
 

平成２８年度第３回食育推進会議次第 

 

 

               日 時 平成２８年１２月２７日（火） 

                   午前１０時から 

               場 所 保健センター １階 大会議室 

 

 

 

  １ 開 会 

 

  ２ 議 事 

⑴  第３次小金井市食育推進計画（案）について 

 

⑵  今後のスケジュールについて 

（パブリックコメントの実施について） 

 

 

  ３ その他 

 

 

  ４ 閉 会 

 



第３次小金井市食育推進計画（案）に対する意見募集 

 

市では、食育を総合的かつ計画的に推進するため、食育基本法（平成１７

年法律第６３号）に基づく食育推進計画を策定し、本計画が平成２８年度末

に終期を迎えることから、本計画の改定に当たり、公募市民・学識経験者等

で構成する小金井市食育推進会議が、国、東京都の計画及び小金井市食育推

進基本条例を踏まえた検討を行い、計画（案）をまとめました。 

この案に対して、食育推進会議では、市民参加条例第１５条の規定に準じ

て、市民の皆さんの意見を募集します。 

 

○施策名称  第３次小金井市食育推進計画（案） 

 

○対  象  市内に在住・在勤・在学する方、市内に事務所もしくは事業

所を有する法人又はその他の団体 

 

○提出期間  平成２９年１月２３日（月）～平成２９年２月２１日（火） 

 

○検討結果の公表等 

       平成２９年３月（予定）。寄せられたご意見等は、原則とし

て住所・氏名等を除き公開させていただきます。また、意見等

に対する個別的な回答は行いません。検討を終えたときは、意

見等の内容及び検討結果とその理由を公表します。 

       なお、個人情報、第三者を誹謗中傷するもの又は施策案に直

接関係のないものに対しては、公表しない場合があります。 

       また、賛否の結論だけを示したものについては、検討結果、

市の考え方等は示しません。 

 

○配布場所等 保健センター、企画政策課（市役所本庁舎２階）、広報秘書

課広聴係（市役所第二庁舎１階）、情報公開コーナー（同６階）、

公民館各館、婦人会館、総合体育館、図書館（本館）及び東小

金井駅開設記念会館で御覧いただけるほか、市ホームページで

も公開しています。 



 

 

 

○提出方法  住所（事務所の所在地）・氏名（団体名及び代表者名）・施策

名称を明記し、直接又は郵送、ファクシミリもしくは市ホーム

ページ専用フォーム（「メールでの提出はこちらから」をクリ

ックすると市ホームページ専用フォームが開きます。）で次の

提出先へ送付してください。 

なお、匿名での提出はできません。 

       また、原則日本語によることとしますが、他の言語での提出

の際は、日本語訳を添付してください。 

用紙は、市ホームページからもダウンロードが可能です。 

      ※市ホームページ専用フォームは、お使いのパソコン等の動作

環境により使用できない場合があります。その際は、電子メー

ル本文に必要事項を明記し、次の提出先へ送付してください。 

       なお、添付ファイルのあるものは、受付できませんのでご注

意ください。 

 

○提出・問合せ先 小金井市福祉保健部健康課健康係 

       〒184-0015  小金井市貫井北町五丁目１８番１８号 

          （電 話）０４２－３２１－１２４０ 

          （ＦＡＸ）０４２－３２１－６４２３ 

          （電子メール）s050499@koganei-shi.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 小金井市食育推進会議では、平成２８年３月の国の第３次食育推進基本計画及び東京都食

育推進計画の改正を受け、第３次小金井市食育推進計画の改定に向けた検討を重ねてきまし

た。 

この度、小金井市食育推進基本条例も踏まえた検討を行い、小金井市食育推進計画（案）

としてまとまりましたので、平成２９年１月２３日（月）から２月２１日（火）までパブリ

ックコメントを実施します。ぜひ計画（案）をご覧になり、ご意見をお寄せ下さい。詳しく

は、募集要項、市報１月１５日号又は市ホームページをご覧下さい。 

 

１ 目的 

小金井市食育推進計画（平成２５年度～平成２８年度）を改定し、市民、生産者・事業

者、各種団体及び市が、連携・協働し、食育を推進していくことにより、市民一人一人が、

食を通した豊かで健全な小金井らしいライフスタイルを自ら選び、実践する力を育てるこ

とを目的とします。 

 

２ 計画期間 

平成２９年度から平成３３年度まで 

 

３ 計画の概要 

食育とは「食に関する健全で豊かなライフスタイルを自ら選び、実践する力を育てるこ

とである」との考えから、小金井市においては、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」を

キーワードとする「小金井らしい食生活」のあるひとづくり・まちづくりを、

“Koganei-Style”として地域に展開していくことを食育の基本方針とします。 

食育はさまざまな分野に関わり、さまざまな主体によって進められるものであるため、

戦略的に推進していくことが必要です。 

第３次計画では、第１次・第２次計画で推進してきた食育の土台づくりを基盤として、

全市民を対象に、地域における各主体の連携強化、啓発活動・情報提供をより充実させ、

ライフステージに応じた施策の展開を図っていくものとします。 

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    

    

    

    

 

 

 

 
 

 

※この計画における青年期とは、13 歳から 20 歳代前半を指します。 

パブリックコメント説明資料                 平成２９年１月 

 

第３次小金井市食育推進計画（案）について 
 

小金井市食育推進会議 

“Koganei-Style”の 

地域展開 

啓発活動の充実と情報の整備、 

各種団体の活動及び連携の推進 

生涯にわたる 

食育推進 

乳幼児と保護者、学童期、 

青年期※から高齢期への取組 

“Koganei-Style” 

健康増進健康増進健康増進健康増進    ・・・・    豊かな豊かな豊かな豊かな生活生活生活生活    



４ 計画の構成 

⑴ 食育推進計画の策定にあたって 

⑵ 小金井市の食をめぐる現状と課題 

⑶ 食育推進の基本的な考え方 

⑷ 具体的な施策の展開 

⑸ 計画の推進に向けて 

 

５ 食育推進会議について 

⑴ 設置年月日 平成１９年１０月２９日 

⑵ 委員の構成 

委員氏名 選出区分 任期 

雀部 かおり 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

鈴木 祥江 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

高木 有希 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

鳥羽 浩子 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

松嶋 あおい 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

南 道子 学識経験者 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

酒井 文子 学識経験者 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

菊谷 武 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

小林 美香 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

志田 尚紀 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

島崎 聡子 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

土屋 直己 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

松井 大平 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

渡辺 悟 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

廣繁 理美 関係行政機関の職員 平成 28 年 4 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

佐久間 育子 市の職員 平成 28 年 4 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

 

⑶ 食育推進計画の検討経過 

開催年月日 主な内容 

平成２８年８月１日 平成２８年度第１回食育推進会議 

・食育推進計画策定スケジュールについて 

・食育アンケート実施内容について 

・国及び都の食育推進計画について 

・平成２７年度食育推進計画の進捗状況調査について 

平成２８年１０月２５日 平成２８年度第２回食育推進会議 

・食育市民アンケート結果について 

・今後のスケジュールについて 

・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 

平成２８年１２月２７日 平成２８年度第３回食育推進会議 

・第３次小金井市食育推進計画（案）について 

・パブリックコメントの実施について 

 



 

 

 

 

 

第３次第３次第３次第３次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

（案）（案）（案）（案）    
（平成２９～３３年度） 

 
 

小金井らしい食生活のある ひとづくり・まちづくり 

～ Ｋoganei-Ｓtyle の地域展開 ～ 
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１ 

1    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））））食育とは食育とは食育とは食育とは 

平成 17 年、「食育基本法」（平成 17 年法律第 63 号）が制定されました。この法律が制

定された目的は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができ

るようにするため、「食育」を総合的、計画的に推進することにあります。 

「食育基本法」の中では、「食育」を「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきもの」、「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することができる人間を育てること」と位置付けています。 

国民の食生活をめぐる環境が大きく変化し、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣

病の増加、食の海外への依存、伝統的な食文化の危機、食の安全等の問題が生じ、その解決

のためには国民自ら取り組み、国民が主体となった、国民的広がりを持った食育が進められ

ることが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《食育基本法の概要》《食育基本法の概要》《食育基本法の概要》《食育基本法の概要》    

1．目的 

国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐく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する。 

