 2.1 1.4 2.1 1.5 1.0 4.3 3.1 4.4 6.6

県 1.2 0.9 1.0 1.0 1.7 1.9 1.6 1.8

数 0 5 5 3 2 5 3 0 4 0

割合 0.0 2.6 2.3 1.6 1.0 2.6 3.2 0.0 2.2 0.0

県 0.7 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7

数 3 3 2 0 10 1 1 2 2 3

割合 1.5 1.6 0.9 0.0 5.1 0.5 1.1 1.0 1.1 1.4

県 1.1 1.7 1.3 6.7 2.0 1.6 3.0 3.9

数 21 29 69 36 31 17 16 21 16 25

割合 10.4 15.3 31.7 19.3 15.9 8.8 17.0 10.8 8.7 11.7

県 26.6 25.8 23.8 29.1 21.9 19.4 18.7 20.9

数 140 149 174 146 145 119 72 147 115 128

割合 69.7 78.8 79.9 78.1 74.4 61.3 76.6 75.4 62.8 60.1

県 65.3 64.4 65.0 67.0 73.4 71.8 70.4 71.7

母子保健事業報告より

１歳６ヶ月児健診 ３歳児健診

受診者数

朝
食

ほとんど毎日
食べている

週に4～5回
食べている

週に2～3回
食べている

ほとんど
食べていない

夕
食

20時以降に
食べる

就
寝
時
間

21時までに
就寝する

22時までに
就寝する
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また、体格を見てみると、背景に低出生体重児との関連も考えられますが、

やせや低身長の児が１歳６か月児健診・３歳６か月児健診ともに増加傾向にあ

ります。（図１・２） 

 

（図１：やせ傾向）            （図２：低身長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児期は、離乳食をはじめとした児の成長発達に合わせた食生活を実践し

ながら、児の将来の生活習慣の基礎を確立していく時期にあたり、乳幼児に規

則正しい生活習慣を身につけさせるための保護者や家族等の関わりが重要とな

ります。 

 

（施策の方向性） 

・規則正しい生活習慣を身につけさせるための保護者や家族等の関わりの重要

性を周知します。 

・子どもの成長発達に合わせた食事のリズム・内容・量に関する知識の普及啓

発を行います。 

 

（評価の指標） 

・１歳６か月児健診、３歳６か月児健診における朝食を毎日食べさせる保護者

の増加 

・１歳６か月児健診、３歳６か月児健診における２１時までに就寝させる保護

者の増加 
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１）－（３）学童期 

食に関する世代の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

 乳幼児期には肥満傾向児はほとんどみられませんでしたが、就学し肥満傾向

児の割合が県・全国平均を上回っています（表１，２）。また、小学校の学年が

上がり思春期を迎え、やせ傾向児の割合が増加しています（表３，４）が、い

ずれも県・全国平均を下回っており、水俣市では肥満傾向児の方が課題と言え

ます。 

 

 

 このように、水俣市で肥満傾向児の割合が高い現状には、食習慣が大きく関

係していると考えられます。「平成２５年度食育推進に関する調査」において、

小学５年生及び中学２年生に食に関する意識調査が行われ、以下のような結果

が得られました（表５，６）。おおむね県平均と同等の値でありますが、朝食を

・学校生活（部活動・塾等も含む）を中心にした生活リズムとなり、買い食いや外食も増えて

いき、家庭による食事管理が難しくなっていく。 

・心身の成長が著しく活動も活発になることから、必要とする栄養量も多くなる。 

・補食としての「おやつ」から、嗜好品としての「おやつ」をとるようになる。 

・思春期を迎え、女子のやせ嗜好が見受けられる。 

・女子は月経が始まり鉄の必要量が増える。 

（表１） （表２） 

（表３） （表４） 
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毎日食べる児は９０％にとどかず、栄養のバランスを考えて食べる児は５０％

にとどいておらず、基本的な食習慣の定着が課題と考えられます。また、あま

い飲み物、お菓子等、塩からいものを取り過ぎないように気をつけている児は

おおむね５０％程度でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に朝食の内容について、朝食は主食（炭水化物）・主菜（たんぱく質）・副

菜（野菜：ビタミン類）がそろうことが理想的ですが、主食の１品のみという

児が２０～２５％程度みられます（表７，８）。主食（炭水化物）は糖質であり、

糖質のみの摂取は血糖値を急激に上昇させ、余分な糖質は脂肪として蓄えられ

てしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、「水俣・芦北地域子どもの食育推進計画」では、子ども自身に身につけ

たい能力を取組の柱としていましたが、その中でも「料理する能力」が達成で

きませんでした。 

この調査でも、家庭における実践（料理）も低い状況であり、子ども自身が

自ら食品を選択する力、料理する力を育てていくことも必要です。 

（表５） （表６） 

（表７） （表８） 
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（施策の方向性） 

・朝ごはんの必要性についての意識向上を図ります。 

・児童生徒が自分の体の成長や健康に必要な栄養を考え、自ら食品を選ぶ力、

料理する力を育むために支援します。 

 

（評価の指標） 

 ・肥満傾向児の割合が各学年で減少する。 

 ・痩身傾向児の割合は現状を維持する。 
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２）成人期の食育の推進 

食に関する世代の特徴 

青壮年期（概ね１９歳～３９歳） 

 

 

 

 

 

 

 

