
平成２８年度第２回食育推進会議次第 

 

               日 時 平成２８年１０月２５日（火） 

                   午後２時から 

               場 所 保健センター ２階 講堂 

 

  １ 開会 

 

  ２ 議 事 

⑴  食育市民アンケート結果について 

 

 

⑵  今後のスケジュールについて 

 

 

⑶  第３次小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況について 

 

 

  ３ その他 

 

  ４ 閉会 

 

 

 

【配布資料】 

資料１ 第３回食育市民アンケート報告書（案） 

資料２ 食育推進計画策定に係る施策実施状況調査票 

資料３ 食育施策に該当する事業 

資料４ 計画骨子案 



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

1 15 1
食育月間・食
育の日の取組

食育月間（６月）及び食育の日
（毎月１９日）に因み、食育に
関するイベント等を行い、市
報・市HP・学校等で食育の啓発
活動を行う。

食育行事として、キッズカーニバルに食育ブースを出
展し、大人６００名、子ども４００名の計１０００人へ、食
育の普及啓発を実施することが出来た。
食育の日の取組として毎月１９日に乳幼児へ食育に
関する記事を配信した。
配信数：864名

【目的】Koganei-Styleを地域展開すること
【対象】全市民、地域住民
【方法等】食育に関するイベント等を行い、市
報・市HP・学校等で食育の啓発活動を行う

食育月間に、食の大切さについて普及啓発が
できるよう、６月に実施出来る周知方法を工
夫する。

３ 継続

6月の食育月間にあわ
せて、食育の普及啓発
を出来るように展開し
ていく

関係各
課
（健康
課）

2 15 2
小金井らしい
食生活の推進

乳幼児から高齢者までを対象に
した講座の開催等を通じて、野
菜を中心としたバランスのよい
食生活を推進する。

離乳食教室（192人）、栄養講習会（94人）、
フォローアップ教室（145人）等でバランスのよ
い食生活の啓発を行った。

【目的】Koganei-Styleを地域展開すること
【対象】乳幼児から高齢者まで
【方法等】講座の開催を通じてバランスのよい食
生活を推進

栄養講習会については、初めて、退職後の男
性向けに、調理実習を含めた講習会を実施し
た。好評ではあったが、申し込み数が少な
かったため、形式や周知方法については検討
が必要。
フォローアップ教室については、大きく形式
を変更し、疾病別から世代別へと教室内容を
変更した。より幅広い世代で、多くの市民に
参加してもらえるように、教室内容、開催
日、周知方法等の工夫をしたところ、参加者
数が増加した。まだ定員に達していない教室
もあるため、更なる周知方法を検討してい
く。

３ 継続
継続して市民の健康づ
くりに資する事業を、
広く展開していく

健康課

3 15 3
農業祭等での
啓発活動

農業祭等で食育に関するブース
を作る等、啓発活動を行う。

11月の農業祭において、市内産農産物の品評
会・展示・販売・宝船の作成、小金井農業の歴
史についてのパネル展示、江戸東京野菜の紹介
コーナーの設置などを行い、農業をアピールす
る様々なイベントを実施した。

【目的】小金井の農業、地場産農産物をＰＲす
る。
【対象】市民等
【方法等】市内農産物の品評会、展示、販売、市
内農産物を使用した宝船の展示、特産品である江
戸東京野菜やルバーブの紹介等を農業祭で行う。

平成23年度に宮地楽器ホール及びフェスティ
バルコートに会場を移したことにより集客も
増え小金井の農業を今まで以上にＰＲするこ
とができており、大きな課題はない。新たな
取組みとして農業絵画コンクールを開催し、
平成28年度から入賞作品を活用した農業カレ
ンダーの作成を行う。農業カレンダーでは、
旬の野菜のレシピを掲載する等小金井の農業
をＰＲする。

３ 継続

関係各
課
（経済
課）

4 15 4
循環型（エコ
ベジタブル）
教室の推進

土作り、種まき、野菜の収穫、
野菜くずを出さない環境に配慮
した料理教室の一連の流れを実
際に体験し、循環型社会につい
て学ぶ。

9月土作り、種まき
11月収穫体験（しんとり菜、伝統小松菜、大蔵
大根）、料理教室

料理教室は野菜くずを出さない調理法を実践。
資源循環の一連の流れを体験してもらうことに
より、循環型社会について学んでもらった。
参加者：21人

【目的】土作り、種まき、野菜の収穫及び野菜く
ずを出さない料理教室の一連の流れを体験するこ
とにより資源循環について学ぶ。
【対象】市民
【方法等】①土作り②種まき③収穫及び料理教室
の全３回。委託業者により実習。料理教室は市の
公共施設を利用し、他は東京学芸大学の実験圃場
を利用する。

昨年の課題を踏まえ、収穫体験を料理教室前
に行ったが、収穫物を一回置きに戻ることや
子どもと一緒に参加の場合、早い時間は辛い
という意見があったため、平成28年度は参加
者の状況と事業の目的を勘案して実施した
い。

３　継続
ごみ対
策課

5 15 5
夏休み生ごみ
投入リサイク
ル事業

夏休み期間中、家庭から出た生
ごみを小中学校に設置されたご
み処理機に投入することができ
る。希望者にはリサイクル堆肥
を配布する。

10校で実施し、約2.8トンの生ごみの減量と延べ
1,989人が参加。ボランティアの自主事業として
食用廃油の回収も行った。

【目的】夏休み期間中生ごみ投入を行うことによ
り、より多くの方が利用しやすいようにする。
【対象】市民
【方法等】市内小中学校１０校に設置してある生
ごみ処理機に市民が持参した生ごみを投入する。
スタッフは市民ボランティアが行う。

昨年度に比べ、投入量及び参加者数が減って
いる。平成13年から行っている事業である
が、今後、参加者数や投入量の増加が見込め
なくなってきているため、周知方法等検討す
る必要がある。

３　継続
ごみ対
策課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

平成28年10月25日

４　具体的な施策の展開

小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況調査票小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況調査票小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況調査票小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況調査票

(1)食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備～  　①啓発活動の充実

資料２



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

6 16 1
食育市民アン
ケート調査

市民の食育の実態を把握するた
め、本計画終了年度にアンケー
ト調査を実施する。

平成28年度に実施予定となっている。

【目的】市民の食育の実態を把握すること
【対象】18歳以上の市民2000人（無作為抽出）
【方法等】本計画終了年度にアンケート調査を実
施

第三次改定に向けて、平成28年度に食育市民
アンケートを実施し、市民の現状把握、分析
を行う。

３ 継続 健康課

7 16 2
食育ホーム
ページ

市民ボランティアによる編集委
員会をつくり、食に関する情報
を提供する。

食育ホームページのサイトリニューアルに従
い、情報を新サーバーに移行中である。運用の
止まっていたブログについて、更新を再開し
た。
市内小中学校との相互リンク済数
小学校　７校
中学校　４校

【目的】情報発信
【対象】市民
【方法等】
http://www.koganei-style.tokyo/

新サーバーへのデータ移行を完成させ、同時
に、新たなテーマを設けて記事を更新してい
く。

３ 継続 健康課

8 16 3
食育ホーム
ページ

関係各課の食育に関する事業を
紹介する。

市報に掲載される食育事業を一覧にして紹介し
ていたが、各児童館の食育イベントも合わせて
紹介するようにした。

【目的】情報発信
【対象】市民
【方法等】
http://www.koganei-style.tokyo/

今後も継続して実施していく。 ３ 継続 健康課

9 16 4
食育ホーム
ページ

地域の食育及び食生活に関する
情報を幅広く提供する。

小金井市食育ホームページ内で地域の食育活動
や野菜のレシピの紹介等、食に関する情報を掲
載している。
また、当該ホームページの認知度をあげるた
め、食育メールや食育ミニパンフレット、食育
ホームページレシピチラシ等で普及啓発を実施
した。

【目的】情報発信
【対象】市民
【方法等】
http://www.koganei-style.tokyo/

より多くの方に、小金井市食育ホームページ
を認知してもらえる様、チラシやし事業等で
普及啓発を実施していく。

３ 継続 健康課

10 16 5
地場野菜等の
情報提供

地場野菜等の種類・発売時期・
発売場所等の情報を食育ホーム
ページ等で提供する。

サイトリニューアルに従い、より市民が見やす
いように、写真の撮り直しを行った。

【目的】情報発信
【対象】市民
【方法等】
http://www.koganei-style.tokyo/

まだ更新中であるので、引き続き実施してい
く。

３ 継続 健康課

11 16 1
マタニティ
クッキング

妊婦とそのパートナー等に妊娠
期における栄養の摂り方等の講
義・実習・試食を行う。

実施回数：4回
参加者数：妊婦50人、パートナー30人
          その他1人

【目的】妊娠期における栄養知識・食事の摂り方
を習得し、家族の健康管理につなげていく。
【対象】おおむね妊娠３０週までの妊婦とパート
ナー
【方法等】管理栄養士による講義と調理実習