2．関係者の責務等 

（1）食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、国

民等の責務を定める。 

（2）政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書を提出する。 

3．食育推進基本計画等 

（1）食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。 

①食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

②食育の推進の目標に関する事項 

③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

④施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

（2）都道府県は都道府県食育推進計画、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努める。 

4．基本的施策 

①家庭における食育の推進 

②学校、保育所等における食育の推進 

③地域における食生活の改善のための取組の推進 

④食育推進運動の展開 

⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

⑥食文化の継承のための活動への支援等 

⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

5．食育推進会議等 

（1）農林水産省に食育推進会議を置き、会長（農林水産大臣）及び委員（関係大臣、有識者）

25 名以内で組織する。 

（2）都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を置くことができる。 



２ 

（（（（2））））計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け 

平成 17 年６月に制定された食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）に基づき、国は平成

18 年３月に食育推進基本計画を策定しました。平成 28 年３月には第３次食育推進基本計画

を策定し、「若い世代を中心とした食育の推進」「多様な暮らしに対応した食育の推進」「健康

寿命の延伸につながる食育の推進」「食の循環や環境を意識した食育の推進」「食文化の継承

に向けた食育の推進」の５つの重点課題を柱に据え、取組を推進していくこととしています。 

東京都は平成 18 年９月に東京都食育推進計画を策定（平成 23 年７月に一部改正）し、

平成 28 年３月には第３次の食育推進計画を策定しました。家庭での食を学ぶ機能の低下や

消費と生産現場との乖離など 3 つの課題に着目し、生涯にわたり健全な食生活を実践するた

めの食育の推進や食育体験と地産地消の拡大に向けた環境整備など 3 つの取組の方向性に基

づいて具体的な施策を示しています。 

小金井市においても、同法 18 条第１項の規定に基づく市町村食育計画として平成 20 年

６月に平成 22 年度までを計画期間とする小金井市食育推進計画を策定しました。平成 23

年度以降は、計画期間を平成 24 年度まで延伸、平成 25 年度に４年間を期間とする計画を

策定し、食育を総合的かつ計画的に推進するための施策に取り組んできました。平成 28 年

度末で計画が終了することに伴い、これまでの施策の成果や小金井市の食育に関する現状等

に基づき、さらに食育を進めるために本計画を策定しました。 

本計画は、平成 23 年度から平成 32 年度までの⑩年間の市政の方向性を定めた第４次基

本構想や、その実現のための後期基本計画、保健福祉総合計画（平成 24 年３月策定）、その

他の関連計画等とも整合を図るものとします。 

 

 

（（（（3）計画の期間）計画の期間）計画の期間）計画の期間         

本計画は平成 29 年度から平成 33 年度までの５年間を計画年度とします。 

 

 平成 

17 

年度 

 

18 

年度 

 

19 

年度 

 

20 

年度 

 

21 

年度 

 

22 

年度 

 

23 

年度 

 

24 

年度 

 

25 

年度 

 

26 

年度 

 

27 

年度 

 

28 

年度 

 

29 

年度 

 

30 

年度 

 

31 

年度 

 

32 

年度 

 

33 

年度 

小金井市 

        
小金井市食育推進基本条例 
（平成 25 年３月公布） 

   
小金井市食育推進計画 
（平成 20～24 年度） 

小金井市食育推進 
計画（平成 25～28 年度）

第３次第３次第３次第３次    
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    
（平成（平成（平成（平成 29292929～～～～33333333 年度年度年度年度）））） 

国 

食育基本法（平成 17 年６月制定） 

 
第１次食育推進基本計画
（平成 18～22 年度） 

第２次食育推進基本計画 
（平成 23～27 年度） 

第３次食育推進基本計画 
（平成 28～32 年度） 

 

東京都  
東京都食育推進計画 
（平成 18～22 年度） 

東京都食育推進計画 
（平成 23～27 年度） 

東京都食育推進計画 
（平成 28～32 年度） 
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（図１）（図１）（図１）（図１）    

小金井市食育推進計画と関連計画小金井市食育推進計画と関連計画小金井市食育推進計画と関連計画小金井市食育推進計画と関連計画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（4）計画の）計画の）計画の）計画の策定体制策定体制策定体制策定体制 

本計画の策定に際し、18 歳以上の一般市民と市内の小・中学生に対し、食育市民アンケー

ト調査を実施しました。この市民アンケート調査の結果などをもとに、市民の代表からなる

小金井市食育推進会議や庁内の検討委員会等で、計画の方向性、指標の設定及び施策等、計

画全般にわたり協議及び意見交換を行いました。さらに、パブリックコメントを実施し、本

計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

国 

第３次食育推進基本計画（平成 28～32 年度） 

第３次第３次第３次第３次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    
（平成（平成（平成（平成 29292929～～～～33333333 年度）年度）年度）年度）    

小金井しあわせプラン 

第四次小金井市基本構想 

（平成 23～32 年度） 

 
後期基本計画 

（平成 28～32 年度） 

小金井市保健福祉総合計画 

（平成 24～29 年度） 

健康増進計画 

都 

東京都健康推進プラン２１(第二次) 

（平成 25～34 年度） 

都 

東京都食育推進計画（平成 28～32 年度） 

国 

２１世紀における国民健康づくり運動 

（健康日本２１(第２次)）（平成 25～34 年度） 
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2    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 

 

（（（（1））））小金井市の概況小金井市の概況小金井市の概況小金井市の概況 

小金井市は、東京都のほぼ中央に位置し、市域は東西 4.1 ㎞、南北 4.0 ㎞、面積 11.33

㎢です。昭和 33 年 10 月に市制を施行し、現在は約 12 万人（平成 28 年３月１日現在）

が小金井市で暮らしています。 

野川、玉川上水や国分寺崖線（はけ）、武蔵野公園、野川公園、小金井公園など、豊かなみ

どりと水に恵まれています。また、生産緑地や都市農地の保全に取り組み、江戸東京野菜な

ど地場産農産物の流通促進に努めています。 

 

（（（（2））））小金井市の取組小金井市の取組小金井市の取組小金井市の取組 

「野菜」｢団らん｣「ふれあい」「環境」をキーワードとし、小金井らしい食生活のあるひと

づくり・まちづくりを、“Ｋ“Ｋ“Ｋ“Ｋoganeioganeioganeioganei----ＳＳＳＳtyletyletyletyle””””として地域に展開しています。 

 

（参考）小金井らしい食生活とは？（参考）小金井らしい食生活とは？（参考）小金井らしい食生活とは？（参考）小金井らしい食生活とは？    

～「野菜」｢団らん｣「ふれあい」「環境」をキーワードに小金井らしさを～ 

地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ、低農薬等、良質な野菜にこだわる。地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ、低農薬等、良質な野菜にこだわる。地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ、低農薬等、良質な野菜にこだわる。地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ、低農薬等、良質な野菜にこだわる。 

●庭先直売所等で新鮮な朝採れ野菜を買い、旬の味わいを楽しむ。 

●コンビニエンスストアやファミリーレストラン等を利用する時にも、全体の食のバランスを忘れな

い。 

家の人や友人家の人や友人家の人や友人家の人や友人・知人との団らんを大切にした食事をする。・知人との団らんを大切にした食事をする。・知人との団らんを大切にした食事をする。・知人との団らんを大切にした食事をする。    

●朝夕のせめてどちらかは、家で食卓を囲む。 

●家の人や親しい友人・知人と、食事を共にし、ながら食事をやめて楽しく語らう時間を大切にする。 

地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践する。地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践する。地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践する。地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践する。    

●ボランティアやサークル活動等、食を通じて地域の人と人がふれあう。 

●地産地消や環境に配慮した料理等、個々人ができる範囲で工夫する。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

栄 養 バ ラ ン ス栄 養 バ ラ ン ス栄 養 バ ラ ン ス栄 養 バ ラ ン ス    

『 野 菜 』『 野 菜 』『 野 菜 』『 野 菜 』    

食の安全・安心食の安全・安心食の安全・安心食の安全・安心    

『 環 境 』『 環 境 』『 環 境 』『 環 境 』    

家族・友人・知人家族・友人・知人家族・友人・知人家族・友人・知人    

『 団 ら ん 』『 団 ら ん 』『 団 ら ん 』『 団 ら ん 』    

地産地消・食文化の伝地産地消・食文化の伝地産地消・食文化の伝地産地消・食文化の伝承承承承    

『 ふ れ あ い 』『 ふ れ あ い 』『 ふ れ あ い 』『 ふ れ あ い 』    

 
Ｋoganei-Style 
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（（（（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 

小金井市では、平成 20 年６月に策定された本計画（平成 20～22 年度）において設定し

ている取組の指標が達成されているか、「小金井らしい食生活」が達成されているかを把握し、

現在の市民の食生活の実態を明らかにすることを目的として、平成 20 年 11 月に「第１回

食育市民アンケート」、平成 22 年 12 月に「第２回食育市民アンケート」を実施しました。

今回、平成 28 年度までを計画期間とする小金井市食育推進計画の見直しにあたり、市民の

食に関する意識や行動の変化を把握し、今後の小金井市の食育のあり方を検討するための基

礎調査として「第３回食育市民アンケート」を実施しました。 

以下に、本計画の取組の指標と関連の深いアンケート項目について、第３回食育市民アン

ケートの結果を紹介します。 

 

調査調査調査調査概要概要概要概要    

区分 調査対象・調査方法 調査期間 配布数 回収数 回収率 

一般市民調査 平成 28年 8月 1 日を基準日とし

て、市内在住の満 18 歳以上の市

民について無作為抽出したデー

タをもとに、アンケートを郵送 

平成 28 年 

8 月 6 日（土） 

～26 日（金） 

2000 804 40.2％ 

小・中学生調査 市内小・中学校各２校の小学４年

生、中学１年生・３年生の全生徒

にアンケートを配布 

平成 28 年 

7 月 4 日（月） 

～15 日（金） 

832 788 94.7％ 

 