中年期（概ね４０歳～６４歳） 

 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

平成２３年度熊本県民健康・栄養調査結果からの成人期の食生活の現状は以

下のとおりです。 

１）食事バランスについて 

１日に２回以上、主食･主菜・副菜がそろう食事をしている人は男性４割、女

性３割です。年代別でみると４０代女性が一番低く、２０代、３０代女性の若

い世代も低い状況です。 

２）食べ方について 

朝食を食べない人は２０代、４０代男性

に多く、約４人に１人は朝食を食べない状

況です。 

 

 

○家庭から自立して、独り暮らし等が増え、自己の食事管理が必要となる。 

○就職、結婚、子育て等で食生活が大きく変化する。女性は、妊娠・出産の大切な時期。 

○外食や中食の利用が増える。 

○朝食を欠食する者が増える。 

○男性の肥満や女性のやせ等の問題が生じてくる。 

○外食や中食の利用が多い。 

○メタボリックシンドロームの予備群、該当者が増える。 

○糖尿病や高血圧、脂質異常等の生活習慣病の症状が現れ始める。 

○男女とも、肥満からくる関節疾患や女性においてはホルモン低下による骨密度低下が現れ始

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 17 - 

 

３）外食等の利用状況について 

外食、調理済み食を利用する割合は、３０  

代が最も高く約５割を占めます。 

 

 

 

 

４）脂質の摂取について 

３０歳以上の理想的な脂肪エネルギー比は２０～２５％ですが、男性３割、

女性４割が脂質の取りすぎ傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）野菜の摂取について 

野菜の１日摂取目標は３５０ｇです

が、平均摂取量は全年代で約１００ｇ

不足しています。特に２０代３０代の

摂取が少ない現状です。 

 

 

 

６）食塩の摂取について 

食塩摂取目標は、男性９ｇ、女性７．５ｇ未満ですが、平均摂取量は男性１

１．２ｇ、女性９．６ｇで取りすぎている人が８割を超えています。 

また、男女とも４０代から摂取量が増加しています。 
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特定健診結果からの健康状態は以下のとおりです。 

・男女とも血圧、ＨｂＡ１ｃ、ＬＤＬコレステロールの有所見率が高いですが、

男性は、肥満（腹囲・ＢＭＩ）、脂質（ＬＤＬコレステロール）の有所見率が高

く、女性は、ＬＤＬコレステロール、高血圧（収縮期血圧）の有所見率が高い

状況です。 

・特定健診の結果では、すでに動脈硬化を起こしている所見（眼底検査）の有

所見の割合が一番高い状況です。動脈硬化は、１０年～２０年かけて進行する

ことから、若い世代からの食事バランスが重要です。 

 

 表１ 平成２４年度特定健診有所見者状況（40 歳～74 歳） 

A B B/A C C/A D D/A E E/A F F/A a G G/a b H H/b c I I/c J J/A K K/A L L/A M M/A d N N/d

1,261 23.0% 351 27.8% 250 19.8% 160 12.7% 165 13.1% 52 4.1% 1,220 326 26.7% 1,240 567 45.7% 1,137 96 8.4% 603 47.8% 331 26.2% 561 44.5% 20 1.6% 1,129 208 18.4%

585 22.4% 243 41.5% 134 22.9% 103 17.6% 107 18.3% 32 5.5% 565 202 35.8% 576 264 45.8% 527 87 16.5% 304 52.0% 195 33.3% 231 39.5% 15 2.6% 525 105 20.0%

676 23.5% 108 16.0% 116 17.2% 57 8.4% 58 8.6% 20 3.0% 655 124 18.9% 664 303 45.6% 610 9 1.5% 299 44.2% 136 20.1% 330 48.8% 5 0.7% 604 103 17.1%

実施者 60未満
女90cm以上

合計

男性

女性

実施者 7.1以上 130以上 85以上 120以上 ＋以上

LDL 尿蛋白 GFR

男85cm以上
25以上 150以上 31以上 40未満 実施者 100以上

内臓脂肪症候群以

外の動脈硬化要因
臓器障害

腹囲 BMI 中性脂肪 ALT(GPT) HDL 空腹時血糖 HbA1c（NGSP） 尿酸
健診
受診者

受診率

摂取エネルギーの過剰 血管を傷つける

収縮期血圧 拡張期血圧

実施者 5.6以上

 

                                ※支援ツールにて作成 

医療費から見た健康状態は以下のとおりです。 

・生活習慣病での病院受診のうち、糖尿病、高脂血症の割合が３０歳代になる

と高くなり、年齢があがると高血圧の割合も高くなっています。 

・４０歳代では高脂血症、糖尿病の割合が高く、５０歳代、６０歳代では、高

血圧、高脂血症の割合が高くなっています。 

 また、男性は、年齢が上がるほど、高血圧での受診割合が高くなり、女性は

高脂血症での受診割合が高くなっています。（表２参照） 
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 表２ 平成２４年度 国民健康保険被保険者の診療状況 

 

