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第１ 目的及び基本的な考え方 

 

１ 大綱策定の目的 

三笠市は、明治の開拓期から北海道の食及び周辺地域の農業に大きな影

響を与えてきた歴史を誇るとともに、平成２４年度には社会で活躍できる幅

広い視野を持った食のプロフェッショナルを育成する北海道三笠高等学校

を開校するなど、「食1」のちからにあふれたまちです。 

   一方、国の「食」に関わる取組としては、食育基本法制定後、第４次食育

推進基本計画を策定して、「食は命の源であり、私たち人間が生きるために

食は欠かせない。また、国民が健康で心豊かな生活を送るためには、健全な

食生活を日々実践し、おいしく楽しく食べることやそれを支える社会や環

境を持続可能なものにしていくことが重要である。」とされています。 

   また、北海道総合開発計画（平成 28年 3月閣議決定）では、「食」や「観

光」など北海道の強みを活かし、本格的な人口減少時代にあっても人々が豊

かな暮らしを送ることのできる地域社会の形成を図ることとされています。 

こうした状況を見据えた中で、本市として、食のまちづくり2に関する基本

理念及び役割を定め、市、市民、教育関係者等、事業者及び関係団体が食の

活用による地域の活性化に主体的に参画し、又は協働して取り組み、本市の

特性や地域資源を生かした魅力ある食のまちづくりを推進するため、「三笠

市食のまちづくり基本条例」を制定したものです。 

本大綱では、三笠市食のまちづくり基本条例第３条の基本理念及び第９ 

条の施策の大綱に基づき、本市が推進すべき必要な施策の大きな骨組みとし

て、この大綱を定めます。 
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２ 基本的な考え方 

食のまちづくりは、三笠市食のまちづくり基本条例の基本理念及び施策

の大綱に掲げる次のようなまちづくりが構築されることを目指します。 

（１）基本理念 

ア．食のまちづくりは、食が生命を養い、健康を保つために欠くことのでき

ないものであることを認識して、食育3を通じた市民4の健全で豊かな食生

活環境の充実及び発展に努めるものとする。 

イ．食のまちづくりは、北海道三笠高等学校の生徒やその卒業生をはじめ、

誰もが食に関する知識又は技術若しくは技能を学べる環境の充実及び発

展に努めるものとする。 

ウ．食のまちづくりは、食を多様に活用することにより本市の産業全体が発

展し、市内経済の持続的な振興が図られる環境の充実及び発展に努めるも

のとする。 

エ．食のまちづくりは、我が国の食糧自給率の向上を目指すとともに、本市

の旬の食材を食する地産地消5の促進及び食の安全性の確保を図り、食を

育む環境の充実及び発展に努めるものとする。 

オ．食のまちづくりは、食が観光における基本的なサービスの一つであり、

来訪者に本市の特性を感じさせる重要な要素であることを認識して、食と

連携した観光の充実及び発展に努めるものとする。 

カ．食のまちづくりは、食が日常生活に深く関わるものであることを認識し

て、市、市民、教育関係者等6、事業者7及び関係団体8が主体的に参画し、

互いに理解し合い協働して推進するよう努めるものとする。 

キ．食のまちづくりは、本市の肥沃な大地によって育まれた食味の高い食材

を活用するとともに、北海道各地の滋味豊かな食材を積極的に取り入れ、

北海道全体の食との連携にも努めるものとする。 
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（２）施策の大綱 

ア．食育を通じた健全で豊かな食生活の推進に必要な施策 

  イ．食に関する教育の推進に必要な施策 

  ウ．食を活用した産業及び経済の推進に必要な施策 

  エ．食を育む環境の推進に必要な施策 

  オ．食と連携した観光の推進に必要な施策 

  カ．その他食のまちづくりを推進するうえで必要となる施策 

これらの食のまちづくりの構築に向け、「第２ 食のまちづくり基     

本条例の基本理念に基づく基本方針等」で現状と課題を明らかにし、基本

方針を示します。 
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第２ 食のまちづくり基本条例の基本理念に基づく基本方針等 

 

１ 食育を通じた健全で豊かな食生活の推進 

（１）現状と課題 

食育基本法において、食育とは生きる上での基本であって、知育、徳 

育及び体育の基礎となるものであり、様々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できる人間を育てる

ものと位置付けられています。 

高齢化が進行する中で、健康寿命の延伸や日本人の最大の死亡原因と

なっている生活習慣病の予防が課題となっており、生涯にわたって健全

な心身を培い、豊かな人間性を育むためには、妊産婦や乳幼児から高齢者

に至るまで、ライフステージ9やライフスタイル10、多様な暮らしに対応し

切れ目のない生涯を通じた食育の推進が重要です。 

このため、市、市民、教育関係者等、事業者及び関係団体が連携した中

で、市民一人ひとりが食の大切さを理解し、自ら健全な食生活を実践する

ことができるよう、本市における食育に関する取り組みを推進していく

ための計画の策定が必要です。 

 