①①①①    食育食育食育食育のののの認知認知認知認知    （（（（食育食育食育食育のののの意味意味意味意味））））    

「食育」という言葉やその意味を知っているか尋ねたところ、「言葉も意味も知っている」

が 58.6％で約６割を占め、「言葉は知っているが、意味は知らない」が 34.5％でした。合

わせると「食育」という言葉か意味を 9 割以上の 93.1％が知っているという結果となりま

した。 

前回の調査と比較すると、「言葉も意味も知っている（知っていた）」が 56.５％から 2.1

ポイント増、「言葉は知っているが、意味は知らない（言葉は知っていたが意味は知らなかっ

た）」が 31.8％から 2.7 ポイント増、合計すると「食育」という言葉か意味を知っている人

は 88.3％から 4.8 ポイント増で、認知が十分に広がっていることがわかり、前回計画の指

標を達成しているといえます。 
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②②②②    食育食育食育食育へのへのへのへの関心関心関心関心とととと関心理由関心理由関心理由関心理由    

食育に関心があるかを尋ねたところ、「関心がある」が 19.7%、「どちらかといえば関心が

ある」が 43.8%であり、合わせると 63.5%が食育に関心を持っていることがわかります。 

また、食育に「関心がある」「どちらかといえば関心がある」と回答した人に対し、その理

由について尋ねました。 

「心身の健全な発達のために必要だから」が 64.5％、「生活習慣病（がん、糖尿病等）の

増加が問題になっているから」が 43.7％、「食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ等）が問題

になっているから」が 39.4％で、主な理由となっていることがわかります。 

 

（図２－１）（図２－１）（図２－１）（図２－１）あなたは、「食育」に関心がありますかあなたは、「食育」に関心がありますかあなたは、「食育」に関心がありますかあなたは、「食育」に関心がありますか    

 

 

 

 

 

 

（図２－２）（図２－２）（図２－２）（図２－２）あなたが「食育」に関心がある理由は何ですかあなたが「食育」に関心がある理由は何ですかあなたが「食育」に関心がある理由は何ですかあなたが「食育」に関心がある理由は何ですか（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 510　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

心身の健全な発達のために必要だから

生活習慣病（がん、糖尿病等）の増加が問題になっているから

食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ等）が問題になっているから

大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題になっているから

食品偽装など、食品の安全確保に関する問題が発生しているから

自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れているから

有機農業などの自然環境と調和した食料生産が重要だから

食料を海外からの輸入に依存しすぎることが問題になっているから

食にまつわる地域の伝統や文化を守ることが重要だから

肥満ややせすぎが問題になっているから

消費者や生産者の間の交流や信頼が不足していると思うから

その他

特にない

わからない

無　回　答

64.5

43.7

39.4

24.3

15.7

15.1

13.9

13.1

12.2

10.4

3.5

3.3

0.0

0.4

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N =

全　　　体 804 19.7 43.8 22.3 7.6 5.2 1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

関心がある どちらかといえば関心がある どちらでもない

どちらかといえば関心がない 関心がない 無 回 答
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③③③③    朝食朝食朝食朝食のののの欠食状況欠食状況欠食状況欠食状況    

朝食を欠食するか尋ねたところ、「ほとんど毎日食べる」が 83.8％と大半を占めていますが、「ほ

とんど食べない」も 7.6％と１割程度いることがわかります。 

年代が上がるほど「ほとんど毎日食べる」が多くなる一方、年代が下がるほど「ほとんど食べな

い」が多くなり、10・20 歳代では 18.7％で全体の２倍以上となっています。 

職業別では、学生で「ほとんど毎日食べる」が 72.7％と全体と比べて少なくなっています。 

また、小・中学生では、全体で「ほとんど毎日食べる」が 91.6％と大半を占めています。ふだん

の睡眠時間別では、「５時間より少ない」と回答した人は、「ほとんど毎日食べる」が 73.3％と全体

に比べて少なくなっています。 

（図３－１）（図３－１）（図３－１）（図３－１）あなたはふだん朝食を食べますかあなたはふだん朝食を食べますかあなたはふだん朝食を食べますかあなたはふだん朝食を食べますか（（（（年代別年代別年代別年代別））））    
    

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

83.8

62.7

74.4

83.1

85.9

87.2

94.7

3.6

9.3

6.0

3.4

3.9

1.3

1.6

1.6

6.7

0.9

1.4

0.0

3.4

0.0

7.6

18.7

12.8

9.5

7.0

4.0

1.6

3.4

2.7

6.0

2.7

3.1

4.0

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんど毎日食べる 週に２～３日食べない 週に４～５日食べない

ほとんど食べない 無 回 答 凡例

 

 

（図３－２）（図３－２）（図３－２）（図３－２）あなたはふだん朝食を食べますか（あなたはふだん朝食を食べますか（あなたはふだん朝食を食べますか（あなたはふだん朝食を食べますか（職業別職業別職業別職業別））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ＝
ほとんど
毎日食べ
る

週に２～
３日食べ
ない

週に４～
５日食べ
ない

ほとんど
食べない

無回答

全　体 804 83.8 3.6 1.6 7.6 3.4

会社員・公務員・団
体職員（常勤）

296 76.7 5.7 2.0 11.5 4.1

自営業 53 83.0 1.9 0.0 11.3 3.8

アルバイト・パート・

派遣など
122 85.2 1.6 0.8 9.0 3.3

学生 22 72.7 18.2 4.5 4.5 -

家事専業 201 91.5 2.5 1.5 1.5 3.0

その他の無職 106 90.6 0.0 1.9 4.7 2.8

無　回　答 4 75.0 0.0 0.0 25.0 0.0

問８ふだん朝食を食べる頻度〔％〕

職業別
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（図３－３）（図３－３）（図３－３）（図３－３）ふだん、朝ごはんを食べていますかふだん、朝ごはんを食べていますかふだん、朝ごはんを食べていますかふだん、朝ごはんを食べていますか（（（（学年学年学年学年別別別別））））    

 

 

 

 

    

    

（図３－４）（図３－４）（図３－４）（図３－４）ふだん、朝ごはんを食べていますか（ふだんの睡眠時間ふだん、朝ごはんを食べていますか（ふだんの睡眠時間ふだん、朝ごはんを食べていますか（ふだんの睡眠時間ふだん、朝ごはんを食べていますか（ふだんの睡眠時間別別別別））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④④④④    朝食朝食朝食朝食をををを欠食欠食欠食欠食しししし始始始始めためためためた時期時期時期時期        

朝食の欠食状況において、「週 2～3 回食べない」「週 4～5 回食べない」「ほとんど食べない」と

回答した人に対して、いつ頃から朝食を食べなくなったかを尋ねたところ、「20 歳代」が 31.1％、

「高校を卒業した頃から」が 22.3％で、18 歳から 20 歳代で 5 割以上となっています。 

 

（図４－１）（図４－１）（図４－１）（図４－１）いつ頃から朝食を食べなくなりましたかいつ頃から朝食を食べなくなりましたかいつ頃から朝食を食べなくなりましたかいつ頃から朝食を食べなくなりましたか（（（（年代年代年代年代別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

 

N=
ほとんど
毎日食べ
る

週２～３
日食べな
い

週４～５
日食べな
い

ほとんど
食べない

無回答

全　体 788 91.6 5.3 0.8 1.9 0.4

５時間より少ない 60 73.3 11.7 1.7 13.3 0.0

５～６時間の間 181 86.2 9.9 2.8 1.1 0.0

６～７時間の間 264 94.7 4.5 0.0 0.8 0.0

７時間より多い 268 96.3 1.9 0.0 1.1 0.7

無　回　答 15 93.3 0.0 0.0 0.0 6.7

ふだん、朝ごはんを食べているか〔％〕

ふだんの
睡眠時間
別

学年 N =

全　　　体 788

小学生 180

中学生 608

91.6

93.9

91.0

5.3

3.3

5.9

0.8

0.6

0.8

1.9

1.7

2.0

0.4

0.6

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんど毎日食べる 週２～３日食べない 週４～５日食べない

ほとんど食べない 無 回 答

N =

全　　　体 103 4.9 6.8 6.8 22.3 31.1 10.7 5.8 4.9 3.9
1.0

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学生の頃から 中学生の頃から 高校生の頃から 高校を卒業した頃から

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳以上 覚えていない



９ 

⑤⑤⑤⑤    誰誰誰誰とととと朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べているかべているかべているかべているか    