20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 60－69歳

肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 高血圧

14.2% 22.1% 31.2% 35.9% 55 .5%

腎臓疾患 高脂血症 高脂血症 高血圧 肝臓疾患

5.6% 10 .0% 23 .9% 32 .9% 53.4%

糖尿病 糖尿病 糖尿病 高脂血症 高脂血症

5.2% 10 .0% 15 .7% 28 .8% 44 .6%

20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 60－69歳

肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 高脂血症

12.3% 24.0% 30.0% 40.3% 57 .8%

腎臓疾患 腎臓疾患 高脂血症 高脂血症 高血圧

5.5% 13.1% 14 .5% 33 .3% 48 .6%

高脂血症 虚血性心疾患 虚血性心疾患 高血圧 糖尿病

3 .2% 8.0% 13.8% 30 .0% 37 .4%

20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 60－69歳

肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患 肝臓疾患

13.2% 23.0% 30.7% 38.1% 53.7%

腎臓疾患 腎臓疾患 高脂血症 高血圧 高血圧

5.6% 10.4% 19 .7% 31 .5% 51 .8%

糖尿病 糖尿病 糖尿病 高脂血症 高脂血症

4 .5% 10 .3% 13 .8% 31 .1% 51 .7%

男性

１位

２位

３位

女性

１位

２位

３位

合計

１位

２位

３位
                          

※特定健診データ分析システムより 

 

 成人期の食生活では、脂質や食塩の過剰摂取、食事のバランスの悪さ、外食

等の利用によるエネルギー過剰、野菜不足などの実態があり、その結果が健診

結果でのＬＤＬコレステロール、血圧、腹囲等の有所見へとつながり、年代が

上がるにつれ高脂血症、糖尿病、高血圧という生活習慣病の発症へ関係してい

ると考えられます。 

 

（施策の方向性） 

生活習慣病を予防するために、エネルギー及び脂質の過剰摂取を避け、減塩、

野菜の適量等栄養必要量に関する知識の普及啓発を行います。 

 

（評価の指標） 

・メタボリックシンドローム該当者、予備群の減少 

・高血圧の改善 

・脂質異常者の減少 

・血糖コントロール不良者の割合減少 
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３）高齢期の食育の推進（概ね６５歳以上） 

食に関する世代の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現状と課題） 

（１）生活の変化 

家族が独立し、独居や高齢者のみの世帯になるなど、生活様式も変化してい

くため、生活の変化に合わせた食生活の維持も大切になります。 

特に１人暮らしでは１人分の食事づくりがおっくうになったり、食欲低下に

より、一日三食の食事のリズムが崩れがちになります。さらに男性では、調理

自体が難しいことも考えられます。 

また、個人差はありますが、日々の運動量の低下から、食事量が少なくなり、

必要な栄養量の確保が難しくなることも考えられます。 

（参考）本市の高齢者のいる世帯の状況と県・国との比較 国勢調査より

世帯数（世帯） 構成比（％） 世帯数（世帯） 構成比（％）
１１，３３２ １００．０ １０，８６４ １００．０

高齢者のいる世帯 ５，５５５ ４９．０ ５，５７３ ５１．３
１人暮らし世帯 １，６３８ １４．５ １，６９９ １５．６
高齢者夫婦世帯 １，７１４ １５．１ １，７００ １５．６
その他世帯 ２，２０３ １９．４ ２，１７４ ２０．０

６６４，３３８ １００．０ ６８６，１２３ １００．０
高齢者のいる世帯 ２８１，５４１ ４２．４ ２９５，６０９ ４３．１

１人暮らし世帯 ６１，２３４ ９．２ ６９，１１１ １０．１
高齢者夫婦世帯 ７３，４９６ １１．１ ７８，８４８ １１．５
その他世帯 １４６，８１１ ２２．１ １４７，６５０ ２１．５

４９，０６２，５３０ １００．０ ５１，８４２，３０７ １００．０
高齢者のいる世帯 １７，２０４，４７３ ３５．１ １９，３３７，６８７ ３７．３

１人暮らし世帯 ３，８６４，７７８ ７．９ ４，７９０，７６８ ９．２
高齢者夫婦世帯 ４，７７９，００８ ９．７ ５，５２５，２７０ １０．７
その他世帯 ８，５６０，６８７ １７．４ ９，０２１，６４９ １７．４

平成１７年度 平成２２年度
区分

総世帯数

総世帯数

本市

県

国

総世帯数

 

・加齢に伴い、身体機能や味覚（特に塩味、甘味）の感受性の低下、咀嚼力や飲み込

む力の低下がみられ、適切な食生活を営むことが難しくなっていく。 

・運動量の低下により、若い頃よりも食事量は少なくなる。 

・膵液の分泌が低下し、特に脂肪の消化・吸収力が低下する。 

・胃の粘膜が萎縮するため、胃液の分泌が低下する。 

・腸の運動能力が低下し、消化機能が衰え、便秘がちになる。 

・老化により、骨の中のカルシウム量が減少し、骨がもろくなり、骨折しやすくなる。 

・のどのかわき等の自覚症状が乏しく、脱水症状になりやすい。 

・認知機能の低下、関節疾患の増加等の身体状況の変化により食品購入や調理作業が

難しくなる。さらに男性高齢者では、調理作業自体の経験も少ないことが考えられ

る。 

・嗜好の変化、あるいは少食、下痢、便秘なども起こりがちになるが、食べる楽しみ

の中に生きる喜びを持つ人が増える。 
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（２）高齢者健診の結果から 

 高齢者健診等の結果では、ＢＭＩ１８．５未満（痩せ）の状況をみると、年々

増加傾向が続いており、栄養必要量の確保にも注意することが必要と思われま

す。 

また、高血圧、ＨｂＡ1ｃ、ＬＤＬコレステロールの要指導以上の方が多く、

脳血管疾患等の重篤な状況に陥るリスクは高いと考えられます。  

良好な血圧、血糖のコントロール方法や、個人に合わせた栄養バランス等、

生活習慣病重症化予防にための自己管理について、今後も継続した支援が必要

です。 

 