全体的にパートナーの参加申し込みが増加し
た。平日は定員に余裕があるが、土曜日の
キャンセル待ちが非常に多い。実習のためど
うしても定員が限られることと、毎月開催で
はないため、キャンセル待ちをどうするかが
課題。

３ 継続

キャンセル待ちで当日
参加できなかった人に
も情報提供出来るよう
な方法を検討する。

健康課

12 17 2 両親学級
妊婦とそのパートナー等に各種
講義を行う中で栄養講義を行
う。

実施回数：10回
参加者数：妊婦164人、パートナー131人

【目的】妊娠、出産、育児に関する知識の普及、
地域の友だち作りへの支援
【対象】妊婦とパートナー
【方法等】平日３日間コース又は土曜２日間コー
スの教室開催
市の母子保健事業説明、栄養講義、歯科講義、沐
浴実習、妊婦体験、妊婦体操及び呼吸法実習等

平日クラスは定員に余裕があるが、土曜日ク
ラスは毎回キャンセル待ちが出ている。

２ 充実

希望者が全員受講でき
ない現状のため、定員
増できるようにカリ
キュラム等を組換え予
定。

健康課

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　①乳幼児と保護者の食育推進 　　ア　保健センター

(1)食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備～  　②情報の整備



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

13 17 3 離乳食教室
８～１１か月の乳児の保護者を
対象に離乳食の講義、試食を行
う。

実施回数：12回
参加者数：192人

【目的】乳児の３回食のフォローをすることによ
り、食問題の予防・改善と、保護者の悩みの解消
をめざす。
【対象】８～１１か月の乳児の保護者
【方法等】離乳食の講義、試食

キャンセル待ちが非常に多い事業であった
が、児童館開催のものや他事業への紹介をす
ることにより、キャンセル待ち数も落ち着い
てきた。

３ 継続

H28年度より、対象者
を拡充し、６～７か月
時の保護者を対象にし
た講座を新規開設した

健康課

14 17 4
乳 幼 児 食 育
メール

各種健診・教室・相談への参加
者から希望者に対し、メールに
て食育等の情報提供を行う。

配信回数：毎月１回以上配信
登録者数（配信可能数）：864人
0～1歳 295人、2～3歳 292人、
4～5歳 277人

【目的】希望者に対し、メールにて乳幼児の食生
活に必要な知識や情報の提供をする
【対象】０～５歳の子どもの保護者
【方法等】毎月１９日に、コラムやレシピなどの
子どもの月例に合わせた情報提供のメール配信を
行う。

年１回のアンケートを実施し、ニーズの高い
情報発信に努める。

２ 充実

平成２９年度途中から
さらなる配信対象者の
増加を目的とし、メー
ル配信媒体の変更予
定。

健康課

15 17 5
こどもクッキ
ング

２～５歳児とその保護者を対象
に、調理・試食を含む栄養教室
を行う。

実施回数：4回
参加者数：子ども34人、大人33人

【目的】幼児期における食育として、まずは食に
興味を持ち、食べ物に触れ、楽しく食事が出来る
ことを目指す。また、保護者に食に関する情報や
子どもの食問題の対応方法を周知することで、子
どもと保護者の食意識の向上を図る。
【対象】２～５歳児とその保護者
【方法等】調理・試食を含む栄養教室

毎回定員を超える申し込みがあり、参加者の
満足度の高い事業である。より多くの方への
情報提供を目指し、メニュー等を乳幼児食育
メールで配信した。今後も継続して実施して
いく。

３ 継続 健康課

16 17 6
栄養講習会
(親子クッキン
グ教室)

小学生とその保護者を対象に、
生活習慣病予防につながるテー
マについて講義・実習・試食を
行う。

実施回数：1回
参加者数：親子9組19人

【目的】親子で楽しみながら食について学び、生
活の向上及び健康づくりへの意識の向上と技術を
習得することを目的とする。
【対象】小学生とその保護者
【方法等】栄養講義・実習・試食

低学年から高学年までの子どもが参加し、調
理実習と栄養講義を実施した。参加した子ど
もの意欲も高く、栄養バランスについての講
義も、理解できた子が多かった。更に充実し
た内容となるよう検討していく。

３ 継続 健康課

17 17 7
乳幼児保健相
談

乳幼児を対象に、地域センター
等で計測を行い、希望者に保健
師・管理栄養士等が相談を行
う。

実施回数：44回
実施者数：347人
実施場所：貫井南センター、東センター、婦人
会館、福祉会館、保健センター

【目的】乳幼児の健康保持および増進、保護者の
育児不安の解消を目的とする。
【対象】乳幼児
【方法等】各保健会場にて身体計測・育児、保
健、母乳及び栄養相談

気軽に育児相談出来る場として周知されてき
ている。
今後は、対応する職員体制を含め、事業の運
営方法を検討していく必要がある。

２ 充実

様々な相談内容に対応
できるよう、職員体制
の変更を検討してい
る。

健康課

18 17 8 栄養個別相談
管理栄養士によるアレルギー食
や子どもの小食・偏食の相談を
行う。

実施回数：12回
実施者数：36人
実施場所：保健センター

【目的】個々の状況に合わせた食生活の改善な
ど、生涯を通じ健やかな生活を送ることを支援す
ること
【対象】子どもの保護者
【方法等】管理栄養士によるアレルギー食や子ど
もの小食・偏食の相談（予約制）

今後も継続して実施していく。 ３ 継続 健康課



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

19 17 9
エンジェル教
室

５か月児とその保護者を対象と
した育児知識等の各種講習の中
で、離乳食の講義・試食を行
う。

実施回数12回(2日間コース）
参加者数　540人(延数）
離乳食の試食や講義を開く中で、他の参加者と
交流を図った。

【目的】知識・情報の提供を通して、食事に関す
る育児の不安や悩みを軽減する。
【対象】5か月児とその保護者
【方法等】毎月1回（年12回）1回2日間コース。
栄養の講義は2日目に実施。離乳食の試食や講義
を実施。他の参加者との交流を図った。

参加希望者が多く、アンケート結果における
評価も高い事業であるが、改善意見もあるた
め、アンケート結果を基に内容の改善を検討
する。

３ 継続

子育て
支援課
（子ど
も家庭
支援セ
ン
ター）

20 17 1
年間食育計画
の作成

食育計画や年間行事計画を作成
し、季節に応じた食育事業を実
施する。

年間を通して子どもたちと食を共にすることか
ら一食一食を大切にすることはもちろんのこ
と、年間の計画を作成し、体系的に食育事業を
実施した。

【目的】体系的に食育を行うため
【対象】主に在園児
【方法等】全職員で検討し、作成する。

今後も継続して取り組んでいく。 ３ 継続 保育課

21 17 2 離乳食講習会
栄養士による離乳食の講義を行
う。特に、地域からの参加の拡
充を図る。

在園児の保護者向けには、懇談会等で離乳食試
食会を実施した。
地域の方向けには、離乳食試食会や給食試食会
を実施した園もある。また、園庭開放等の機会
で食に関する相談にお答えしている。

【目的】離乳食の悩みや不安の解消
【対象】主に保護者
【方法等】懇親会等での離乳食試食会の実施。園
庭開放等で食に関する相談を承る。

今後も様々な機会で地域の方からの相談にも
お答えしていく。

３ 継続 保育課

22 17 3 ふれあい農業
農業体験として園児が収穫した
イモを、調理して食べる。

農家の方の協力による芋ほりや園庭で育てた野
菜等を子どもが収穫体験し、それらの食材を給
食及びクッキング保育で使用した（全５園２回
開催）。
収穫から体験することで、生産者への感謝や食
に対する興味の向上が図れた。

【目的】生産者への感謝や食に対する興味の向上
【対象】幼児（３歳～５歳児）
【方法等】農家の協力のもと芋掘りを体験する。
また、園庭で育てた野菜等を収穫する。収穫後、
調理し、食べる。