誰と朝食を食べているか尋ねたところ、「家族」が 54.4％と半数を超えて多く、「ひとり」が 36.4％

でした。 

年代別では、10・20 歳代で「ひとり」で食べる人が多くなっています。できれば家族や友人と

食べたいと思っている人は「家族」と食べている割合が 63.8％と多くなっていますが、「ひとり」

で食べている人も 3 割程度みられました。 

小・中学生に、普段だれかといっしょに食事をしているか尋ねたところ、朝食は 49.5％、夕食は

74.6％が「だれかといっしょに食べていることが多い」と回答しています。しかし、「一人で食べ

ることが多い」人も、朝食で 33.4％、夕食で 5.8％みられます。特に中学生で一人で食べている人

が多いことがわかります。 

東京都の同様の調査「食生活と食育に関する世論調査」（平成 26 年 10 月）と比較すると、朝食

は一人で食べる人の割合が多く、夕食は共食の割合が多くなっています。 

（図５－１）（図５－１）（図５－１）（図５－１）あなたはふだん誰と朝食を食べますか（あなたはふだん誰と朝食を食べますか（あなたはふだん誰と朝食を食べますか（あなたはふだん誰と朝食を食べますか（年代年代年代年代別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

54.4

36.0

55.6

57.4

47.7

59.7

58.8

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.9

1.4

0.0

1.3

0.0

36.4

53.3

35.0

31.8

44.5

30.9

33.2

2.6

5.3

1.7

3.4

1.6

1.3

3.2

6.0

5.3

6.8

6.1

6.3

6.7

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家族 友人 職場の人 ひとり その他 無 回 答



１０ 

（図５－２）（図５－２）（図５－２）（図５－２）あなたはふだん誰と夕食を食べますか（年代別）あなたはふだん誰と夕食を食べますか（年代別）あなたはふだん誰と夕食を食べますか（年代別）あなたはふだん誰と夕食を食べますか（年代別）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（図５－３）（図５－３）（図５－３）（図５－３）《参考》《参考》《参考》《参考》    東京都「食生活と食育に関する世論調査」（平成東京都「食生活と食育に関する世論調査」（平成東京都「食生活と食育に関する世論調査」（平成東京都「食生活と食育に関する世論調査」（平成 26262626 年年年年 10101010 月）月）月）月）    

あなたは、１週間のうち、どのくらい家族と一緒に食事をしていますかあなたは、１週間のうち、どのくらい家族と一緒に食事をしていますかあなたは、１週間のうち、どのくらい家族と一緒に食事をしていますかあなたは、１週間のうち、どのくらい家族と一緒に食事をしていますか    

    

    

    

    

（図５－４）（図５－４）（図５－４）（図５－４）ふだん、家ではだれかといっしょにふだん、家ではだれかといっしょにふだん、家ではだれかといっしょにふだん、家ではだれかといっしょに朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはんを食べを食べを食べを食べていていていていますか（ますか（ますか（ますか（学年学年学年学年別）別）別）別）    

 

 

    

    

    

    

（図５－５）（図５－５）（図５－５）（図５－５）ふだん、家ではだれかといっしょに夕ごはんを食べていますか（学年別ふだん、家ではだれかといっしょに夕ごはんを食べていますか（学年別ふだん、家ではだれかといっしょに夕ごはんを食べていますか（学年別ふだん、家ではだれかといっしょに夕ごはんを食べていますか（学年別））））    

 

N=
ほとんど
毎日

週に４～
５日程度

週に２～
３日程度

ほとんど
していな
い

無回答
家族と食
事をして
いる（計）

朝食 1,685 49.3 5.2 11.3 33.1 1.2 65.8

夕食 1,685 56.9 10.3 19.5 11.7 1.6 86.7

１週間のうち、どのくらい家族と一緒に食事をしているか〔％〕
※同居家族のいる人のみ

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

68.8

62.7

69.2

72.3

72.7

75.2

60.4

1.4

6.7

0.9

1.4

0.0

1.3

0.5

1.6

5.3

1.7

1.4

1.6

1.3

0.5

20.9

20.0

20.5

20.9

20.3

14.8

26.7

2.5

4.0

0.9

1.4

0.8

2.7

4.8

4.9

1.3

6.8

2.7

4.7

4.7

7.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家族 友人 職場の人 ひとり その他 無 回 答

学年 N =

全　　　体 788

小学生 180

中学生 608

49.5

60.6

46.2

16.9

13.3

17.9

33.4

25.6

35.7

0.3

0.6

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

だれかといっしょに食べることが多い たまに一人で食べる

一人で食べることが多い 無 回 答

学年 N =

全　　　体 788

小学生 180

中学生 608

74.6

88.3

70.6

18.9

11.1

21.2

5.8

0.0

7.6

0.6

0.6

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

だれかといっしょに食べることが多い たまに一人で食べる

一人で食べることが多い 無 回 答



１１ 

⑥⑥⑥⑥    家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの食育食育食育食育のののの役割役割役割役割    

家庭における「食育」によって、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣を身につけさせ

ることができているかを尋ねたところ、「できている」「まあまあできている」を合わせた割合は

58.2％、できていない割合は 34.4％でした。 

年代別では、10・20 歳代でできていない割合が全体と比べて多くなっています。 

 

（図６－１）（図６－１）（図６－１）（図６－１）あなたは、家庭における「食育」によって、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣をあなたは、家庭における「食育」によって、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣をあなたは、家庭における「食育」によって、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣をあなたは、家庭における「食育」によって、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣を

身につけさせることができていると思いますか身につけさせることができていると思いますか身につけさせることができていると思いますか身につけさせることができていると思いますか（（（（年代年代年代年代別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦⑦⑦⑦    食事食事食事食事のののの栄養栄養栄養栄養バランスバランスバランスバランス及及及及びびびび改善意欲改善意欲改善意欲改善意欲        

18 歳以上の市民では、栄養バランスのとれた食事をすることについて、「改善したい」が 52.1％

と半数を超えて多く、「できているので改善しない」は 35.9％という結果でした。 

年代別では 10～30 歳代で、職業別では学生で、「改善したい」が多く、「できているので改善し

ない」が少なくなっています。若い世代は、栄養バランスのとれた食事がとれていない傾向がみら

れますが、改善意欲は高いことがわかります。 

小・中学生では、平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を「2 回」とっている割合が

50.1％、「3 回」が 42.9％となっています。 

ふだんの体の調子で「朝すっきり目覚められる」と回答した人は、１日で主食と主菜と副菜のそ

ろった食事を「3 回」とっている割合が 50.0％と全体と比べてやや多く、逆に「朝すっきり目覚め

られない」と回答した人は 37.7％とやや少ないことがわかります。 

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

9.6

6.7

7.7

4.7

8.6

8.1

17.6

48.6

30.7

44.4

56.1

50.0

55.0

46.5

27.2

40.0

36.8

27.7

27.3

26.2

16.6

7.2

9.3

10.3

7.4

6.3

6.0

5.9

7.3

13.3

0.9

4.1

7.8

4.7

13.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

できている まあまあできている あまりできていない できていない 無 回 答



１２ 

（図７－１）（図７－１）（図７－１）（図７－１）あなたは、栄養バランスのとれた食事をすることについてあなたは、栄養バランスのとれた食事をすることについてあなたは、栄養バランスのとれた食事をすることについてあなたは、栄養バランスのとれた食事をすることについて改善したいと思いますか改善したいと思いますか改善したいと思いますか改善したいと思いますか（（（（年代年代年代年代別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

（図７－２）（図７－２）（図７－２）（図７－２）平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか（（（（学年学年学年学年別）別）別）別）    

    

    

    

    

 

（図７－３）（図７－３）（図７－３）（図７－３）平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか（平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか（平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか（平日に、１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか（普段の体の普段の体の普段の体の普段の体の調子調子調子調子別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ＝
１回（給食
のみ）

２回 ３回 無回答

全　体 788 4.8 50.1 42.9 2.2

体のちょうしはよい 484 4.8 46.9 46.7 1.7

朝すっきり目覚められる 206 2.9 45.1 50.0 1.9

朝すっきり目覚められない 416 6.3 54.3 37.7 1.7

眠いことが多い 410 5.9 53.4 39.3 1.5

疲れやすい 280 6.8 49.3 42.1 1.8

イライラすることが多い 193 5.2 47.2 46.1 1.6

長い時間立っていることが
つらい

169 5.9 49.7 42.0 2.4

無　回　答 7 - 14.3 14.3 71.4

平日に１日で主食と主菜と副菜のそろった食事の回
数〔％〕

ふだんの
体の調子
別〔％・複
数回答〕

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

52.1

70.7

70.9

60.1

57.0

45.6

28.3

8.8

5.3

5.1

8.1

6.3

8.7

15.0

35.9

22.7

23.9

28.4

36.7

43.6

48.1

3.1

1.3

0.0

3.4

0.0

2.0

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

改善したい 改善するつもりはない できているので改善しない 無 回 答

学年 N =

全　　　体 788

小学生 180

中学生 608

4.8

6.7

4.3

50.1

51.1

49.8

42.9

37.2

44.6

2.2

5.0

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回（給食のみ） ２回 ３回 無 回 答



１３ 

⑧⑧⑧⑧    野菜野菜野菜野菜のののの摂取状況摂取状況摂取状況摂取状況        

主菜を食べる時、一緒に野菜をどれくらい食べているか尋ねたところ、全体では十分足りている

人（小鉢２皿以上）は 43.6％で、85.8％と大半の市民が小鉢１皿以上を食べているという結果と

なりました。しかし、10・20 歳代では、小鉢２皿以上の割合が他の年代と比べて少なくなってい

ます。 

（図８－１）（図８－１）（図８－１）（図８－１）あなたは主菜をあなたは主菜をあなたは主菜をあなたは主菜を食べる時、一緒に野菜をどのくらい食べていますか食べる時、一緒に野菜をどのくらい食べていますか食べる時、一緒に野菜をどのくらい食べていますか食べる時、一緒に野菜をどのくらい食べていますか    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