高齢者健診有所見者の状況（６５歳以上）

18.5未満 割合 25以上 割合 140以上 割合 90以上 割合
Ｈ２０ 1131 86 7.6% 229 20.2% 632 55.9% 222 19.6%
Ｈ２１ 1091 77 7.1% 229 21.0% 584 53.5% 192 17.6%
Ｈ２２ 1044 78 7.5% 206 19.7% 553 53.0% 191 18.3%
Ｈ２３ 1012 79 7.8% 190 18.8% 393 38.8% 176 17.4%
Ｈ２４ 983 86 8.7% 180 18.3% 382 38.9% 161 16.4%
Ｈ２５ 1011 94 9.3% 172 17.0% 408 40.4% 152 15.0%

100↑・140↑ 割合 5.2以上 割合 150以上 割合 120以上 割合
Ｈ２０ 1131 482 42.6% 440 38.9% 141 12.5% 550 48.6%
Ｈ２１ 1091 415 38.0% 500 45.8% 143 13.1% 510 46.7%
Ｈ２２ 1044 381 36.5% 669 64.1% 100 9.6% 484 46.4%
Ｈ２３ 1012 327 32.3% 615 60.8% 104 10.3% 388 38.3%
Ｈ２４ 983 277 28.2% 461 46.9% 99 10.1% 399 40.6%
Ｈ２５ 1011 299 29.6% 467 46.2% 120 11.9% 449 44.4%

Ｈ25－5.6以上

ＬＤＬ
年度 受診者数

血糖値 ＨｂＡ1ｃ 中性脂肪

年度 受診者数
収縮期血圧 拡張期血圧BMI

 

 

（施策の方向性） 

・高齢期の身体機能変化や生活状況の変化に応じた食生活の維持、継続に対す

る支援を行います。 

・個人の生活習慣病のリスクに応じた自己管理意識を醸成しながら、減塩、野

菜の適量摂取等の食生活支援を行います。 

 

（評価指標） 

・適正体重の人の割合の増加 



基本目標１　ライフステージに応じた食育の推進（まとめ）　
高齢期

青壮年期（概ね１９～３９歳） 中年期（概ね４０～６４歳） ６５歳以上

食
習
慣
の
背
景

・バランスの取れた食事をしている割合は、４０代女性が一番低い。
・朝食を食べていない人は２０代、４０代男性の４人に１人。
・外食、調理済み食を利用する割合は、３０代が最も多く、約５割。
・３０歳以上の男性３割、女性４割が脂質の取りすぎ。
・野菜は全年代で１００ｇ不足しており、特に２０代、３０代摂取が少ない。
・食塩の平均摂取は男女とも４０代から増加。
・男性は、肥満、脂質の有所見率が高く、女性は脂質、高血圧の有所見率
が高い。
・生活習慣病での受診のうち、４０代では高脂血症、糖尿病の割合が高
く、５０代、６０代では高血圧、高脂血症の割合が高くなる。

・学校生活を中心にした生活リズム
となり、買い食いや外食も増えてい
き、家庭による食事管理が難しくなっ
ていく。
・心身の成長が著しく、活動も活発に
なることから、必要とする栄養量も多
くなる。
・補食としての「おやつ」から嗜好品と
しての「おやつ」を摂るようになる。
・思春期を迎え、女子のやせ思考が
見受けられる。
・女子は月経が始まり、鉄の必要量
が増える。

妊娠期 乳幼児期 学童期

・母乳またはミルクにより食がスター
トする。体重の増え方に気をつけ、
授乳量不足に注意する。
・３ヶ月頃から糖、たんぱく質、脂肪
の消化酵素が増加する。
・歯が生えるのとあわせて５～６か
月から離乳食が始まり、味覚の基礎
が形成される。
・離乳が進むにつれ、生活リズムを
整える大切な時期。
・様々な食品の味や舌触りを楽し
み、手づかみ食べなど楽しさを増や
していく時期。
・食物によるアレルギー症状がみら
れる子どもがいる。
・乳歯の生え揃う３歳頃までに咀嚼
機能を獲得する。

・幼児健診結果から、朝食欠食児が
１割程度いる。
・やせや低身長の児が増加傾向に
ある。

・家庭から自立し、独り暮らし等で自
己の食事管理になる。
・就職、結婚、子育て等で食生活が
大きく変化する。女性は、妊娠・出産
の大切な時期。
・外食や中食の利用が増える。
・朝食を欠食する者が増える。
・男性の肥満や女性のやせ等の問
題が生じてくる。

成人期

・肥満傾向児の割合が県、全国平均
を上回る。
・朝食を毎日食べる児が９０％未満。
・朝食を摂っていても、主食の１品の
みという児が約２５％。
・栄養バランスを考えて食べる児が５
０％未満。
・甘い飲み物、お菓子、塩辛いものを
取りすぎないように気をつけている
児は５０％程度。
・家庭における実践（料理する力）が
少ない。

・朝食を毎日食べさせる保護者の増
加
・２１時までに就寝させる保護者の
増加

・妊産婦が健康な児を産み育てるた
めに規則正しい食生活を送り、時期
や体格に合わせた栄養必要量を考
えた食事が実践できるよう支援す
る。

・規則正しい生活習慣を身につけさ
せるために保護者や家族等の関わ
りの重要性を周知する。
・子どもの成長・発達に合わせた食
事のリズム、内容、量に関する知識
の普及啓発を行う。