今後も継続して取り組んでいく。 ３ 継続 保育課

23 17 4 給食だより
給食だよりを掲示する。特に、
食育月間・食育の日の取組を行
う。

毎月、給食だよりを発行し、保護者の食に対す
る不安解消や家庭での食育の充実を図れるよう
情報提供を行った。

【目的】保護者の食に対する不安解消や家庭での
食育の充実を図る
【対象】保護者
【方法等】毎月、給食だよりを発行する。

保護者が食に対して興味を持てるよう、今後
もさらに内容を充実していく。

３ 継続 保育課

24 17 5
クッキング保
育

園児がクッキング体験をし、食
の知識やその大切さを学ぶ。

公立保育園で園児の調理体験を行った。食の知
識だけでなく、調理過程や器具の使い方等を伝
えることができた。

【目的】食の知識や大切さを学ぶ
【対象】幼児（３歳～５歳児）
【方法等】発達にあった調理方法、季節の料理な
どで計画し、調理体験を行う。

今後も継続して取り組んでいきたい。 ３ 継続 保育課

25 18 6
アレルギー相
談

アレルギーの子どもを持つ保護
者に対し、個別に相談し、給食
に反映させる。

食物アレルギーがある子どもの保護者と個別に
面談を行い、医師による生活管理指導表に基づ
いた対応で給食に反映させた。

【目的】個別の状況を確実に把握し、安全な給食
を提供する
【対象】食物アレルギーを持つ児童の保護者
【方法等】保護者と個別に面談を行う。

年々食物アレルギーのある子どもが増加して
いるが、今後も保護者と連携を密にとり、対
応していく。

３ 継続 保育課

26 18 7
栄養士による
出前講座

市立保育園の栄養士が児童館に
出向き、食育相談を行う。

年に５回程度児童館に行き、離乳食相談・栄養
相談等行った。

【目的】離乳食の悩みや不安を解消し、地域支援
を図る
【対象】主に地域の保護者
【方法等】栄養士が児童館に行き、食育相談を行
う。

児童館等、地域の方向けの講座にも可能な限
り職員を派遣し、食育の啓発に努めていく。

３ 継続 保育課

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　①乳幼児と保護者の食育推進 　　イ　保育所・幼稚園



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

27 18 8 交流給食

地域の生産者等と園児が交流で
きる給食を行う。特に野菜や魚
の実物が見られるよう配慮す
る。

農家の方にご協力をいただき芋掘りを行い、給
食の食材や調理保育のために利用した。

じゃがいも掘り　３園
さつまいも掘り　５園

【目的】生産者と交流し、食の関心を高める
【対象】幼児（３歳～５歳児）
【方法等】農家の協力のもと芋掘りを体験し、給
食の食材や調理保育を行う。

今後も取り組みを工夫し、より充実したもの
にしていく。

３ 継続 保育課

28 18 9
地域向け食育
相談

離乳食、幼児食、アレルギー食
等について、地域からも参加で
きる食育相談を実施する。

地域の子育て中の人を対象に、全５園で園庭開
放利用者や見学者の食育相談を行ったり、一時
保育利用者の相談を行うなど、地域の人が参加
できる食育相談を行った。
わかたけ保育園（2回）、くりのみ保育園（1
回）では、地域の希望者に、給食の試食会を実
施し、その際、食を含めた子育て相談を行っ
た。

【目的】食の悩みや不安を解消し、地域支援を図
る
【対象】主に地域の保護者
【方法等】園庭開放時や園の見学時のほか、給食
の試食会を実施し、食を含めた子育て相談を行
う。

今後も様々な機会で地域の方からの相談にも
お答えしていく。

３ 継続 保育課

29 18 10
地域連携の推
進

私立・国立の保育所・幼稚園と
の連携を推進し、生産者との交
流や食育相談の実施等を促進す
る。

保健センターの管理栄養士と公立保育園栄養士
との連携を取り、市の方向性を統一できるよう
に努めた。

【目的】市の方向性を統一する
【対象】市の栄養士と保健センターの管理栄養士
【方法等】年２回、情報交換会を行う。また、随
時連携を図り、情報提供を行う。

保健センターの管理栄養士との連携をより深
め、保育園での活動など、食育ホームページ
にて情報を発信する等も検討する。

３ 継続 保育課

30 18 11
家庭と協働し
た食育支援

乳幼児期に適した給食レシピを
分かりやすく解説した冊子を毎
年テーマを変えて作成し、保護
者、園庭開放参加者、相談に来
園した市民等に配布し、乳幼児
食への理解促進を図る。

保育園給食のおすすめレシピ集を作成、全５園
で保護者、園庭開放参加者などに約900部配布、
乳幼児食への理解促進に努めた。

【目的】乳幼児食への理解促進を図る
【対象】主に保護者
【方法等】保育園給食のおすすめレシピ集を作成
し、保護者や園庭開放参加者などに配布する。

今後も更なる内容の充実に努め、様々な機会
を活用し情報発信していく。

３ 継続 保育課

31 18 1
学校における
食育の推進と
情報発信

学習指導要領に基づく学校ごと
の食に関する全体計画を作成
し、積極的に食育の推進を図
る。

食に関する全体計画をもとに、小学校低学年の
生活科の学習、中学年の社会科の学習におい
て、農家の見学を行ったり、野菜を育てたりす
る体験学習を小学校全９校で年１回行った。
保健体育や家庭科等の時間に、健康的に暮らす
ために健全な食生活の実現及び健全な心身の成
長を図るための教育活動を実施した。

【目的】小中学校における食育の推進
【対象】市内小・中学校の児童・生徒
【方法等】食に関する全体計画の作
　成、各教科の授業における食育の実
　施（年間計画に基づいた実施）

各学校において、文部科学省発行の副教材
「たのしい食事つながる食育」等を効果的に
活用しながら、食育リーダーが中心となった
さらなる食育の充実を図っていく。

３ 継続 - 指導室

32 18 2
給食を通じた
食育

食育リーダーを中心に、給食だ
よりや給食委員会の活動を通し
て、望ましい食習慣を身につけ
させる。

食育リーダー会議では、「上手に食べるため
に」というテーマで平成２７年１２月１８日に
講演会を行った。また、各学校の食育の取組み
について情報共有を行った。保護者向けリーフ
レットの検討・作成を行った。

【目的】望ましい食習慣を児童生徒につけさせる
とともに家庭にも発信するため。
【対象】児童・生徒とその保護者
【方法等】学校での食育の紹介と家庭への啓蒙を
掲載したリーフレットの作成・配布

保護者向けリーフレットは平成２８年度から
学校を通じて保護者に配布する。

３ 継続 学務課

33 18 3
給食を通じた
食育

各学校での食育推進等を支援す
るため、教育委員会に管理栄養
士を配置する。

1名配置。各学校の食育を支援するため年２回食
育リーダー会議を開催した。

【目的】食育を推進するため。
【対象】食育リーダー、栄養士、えい
【方法等】指導室、栄養教諭と協力しながら会の
運営や事務局を担当する。また

引続き指導室・栄養教諭と連携を取り、食育
推進等の支援をする。

３ 継続 学務課

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　②学齢期の食育推進　　ア　小学校・中学校



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

34 18 4
地域と交流し
た食育活動

給食だより・校内放送等での取
組を含め、地域の生産者等と児
童・生徒が交流する。

給食だより・校内放送は引続き学校ごとに取組
んでいる。
地域の生産者との交流については、社会科の授
業の一環として実施している学校がある。

【目的】住んでいる地域でどんな作物がいつつく
られているかを知る
【対象】児童・生徒（保護者）
【方法等】給食の献立として、またお昼の放送や
献立表等で知らせる

地域の生産者等との交流については、引続き
授業の一環として実施できるよう小中学校や
指導室に協力を求める。

３ 継続 学務課

35 18 5
家庭と協働し
た食育支援

給食だより等の情報提供を充実
させる。

小中学校全14校で給食だよりを毎月発行してい
る。

【目的】給食について食育、衛生等幅広くお知ら
せをする
【対象】児童・生徒とその保護者
【方法等】献立表と、あるいは別紙

今後も継続していく。 ３ 継続 学務課

36 18 6
家庭と協働し
た食育支援

望ましい食習慣の取組ができる
よう支援する。

給食だより等を通じて、毎日朝食をとることや
栄養バランス等についてお知らせしている。

【目的】食に対する正しい理解をしてもらうため
【対象】児童・生徒（とその保護者）
【方法等】給食だより、お昼の放送、献立説明の
お便り等

今後も継続していく。 ３ 継続 学務課

37 18 7
家庭と協働し
た食育支援

料理教室等の体験を通して、食
育普及活動のための食育教室を
実施する。

料理教室を行った報告はない。

【目的】
【対象】
【方法等】

小中学校で実施する際、どのように協力でき
るか検討していく。

５ 廃 止 ・
方針変更

学校設備を使用するこ
とは難しく、何か別な
方法を模索したい。

学務課

38 19 1
食育指導
（ 学 童 保 育
所）

食べることを通して、団らんの
楽しさ、作ることの楽しさ、食
べることの楽しさを仲間と分か
ち合う。

おやつの時間には手洗いやマナーなどの指導
や、時期に応じたおやつの内容などを確認し、
食に対する意識を高めている。

【目的】
おやつの時間を通して、マナーなどの指導や、

時期に応じたおやつの提供を図り、食に対する意
識を高めることを目的とする。
【対象】
　学童保育所入所児童
【方法等】
おやつのじかんを通して、マナーなどの指導及