⑨⑨⑨⑨    地場野菜地場野菜地場野菜地場野菜のののの購入状況購入状況購入状況購入状況        

市内で採れた野菜を買うことがあるか尋ねたところ、「いつも買う」が9.1%、「時々買う」が32.5%、

「たまに買う」が 22.0％で、合わせて 63.6%が地場野菜を購入しており、「売っていることを知ら

ない」は 6.7%で、前回調査の 11.3％より 4.6 ポイント減となっています。 

年代が上がるほど地場野菜を買う割合が多くなる傾向がみられ、年代が下がるほど「売っている

ことを知らない」人が多く、10・20 歳代では 24.0％と４人に１人が地場野菜を売っていること

を知らないという結果となっています。 

（図９－１）（図９－１）（図９－１）（図９－１）市内で採れた野菜を買うことはありますか（市内で採れた野菜を買うことはありますか（市内で採れた野菜を買うことはありますか（市内で採れた野菜を買うことはありますか（年代年代年代年代別）別）別）別）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

1.5

1.3

4.3

1.4

0.0

0.0

2.1

9.6

13.3

14.5

13.5

7.8

8.1

4.3

42.2

52.0

44.4

48.0

43.8

35.6

36.4

33.0

21.3

29.1

25.0

38.3

40.3

36.9

10.6

6.7

4.3

8.8

9.4

16.1

13.9

3.2

5.3

3.4

3.4

0.8

0.0

6.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほとんど食べない 付け合わせ程度 小鉢１皿程度 小鉢２皿程度

小鉢３皿以上 無 回 答

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

9.1

4.0

0.9

6.1

5.5

13.4

17.6

32.5

13.3

30.8

31.8

38.3

36.9

34.2

22.0

10.7

23.9

27.7

20.3

21.5

22.5

20.4

21.3

25.6

20.9

24.2

19.5

14.4

7.8

25.3

8.5

5.4

7.0

5.4

4.8

6.7

24.0

9.4

5.4

4.7

2.7

3.7

1.5

1.3

0.9

2.7

0.0

0.7

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつも買う 時々買う たまに買う

ほとんど買わない 全く買わない 売っていることを知らない

無 回 答



１４ 

⑩⑩⑩⑩    食品食品食品食品ロスロスロスロスのののの状況状況状況状況    

食事を残さず食べるかどうか尋ねたところ、18 歳以上の市民では「残さない」が 67.0％で約 7

割を占めました。小・中学生では、家での食事を「いつも残さず食べる」が 28.9％、「だいたい残

さず食べる」は 15.5％で、合わせると 44.4％が残さずに食べています。 

（図１０－１）（図１０－１）（図１０－１）（図１０－１）あなたは食事を残さず食べますかあなたは食事を残さず食べますかあなたは食事を残さず食べますかあなたは食事を残さず食べますか（（（（年代年代年代年代別）別）別）別）    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（図１０－２）（図１０－２）（図１０－２）（図１０－２）家での食事は家での食事は家での食事は家での食事は残さず食べますか（残さず食べますか（残さず食べますか（残さず食べますか（学年学年学年学年別別別別））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別 N =

全　　　体 804

10・20歳代 75

30歳代 117

40歳代 148

50歳代 128

60歳代 149

70歳以上 187

67.0

65.3

60.7

72.3

68.8

67.8

65.8

26.0

25.3

33.3

23.6

24.2

27.5

23.5

2.7

4.0

5.1

1.4

0.8

1.3

4.3

0.5

1.3

0.0

0.0

0.8

0.0

1.1

3.7

4.0

0.9

2.7

5.5

3.4

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

残さない たまに残すことがある よく残す 毎回残すことが多い 無 回 答

学年 N =

全　　　体 788

小学生 180

中学生 608

28.9

22.2

30.9

15.5

17.2

15.0

1.9

2.2

1.8

53.7

58.3

52.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつも残さず食べる だいたい残さず食べる 残すことが多い 無 回 答



１５ 

《現状の分析と課題》 

以上のアンケートの結果から、「食育」という言葉や意味の認知は十分に広がっており、市

民の健康に対する意識が高まっていることがうかがえます。行動に移せていない人が、特に

若い世代に多いことも現状としてありますが、一方で、そのような人は改善意欲が高いこと

もわかりました。食育に関する正しい知識や情報を提供し、健康づくりのきっかけとなるよ

うな働きかけをしていくことが求められます。 

また、今後家庭をつくり子どもを育てていく 10・20 歳代で「朝食を欠食することがある」

と回答した割合が高く、またこの頃から朝食をとらなくなる人が多くなっています。学童期

だけでなく、若者世代へも朝食摂取の必要性を啓発していく必要があります。 

共食については、小・中学生の約 75％が夕食を共食できている一方で、朝食については３

人に１人はひとりで食べることが多いと回答しています。家族と食卓を一緒にすることで、

食事のマナーや料理についての関心が高くなり、何よりも、楽しくおいしく食べることがで

きます。18 歳以上の市民では家族と朝食や夕食をとっている人が多い一方で、できれば誰か

と食事をとりたいと思っていても、実際には「ひとり」で食事をしている人が少なからずい

ることも明らかになりました。成人の孤食は心の面の問題のほかに、外食や簡単な食事が多

くなりやすく、栄養面でも問題があるといわれています。家族と暮らしている人向けには家

族とともに食卓を囲むことを、また、単身世帯向けには職場や地域での会食会等の取組を提

案していくことも大切です。 

野菜摂取量については、前回アンケート調査では、十分足りている人が 28.1％という結果

から、今回のアンケートでは 43.6％と改善していますが、10～30 代の若い世代では摂取

量が少ない傾向がみられ、引き続き、効果的な普及啓発が必要です。 

小・中学生では、主食・主菜・副菜の揃った栄養バランスのよい食事をとらないことが、

日常の体調に少なからず影響があるという結果も出ています。この年代は心身ともに大きく

成長し、基本的な生活習慣が確立される大事な時期です。親の世代への情報提供と啓発を引

き続き行っていくことが重要です。 

食育の推進には、市民一人一人の意識の向上と、関係機関などが連携して取り組み、それ

らを支援していく市としての体制強化等、小金井市全体が一丸となって行っていくことが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

（（（（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及び市内団体による食育関連事業の実施状況と課題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及び市内団体による食育関連事業の実施状況と課題 

本市では、これまで第 4 次基本構想・後期基本計画や小金井市食育推進計画、その他関連

計画に基づいて、乳幼児から高齢者まで様々な食育に関する施策・事業を実施してきました。 

保健センターでは、マタニティクッキングや両親学級の栄養講義など、妊娠期の食育支援

をはじめ、乳幼児やその保護者に対しては、離乳食教室、こどもクッキングなどを実施し、

多数の市民が利用しています。希望した市民が一人でも多く参加できるよう、定員数の拡大

が図れる体制や運営方法などを検討していく必要があります。市立保育園においては、給食

を通した食育のほか、離乳食講習会、園児のクッキング保育などを行っています。また、市

民を対象とした市立保育園の栄養士による出前講座や地域向け食育相談を実施するなど、家

庭との協働による食育支援も継続して行っており、地域と連携した食育活動を展開していま

す。 

市立小学校・中学校においては、学校給食の管理、食に関する指導など専門的事項に関す

る高い指導力を持つ栄養教諭を配置し、各校の食育リーダーに対する情報提供や助言を行い、

食育を推進しています。さらに、各校に栄養士を配置し、給食の献立作成や安全性を最優先

した無添加、無着色、非遺伝子組み換え、国産の食材を基本とした食材選び、地場野菜の導

入などを行っています。また、野菜を育てる体験学習など、様々な教科領域にわたり、食育

を行っています。 

成人・高齢者については、栄養講習会、健康づくりフォローアップ指導教室など、受講者

数は増加している一方で、30～50 代の市民の利用割合は低い傾向にあります。より多くの

市民に利用してもらえるよう、周知方法や形式を検討していく必要があります。 

全世代に対しては、栄養個別相談、食育月間行事、農業祭での普及啓発等、多岐にわたり

食育に関する取組を行っています。また、市民ボランティアが運営する小金井市食育ホーム

ページでは、食育に関する情報をより分かりやすく市民に発信しており、その認知度は市外

にも広がりをみせています。 

本市の食育をさらに推進するため、平成 27 年 10 月には食育コーディネータが設置され

ました。食育コーディネータは、食育に関する相談や問い合わせがあった際に、必要な情報

を提供したり、市内で食育に関わる活動をしている個人や団体を必要に応じ紹介するなど、

市民の食育活動をサポートする役割を担っています。 

以上のように、本市の食育関連事業は、一定程度充実したものとなっていますが、事業に

よっては希望者が多く参加できない、あるいは、期待された参加者数が得られないなど、そ

の実施にあたっては、検討・工夫の余地がある事業もあります。また、10 代後半から 20 代

の若年層は、食生活の改善を図りたい意欲はあるものの、食育活動への関心が低い傾向がみ

られるため、啓発内容や周知方法等の検討が必要です。 

市内の食育推進状況とその課題を把握し、食育を総合的かつ計画的に推進するため、本市

では平成 20 年度、平成 22 年度、平成 28 年度に「食育市民アンケート」を実施しました。

これらの調査結果とあわせ、食育コーディネータが集約した情報や、食育推進会議からの意

見、小金井市食育ホームページに寄せられた意見などを、市民に必要な食育施策の展開に活

かしていくことが求められます。 



１７ 

（（（（5）第２）第２）第２）第２次計画の点検次計画の点検次計画の点検次計画の点検 

平成 25 年から平成 28 年を計画期間とする第２次計画では、国の食育推進基本計画及び

東京都食育推進計画の取組の指標を基本としつつ、本市の実態を踏まえて指標を設定しまし

た。これらを点検して今後の方向性を示します。 

 