・肥満傾向児の割合が各学年で減少
・痩身傾向児の割合の現状維持

・朝ごはんの必要性についての意識
向上を図る。
・児童生徒が自分の体の成長や健
康に必要な栄養を考え、自ら食品を
選ぶ力、料理する力を育むために支
援する。

食
に
関
す
る
世
代
の
特
徴

現
状
と
課
題

施
策
の
方
向
性

・胎児は栄養素を全て母体の血液
から補給する。
・母体の栄養状態は、母体の健康
維持のみならず、胎児の発育、分
娩、授乳を含めた重要な役割があ
り、時期によって母体に必要な栄養
量が変化する。

・非妊娠時のＢＭＩ１８．５未満のや
せの妊婦が２０％いる。
・妊娠以前から高血圧や糖尿病等
の生活習慣病の既往を持った妊婦
がいる。
・妊婦健診では、初期の１割、後期
の５割が貧血。

評
価
指
標

　

・生活習慣病を予防するために、エネルギー及び脂質の過剰摂取を避
け、減塩、野菜の適量等栄養必要量の知識を普及啓発する。

・メタボリックシンドローム該当者、予備群の減少
・高血圧の改善
・脂質異常者の減少
・血糖コントロール不良者の割合の減少

・加齢に伴い、身体機能や味覚の感受性
の低下、消化機能の低下、咀嚼力や飲み
込む力の低下がみられ、適切な食生活を
営むことが難しくなっていく。
・認知機能の低下、関節疾患の増加など
の身体状況の変化により、食品購入や調
理作業が難しくなる。
・男性高齢者では、調理作業自体の経験
も少ない。
・運動量の低下により、若い頃よりも食事
量は少なくなる。
・嗜好の変化や少食、下痢、便秘が起こり
がちになる。
・食べる楽しみの中に生きる喜びを持つ人
もいる。

・独居や、高齢者のみの世帯が年々増
加。
・高齢者健診の結果では、痩せが増加傾
向。
・高血圧、血糖、脂質の有所見率が高く、
脳血管疾患等のリスクが高い。

・高齢期の身体機能変化や生活状況の変
化に応じた食生活の維持、継続に対する
支援を行う。
・個人の生活習慣病のリスクに応じた自己
管理意識を醸成しながら、減塩、野菜の適
量摂取等の食生活支援を行う。
・

･適正体重の人の割合の増加

・外食や中食の利用が多い。
・メタボリックシンドロームの予備群、
該当者が増える。
・糖尿病や高血圧、脂質異常等の生
活習慣病の症状が現れ始める。
・男女とも、肥満からくる関節疾患、
女性においてはホルモン低下による
骨密度低下が現れ始める。

・妊娠３０～３１週の妊婦健康診査
における貧血の有所見者の減少

○地域の産物 

魚介類、柑橘系果物が豊富 

○地域共同の食習慣 

まつり（さしみ、巻寿司、煮しめ、団子） 

○食での地域づくり 
スイーツ、ちゃんぽん、地のもんフェア 

○食環境 

外食産業の増加    （コンビニ、スーパー、ファミレス） 

○生活の特性 

第３次産業が多く、交代勤務者が多い 

○地域の食習慣の特徴 
・魚、イモ類、みかん、漬物を
良く食べる 

・甘辛い濃い味好み 

・間食（甘いもの、いも類、団

子）が多い 
・おもてなし（お茶菓子、漬物） 

○食べ方 

・糖質、脂質の多い食品が多い 

・野菜の食べ方が少ない 

・塩分の取り方が多い 

 
・生活リズム、食事の時間が不規
則になりやすい 

○からだの実態（健診結果・国保医療） 

・高血糖         糖尿病 

・高血圧      →  高血圧 

・高脂質（LDL)      腎不全 
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基本目標２ 豊かな食生活のための食環境 

 

（現状と課題） 

 核家族化が進み地域のつながりも希薄化し、以前からの食文化や郷土料理が 

継承されにくい状況になっています。一方で、以前からの地域の食習慣の特 

徴や食べ方から生活習慣病等健康への影響も出てきています。 

 また、ライフスタイルの多様化や食料消費行動の変化、食の簡便化等で食生 

活は大きく変化し、一見豊かになったように見える食生活ですが、食の生産へ 

の関心や理解不足等の個人の課題と地域の食環境の課題もあります。 

 

 

（施策の方向性） 

１）食文化の伝承の取り組み 

 地域の伝統文化行事や行事食、郷土料理等を大切にしながらも、健康に配慮 

した食の取り組みをそれぞれの機関で実施していきます。 

 

 

２）地産地消の取り組み 

 新鮮で安全な農林水産品を身近なところで手にすることができ、健康に配 

慮した食品や加工品を提供していきます。 

 また、それぞれの機関においても野菜等の栽培、収穫体験等の取り組みから 

地産地消を推進していきます。 

 

 

３）その他 

 食を通して世代間や地域とのふれあいや体験を推進していきます。 

また、食育に関する意識啓発を関係機関と連携を取りながら推進していきます。 
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第４章 計画の推進 

 

１ 推進体制 

 食育は幅広い分野に関わることから、家庭はもとより、保育園・幼稚園・学

校関係者、生産者、活動団体や職能団体など多様な関係者・関係団体がそれぞ

れの役割を果たしながら、連携して取り組むことが重要です。 

 このため、本計画の円滑な推進に向けて、水俣市食育推進検討会を中心に食

育を総合的・計画的に推進します。 

 