び時期に応じたおやつの提供。

時期に応じたおやつの提供を通して、食に対
する意識を高めることができた。平成28年度
も継続して実施していく。

３ 継続
児童青
少年課

39 19 2
子育て相談会
（児童館）

保護者に対する食事や栄養を
テーマにした専門家による講演
会及び相談会を行う。

【本町児童館】
食育指導士の食育講座等 5回/136人
（・食育相談会(2回/36人)
・離乳食講座（2回/74人）
・栄養士相談会（１回/26人））

【東児童館】
離乳食講座等 6回/138人
（・離乳食講座(3回/58人)
・くりのみミニ講座(3回/80人)）

【貫井南児童館】
離乳食講習会等 4回/63人
（・離乳食講習会（3回/51人）
・栄養士相談会(1回/12人)）

【緑児童館】
離乳食講習会等 5回/80人
（・離乳食講習会(3回/44人)
・幼児食講習会(１回/16人)
・おやつ作り講習会(1回/20人)）

【目的】
食事や栄養をテーマにした講演会・相談会を実

施することにより、保護者に食事や栄養の知識を
付けてもらうことを目的とする。
【対象】
　乳幼児とその保護者
【方法等】
　講演会・相談会を実施

継続して実施していく。 ３ 継続
児童青
少年課

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　②学齢期の食育推進　　イ　学童保育所・児童館



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
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１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

40 19 3
乳幼児食事会
（児童館）

子育てひろばや幼児グループで
行う食を通じての交流会（情報
を交換し、食育に対する理解を
深める）を行う。

【本町児童館】
幼児グループ食事会　8回/426人

【東児童館】
幼児グループ食事会等　29回/1,020人
（・子育てひろば会食(8回/198人)
・子育てひろば茶房（3回/51人）
・幼児グループ食事会(18回/771人)）

【貫井南児童館】
幼児グループ食事会等　18回/456人
（・1,2歳児昼食会（9回/178人）
・幼児グループ食事会(6回/177人)
・幼児グループ餅つき（2回/60人）
・児童館ライブ（1回/41人））

【緑児童館】
子育てひろば昼食会等　14回/576人
（・クリスマス交流会(１回/105人)
・子育てひろば昼食会（5回/130人）
・幼児グループ交流会食会(6回/255人)
・幼児グループ餅つき(2回/86人)）

【目的】
子育てひろばや幼児グループで行う食事会・交

流会を通して、情報交換により食育に対する理解
を深めることを目的とする。
【対象】
　乳幼児とその保護者
【方法等】
子育てひろば・幼児グループで食事回・交流会

を実施

継続して実施していく。 ３ 継続
児童青
少年課



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

継続して実施していく。

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　③高校生から成人・高齢者等の食育推進　　ア　高校生から成人の食育推進

4

【目的】
　料理教室において作り方の指導、交流会を実施
し、また、地場野菜生産者との交流を通して、食
に関する知識を付けることを目的とする。
【対象】
　幼児とその保護者から高校生まで
【方法等】
　料理教室、いも掘り、野菜収穫体験等を実施

３ 継続

41 19 料理教室
（児童館）

主に小学生から中・高校生まで
を対象として手作りを基本とし
た料理教室を行い、作り方を指
導し、食を共にしながら相互に
交流を図る。また、地場野菜等
を通じた生産者との交流や環境
に配慮した料理教室等を実施す
る。

【本町児童館】
各種料理教室等　47回/1,261人
（・クッキング名人(4回/69人)
・わんぱくキッズあつまれ（3回/307人）
・低学年グループ(22回/445人)
・高学年グループ(10回/91人)
・進級入学おめでとう交流会（1回/23人）
・パン職人になろう（1回/15人）
・夏期クラブ(１回/60人)
・食育イベントスクール（1回/4人）
・幼児グループいも堀り（4回/247人））

【東児童館】
各種料理教室等　66回/1,362人
（・低学年クラブ(22回/496人)
・高学年クラブ(18回/172人)
・わくわくキッズ(4回/121人)
・お菓子作り(3回/51人)
・中高校生タイム(11回/143人)
・夏期クラブ(１回/60人)
・親子でデザート作り（1回/24人）
・幼児グループ子育てセミナー（2回/53人）
・幼児グループいも掘り（4回/242人））

【貫井南児童館】
各種料理教室等　70回/1,170人
（・キッズクッキング（4回/124人）
・低学年グループ(14回/280人)
・高学年グループ(20回/142人)
・夏期クラブ（１回/61人）
・各種行事（8回/83人）
・野菜収穫とクッキング（2回/20人）
・スペース＠ヌクイ（9回/119人）
・フードクイズバトル19（11回/212人）
・幼児グループいも掘り(4回/129人)）

【緑児童館】
各種料理教室等　54回/1,030人
（・低学年グループ(16回/325人)
・高学年グループ(13回/102人)
・高学年グループ野菜収穫体験（4回/29人）
・ロビンソンクラブ(3回/113人)
・キッチンパーティー(10回/157人)
・夏期クラブ（1回/52人
・春のスイーツ作り（1回/19人
・真夏のエコクッキング（1回/52人
・幼児グループ野菜収穫体験（5回/181人））

児童青
少年課



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

42 19 1 栄養個別相談
糖尿病や脂質異常症、減量等、
個人のニーズに合わせた栄養に
関わる相談を行う。

実施回数：12回
実施者数：25人

【目的】個々の状況に合わせた食生活の改善な
ど、生涯を通じ健やかな生活を送ることを支援す
ること
【対象】全市民
【方法等】個人のニーズに合わせた栄養に関わる
相談を行う（予約制）

今後も継続して実施していく。 ３ 継続 健康課

43 20 2 栄養講習会

生活習慣病や健康づくりに関す
るテーマを設定し、テーマに合
わせた栄養講義や調理実習を行
う。

実施回数：6回
参加者数：94人

【目的】自ら楽しみながら栄養改善・生活習慣改
善について学び、生活の向上及び健康づくりへの
普及・啓発を図ることを目的とする。
【対象】テーマによって異なる
【方法等】生活習慣病や健康づくりに関する多様
なテーマを設定し、テーマに合わせた栄養講義や
調理実習を実施

平成27年度は、例年に引き続き、健康づくり
だけでなく、災害時に備えた食料備蓄もテー
マに取り入れ、新たに退職後の男性向けの栄
養講習会を実施した。

３ 継続 健康課

44 20 3
健 康 づ く り
フォローアッ
プ指導教室

糖尿病や骨粗しょう症など、疾
病に合わせた栄養講義や相談を
行うことにより、疾病の予防や
健康に対する意識の啓発、生活
習慣の改善を支援する。

糖尿病予防教室:25人
骨粗しょう症予防教室：30名（2回）
いきいき健康教室：11人
２０代からの理想のカラダづくり教室：13人
血管若返り教室：30人
親子健康教室：22人
女性のための健康美人教室：14人
計145人

【目的】市民が生涯にわたり自らの健康増進を図
るため、生活習慣改善に関わる正しい知識を、よ
り多くの市民に普及啓発普することをを目的とす
る。
【対象】20歳以上の市民
【方法等】講義、実習など

平成27年度より、疾病別から世代別へと大き
く形式を変更したため、全体的に新規の参加
者数が増加した。糖尿病予防教室について
は、例年に引き続き特定健診の結果から、Ｈ
ｂＡ１ｃが高めの方に勧奨通知を行い、集客
が多かった。今後も各教室が定員に達するこ
とを目指し、工夫、検討していく。

