
新鮮な旬の食材をとり入れましょう

食塩を多く含む食品のとり過ぎには
気を付けましょう

栄養成分表示をみて
食品を選ぶ習慣を
身につけましょう

汁物は具だくさんにしましょう

だしのうま味を利用しましょう

低塩の調味料を利用しましょう

香辛料、香味野菜、
果物の酸味を入れましょう

焼く・揚げるで香ばしさをつけましょう

しょうゆやソースは
最初からかけるのではなく、
味をみてから使いましょう

めん類の汁を
残しましょう

食べ過ぎないように
しましょう

栄養成分表示（製品100g あたり）

エネルギー 　 137kcal
たんぱく質   　　  7.3g
脂質 3.2g
炭水化物            19.8g
食塩相当量           2.0g

食べ過ぎ注意

　食塩をとり過ぎると体内に水分が多くなり、血圧
が上昇します。血圧が高い状態が続くと、血管は次
第に厚く硬くなり、血管本来のしなやかさを失って
もろくなってしまいます(動脈硬化)。
動脈硬化は自覚がないまま進行し、やがて循環器
疾患（脳卒中や心疾患など）を引き起こしやすくな
ります。また食塩のとり過ぎは胃がんのリスクが高
まる事も分かっています。
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腹八分

いくちゃん

「おいしい減塩料理で
健康づくり」

食材選びでマイナス2g!

調理法でマイナス2g!食べ方でマイナス2g!

日本人の食事摂取基準
(2015年版)

5g

肉の加工品(ウィンナー、ベーコン、ハム)、漬物、
魚の加工品(かまぼこ、ちくわ、はんぺん、
塩漬けの魚)、麺類(ラーメン、うどん)など

食材の持ち味で薄味でも
おいしくいただけます。

具だくさんにすると汁の量が減るため、
同じ味付けでも減塩できます。

「かけて食べる」より
「つけて食べる」と
より過剰な塩分摂取を
防ぐことができます。

めん類の汁を残すと、
２～３gは減塩できます。

せっかくの塩分控えめ料理も
食べ過ぎれば、塩分の量も
エネルギーも多くなります。

かつおだし、昆布だし、いりこだし

酢、ケチャップ、
マヨネーズ、ドレッシング

香辛料、香味野菜、果物の酸味を
とり入れると塩分控えめでも
味にメリハリがつきます。

食材にほどよく焼き色や焦げ目をつけ
ると、香ばしい香りが味を引き立てます。

食塩摂取量の目標値

国民健康栄養調査
（平成29年）

食塩摂取量の平均値

男性

平均値目標値

8g

女性

平均値目標値

10.8g
10g

5g

10g
7g

9.1g

日本人の平均では
目標値より2g以上も多く
とり過ぎているんだね。

令和元年10月 3 0日
ふくふくプラザ

保健福祉局
健康増進課
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よく食べるものはあるかな?
食塩をとり過ぎていないか
食習慣を振り返ってみよう!

いくちゃん

食塩を多く含む食品の
とり過ぎに気を付けよう

食塩摂取源となっている加工食品ランキング

1位

6位

カップめん

辛子
めんたいこ

2位

インスタントラーメン

3位

梅干し

4位

高菜の漬物

5位

きゅうりの漬物

料理に含まれる食塩相当量の目安

国民健康・栄養調査のデータを解析し日本人が食塩を多く取っている食品についてのランキングをとりまとめたもの。
(医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研究部) 2017年3月

7位 塩さば

8位 白菜の漬物

9位 まあじの開き干し

10位 塩ざけ

11位 大根の漬物

12位 パン

13位 たらこ

14位 塩昆布

15位 かぶの漬物

16位 福神漬け

17位 キムチ

18位 焼き豚

19位 刻み昆布

20位 さつま揚げ

市食育推進
キャラクター

みそ汁
1.5g

サンドウィッチ(ミックス)
1.7g

ピザ(1切れ)
0.7g

五目チャーハン
2.9g

ぎょうざ
3.3g

幕の内弁当
4.0g

ハンバーグ定食
3.6g

焼きそば
3.1g

おにぎり(鮭)
1.4g

焼きとり(2本)
1.2g

おにぎり(梅)
2.1g

たこ焼き(6こ)
2.5g

カレーライス
3.3g

天丼
4.1g

きつねうどん
5.3g

スパゲティペペロンチーノ
4.2g

にぎり寿司(しょうゆ込み)
5.0g ※品物・製法・調理法により

ある程度の差があります。

1
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作り方
１．下準備した米、押し麦、水を炊飯釜に入れて炊く。
２．炊き上がったら、生姜を加え全体を軽く混ぜ合わせる。