 

 項目 指標 現状値（平成 28 年度） 評価 

１ 
食育という言葉か意味を

知っている 
７０％以上（市民） ９３.１％ Ａ 

２ 
毎日きちんと朝食を食べ

る 
１００％（市民） ８３.８％ Ｃ 

３ 家族と一緒に食事をする 

小４・中１共に１００％ 

（朝・夕いずれかでも。

兄弟可） 

朝食 ４９.５％ 

夕食 ７４.６％ 
（だれかといっしょに食べるこ
とが多い） 

Ｃ 

４ 
子どもがよい食習慣を家

庭で身につける 
５０％以上（市民） ５８.２％ Ａ 

５ 
食事のバランス等に気を

付けている 

小４・中１共に 

５０％以上 

改善意欲のある市民 

６０％以上 

小学生 ３７.２％ 

中学生 ４４.６％ 

 

一般市民 ５２.１％ 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

６ 
食生活に地産地消を取り

入れる 

地場野菜を食材に利用

する市民 

８０％以上 

６３.６％ Ｃ 

Ａ：達成 Ｂ：達成していないが改善傾向 Ｃ：達成していない  

注）現状値についてはＰ.６～１４に記載されています 

 

 
全体の指標の達成状況をみると、Ａ（達成）が２項目、Ｂ（達成していないが改善傾向）

が１項目、Ｃ（達成していない）が４項目となりました。 

１は、前回調査の 88.3％から増えて、指標の 70％を大きく上回り、90％を超え、指標

を十分に達成したといえます。 

２・３・６は、いずれも指標の達成には至りませんでした。 

４は、58.2％と指標の 50％以上を達成しています。 

５は、市民に関しては、前回調査の 47.5％から改善しており、小４・中１とともに、目標

値まであとわずかとなっていますが、達成とはなりませんでした。 

 

「食育」という言葉や意味の認知は市民に浸透しており、家庭で子どもによい食習慣を身

につけてもらうこともできている一方で、子どもの孤食の問題、朝食摂取や栄養バランスに

対する意識などについては、引き続き、積極的に取り組む必要があるでしょう。 

 

 
 



１８ 

3    食育推進食育推進食育推進食育推進の基本的な考え方の基本的な考え方の基本的な考え方の基本的な考え方 

 

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

小金井市における食育の背景は、平成２８年３月に制定した「小金井しあわせプラン（第

４次基本構想・後期基本計画）」において、施策の大綱の一つである「誰もが安心して暮らせ

る思いやりのあるまち（福祉と健康）」の中の保健活動を充実させる施策として食育の推進が

位置づけられており、食生活や栄養に関する情報の提供を充実させ、健康的な食生活の実践

や地域における食育活動など市民自らの意思で行う活動の支援に努めることとしています。 

また、「小金井市健康増進計画」の中では、食育に関するさまざまな施策を展開しています。

平成 25 年３月には、より一層食育を推進していくため、小金井市食育推進基本条例を制定

し、平成 27 年 10 月、連携促進のために食育コーディネータを設置しました。 

本条例では、健康に暮らせるまち・小金井をつくるため、食育の重要性を再認識し、食に

関するさまざまな市民・生産者・事業者・各種団体等が更に連携強化を図るための役割を定

めています。 

これらを踏まえ小金井市では、食育とは、食に関する健全で豊かなライフスタイルを自ら

選び、実践する力を育てることと定義しました。 

そのうえで、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードとして、食を通した豊か

で健全な小金井らしいライフスタイルを、市民一人一人が、生産者・事業者が、各種団体等

が、そして市が、選び、実践し、協働することによって進めていくことを、食育の基本方針

としました。 

本計画では「小金井らしい食生活」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”

として、地域に展開しようとするものです。 

食育はさまざまな分野に関わり、さまざまな主体によって進められるものであるため、戦

略的に推進していくことが必要です。このため、全市民を対象とする情報提供・啓発等の整

備、生涯にわたるライフステージに応じた基本的施策の充実、地域における各主体の連携強

化を図っていきます。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この計画における青年期とは、13 歳から 20 歳代前半を指します。 

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

健康増進健康増進健康増進健康増進    ・・・・    豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活    

““““KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyle””””のののの    

地域展開地域展開地域展開地域展開    

啓発活動の充実と情報の整備、 

各種団体の活動及び連携の推進 

生涯生涯生涯生涯にわたるにわたるにわたるにわたる    

食育推進食育推進食育推進食育推進    

乳幼児と保護者、学童期、 

青年期※から高齢期への取組 



１９ 

（（（（2）取組の指標）取組の指標）取組の指標）取組の指標 

国の食育推進基本計画及び東京都食育推進計画では、取組の指標として数値目標が掲げら

れています。本計画においては、それらを基本としつつ、また前回計画で設定した指標の調

査・検証を行い、平成 33 年度までの 5 年間の新たな指標を設定しました。 

 

 
項目 指標 

Koganei-Style 

での位置づけ 
国 都 

１ 
毎日きちんと朝

食を食べる 

１００％（市民） 

【８３.８％】 

栄養バランス 

『野菜』 
○ ○ 

２ 
家族と一緒に食

事をする 

小４・中１共に１００％ 

（朝・夕いずれかでも。兄弟可） 

【朝食４９.５％・夕食７４.６％】 

家族・友人・知人 

『団らん』 
○ ○ 

３ 
バランスのとれ

た食事をする 

小４・中１共に５０％以上 

改善意欲のある市民６０％以上 

【小学生３７.２％ 中学生４４.６％】 

【一般市民 ３５.９％】 

栄養バランス 

『野菜』 
○ ○ 

４ 
食生活に地産地

消を取り入れる 

地場野菜を食材に利用する市民 

８０％以上【６３.６％】 

地産地消・食文化

の伝承『ふれあい』 
○ ○ 

５ 食品ロスの軽減 

食品ロス軽減のために活動している市

民８０％以上【小・中学生 ４４.４％】 

【一般市民 ６７.０％】 

食の安全・安心 

『環境』 
○ △ 

○ 目標を掲げている  △ 似たような項目で目標を掲げている 【 】内は現状値 

 

指標の項目１・２・３については、東京都の指標に準拠したもので、本計画においても引

き続き同様の指標を設定し、項目３については実践している割合に変更しました。 

項目１については、平成 22 年度に本市が実施した「食育市民アンケート」によれば、ほ

とんど毎日食べると答えた割合は 86.6％であったことから、対象を小・中学生だけの問題で

はなく成人も含めた全市民として設定しており、本計画においても引き続き同様の指標とし

て設定します。 

項目４は、小金井らしい食生活の実現に向けて、食の安全を確保し鮮度にこだわることや、

循環型社会の実現を目指し環境にも配慮することは重要であるため、今回調査で、市内で採

れた野菜を｢いつも買う｣や「たまに買う」と答えた割合が 61.1％であったことから、全計画

と同様、指標を 80％以上として設定します。 

項目５は、近年、大きな問題となっており、小金井市でも新たな指標として追加しました。

日本の食料自給率は 39％（平成 27 年度）で、食糧の大半を輸入に頼っている一方で、本来

食べられる食料を年間約 632 万トンも捨てているという現実があります。食品ロスを減らす

ために、食べ物を無駄なく、大切に消費していくことが必要です。アンケートの結果、食事

を残さず食べる一般市民が 67.0％、小・中学生が 44.4％という現状から、国の目標と同様、

指標を 80％以上に設定します。 



２０ 

（（（（3）施策の体系）施策の体系）施策の体系）施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）各施策番号はＰ22～28 の 
  事業名に対応しています 

““““KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyle”の地域展開”の地域展開”の地域展開”の地域展開        

生涯にわたる食育推進生涯にわたる食育推進生涯にわたる食育推進生涯にわたる食育推進    

① 啓発活動の充実 
1.食育月間・食育の日の取組 
2.小金井らしい食生活の推進 
3.農業祭等での啓発活動 
4.循環型社会体験（エコベジタブル）教室の推進 
5.夏休み生ごみ投入リサイクル事業 