３ 継続 健康課

45 20 4 特定保健指導

特定健康診査において生活習慣
病を発病するリスクが高い結果
となった方に対して、特定保健
指導を行うことにより、疾病の
予防や早期発見、健康に対する
意識の啓発、生活習慣の改善を
支援する。

特定保健指導対象者数
　動機付け支援：666人
　積極的支援　：237人
特定保健指導利用者数
　動機付け支援：134人
　積極的支援　： 28人

【目的】生活習慣病を予防することにより被保険
者の健康を保持する。
【対象】市国保加入者のうち、健診において生活
習慣病を発病するリスクが高い結果となった方
【方法等】専門家による６か月の保健指導を実施

特定健康診査において生活習慣病を発病する
リスクが高い結果となった方に対して、特定
保健指導を行った。今後も特定保健指導の実
施率が向上するよう周知に努め、食生活の重
要性を伝える等、対象者にあった指導を行
う。

３ 継続
保険年
金課



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

46 20 5 成人学校
食に関する様々なテーマを取り
上げた講座等を開催する。

成人学校　菜園教室
H27年4月～H28年3月
原則毎週水曜日　10時～12時実施
実施回数　46回　延べ参加者　932人

土壌生成、播種、苗植え、整枝（支柱、添木、
誘引等）、剪定（摘芯、芽かき等）、追肥、収
穫、これら一連の農作業を共同で行うことで、
野菜作りを実践で学んでもらった。
自分たちが安心して食べられるようほぼ無農薬
のため、害虫駆除や病気の葉を手作業で駆除
し、野菜を育てた。
農作業の他に、朝採れた収穫物を食材にし、受
講生が調理し食する収穫祭や、野外研修、室内
での学習会を行い、安心安全な野菜作りを中心
にした食育に触れることで理解を深め、実生活
に役立てもらった。

【目的】額に汗しながら土に親しみ、野菜の共同
栽培を通じて作る喜びを分かち合います。土起こ
しから収穫まで体験しながら、食・農・自然、ま
た人の和などに目を開き、認識を深める。

【対象】市内在住・在勤・在学で、全日程参加で
きる方

【方法等】毎週水曜日午前中、公民館が借上げた
畑で農作業中心の講座。年２回夏、秋の収穫祭、
野外研修もあり。夏の収穫期は、土曜日作業あ
り。

　今後も継続して行う予定としている。
３ 継続 公民館

47 20 5 成人学校
食に関する様々なテーマを取り
上げた講座等を開催する。

成人学校　江戸野菜に親しもう
平成27年4月～28年3月
原則毎週月曜日　10時～12時実施
実施日数45日　延べ参加者数929人

畑を耕し、種をまき、苗を植え、収穫を行う、
という流れを講師の方の経験を活かした栽培計
画のもと、参加者が共同で班ごとに行うことで
農業への認識を深めた。また、年2回収穫祭を実
施し、収穫した野菜をもとに各班で調理し、食
した。

【目的】江戸野菜に注目しながら講座を通じてや
し作りの基礎を学ぶ。

【対象】市内在住・在勤・在学の方

【方法等】江戸・東京野菜の種・苗等を収集し、
栽培して生育・生産実験を試みる。

１年を通して実施される講座であるが、講
師が１名体制になったため、講師の負担が大
きい。講座の実施期間を短縮する等検討する
必要がある。

野外研修も実施し、収穫、育成等学習を深
めている。

３ 継続

江戸東京野菜の普及
と育成を学習するとと
もに農業の基礎を学
ぶ。

公民館

48 20 5 成人学校
食に関する様々なテーマを取り
上げた講座等を開催する。

成人学校　共働夢農園　「野菜作りコース」
平成27年4月～平成28年3月
原則毎週木曜日　9時～11時実施
実施回数48回・延べ1,102人参加

畑・土を育て、種まき、苗植え、収穫ならびに
収穫祭で出来た作物を調理し食すという一環的
な食育環境を、講師、運営委員とともに参加者
が共同で挑み、農業への認識を深め、収穫の喜
びを体験するとともに、参加者相互の親睦と交
流を深めた。

【目的】種まきから収穫までの共働作業を通じ
て、農業及び作物に対する知識の取得・収穫の喜
びを体験するとともに、参加者相互の交流を図
る。また、成果の地域社会への還元と地域交流の
活性化に寄与する。

【対象】市内在住・在勤・在学で、全日程参加で
きる方

【方法等】毎週木曜日午前中、公民館が借上げた
畑で農作業中心の講座。年２回夏、秋の収穫祭、
野外研修もあり。夏の収穫期は、土日作業あり。

　今後も継続して行う予定としている。 ３ 継続 公民館



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

49 20 5 成人学校
食に関する様々なテーマを取り
上げた講座等を開催する。

成人学校　共働夢農園　「ハーブ栽培教室」
平成27年4月24日から6月19日まで全5回
隔週金曜日　午前10時から正午まで
述べ参加者数　103人
基本的なハーブの知識や育て方、小物つくりを
通して、ハーブに関心をもつ。

【目的】ハーブの基礎知識、及び栽培方法、また
はその効能や活用方法を学び日常生活にハーブを
気軽に取り入れ、楽しんでいただく。

【対象】【対象】市内在住・在勤・在学で、全日
程参加できる方

【方法等】４月から６月まで計５回 公民館緑分
館で実施

　今後も継続して行う予定としている。 ３ 継続

・ハーブの基礎知識
・ハーブの種まき
・ハーブ栽培のための
土作り
・ハーブの植え付け
・ハーブウォーター作
り
・ハーブを使った生薬
作り
・ラベンダースティッ
ク作り

事業は継続するが、食
育との関連性を再度見
直す。

公民館

50 20 2
歯科医療連携
推進事業

障がい者や要介護者に対するか
かりつけ歯科医の紹介を行うこ
とにより、歯周疾患等の予防や
むし歯の早期発見、治療を行
い、生涯を通じて自分の歯で食
べることができるよう支援す
る。

障がい者や要介護者へかかりつけ歯科医の紹介
を行った。
利用者数：12人

【目的】通院困難でかかりつけ歯科医がない方を
対象に、歯科医を紹介する。
【対象】障害者又は要介護者
【方法等】
在宅訪問診療を行うかかりつけ歯科医の紹介（歯
科診療所と専門歯科医療機関との相互紹介等）

障がい者や要介護者には、咀嚼、嚥下に問題
を抱えた方も多く、健康な食生活に欠かせな
い事業である。
食の喜びを維持できるよう、継続して実施す
る。

３ 継続
必要な方に適切な医療
情報が届くよう、周知
方法等を検討する。

健康課

51 20 3
８０２０運動
の推進

生涯を通じて健康的な食生活が
実践できるよう、８０歳で２０
本以上の歯がある高齢者の増加
を目指す。

歯周疾患の早期発見に努め、生涯を通じ、自分
の歯で過ごすことができるようにするため成人
歯科健診を実施した。
受診者数：2,119人

【目的】高齢期の歯の喪失の原因となる歯周疾患
の早期発見に努め、生涯を通じ、自分の歯で過ご
せることを目的とする。
【対象】35歳～80歳の5歳刻みの節目年齢の市民
【方法等】個別通知をし、市内医療機関で歯科健
診を実施

35歳から80歳までの5歳刻み節目年齢の方を
対象に実施した。今後も継続して実施する。

３ 継続
今後さらに対象を広
げ、実施することを検
討している。

健康課

52 20 4 配食サービス

高齢者や精神障がい者の健康的
な食生活と安否確認等のため食
事の配達を行うことにより、自
立した食生活を支援する。

精神障がい者配食サービス
配食数：4,747食

【目的】自立と食生活の質の確保を図り、併せて
安否の確認を行う

【対象】精神障害者保健福祉手帳所持者、精神障
害を支給事由とする障害基礎年金、障害厚生年金
又は特別障害給付金受給者

【方法等】月曜日から金曜日の週５日の中で、必
要と認められた曜日の定められた時間帯に夕食を
配食

安否確認や栄養に配慮した食事を届けること
については重要であると考えるため、今後も
継続する。

３　継続
自立生
活支援
課

（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進  　③高校生から成人・高齢者等の食育推進　　　イ　高齢者、障がい者の食育推進