２ それぞれの役割・責務 

１）市民・家庭 

 食育基本法には国民の責務として、「生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら

努める」とされています。また、家庭は食育の重要な役割を担っています。 

家庭においては食卓での団らんを大切に、また、高齢者は培ってきた知識や

技術等経験を活かし、世代間で食に関する知識や伝統、文化を受け継いでいく

ことも重要です。 

 

２）保育園・幼稚園・学校関係者 

 子どもの健全な食生活の実現と豊かな人間形成を図るため、家庭や地域と連

携して子どもの発達段階に応じた食育を推進します。 

 

３）生産者 

 安全・安心な地元食材の提供に努め、地産地消を進めます。また、食の生産

に関して市民の理解を深めるために、学習できる場の提供や消費者との交流を

通じて情報の発信を行い、食育を推進します。 

 

４）地域・活動団体・職能団体 

 食生活の改善や食文化の継承など、様々な活動を通して、地域ぐるみで食育

を推進します。 

 

５）行政 

 計画に基づき、各分野が連携と役割分担を行い、関係団体・機関と連携しな

がら総合的に食育を推進します。 

 

 



３　具体的な取り組み
基本目標１　ライフステージに応じた食育の推進（取り組み）

高齢期
乳児期（主に保護者） 幼児期 青壮年期（概ね１９～３９歳） 中年期（概ね４０～６４歳） ６５歳以上

（幼稚園協会）
・食事前後のあいさつ（食への感謝）
・（全学年）三角食べや箸の使い方
の指導。喜んで食べる、規則正しい
生活習慣を基本に、家族の関わりの
重要性を周知。
・良くかんで食べる。
・いろいろな味付けに慣れる。
・（年長）親子料理教室実施

生産者

（JAあしきた女性部）
･米、野菜を自ら作り、また、それぞ
れを料理して美味しく味わう楽しみを
体験する。

（JAあしきた女性部）
・地域の公民館、集会場を使用して
の出前講座。

地域
　活動団体
　職能団体

（食生活改善推進協議会）
・４か月健診で、天然だしの取り方や
減塩について指導する。

（食生活改善推進協議会）
・親子クッキングを実施し、親子揃っ
て料理する楽しさを知らせる。
・食育劇により、食べ物と排泄の関
係を知らせる。

（食生活改善推進協議会）
・キッズクッキングを実施し、調理す
る楽しさ、食べる喜びを伝える。
（栄養士会）
・子どもの食育推進のために作成し
た「簡単げんきっずメニュー集」を活
用した食育活動の推進。
・子どもの頃からの生活習慣病予防
のための健康づくりについて、健康
まつり等の機会をとらえて試食体験
活動を実施する。
（水光社家庭会）
・自分で作って食べる楽しさを知って
もらう、朝ごはんの必要性を認識して
もらうため、夏休み親子料理教室を
実施。

（食生活改善推進協議会）
・まちかどクッキングの実施。
（栄養士会）
・健康まつり等の機会をとらえて、生
活習慣病予防のための正しい食生
活について啓発活動、栄養相談を実
施する。
・「野菜あと一皿レシピ集」を活用した
食育活動を実施する。
・低栄養予防のため、栄養相談を実
施する。
（地域婦人会連絡協議会）
･スローフードや、高齢者向け料理、
生活習慣病予防のための料理教室
の実施。
（老人クラブ連合会）
・地区ごとに健康づくり講演会
・女性リーダー会（毎月）

行政

（健康高齢課）
・母子手帳交付時に、児の成長に合
わせた母体に必要な栄養について
の指導を実施する。
・個別相談(来所、電話）
・医療機関との課題の共有や連携強
化を図る。

（教育委員会教育総務課）
・各小中学校において食事の重要
性、心身の健康、食品を選択する能
力、感謝の心、社会性、食文化を学
校現場で指導。
（福祉課）
【こどもセンター】
・季節に応じた調理実習の実施。
（健康高齢課）
･学校及び学校給食センター等関係
機関との情報の共有や連携強化を
図る。

（教育委員会生涯学習課）
・公民館「市民教室」にて「男の料理
教室」を実施。男性の積極的な調理
意識への意識の普及啓発を行う。
（健康高齢課）
･食事に関する個別相談を受け個別
指導を行う。
・介護予防事業での栄養講話の実
施。
・地域健康づくり出前講座の実施。
・食のお助け事業
　調理が困難な在宅高齢者に対し、
栄養指導や調理指導を行う。（食改
やボランティアが一緒に作る。）
・食の確保（宅配・配食）事業等、将
来的には全域での実施を目指す。

（JAあしきた女性部）
･化学調味料に頼らない自然食によるだしの取り方の教室。

（食生活改善推進協議会）
・地域健康づくり出前講座への参加協力。
・市民教室「男の料理教室」調理支援を実施。
・初心者向け男性料理教室の実施。
（栄養士会）
・健康まつり等の機会をとらえて、生活習慣病予防のための正しい食生活
について啓発活動、栄養相談を実施する。
・「野菜あと一皿レシピ集」を活用した食育活動を実施する。
（市P連）
・食育についての講演会の開催。
・ふれあい給食懇話会（試食会）、給食センター見学・視察、親子料理教
室、給食フォーラム等学校及び学校給食センター行事への参加。
（地域婦人会連絡協議会）
･スローフードや、高齢者向け料理、生活習慣病予防のための料理教室の
実施。