② 情報の整備 
1.食育市民アンケート調査 
2～３.食育ホームページ 
４.地場野菜等の情報提供 

各種団体等の食育推進
に対する促進策 

1.食育ホームページの活用 7.料理講習会 
2.食育関連の人材の活用 8.江戸東京野菜の普及促進 
3.環境学習 9.新たな特産物の普及促進 
4.親子農業体験の促進 10.生産者との交流促進 
5.学童収穫体験の促進 11.野菜収穫体験 
6.地場野菜等の販売促進 

③ 

① 乳幼児と保護者の食育
推進 

ア 保健センター 
1.マタニティクッキング 6.栄養講習会(親子クッキング) 
2.両親学級 7.乳幼児保健相談 
3.離乳食教室 8.栄養個別相談 
4.乳幼児食育メール 9.エンジェル教室 
5.こどもクッキング 
 

イ 保育所・保育園 
1.年間食育計画をもとにした食育  
2.収穫体験  
3.給食だより  
4.クッキング保育  
5.食物アレルギー等の個別相談 
6.栄養士による出前講座 
7.生産者・食材納品業者等との交流 
8.地域向け食育活動 
9.地域連携の推進 
10.家庭と協働した食育支援 

② 
ア 小学校 

1.学校における食育の推進と情報発信 
2～3.給食を通じた食育 
4.地域と交流した食育活動 
5～6.家庭と協働した食育支援 

イ 学童保育所・児童館 
1.食育指導（学童保育所） 
2.料理教室（児童館） 

学童期の食育推進 

③ 青年期から高齢期の 
食育推進 

ア 青年期の食育推進 
1.学校における食育の推進と情報発信 
2～3.給食を通じた食育 
4.地域と交流した食育活動 
5～6.家庭と協働した食育支援 
7.ミニパンフレットによる情報発信 

イ 成人・高齢者の食育推進 
1.栄養個別相談 
2.栄養講習会 
3.健康づくりフォローアップ指導教室 
4.特定保健指導 
5.成人学校 
6.6024・8020 運動の推進 
7.配食サービス 
 

ウ 児童館 
1.子育て相談会 
2.乳幼児食事会 



２１ 

4    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 

 

本計画では、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードとする「小金井らしい食

生活」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”として、市民一人一人が、生産

者・事業者が、各種団体等が、そして市が、選び、実践し、協働することによって進めてい

くこととしています。 

本市における食をめぐる問題の解決に向けて、以下のとおり、「“Ｋoganei-Ｓtyle”の地域

展開」、「生涯にわたるライフステージに応じた食育推進」という２つの柱とし、食育の総合

的な推進を図っていきます。 

 

（（（（1））））““““Koganei-Style”の地域展開”の地域展開”の地域展開”の地域展開 

「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードに、「小金井らしい食生活」のあるひ

とづくり・まちづくりを“Koganei-Style“として地域に展開していくためには、食育に関

する正しい情報の提供や知識の普及、そして各種団体の活動及び連携を推進していくことが

重要となります。 

小金井市民を対象に平成 28 年度に実施した「食育市民アンケート」では、食育という言

葉か意味を知っている市民は９割を超え、食育に関心があると答えた市民は６割以上となり

ました。このことから、食育の認知度は広がっており、第一次計画、第二計画を通して食育

の土台作りは一定程度進んだといえます。 

近年、栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満や、それらが原因と考えられる生活習慣

病の増加がみられます。また、若い女性を中心にみられる過度のダイエット志向に加え、高

齢者の低栄養傾向等の健康面での問題も指摘されているところです。また、食の安全や信頼

にかかわる問題や、外国からの食料輸入に依存する問題など、食を取り巻く環境が大きく変

化しています。こうした中で、氾濫する情報に流されず、食に関する知識を身に付け、健康

的な食生活を実践するため、食育に関する啓発活動を充実させ、市民が必要とする情報を整

備していきます。 

同時に、“Koganei-Style”を展開していく上で、各種団体が果たす役割は重要だといえま

す。既に様々な活動を通じて地域の食育に貢献している力は大きく、その活動を更に発展さ

せていくには、各種団体が相互に、また市と連携・協力していくことが求められます。 

 

①①①①    啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの充実充実充実充実    

「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードとする「小金井らしい食生活」を推進

していきます。 

特に、食育月間（６月）と食育の日（19 日）を中心に、食育の普及啓発の取組を通して食

育の周知を図る等、継続的な啓発活動を展開していきます。 

 

 

 



２２ 

    事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    
食育月間・食育の日食育月間・食育の日食育月間・食育の日食育月間・食育の日

の取組の取組の取組の取組    

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。 

関係各課 

２２２２    
小金井らしい食生小金井らしい食生小金井らしい食生小金井らしい食生

活の活の活の活の推進推進推進推進    

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。 

健康課 

３３３３    
農業祭等での啓発農業祭等での啓発農業祭等での啓発農業祭等での啓発

活動活動活動活動    

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。 
関係各課 

４４４４    

循環型循環型循環型循環型社会体験社会体験社会体験社会体験（エ（エ（エ（エ

コベジタブル）教室コベジタブル）教室コベジタブル）教室コベジタブル）教室

の推進の推進の推進の推進    

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。 

ごみ対策課 

５５５５    
夏休み生ごみ投入夏休み生ごみ投入夏休み生ごみ投入夏休み生ごみ投入

リサイクル事業リサイクル事業リサイクル事業リサイクル事業    

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。 

ごみ対策課 

 

②②②②    情報情報情報情報のののの整備整備整備整備    

食育や食品等に関する基本的な情報を正確かつタイムリーに提供するため、食育市民アン

ケート調査を実施して、市の実態把握を進めるとともに、食育ホームページを通して情報提

供を推進します。特に、食の安全については重視し、適切な情報発信に努めます。 

 

    事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    
食育市民アンケー食育市民アンケー食育市民アンケー食育市民アンケー

ト調査ト調査ト調査ト調査    

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。 
健康課 

２２２２    

食育ホームページ食育ホームページ食育ホームページ食育ホームページ    

市民ボランティアによる編集委員会を開催し、地域

の食育及び食生活に関する情報を幅広く提供する。 
健康課 

３３３３    関係各課の食育に関する事業を紹介する。 健康課 

４４４４    
地場野菜等の情報地場野菜等の情報地場野菜等の情報地場野菜等の情報

提供提供提供提供    

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。 

健康課 

経済課 

 

③③③③    各種団体等各種団体等各種団体等各種団体等のののの食育推進活動食育推進活動食育推進活動食育推進活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策    

食育・食生活の改善その他食生活を豊かにしていく主体として、各種団体は既に大きな役

割を果たしており、今後、“Koganei-Style”を地域展開していく上で、もっとも大きな期待

が寄せられると考えられます。各種団体等が相互に、また、市と連携して、その活動を発展

させていくことが極めて重要であると言えます。 

既に各種団体等が実施している食育の取組をさらに充実していくために、平成 27 年 10

月に食育コーディネータを任命し、市内で食育に関わる活動をしている個人の方や団体同士

をつないだり、食育に関する相談や問い合わせがあった際に、必要なところに情報をつなぐ

役割を担っています。今後は、食育コーディネータを有効に活用してもらうための周知を行

うことが求められます。 

 



２３ 

    事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    
食育ホームページ食育ホームページ食育ホームページ食育ホームページ

の活用の活用の活用の活用    

各種食育活動や食育コーディネータ実績の紹介等、

情報発信を行う。 
健康課 

２２２２    
食育関連の人材の食育関連の人材の食育関連の人材の食育関連の人材の

活用活用活用活用    

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。 
健康課 

３３３３    環境学習環境学習環境学習環境学習    
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。 
環境政策課 

４４４４    
親子農業体験の促親子農業体験の促親子農業体験の促親子農業体験の促

進進進進    

生産体験の機会促進に向け、農業経営者クラブが実

施する「親子農業体験」の周知を図る。 
経済課 

５５５５    
学童収穫体験の促学童収穫体験の促学童収穫体験の促学童収穫体験の促

進進進進    

生産体験の機会促進に向け、農業振興連合会が実施

する「学童収穫体験」への支援を行う。 
経済課 

６６６６    
地場野菜等の販売地場野菜等の販売地場野菜等の販売地場野菜等の販売

促進促進促進促進    

新鮮で安全な地場野菜等の販売促進を目指して、庭

先直売所の周知や、生産者、ＪＡ、事業者等の連携

を推進する。 

経済課 

７７７７    料理講習会料理講習会料理講習会料理講習会    
地産地消を推進するため、農業経営者クラブと連携

し、地場産野菜を利用した料理教室を実施する。 
経済課 

８８８８    
江戸東京野菜の普江戸東京野菜の普江戸東京野菜の普江戸東京野菜の普

及促進及促進及促進及促進    

江戸東京野菜の普及を促進させるため、地域の団体

やＮＰＯ、飲食店などと連携し、情報の収集・発信

強化に向けた取組を支援する。 

経済課 

９９９９    
新たな特産物の普新たな特産物の普新たな特産物の普新たな特産物の普

及促進及促進及促進及促進    

ＪＡなどと連携し、ルバーブなど新たに特産化の可

能性がある農産物の情報を生産者へ提供する。 
経済課 

１０１０１０１０    
生産者との交流促生産者との交流促生産者との交流促生産者との交流促

進進進進    

生産者との交流や生産体験の機会として、農地等の

見学会を行う。 
経済課 

１１１１１１１１    野菜収穫体験野菜収穫体験野菜収穫体験野菜収穫体験    
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。 
ごみ対策課 