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

53 20 4 配食サービス

高齢者や精神障がい者の健康的
な食生活と安否確認等のため食
事の配達を行うことにより、自
立した食生活を支援する。

食の自立支援事業　24,753食（261人）
（65歳以上で介護の要支援以上の方に週3回夕食
を配る）

緊急配食サービス　35食（7人）
（退院などの理由で１週間程度配食する）

【目的】栄養補給を促し、高齢者の健康維持をは
かる。また、健康状態の把握、安否確認をするこ
とで、自立生活の安定を高める。
【対象】65歳以上のひとりぐらし、又は、高齢者
のみの世帯で、介護保険の「要支援」以上と認定
された方のうち、見守りが必要な方で、精神的、
身体的理由等により食事の用意が困難な方。（近
隣に親族居住の場合を除く。）
【方法等】アセスメントにより作成されたプラン
に基づき、原則週３回、夕食の配達をする。

今後も継続していく ３ 継続
介護福
祉課

54 21 1
親子農業体験
の促進

生産体験の機会として、親子農
業体験事業を促進する。

7月に貫井南町の農家の協力を得て、親子でナス
の収穫体験を実施した。19家族43人が参加し、
多くの子どもが農業に触れることができた。

【目的】親子で農業体験を行い、生産農家の苦労
や収穫の喜びを学ぶ。
【対象】中学生以下親子
【方法等】市内農家の協力を得て、旬の農産物の
収穫体験を親子で実施する。

毎年1回、親子を対象とした収穫体験を実施
している。小金井市農業経営者クラブが主催
となり実施している事業であるが、参加者も
多いことから回数を増やして実施できるよう
検討していく必要がある。

３ 継続 経済課

55 21 2
学童収穫体験
の促進

市内小学校での生産体験の機会
として、学童収穫体験事業を促
進する。

ジャガイモとサツマイモの収穫体験に市内公立
小学校9校、1,595人の生徒が参加した。

【目的】ジャガイモ等の収穫体験を通じ、農家の
苦労や農作物の収穫の喜びを学ぶ。
【対象】小学生（市内公立9校）
【方法等】市内公立9校の小学生を対象とし、年
に1回ジャガイモ等の収穫体験を行う。

農家の苦労や収穫の喜びを味わえる貴重な体
験であることから継続して実施していく必要
がある。

３ 継続 経済課

56 21 3
農家見学会の
促進

生産者との交流や生産体験の機
会として、市内農地の見学等を
行う農家見学会を促進する。

横浜港湾を市民13人と農業者12人で見学した。
特に、輸入農産物の現状を学び、市内農産物の
安全性を再確認することができた。

【目的】市民と農家の交流
【対象】市民等
【方法等】市民と農家が一緒に生産現場等の視察
を行う。

子育て世代の参加が少ないことから、幅広い
世代が参加できるよう、その方法を検討して
いく必要がある。

３ 継続 経済課

57 21 4
地場野菜等の
販売促進

新鮮で安全な農産物を扱う地産
地消の機会として、庭先直売や
事業者との連携により推進す
る。

地産地消を推進するため、庭先販売を行ってい
る農業者に、直売所昇旗や野菜を入れるボード
ン袋をに2000枚配布した。

【目的】庭先直売所を行っている農家の支援
【対象】農家
【方法等】庭先直売所を行っている農家に直売所
の昇旗や野菜を入れるボードン袋を配布する。

少量多品目の農産物を生産する市内農家は庭
先直売所の販売が主である。市民も身近な場
所で地場産農産物を購入できる場所として活
用していることから今後も支援を継続する。

３ 継続 経済課

58 21 5
地場野菜等の
販売促進

庭先直売を促進するため、庭先
直売マップを作成し、配布す
る。

農業祭や経済課で、庭先直売所マップを配布し
た。

【目的】地場産農産物の購入場所周知
【対象】市民等
【方法等】庭先直売所マップを市報等で周知す
る。

地場産農産物が購入できる庭先直売所の場所
を年に1回市報でお知らせしている。今後も
継続し周知していく。

３ 継続 経済課

59 21 6 料理講習会
地産地消を推進するために実施
される地場野菜を利用した料理
講習会を促進する。

夏の料理講習会「新鮮夏野菜を食卓に 地元野
菜を使った料理教室」を実施し、市民22人が参
加した。

【目的】安全で安心できる食生活の実現に向け、
新鮮で安全な地元野菜を市民に周知し、消費者の
教育啓発推進を図る。
【対象】市内在住・在勤の方
【方法等】東京むさし農業協同組合小金井地区女
性部の方を講師とし、小金井市農業経営者クラブ
と共催で料理教室を実施する。

会場確保が課題であるが、今後も継続してい
きたい。

３ 継続 経済課

（３）“Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅ”の地域展開～生産者・事業者・団体の連携強化～  　　①生産者の食育活動に対する促進策



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

60 21 7
交流給食への
協力

市立保育園・市立小中学校等が
行う交流給食に協力を求め、情
報の提供等を行う。

協力の内容や情報提供の方法等について近隣市
から情報を集めＪＡと協力し、検討を開始し
た。

【目的】小中学生と農家の交流及び地場産農産物
の普及
【対象】市内小中学校
【方法等】給食の時間に農家を招き、子どもたち
と一緒に給食を食べながら生産者の苦労や使用さ
れている農産物について学ぶ。

給食の時間に農家を招く等の企画を行い、農
家との交流を図っている。このような企画を
通じ地場産農産物の普及推進を図っていく。

３ 継続 経済課

61 21 8
江戸東京野菜
の普及促進

飲食店等と協力し、江戸東京野
菜を使った新たなメニューの開
発・販売を行う。

市内飲食店で季節の江戸東京野菜を使用した料
理が味わえる秋の黄金丼フェアや料理教室、食
事会等を実施した。

【目的】市民・事業者等の協働により地域資源を
組み合わせ、地域文化・歴史に根ざした個性ある
ものを「復活・再生」し、地域の魅力作りにより
産業を活性化させていくこと。
【対象】市民・来街者・市内事業者・農家
【方法等】・フェアの開催・料理教室の開催・食
事会の開催・スタンプラリーの実施・ＰＲ紙の発
行等

江戸東京野菜の安定供給や調達方法が課題と
なっている。
28年度は大規模なフェア実施に合わせて野菜
を調達していくのではなく、農家の方が栽培
してくださる野菜の収穫時期や収穫量に合わ
せたキャンペーン等を行う等、実施方法等を
含め検討している。

３ 継続 経済課

62 21 9
新たな特産物
の普及促進

ルバーブ等新しい農産物の研究
を行い、特産化を図る。

「新鮮夏野菜を食卓に　地元野菜を使った料理
教室」では、JA厚生連の講師を招き、ルバーブ
の新たなメニューを開発し、その普及を行っ
た。

【目的】地域資源のブランド化
【対象】農家
【方法等】料理教室等においてルバーブ等を使用
したメニューを提案し市民に特産品の周知をして
いく。

ルバーブに関しては、料理教室を活用し、毎
回献立に加えているが、それ以外の農産物に
ついてもＪＡと協力しながら研究していく。

３ 継続 経済課

63 21 10 野菜収穫体験
食品リサイクル堆肥を使って育
てた野菜の収穫体験を行う。

公務員宿舎に設置された生ごみ処理機利用者、
家庭用生ごみ処理機から出る生ごみ乾燥物の戸
別回収を実施している世帯及び土曜生ごみ投入
参加者を対象に収穫体験を実施（全2回。参加
者：①42人②75人計117人）。

市立保育園5園に、食品リサイクル堆肥を使って
育てたさつまいも43.1kgを配布し、おやつとし
て活用された。

【目的】生ごみ乾燥物から製造した堆肥を使って
育てた野菜を収穫することにより、資源循環につ
いて学ぶ。
【対象】公務員宿舎に設置してある生ごみ処理機
利用者
【方法等】委託業者による実習。東京学芸大学の
実験圃場を利用。収穫する野菜は年度により異な
る。