保育園
幼稚園

　学校関係者

施
策
の
方
向
性

・高齢期の身体機能変化や生活状
況の変化に応じた食生活の維持、継
続に対する支援を行う。
・個人の生活習慣病のリスクに応じ
た自己管理意識を醸成しながら、減
塩、野菜の適量摂取等の食生活支
援を行う。

（福祉課）
・幼稚園、保育園等での料理教室の取り組み。
（健康高齢課）
・４か月、６～７か月、１歳６か月、３歳６か月の各乳幼児健診時に
成長を考えた適切な生活習慣、食習慣、食品の適量を指導する。
・個別相談（来所、電話）
・親子クッキング実施への活動支援を行う。
・保育園、幼稚園との課題や情報を共有し、連携を深める。

・生活習慣病を予防するために、エネルギー及び脂質の過剰摂取を避け、
減塩、野菜の適量等栄養必要量の知識を普及啓発する。

(保育園協会）
・「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムの習慣を身につける。（カード作
り、パンフレット配布等）
・地域にある食材で、給食（料理）を作り食べることで「食」を身近に思える
よう促す。
・運動（体を動かす）し、何でも食べて、よく噛むことを知らせる。
・給食センター見学。
・家族ができるだけ一緒に食事するように、園だより、給食だより等で呼び
かける。

（教育委員会生涯学習課）
・公民館「市民教室」にて「男の料理教室」を実施。男性の積極的な調理意
識への意識の普及啓発を行う。
（健康高齢課）
・特定健診、特定保健指導の実施する。
・健診結果説明会での各人に必要な食品の適量や野菜摂取、減塩指導を
実施する。
･健診結果による個別訪問栄養指導を行う。
・地域健康づくり出前講座の実施する。

（学校給食部会）
・朝ご飯の摂取
・朝食キャンペーン
・朝食、給食に関する標語ポスター
作成
・給食残食調べ
・全校、学年集会での講話の実施
・学校、学級だよりによる啓発
・家庭科授業での栄養教諭の活用と
家庭との連携強化
（給食センター）
・各学校での食に関する指導
・給食センター見学、視察
・親子料理教室
（中学校）
・「My弁当の日」に自分で弁当をつく
る。
　

（幼稚園協会）
・食に関する講演会の実施。
（学校給食センター）
・ふれあい給食懇話会（試食会）
・給食センター見学・視察
・親子料理教室
・給食フォーラム、食育についての講演会

妊娠期 学童期
成人期

・妊産婦が健康な児を産み育てるた
めに規則正しい食生活を送り、時期
や体格に合わせた栄養必要量を考
えた食事が実践できるよう支援す
る。

乳幼児期

・朝ごはんの必要性についての意識
向上を図る。
・児童生徒が自分の体の成長や健
康に必要な栄養を考え、自ら食品を
選ぶ力、料理する力を育むために支
援する。

・規則正しい生活習慣を身につけさせるために保護者や家族等の関わり
の重要性を周知する。
・子どもの成長・発達に合わせた食事のリズム、内容、量に関する知識の
普及啓発を行う。
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基本目標２　豊かな食生活のための食環境（取り組み）　

生産者

（生活改善研究グループ）
・食の伝承活動。
（JAあしきた女性部）
・そば作り、豆腐づくり体験を実施する。

（JAあしきた水俣基幹支所）
・親子ふれあい農園の実施。
・地産地消の推進。
（JAあしきた女性部）
・唐芋の植え付け、収穫体験を実施する。
・田植え、稲刈り体験を実施する。
・そば作り、豆腐づくり体験を実施する。
（JAあしきた青壮年部）
・地産地消の推進。
・体験活動への協力。
（農業女性アドバイザー）
・地産地消の推進。
・体験活動への協力。
（生活改善研究グループ）
・地域産物を使った加工品の販売。
（漁協）
・「水俣漁師市」での地魚販売。
・学校給食への海藻（あおさ、あかもく）販売と一般販売の促進

（漁協）
・イベント等により、魚のさばき方や処理の方法の実演を通して魚の消費拡
大につなげる。

地域
活動団体
職能団体

（栄養士会）
・郷土料理や伝統食を、料理教室や健康まつりでの試食など、機会をとらえ
て伝承していく。
(市P連）
・どんどや等の伝統行事の実施。
（食生活改善推進員協議会）
･４か月健診にて、天然だしの取り方や減塩の指導をする。
・子育てママ料理教室支援として、伝承料理の作り方を指導する。
（寄ろ会）
・各地区の祭りや学校等で伝統行事、食文化を伝承していく。
（水光社家庭会）
・年末に「そば打ち体験」を実施し。副菜は、地元の食材を使った副
菜も調理する。
（婦人会）
･郷土の自慢料理の紹介。
・昔からの「そば打ち」、「みそ」「こんにゃく」「豆腐」等のスローフードの体験
活動の実施。（市民教室等）
（老人会）
・漬物づくりの伝承（減塩の漬物）

（栄養士会）
・地元の食材を使った料理を健康づくり応援店への支援で増やしていく。
・栄養士会会員の従事する施設などの献立に、地産地消を推進していく。
（市P連）
・各学校において、協力団体の支援を受けながら、子どもと一緒に農業体験
を実施する。
（食生活改善推進員協議会）
・調理実習等に使用する食材に地元のものを取り入れる。
（寄ろ会）
・菜の花事業　市内小学校と連携し、児童とともに菜の花を栽培。植えてから
自分の口に入るまでの行程を年間を通して体験させる。
・各地区では、地区で採れた産物を祭り等でふるまう等地区ごとに地産地消
の推進を図る。
（水光社）
・年末に「そば打ち体験」を実施し。副菜は、地元の食材を使った副菜も調理
する。
・安全、安心な商品、地産地消の取り組みの推進。
（老人クラブ）
・会員が作った地域産物を健康まつり等で販売する。
（婦人会）
・「固定種の野菜を残すため、プランター等でも良いので家庭菜園を作ろう」
活動をする。