生姜ご飯
生姜の爽やかな香りで、特に味付けしなくてもおいしく食べられま

す。 主食を選ぶ時は、精製度の低い穀類を取り入れると、不足
しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維を補うことができます。
例：玄米、発芽玄米、胚芽精米、黒米、赤米、押し麦、もち麦、

ライ麦、そば、あわ、きび、ひえ、小麦全粒粉等。

（主食は体を動かすエネルギー源）

いくちゃん

材料 4人分目安量 下準備

米 60 g 240 g 1.6合

押し麦 10 g 40 g

水 90 g 360 g

生姜 5 g 20 g 皮をむき、せん切りにする。

1人分

　米を研ぎ（押し麦は水洗い不要）米と押し麦を合わ
せた分量の1.2～1.3倍の水を加える。
時間があれば、30分程水に浸けておく。

4人分

3

年齢 (歳) 18~29 30~49 50~69 70以上 18~29 30~49 50~69 70以上

エネルギー (kcal) 2650 2650 2450 2200 1950 2000 1900 1750 647
たんぱく質 (g) 24.2
脂質エネルギー (%) 28
食塩相当量 (g) 2.18.0未満 7.0未満

男性 女性 実習
メニューの
栄養価

60 50
20~30 20~30

【１日に必要なエネルギー・栄養素の食事摂取基準】

実習メニュー
（主食）生姜ご飯
（主菜）揚げないトマト酢豚
（副菜）青菜のピーナツ和え
（副菜）具だくさんみそ汁

ご家庭でもぜひ
実践してみてね！

野菜の目標摂取量 １日350ｇ以上 実習メニューの野菜使用量 268ｇ
身体活動レベルふつう（Ⅱ）通勤，家事，軽いスポーツ等で１日３０分～１時間程度活動量がある方

１人分栄養価
エネルギー 250kcal
たんぱく質 4.3ｇ
脂質 0.7ｇ
炭水化物 54.7g
食塩相当量 0g


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分				4人分				5人分				6人分				30人分		4人分目安量 ニンブン メヤス リョウ		下準備 シタ ジュンビ

		米 コメ		60		g		240		g		300		g		360		g		1800		1.6合 ゴウ		　米を研ぎ（押し麦は水洗い不要）米と押し麦を合わせた分量の1.2～1.3倍の水を加える。
時間があれば、30分程水に浸けておく。 コメ ト オ ムギ ミズアラ フヨウ

		押し麦 オ ムギ		10		g		40		g		50		g		60		g		300

		水 ミズ		90		g		360		g		450		g		540		g		2700

		生姜 ショウガ		5		g		20		g		25		g		30		g		150				皮をむき、せん切りにする。 カワ ギ
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				男性 ダンセイ								女性 ジョセイ								実習
メニューの栄養価 ジッシュウ エイヨウカ