平成27年度は保育園でのイベント、出前授業
を行えなかったため、平成28年度は実施した
い。

２　充実

対象者を増やし、より
多くの人に当該事業を
知ってもらい、資源循
環に対する理解を深め
る。

ごみ対
策課

64 21 11
子どものため
の農家訪問ツ
アー

中学生以下の親子を対象に、生
ごみリサイクル堆肥を使って野
菜を栽培している農家を訪問
し、野菜の収穫体験を行う。

平成27年度実施なし

【目的】
【対象】
【方法等】

５ 廃 止 ・
方針変更

事業見直しにより廃
止。野菜収穫体験で吸
収した形となる。

ごみ対
策課

65 22 1
事業者と連携
した食育の普
及啓発

飲食店や商店でミニパンフレッ
トを置く等、市民へ食育に関す
る普及啓発を推進する。

健康課事業やキッズカーニバル等を通して配布
した。
また、食育ミニパンフレットの内容について、
食育ホームページのかんたん野菜レシピや食育
基本法の内容等を盛り込み、リニューアルを行
い、5500部作成した。

【目的】
【対象】市民
【方法等】食育に関するミニパンフレットを作成
し、さまざまな機会で広く市民に配布し、周知し
ていく。

乳幼児健診をはじめ、農業祭やキッズカーニ
バル等、直接食育とは関係がなくても、人が
多く集まる機会に配布することで、広く食育
の普及啓発をしている。今後も継続して実施
していく。

３ 継続

関係各
課
（健康
課）

66 22 2
地場野菜販売
の推進

地場野菜の販売を事業者との連
携によって推進する。

食育ホームページにて野菜の直売所マップの掲
載。
農業祭において、食育ミニパンフレット及び食
育ホームページレシピチラシの配布を行い、食
育の普及啓発を実施した。
配布数：200枚

【目的】野菜の直売所の普及啓発
【対象】市民
【方法等】
http://www.koganei-style.tokyo/

今後も継続して実施していく。 ３ 継続 健康課

（３）“Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅ”の地域展開～生産者・事業者・団体の連携強化～  　　②事業者の食育活動に対する促進策



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

67 22 3
食品の情報発
信

保健所と連携して健康な食生活
を送るための推進をする。

多摩府中保健所において、野菜摂取の普及啓発
を目的として、栄養・食生活ネットワーク会議
が設置された。

【目的】圏域の都民の野菜摂取量を増やし、野菜
の摂りやすい環境整備を図ることを目的とする。
【対象】圏域の市民
【方法等】定期的に食生活ネットワーク会議を開
催し、食育の推進を行う。

平成27年度は取組の基礎資料とするため、市
民アンケート調査を実施した。今後も保健所
と連携しながら、食生活改善の普及啓発を
行っていく。

３ 継続 健康課

68 22 4
食育教室等で
の連携推進

事業者と連携して、小中学校等
で環境に配慮した食育教室等を
行う。

実施した報告はなかった。

【目的】環境に配慮することの大切さを知る
【対象】児童・生徒
【方法等】例として東京ガスのエコクッキング等

実施できるよう小中学校や指導室に協力を求
める。

３ 継続 学務課

69 22 1
食育関連団体
活動調査

市内ＮＰＯ、自治会・町会、子
ども会その他の地域団体が行う
食育関連事業を調査する。

平成２7年度は実施なし No.70と同じ

地域団体等が実施する食育関連事業について
は、食育を主と目的としていないものが多い
ため、把握方法及び把握後の情報活用方法等
の検討が必要である。

５ 廃 止 ・
方針変更

食育推進会議委員等と
検討が必要である

健康課

70 22 2
食育関連団体
登録制度

食育・食生活の改善その他食生
活を豊かにするために市内で活
動する団体等（サークル含む）
の登録制度をつくり、関連情報
の提供等を行う。

市ホームページに登録の案内を掲載し、登録を
継続して実施した。
登録数：個人2名及び7団体

【目的】Koganei-Styleを地域展開すること
【対象】食育・食生活の改善その他食生活を豊か
にするための活動を継続的に市内で行う団体又は
個人
【方法等】登録制度をつくり、情報交換や情報発
信等の支援をする

食育関連精度の登録数について、初年度から
ほとんど増加していないことも踏まえ、事業
目的に立ち返り、効果的な手法なのかどうか
を、改めて制度の運営等についも含め検討す
る必要がある。

５ 廃 止 ・
方針変更

食育推進会議委員等と
検討が必要である

健康課

71 22 3
食育関連団体
登録制度

食育ホームページで、食育関連
団体の紹介等、情報発信を行
う。

未実施 No.70と同じ No.70と同じ
５ 廃 止 ・
方針変更

食育ホームページ編集
委員等との検討が必要
である

健康課

72 22 4
食育関連の人
材の活用

市内の食育関連の人材を活用し
て市民協働による食育の推進を
行い、関係機関の連携を図る。

食育ホームページの運営及び食育月間行事の開
催を市民ボランティア等と協働して実施した。

【目的】食育の推進
【対象】市民
【方法等】小金井市食育ホームページやキッズ
カーニバルの運営を市民と協働して実施した。

食育ホームページ編集委員に新しい方々が参
加され、市民ボランティアも微増している。
市民と協働して食育推進を図れるよう引き続
き努めていく。

３ 継続 健康課

73 22 5 環境学習

環境市民会議による食に関わる
講座の開催支援のほか、「食」
と「環境」を考える様々な講座
を開催する。

H27.2.26「伝統の発酵食品・味噌作り」13人

【目的】食事を通して、食材のありがたみを感
じ、地球環境を考える。
【対象】市民
【方法等】講師が作った見本に基づき、参加者が
味噌作りを行い、作った味噌は参加者に自宅用と
してお持ち帰りしてもらう。

・キャンセル待ちが出るほど申込みがあった
・今後も開催を熱望する声が多数あった
・要望に応えて、機会の増設を図りたい（実
施形態から参加者の増員は難しく、回数の増
加しかない）が、予算の関係上難しい。

３ 継続
環境政
策課

（３）“Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅ”の地域展開～生産者・事業者・団体の連携強化～  　　①各種団体等の食育推進活動に対する促進策

(1)施策の推進体制
５　計画の推進に向けて



No. 頁 番号 事業名称
事業の内容
(計画に載せている文言)

（参考）平成２７年度事業実績 事業内容（目的・対象・方法等） 事業実施の現状と課題、対策等
今後の展開

（H29～H33）

今後の展開についてのコ
メント

（理由･内容等を記入）
担当課

１拡充　２充実　３継続　４縮小　５廃止･方針変更

74 23 1 食育推進会議

食育推進会議を継続して開催
し、本計画の進捗状況を検証す
るとともに、必要な推進策を検
討する。

会議を年４回開催し、計画の進捗状況を検証を
行い、食育コーディネータを選任し、今期のま
とめとして提言書を作成し、市長に提出した。

【目的】食育基本法第３３条及び小金井市食育基
本条例第１４条の規定に基づき、本計画の進捗状
況を検証するとともに、必要な推進策を検討する
ため
【対象】
【方法等】食育推進会議を年４回継続的に開催

食育推進計画が第3次改定に入るため、国、
都と整合性を図りながら、提言書や施策の進
捗状況、市民アンケートの内容も踏まえ、改
訂作業を行っていく。

３ 継続 健康課

75 23 2
食育コーディ
ネータの設置

食育に関する関係機関等との連
携を促進する。

食育推進会議の中で審議をし、福祉保健部長を
食育コーディネータに任命した。
平成27年度活動実績：6件

【目的】食に関する必要な情報をつなぎ、団体同
士の連携を促進する
【対象】市民、市民団体、関係機関等
【方法等】食育に関することで、情報が必要で
あったり関係機関との調整が必要だと要請があっ
た場合に、速やかに情報伝達を行う。