（栄養士会）
・健康づくり応援店への支援活動
・保育園で「高齢者と子どものふれあい食事会」（予定）
（食生活改善推進員協議会）
・食育月間「県下一斉食育キャンペーン」(６月）へ参加する。
（婦人会）
・「ＦＬ種」「遺伝子組み換え食品」についての講習受講。

行政

（福祉課）
【こどもセンター】
・子育てママ料理教室を実施し、子育て中の若い母親が伝承料理を体験す
る機会を作る。
・餅つき、鏡開き、ソーメン流し、盆団子作りなどの行事を通して、こどもセン
ター利用者に食文化を伝える。（親から子、又は嫁への食の伝承）

（教育委員会生涯学習課）
・菜の花事業、大豆づくり等寄ろ会活動支援。
（農林水産振興課）
・みなまた新鮮市の開催（毎月第４土曜日）
・水俣漁師市の開催
・サラたまちゃん祭りの開催（毎年３月末）
（福祉課）
【こどもセンター】
・こどもセンター利用者が玉ねぎ植付や収穫の喜びを体験する機会を作る。
・畑やプランターを利用した作物づくりと、収穫、調理を体験する。

（保健所）
・くまもと健康づくり応援店の指定、継続支援、ガイドブックの作成。
・水俣・芦北地域食育連携会議、食育推進事業報告会の開催。
・食育月間「県下一斉食育キャンペーン」(６月）
（農林水産振興課）
【愛林館】
・そば、うどん、豆腐、こんにゃくの手作り体験教室。
・棚田食育士養成講座（年４回）（田植え、稲刈り等の体験や鶏をさばく体験）
・家庭料理大集合（田舎の食生活の豊かさを実感するイベント）
（福祉課）
【こどもセンター】もりっこサークルでの栄養士による簡単おやつ作りなどの
指導。

関係団体名 食文化の伝承の取組み 地産地消の取組み その他

（幼稚園協会）
・いも掘りなどの実体験を通して、食に興味を持つと共に、食べ物の認識や
口に入るまでの周りの方々への感謝の心を育てる。
（各小中学校）
・栽培、収穫した農産物を調理し、地域の方や異年齢とのふれあい会食の実
施。

（保育園協会）
・地域の行事等で食べられてきた料理を食べる。（年間行事と一緒に、鏡開
き、七草粥、節句、七夕、盆、十五夜、餅つき等）
・料理教室を開催する。
（幼稚園協会）
・園行事に餅つきなど伝統文化行事を取り入れる。
（学校給食部会）
・学級活動の時間に、栄養教諭と連携した授業を実施する。
・学級、家庭、地域が連携した食を取り入れた行事を実施する。
（給食センター）
・給食で郷土料理を子ども達へ提供する。
(各小中学校）
・児童が栽培したもので、そば打ちや餅つき等を実施する。

（保育園協会）
・料理や給食の材料を栽培し、収穫して料理する取り組みを実施。
・地域とふれあう中で、食材の名前を知り、味わう取り組みの実施。
・遠足等で、物産展等へ参加する。
・地域の食材を使った料理のレシピを配布する。
（学校給食部会）
・学校と、「寄ろ会みなまた」と連携した菜の花事業、大豆づくりを実施する。
・学校給食センターと連携した農家の視察、郷土料理の試食等による学校職
員の研修を実施する。
（給食センター）
・学校給食への地域産物の利用促進を図る。
（各小中学校）
・地域産物を栽培し収穫して食べる取り組みを実施。

保育園
幼稚園

学校関係者

- 26 -



水俣市食育推進計画策定メンバー

№ 所属団体 氏名

1 水俣市保育園協会 山田　弥生

2 水俣市私立幼稚園協会 元山　範子

3 水俣市学校給食部会 浦下　治

4 水俣市学校給食センター

5 熊本県栄養士会水俣地域事業部

6 水俣市PＴＡ連絡協議会 佐藤　りえ

7 水俣市食生活改善推進員協議会 渕上　陽子

8 寄ろ会みなまた 下田　国義

9 ＪＡあしきた水俣基幹支所 清水　和行

10 ＪＡあしきた女性部 渕上　由美子

11 ＪＡあしきた青壮年部 吉永　絋史

12 農業女性アドバイザー 古川　るり子

13 水俣市漁業協同組合 諌山　弘樹

14 水光社家庭会 福田　タエ子

15 水俣市老人クラブ連合会 松下　睦枝

16 水俣市地域婦人会連絡協議会 棚橋　康子

17 水俣保健所 佐藤　彩

18 高沢　克代

19 田上　幸代

20 田中　慶二

21 川端　康平

22 本田　聖治

23 前垣　由紀

24 川野　恵治

25 遠山　静香

26 大川　尊

27 和田　恭子

28 山科　智美

29 山口　千亜紀

30 加茂　孝文

31 江口　佳子

浦　万希子

水俣市教育委員会教育総務課

水俣市教育委員会生涯学習課

水俣市農林水産振興課

水俣市福祉課

水俣市健康高齢課
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