		年齢 (歳) ネンレイ サイ		18~29		30~49		50~69		70以上 イジョウ		18~29		30~49		50~69		70以上 イジョウ

		エネルギー (kcal)		2650		2650		2450		2200		1950		2000		1900		1750		647

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								24.2

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30								28

		食塩相当量 (g) ショクエンソウトウリョウ		8.0未満 ミマン								7.0未満 ミマン								2.1







材料 4人分目安量 下準備

豚細切れ肉 50 g 200 g

にんにく(チューブ） 1 g 4 g

片栗粉 2 g 8 g 大さじ１

ごま油 1 g 4 g 小さじ１

にんじん 15 g 60 g 皮をむき、一口大にきり，電子レンジ
(600W)で約2分加熱する。

玉ねぎ 25 g 100 g 皮をむき、一口大に切る。

ピーマン 20 g 80 g 中２こ へたと種を取り、一口大に切る。

黄パプリカ 10 g 40 g へたと種を取り、一口大に切る。

干椎茸 3 g 12 g 中４こ 水で戻し，一口大に切る。
戻し汁はとっておく。

たけのこ（水煮） 15 g 60 g 一口大に切る。

トマト 30 g 120 g 1/2こ 一口大に切る。

酢 10 g 40 g 大さじ2と1/2

さとう 4 g 16 g 大さじ2と1/2

ケチャップ 10 g 40 g 大さじ2と1/2

オイスターソース 5 g 20 g 大さじ1

干椎茸の戻し汁 5 g 20 g 大さじ１と1/3

片栗粉 1 g 4 g 小さじ1

こしょう 少々 少々

肉ににんにくをもみ込み，1人分約4こ
に丸めておく。

すべて混ぜ合わせておく。

1人分 4人分

揚げないトマト酢豚
（主菜は体をつくるたんぱく源）

フライパン1つで簡単！おいしく減塩できるコツが満載！
●酢やトマトの爽やかな酸味を利用する。
●肉の下味に、塩味は付けずに、にんにくの香りを付ける。
●肉に焼き目を付けて香ばしさを付ける。
●低塩の調味料のケチャップを使う。
●干椎茸の戻し汁のうま味を利用する。
●食材を炒めて、最後に表面に味付けする。

作り方
1．フライパンにごま油を入れて熱し、片栗粉を表面にまぶした肉を入れて、弱火で中まで火を

通し、皿に取り出す。
2．１のフライパンに玉ねぎ、パプリカ、ピーマンの順に加えて炒める。
3．２に火が通ってきたら、にんじん、干椎茸、たけのこ、トマトを加えて炒める。
4．１の肉を戻し入れて、合わせ調味料を回し入れ、とろみが付くまで全体にからめる。

肉

野
菜

4

１人分栄養価
エネルギー 223kcal
たんぱく質 12.1ｇ
脂質 10.9ｇ
炭水化物 19.8g
食塩相当量 1.0g

（副菜は体の調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源）

合
わ
せ
調
味
料


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分				4人分				5人分		6人分		28人分		4人分目安量 ニンブンメヤスリョウ		下準備 シタ ジュンビ

		豚細切れ肉 ブタ コマギ ニク		50		g		200		g		250		300		1400				肉ににんにくをもみ込み，1人分約4こに丸めておく。 ニク コ ニンブン ヤク マル

		にんにく(チューブ）		1		g		4		g		5		6		28

		片栗粉 カタクリコ		2		g		8		g		10		12		56		大さじ１ オオ

		ごま油 アブラ		1		g		4		g		5		6		28		小さじ１ コ

		にんじん		15		g		60		g		75		90		420				皮をむき、一口大にきり，電子レンジ(600W)で約2分加熱する。 カワ ヒトクチ ダイ デンシ ヤク フン カネツ

		玉ねぎ タマ		25		g		100		g		125		150		700				皮をむき、一口大に切る。 カワ ヒトクチダイ キ

		ピーマン		20		g		80		g		100		120		560		中２こ チュウ		へたと種を取り、一口大に切る。 タネ ト ヒトクチダイ キ

		黄パプリカ キ		10		g		40		g		50		60		280				へたと種を取り、一口大に切る。 タネ ト ヒトクチダイ キ

		干椎茸 ホ シイタケ		3		g		12		g		15		18		84		中４こ チュウ		水で戻し，一口大に切る。
戻し汁はとっておく。 ミズ モド ヒトクチ ダイ キ モド ジル

		たけのこ（水煮） ミズ ニ		15		g		60		g		75		90		420				一口大に切る。 ヒトクチダイ キ

		トマト		30		g		120		g		150		180		840		1/2こ		一口大に切る。 ヒトクチダイ キ

		酢 ス		10		g		40		g		50		60		280		大さじ2と1/2 オオ		すべて混ぜ合わせておく。 マ ア

		さとう		4		g		16		g		20		24		112		大さじ2と1/2 オオ

		ケチャップ		10		g		40		g		50		60		280		大さじ2と1/2 オオ

		オイスターソース		5		g		20		g		25		30		140		大さじ1 オオ

		干椎茸の戻し汁 ホシシイタケ モド ジル		5		g		20		g		25		30		140		大さじ１と1/3 オオ

		片栗粉 カタクリコ		1		g		4		g		5		6		28		小さじ1 コ

		こしょう		少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!