（２）基本方針 

食は生命を養い、健康を保つために欠くことのできないものです。 

そのため、健全な食生活を日々実践し、おいしく食べることやそれを支

える社会や環境を持続可能なものにしていくことが必要です。 

国は、「食育基本法」を制定し、国民が健全な心身を培い、豊かな人間

性を育むための食育を推進し、施策を総合的かつ計画的に推進すること

等を目的として「食育推進基本計画」を策定しました。 

本市においても、既存の計画において施策を推進してきましたが、さら

に食育を通じた豊かな食生活の推進を図るため、「三笠市食育推進計画

（仮称）」を策定し、市民が医食同源などの食に関する知識を深めるとと

もに、食に関わる機会の創出に努め、健全な食生活を送れるよう、生活習
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慣病の予防や改善と健康寿命の延伸を図るため、食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

２ 食に関する教育の推進 

（１）現状と課題 

平成２４年４月に社会で求められる食のプロフェッショナルを育成す

ることを目的として、北海道内で初となる食物調理科の単科校である北

海道三笠高等学校が開校しました。 

平成３０年７月には北海道三笠高等学校の生徒がこれまで学んできた

技術を披露するとともに、コスト管理や接客などスキルアップを図るこ

とを目的として、東日本で初となる高校生レストランが開設しました。 

食は人が生きていく上で、必要な栄養素を摂取するだけではなく美味

しい食事を楽しむことも大切な要素であり、幼児や小中学生、高齢者に至

るまで、それぞれの過程における調理など食に関する教育も必要である

ことから、市と関係機関等が連携して食に関する学ぶ機会の創出を図っ

ていくことが必要です。 

 

（２）基本方針 

食物調理科として開校した北海道三笠高等学校においては、調理師免 

許や製菓衛生師国家試験受験資格等の取得による食のプロフェッショナ

ルを養成していくほか、高校生レストランでの研修を通じて、食に関する

さらなる専門的知識や技術を身に付け、接客や経営力などを学ぶことに

より、社会で活躍できる人材の育成に努めます。 

また、市民に対しても、高校生レストランに併設されている調理施設等

を活用した料理教室や地域イベントなどの開催により、食に関する知識

や技術等を学べる環境の充実を図り、食に関する教育の推進に努めます。 
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３ 食を活用した産業及び経済の推進 

（１）現状と課題 

本市の産業は、石炭を中心とした関連企業と野菜と水稲を主とする農 

業が地域社会、経済を形成してきました。 

しかし、昭和３０年代後半からのエネルギーの変革により、昭和４６年

には住友奔別炭鉱、平成元年には唯一残っていた北炭幌内炭鉱が閉山す

るなど、炭鉱離職者の雇用対策が緊急課題となったため、三笠工業団地の

造成を行い、企業の誘致を図り産業の育成を推進してきました。 

このような状況の中で、平成２４年４月に本市の特性を生かした高等 

教育の確保を図るため、食物調理科の単科校である北海道三笠高等学校

が開校しました。 

また、平成３０年７月には北海道三笠高等学校の生徒の研修施設であ 

る三笠高校生レストランが開設し、本市の豊富な農産物の活用による地

産地消の推進やＰＲを図り、主要産業である農業の活性化と高校生レス

トランへの入込みによる交流人口の増加など、市内経済の活性化にも繋

がっており、本市を特色づける新たなまちづくりの芽が育ち始めていま

す。 

しかし、本市には北海道三笠高等学校の卒業生が身に付けた食に関す 

る知識や技術等を生かせる産業が育っていません。 

このような状況から、食を多様に活用する産業の育成が不可欠である 

ことから、食に関連する起業・企業への支援施策や企業誘致の推進を図っ

ていくことが必要です。 
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（２）基本方針 

産業及び経済の推進は、既存の産業を活用するとともに、食材等の生

産、製造、加工、流通、販売、調理などの各分野において食を多様に活用

できる環境を整えて、北海道三笠高等学校卒業生をはじめとした起業者・

飲食店への支援や食関連産業の誘致のほか、特産品の開発や地域おこし

協力隊制度の活用などによって市内産業の育成を図り、本市の産業全体

の発展と市内経済の持続的な振興の推進に努めます。 

また、農業や観光とも食を通じた連携を推進し、相互の発展に努めます。 
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４ 食を育む環境の推進 

（１）現状と課題 

本市の農業は、恵まれた気候条件を背景に野菜を中心とした畑作・水稲

を基幹作物とし、国の産地指定を受けている玉ねぎをはじめ、きゅうり、

メロン、スイカなど、古くから先人の農業者の労苦や現在の農業者の弛ま

ぬ努力によって、今日まで質の高い農産物を生産しています。 

一方、経済の自由化が加速する国際社会の中で、農業従事者の高齢化

や担い手・後継者不足など、農業を取り巻く環境は依然として厳しい状

況にあり、持続的・発展的に本市農業の確立を図るためには、新規就農

者の確保、担い手の育成支援がとりわけ重要となっています。 

また、我が国の令和２年度における食料自給率は、カロリーベースで 

３７％と多くを海外からの輸入に頼っています。 

     このような状況から、農業の６次産業化に向けた支援や民間企業等と

の連携による地産地消の推進のほか、保育所等や学校、三笠高校生レス

トラン等における地場産物の活用等による農業の持続的な発展を図っ

ていくことが必要です。 

 