今後も引き続き継続していく。 ３ 継続 健康課

76 23 3
食育推進検討
委員会

市の食育推進事業の円滑な推進
を図るため、関係課による食育
推進検討委員会を継続して開催
し、健康課を中心とした体制の
強化を図る。

平成27年度は実施なし

【目的】小金井市における食育の推進に関する施
策を総合的かつ計画的に行うため
【対象】関係各課課長
【方法等】

食育推進会議の中で審議された内容を関係課
に周知し、各課が連携して食育の推進を図
る。

３ 継続 健康課

77 23 4 食育懇談会
食育関連情報の交流を図るた
め、食育月間に食育関連団体等
による懇談会を開催する。

平成27年度は実施なし No.70と同じ No.70と同じ
５ 廃 止 ・
方針変更

食育推進会議委員等と
検討が必要である

健康課

78 23 5
大学等との連
携推進

若年層に対する対策及び食育に
関する実態等の継続的な研究推
進のため、大学等との食育推進
事業の連携を推進する。

大学と連携し、若年層の食育に関する内容を盛
り込んだミニパンフレットを作成した。

第3次計画の改訂に向け、市民の実態調査を大学
と連携して実施する。

大学と連携し作成したミニパンフレットを、
市内小中学生に配布した。
引き続き大学と連携しながら市民の実態調査
を実施し、第3次食育推進計画の策定を行っ
ていく。

２ 充実

第3次計画の改訂に向
け、市民の実態調査を
大学と連携して実施す
る。

健康課



食育施策に該当する事業食育施策に該当する事業食育施策に該当する事業食育施策に該当する事業

成人学校 共働夢農園 「親子コース・とうもろこ
し作り」

平成27年4月～7月の土曜日午前10時から正午（全計5
回）

延べ79人参加

【目的】種まきから収穫までを親子で体験するとともに、共
働作業を通して野菜の知識の習得と収穫の喜びを分かち
合う。

【対象】市内在住、在学の小学生とその保護者

【方法等】4月～7月の土曜日午前10時から正午（全計5
回）
公民館が借上げた畑で農業体験中心の講座。成長の記
録も各自記入してもらい、観察も行う。

継続
以前より実施していたが、食育に合致す
ると思われるため食育施策に掲載する
予定。

公民館

事業名称 事業内容（目的・対象・方法等） 今後展開（Ｈ28～Ｈ33） 備考 担当課

資料３
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小金井市食育推進計画（第３次）骨子案 
 

 

計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方計画策定にあたっての考え方    
    

現行計画「小金井市食育推進計画（第２次）」の方向性を継続することを基本に、現計画

の点検結果、市民アンケート調査、小中学生アンケート調査、食育推進会議でのご発言、

市のデータ、国・都の動向などから、現状と新たな課題を整理し、次期計画を策定します。 

 

目次構成案目次構成案目次構成案目次構成案    
    

現行小金井市食育推進計画（第２次）目次 
次期次期次期次期小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画（（（（第第第第３３３３次次次次））））    

目次案目次案目次案目次案    

１ 食育推進計画の策定にあたって １ 食育推進計画の策定にあたって 

(１)食育とは (１)食育とは 

(２)計画の位置付け (２)計画の位置付け 

(３)計画の期間 (３)計画の期間 

  (４)計画策定の体制 

２小金井市の食をめぐる現状と課題 ２小金井市の食をめぐる現状と課題 

(１)小金井市の概況 (１)小金井市の概況  

(２)小金井市の取組 (２)小金井市の取組 

(３)市民の食に関する意識（食育市民アン

ケート調査結果）の現状と課題 

(３)市民の食に関する意識（食育市民アン

ケート調査結果）の現状と課題 

(４)市及び市内団体による食育関連事業の

実施状況と課題 

(４)市及び市内団体による食育関連事業の

実施状況と課題 

(５)小金井市における食育に関する情報収

集の現状と課題 

(５)小金井市における食育に関する情報収

集の現状と課題 

  (６)第１次計画の点検 

３食育推進の基本的な考え方 ３食育推進の基本的な考え方 

(１)小金井市における食育の基本方針 (１)小金井市における食育の基本方針 

(２)取組の指標 (２)取組の指標 

  (３)施策の体系 

４具体的な施策の展開 ４具体的な施策の展開 

(１)食育の土台づくり～啓発活動の充実と

情報の整備～ 

(１)食育の土台づくり 

 

(２)生涯にわたるライフステージに応じた

食育推進 

(２)生涯にわたるライフステージに応じた

食育推進 

(３)“Koganei-Style”の地域展開～生産

者・事業者・団体の連携強化～ 
(３)“Koganei-Style”の地域展開 

５計画の推進に向けて ５計画の推進に向けて 

(１)施策の推進体制 (１)施策の推進体制 

(２)関係者の役割 (２)関係者の役割 

資  料 資  料 

(１)食育推進会議及び検討経過 (１)食育推進会議及び検討経過 

(２)食育基本法 (２)食育基本法 

(３)小金井市食育推進基本条例 (３)小金井市食育推進基本条例 

資料４ 
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内容の具体案内容の具体案内容の具体案内容の具体案    
    

    
１１１１    食育推進計画の策定にあたって食育推進計画の策定にあたって食育推進計画の策定にあたって食育推進計画の策定にあたって    

(１)食育とは 

食育とはなにか、食育基本法などを踏まえ、市民目線でわかりやすく説明します。 

    

(２)計画の位置付け 

国の「第３次食育推進基本計画（平成 28～32 年度）」、都の「東京都食育推進計画（平

成 28～32 年度）」、市の関連計画に合わせて本計画の位置づけを行います。 

    

(３)計画の期間 

平成 29 年度から平成 33 年度の 5 年間とします。 

    

(４)計画策定の体制 

食育推進会議、市民アンケート調査、パブリックコメント等を経て策定することを記し

ていきます。 

 

 

２２２２    小金井市の食をめぐる現状と課題小金井市の食をめぐる現状と課題小金井市の食をめぐる現状と課題小金井市の食をめぐる現状と課題    

最新データによる現状の整理を行い、課題を抽出します。 

 

(１)小金井市の概況 

食に関する小金井市の概況をまとめます。 

 

(２)小金井市の取組 

“Koganei-Style”の取組について。 

 

(３)市民の食に関する意識（食育市民アンケート調査結果）の現状と課題 

平成 23 年度調査との比較を含めて現状と課題を整理します。 

 

(４)市及び市内団体による食育関連事業の実施状況と課題 

市や市内団体の事業について実施状況を把握し、課題をとりまとめます。 

 

(５)小金井市における食育に関する情報収集の現状と課題 

市の食育に関する情報収集の状況について把握し、課題をとりまとめます。 

 

(６)第２次計画の点検 

第２次計画で設定した指標の点検を行い、今後の方向性を示します。 
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３３３３    食育推進の基本的な考え方食育推進の基本的な考え方食育推進の基本的な考え方食育推進の基本的な考え方    

 (１)小金井市における食育の基本方針 

第２次計画の基本方針を継続します。 
 

《《《《小金井市食育推進計画（平成小金井市食育推進計画（平成小金井市食育推進計画（平成小金井市食育推進計画（平成 25252525～～～～28282828 年度）年度）年度）年度）におけるにおけるにおけるにおける小金井市食育推進計画の基本的な考え方》小金井市食育推進計画の基本的な考え方》小金井市食育推進計画の基本的な考え方》小金井市食育推進計画の基本的な考え方》    

 

 

 

 

 

(２)取組の指標 

「２．小金井市の食をめぐる現状と課題」の結果を踏まえて指標を設定します。 

 

(３)施策の体系 

施策の体系をわかりやすく図で示します。 

 

 

４４４４    具体的な施策の展開具体的な施策の展開具体的な施策の展開具体的な施策の展開    

    

(１)食育の土台づくり 

市民アンケート調査の食育への関心、食育の日や食育月間の認知等についての結果（前

回調査との比較等）や、小金井市食育ホームページの利用状況、食育推進会議でのご発言

などから、啓発活動や情報発信についての現状と課題を抽出し、施策の具体的な展開を

示します。 

 

 (２)生涯にわたるライフステージに応じた食育推進 

国・都の計画、市民アンケート調査結果や市の現状に応じて、ライフステージ区分の見

直しを行います。また、アンケート調査結果や食育推進会議でのご発言などからライフ

ステージ毎の現状と課題を抽出し、施策の具体的な展開を示します。 

 

(３)“Koganei-Style”の地域展開 

市民アンケート調査結果や食育推進会議でのご発言などから、新しく食品ロスや食品

廃棄問題の視点も入れて、施策の具体的な展開を示します。 

 

 

５計画の推進に向けて５計画の推進に向けて５計画の推進に向けて５計画の推進に向けて    

(１)施策の推進体制 

食育推進会議等での検討、食育コーディネータの活動推進、大学等との連携など、本計

画を効果的に推進していく体制を示します。 

    

(２)関係者の役割 

小金井市食育推進基本条例を踏まえ、市、市民、教育関係者、福祉関係者等、医療関係

者等、農業関係者、食品関連事業者等のそれぞれの果たすべき役割を示します。 

 

““““KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyle”の”の”の”の

地域展開地域展開地域展開地域展開    

生涯にわたる生涯にわたる生涯にわたる生涯にわたる    

ライフステージに応じたライフステージに応じたライフステージに応じたライフステージに応じた    

食育推進食育推進食育推進食育推進    

食育の土台づくり食育の土台づくり食育の土台づくり食育の土台づくり    