いくちゃん

青菜のピーナツ和え

乾煎りしたピーナツの香ばしい風味で、減塩でもおいしくいただ
けます。ピーナツやごま、くるみなどの種実類には、少量でもビタミ
ン、ミネラルが豊富に含まれています。野菜の和え物などにも積
極的に取り入れてみましょう。

作り方
１．小松菜は沸騰したお湯で茹でて、水に取り冷ます。水気を絞り、4cmほどの長さに切る。

にんじんも同様に茹でて水気をきっておく。
２．ボウルに茹でた野菜とピーナツ、めんつゆ、さとうを加え、混ぜ合わせる。

資料：厚生労働省「平成26年国民健康・栄養調査」

食塩の供給源
（20歳以上、男女計）

（副菜は体の調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源）

材料 4人分目安量 下準備

小松菜
（ほうれん草でも可） 60 g 240 g 1束強 根の部分を切り落としてよ

く洗う。

にんじん 10 g 40 g 皮をむき、細切りにする。

皮むきピーナツ 10 g 40 g フライパンで乾煎りし，め
ん棒等で細かく砕く。

めんつゆ 6 g 24 g 大さじ1と1/3

さとう 2 g 8 g 大さじ1と1/3

1人分 4人分

5

１人分栄養価
エネルギー 81kcal
たんぱく質 3.8ｇ
脂質 5.1ｇ
炭水化物 6.8g
食塩相当量 0.2g

塩分の多い調味料の
とり過ぎには気を付けよう！


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分				4人分				5人分				6人分				30人分		4人分目安量 ニンブン メヤスリョウ		下準備 シタ ジュンビ

		小松菜
（ほうれん草でも可） コマツナ ソウ カ		60		g		240		g		300		g		360		g		1800		1束強 タバ キョウ		根の部分を切り落としてよく洗う。 ネ ブブン キ オ アラ

		にんじん		10		g		40		g		50		g		60		g		300				皮をむき、細切りにする。 カワ ホソギ

		皮むきピーナツ カワ		10		g		40		g		50		g		60		g		300				フライパンで乾煎りし，めん棒等で細かく砕く。 カライ ボウ ナド コマ クダ

		めんつゆ		6		g		24		g		30		g		36		g		180		大さじ1と1/3 オオ

		さとう		2		g		8		g		10		g		12		g		60		大さじ1と1/3 オオ











材料 4人分目安量 　下準備

昆布(乾燥) 1 g 4 g 1g=10cm角

水 120 g 480 g

かつお節 2 g 8 g

さつま芋 20 g 80 g 食べやすい大きさに切る。

切干大根 4 g 16 g 水で戻し，固く絞って食べやすい
長さに切る。

まいたけ 20 g 80 g ほぐしておく。

油揚げ 8 g 32 g 8cm角2枚 熱湯で油抜きして、短冊に切る。

みそ 7 g 28 g 大さじ1と1/3

小ねぎ 2 g 8 g 小口切りにする。

1人分 4人分

昆布は表面の汚れを拭き取り，
分量より多めの水にしばらく浸けて
おく。

【作り方】
1.鍋に昆布の入った水を入れて火にかけ、沸騰直前に取り出す。
2.かつお節を加え、弱火で5分ほど煮て火を止める。しばらく置き、かつお節をこして

鍋に戻す。
3.さつま芋、切干大根、まいたけを入れて火にかける。
4.３に火が通ったら、油揚げ、みそを溶かし入れ，少し煮る。
5.器に盛り，小ねぎを添える。

具だくさんみそ汁

かつおと昆布だしのうま味、油揚げのコクで、減塩でもおいし
くいただけます。
具だくさんにすることで、汁の量が減るため、同じ味付けでも
減塩につながります。

（副菜は体の調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源）

６

１人分栄養価
エネルギー 93kcal
たんぱく質 4.0ｇ
脂質 3.3ｇ
炭水化物 12.9g
食塩相当量 0.9g

だ
し

具


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分				4人分				5人分		6人分		30人分		4人分目安量 ニンブン メヤス リョウ		　下準備 シタ ジュンビ

		昆布(乾燥) コンブ カンソウ		1		g		4		g								1g=10cm角 カク		昆布は表面の汚れを拭き取り，分量より多めの水にしばらく浸けておく。

		水 ミズ		120		g		480		g

		かつお節 ブシ		2		g		8		g

		さつま芋 イモ		20		g		80		g										食べやすい大きさに切る。 タ オオ キ

		切干大根 キリボシ ダイコン		4		g		16		g		20		24		120				水で戻し，固く絞って食べやすい長さに切る。 ミズ モド カタ シボ タ ナガ キ

		まいたけ		20		g		80		g		100		120		600				ほぐしておく。

		油揚げ アブラア		8		g		32		g		40		48		240		8cm角2枚 カク マイ		熱湯で油抜きして、短冊に切る。 ネットウ アブラ ヌ タンザク キ

		みそ		7		g		28		g		35		42		210		大さじ1と1/3 オオ

		小ねぎ コ		2		g		8		g		10		12		60				小口切りにする。 コグチギ
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