（２）基本方針 

市民の健全な食生活の推進や本市の食産業の推進には、市内農業の  

安定した経営が重要です。 

このような状況から食料の安定供給と地場産物の活用等による農業の

持続的な発展を図るため、新規就農者の確保・担い手の育成支援をはじめ

とし、農業の６次産業化に向けた支援や民間企業等との連携による地産

地消の推進のほか、学校や保育所等、三笠高校生レストラン等における地

場産物の活用による地産地消に努めます。 

また、担い手への農地集積や労働生産性の向上を図るため、農地整備や

スマート農業の推進に努めます。 

さらに、農業者や民間企業等と連携し、ふるさと納税をはじめとした 

ＰＲ等を含め、農産物の高付加価値化や販路拡大に努めます。 
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５ 食と連携した観光の推進 

（１）現状と課題 

本市の観光資源は、桂沢湖周辺での自然景観を楽しむことをはじめ  

とし、日本一のアンモナイト化石の収蔵を誇る三笠市立博物館のほか、日

本で初めての産業鉄道が敷設された幌内鉄道の歴史資料の保存展示がさ

れている三笠鉄道記念館があり、記念館周辺ではＳＬやトロッコの乗車

が可能であるほか、北海道で初めて道の駅に指定された道の駅三笠や隣

接する食の蔵、日本ジオパークネットワークへの加盟が認められた三笠

ジオパーク11、平成３０年７月に開設した三笠高校生レストランや、近年、

増加しているワイナリーなどにより知名度は徐々に高まってきています。 

また、近年においては、食が観光目的の重要な要素の一つとなってお

り、本市においても三笠高校生レストランや道の駅三笠に隣接する食の

蔵など、食を目的とした観光に注目が集まっており、さらに食観光の確立

を図っていくことが必要です。 

 

（２）基本方針 

近年において、食は観光目的の重要な要素の一つとなっていること  

から、本市においては、三笠高校生レストランや道の駅三笠に隣接する食

の蔵をはじめ、達布地区のワイナリーなど本市の特色を生かした食関連

施設と本市の自然と文化が形成する三笠ジオパークのジオツアーによる

教育旅行と食の連携のほか、民間企業等との連携による農産物の収穫体

験を受け入れるなど、体験型の食観光の推進に努めます。 

また、飲食店や食に関連する企業の誘致など、産業の振興を図っていく

とともに、施設整備を含め、食と連携した観光の推進に努めます。 
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第３ 推進体制等 

 

 １ 推進体制 

    食のまちづくりを総合的に推進するため、基本計画策定委員会を設置

し、進めます。 

 

２ 推進体系 

    別添 

 

３ 参考資料 

    三笠市食のまちづくり基本条例 

 

 

 

1  食材又は食材若しくは食品の生産、製造、加工、流通、販売、調理等を通して食事に

至るまでの全てのことをいいます（三笠市食のまちづくり基本条例第 2 条第 1 号） 

2  食を守り、育み、または活かすまちづくりをいいます（同条例第 2 条第 2 号） 

3  市民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等

が図れるよう、自らの食について考える習慣や医食同源などの食に関する様々な知識と

食を選択する判断力を正しく身に付けるための学習等の取組みをいいます（同条例第 2

条第 4 号） 

4  市内に住所を有する者及びその組織する団体をいいます（同条例第 2 条第 5 号） 

5  地域で生産、製造若しくは加工された食材又は食品を地域で消費することをいいます

（同条例第 2 条第 3 号） 

6  教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に

関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及びその組織する団体をいう

（同条例第 2 条第 6 号） 

7  農林漁業者等（農林漁業者及び農林漁業に関する団体）及び食品関連事業者等（食品

の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体）をいい

ます（同条例第 2 条第 7 号） 

8  商工会、農業団体及び観光協会その他食のまちづくりを効果的かつ効率的に推進する

上で必要と認められる団体をいう（同条例第 2 条第 8 号） 
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9  人間の一生において節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育

て、退職等）によって区分される生活環境の段階のことをいいます。 

10  生活の様式や営み方、また人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方をいいま

す。 

11  ジオパークとは、「地球・大地（ジオ）」と「公園（パーク：Park）」とを組み合わせ

た言葉で、「大地の公園」を意味します。三笠ジオパークでは、世界的にも有名なアン

モナイトをはじめとする一億年前の生命の痕跡、石炭という大地の遺産の恩恵を受けな

がら暮らしてきた、炭鉱まち特有の文化を感じることができます。 