 

 

 

（（（（2）生涯にわたる食育推進）生涯にわたる食育推進）生涯にわたる食育推進）生涯にわたる食育推進 

健康的な体と豊かな心を培い、次の世代を育んでいくためには、乳幼児から高齢者までラ

イフステージごとにさまざまな能力を習得し、生涯を通じてその力を発揮していくことが重

要です。そのために、各ライフステージに応じた食育の施策を展開することにより、市民一

人一人が食の安全も含め自らの食のあり方について考え、選びとって作りあげていくことを

通して、健全な食生活を身につけ、生涯を通じて健やかな生活を送ることができるよう支援

していきます。 

①①①① 乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児とととと保護者保護者保護者保護者のののの食育推進食育推進食育推進食育推進    

食に対する意識・習慣は幼い頃からの積み重ねによって形作られます。幼児期の「食べる

こと」は、栄養の観点だけでなく生涯の生活と健康に関わる「食」のスタート地点という意

味で非常に大切です。食育の基礎・基本を固めていく観点から、子どもたちが望ましい食習

慣を身に付けられるように、家庭における食育の向上や関係機関等での集中的な取組を進め

ます。 

 



２４ 

アアアア    保健保健保健保健センターセンターセンターセンター    

保健センターは、各種健診等の健康事業を所管し、管理栄養士も配置され、食育推進事業

において中核的な役割を担います。 

乳幼児期からの食経験は、味覚、嗅覚、視覚など食に関する五感を磨き、食べる意欲や食

習慣の基盤となる大切な時期です。各種健診や教室、相談、メール配信等を通して、乳幼児

期の食育の充実を図るとともに、保護者へ食育の情報提供をすることで、家族で楽しく食卓

を囲むことや、家庭全体の食生活の改善を支援していきます。また、子ども家庭支援センタ

ーや保育園との連携を進めます。 

 

    事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１    
マタニティクッキマタニティクッキマタニティクッキマタニティクッキ

ングングングング    

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。 
健康課 

２２２２    両親学級両親学級両親学級両親学級    
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。 
健康課 

３３３３    離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室    
生後６～７、８～11 か月児と対象を分け、それぞ

れの保護者を対象に離乳食の講義、試食を行う。 
健康課 

４４４４    乳幼児食育メール乳幼児食育メール乳幼児食育メール乳幼児食育メール    
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。 
健康課 

５５５５    こどもこどもこどもこどもクッキングクッキングクッキングクッキング    
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。 
健康課 

６６６６    
栄養講習会栄養講習会栄養講習会栄養講習会    

((((親子クッキング親子クッキング親子クッキング親子クッキング))))    

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。 
健康課・学務課 

７７７７    乳幼児保健相談乳幼児保健相談乳幼児保健相談乳幼児保健相談    
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。 
健康課 

８８８８    栄養個別相談栄養個別相談栄養個別相談栄養個別相談    
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。 
健康課 

９９９９    エンジェル教室エンジェル教室エンジェル教室エンジェル教室    
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。 

子育て支援課 

（子ども家庭支

援センター） 

 

 

イイイイ    保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園等等等等    

保育所・幼稚園等は、子どもに直接「食育」を実施する場所であり、毎日の生活体験を積

み重ねるなかで、適切な食習慣を形成するため、様々な取組を実施しています。 

市立保育園は、栄養士及び調理士等も配置され、園児に対する食育の充実を図る他、その

ノウハウを地域に広げていく役割が期待されます。計画的な指導、生産・調理体験等、既に

一定の事業が実施されていることから、それらについては継続して充実を図るとともに、特

に相談等において地域からの参加の拡充を図ります。また、地域に対して、私立・国立の保

育所・幼稚園等との連携を推進し、生産者との連携や食育相談を促進していきます。 

 

 

 

 



２５ 

 事業名 事業内容 担当課 

１１１１    
年間食育計画をも年間食育計画をも年間食育計画をも年間食育計画をも

とにした食育とにした食育とにした食育とにした食育    

食育計画や年間行事計画を作成し、子どもの発達に

応じた食育事業を実施する。 
保育課 

２２２２    収穫体験収穫体験収穫体験収穫体験    
農業体験として園児が収穫したイモを、調理して食

べる。 
保育課 

３３３３    給食だより給食だより給食だより給食だより    
給食だよりを配布・掲示する。特に、食育月間・食

育の日の取組を行う。 
保育課 

４４４４    クッキング保育クッキング保育クッキング保育クッキング保育    
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。 
保育課 

５５５５    
食物アレルギー等食物アレルギー等食物アレルギー等食物アレルギー等

の個別相談の個別相談の個別相談の個別相談    

必要に応じて保護者と個別に相談し、給食に反映さ

せる。 
保育課 

６６６６    
栄養士による出前栄養士による出前栄養士による出前栄養士による出前

講座講座講座講座    

市立保育園の栄養士が児童館に出向き、食育相談を

行う。 
保育課 

７７７７    
生産者・食材納品業生産者・食材納品業生産者・食材納品業生産者・食材納品業

者等との交流者等との交流者等との交流者等との交流    

地域の生産者・食材納品業者等と園児がふれあい、

特に野菜や魚の実物が見られるよう配慮する。 
保育課 

８８８８    地域向け食育活動地域向け食育活動地域向け食育活動地域向け食育活動    

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や講習会、試食会を実施す

る。 

保育課 

９９９９    地域連携の推進地域連携の推進地域連携の推進地域連携の推進    
私立・国立の保育所・幼稚園等との連携を推進する。 

保育課 

１０１０１０１０    
家庭と協働した食家庭と協働した食家庭と協働した食家庭と協働した食

育支援育支援育支援育支援    

望ましい食習慣の取組ができるよう支援する。 
保育課 

 
 

ウウウウ    児童館児童館児童館児童館    

児童館は、地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかに

することを目的とする施設です。児童館の目的に沿った食育に関する事業を推進していきま

す。 

 

 事業業業業名 事業内容 担当課 

１１１１    子育て相談会子育て相談会子育て相談会子育て相談会    
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。 
児童青少年課 

２２２２    乳幼児食事会乳幼児食事会乳幼児食事会乳幼児食事会    

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。 

児童青少年課 

 

②②②② 学童期学童期学童期学童期のののの食育推進食育推進食育推進食育推進    

アアアア    小学校小学校小学校小学校 

家庭、学校を中心とした生活において、健康づくりの基礎となる正しい食習慣が形成され

る時期であり、この時期に、自己管理能力を育成するため、食の基礎を習得し、健康な生活

のための実践ができるようにすることが大切です。 

従来から行われている授業・給食等における指導や保護者への支援の充実を図るとともに、

地域と交流した食育活動を実施し、児童生徒が保護者に依存した食生活から徐々に自立し、

発達段階に応じて、毎日朝食をとる、栄養バランス、共食などの望ましい食習慣を身につけ、



２６ 

地産地消、食の安全・安心など食への理解が促進されるよう、学校教育活動全体で食育を推

進していきます。 

 

 事業名 事業内容 担当課 

１１１１    
学校における食育学校における食育学校における食育学校における食育

の推進と情報発信の推進と情報発信の推進と情報発信の推進と情報発信    

学習指導要領に基づく学校ごとの食に関する指導

全体計画を作成し、積極的に食育の推進を図る。 
指導室 

２２２２    

給食を通じた食育給食を通じた食育給食を通じた食育給食を通じた食育    

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。 

学務課 

３３３３    
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。 
学務課 

４４４４    
地域と交流した食地域と交流した食地域と交流した食地域と交流した食

育活動育活動育活動育活動    

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。 
学務課 

５５５５    
家庭と協働した家庭と協働した家庭と協働した家庭と協働した    

食育支援食育支援食育支援食育支援    

給食だより等の情報提供を充実させる。 
学務課 

６６６６    望ましい食習慣の取組ができるよう支援する。 
学務課 

 

イイイイ    学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所・・・・児童館児童館児童館児童館    

学童保育所・児童館は、子どもたちの健全な育成を図るための場所であり、この点を活か

した食育を推進していきます。 

 

 事業業業業名 事業内容 担当課 

１１１１    
食育指導食育指導食育指導食育指導    

（学童保育所）（学童保育所）（学童保育所）（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。 
児童青少年課 

２２２２    
料理教室料理教室料理教室料理教室    

（児童館）（児童館）（児童館）（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。 

 

 

児童青少年課 

 

③③③③ 青年期青年期青年期青年期からからからから高齢期高齢期高齢期高齢期のののの食育推進食育推進食育推進食育推進    

中学生で自立期に入り、高校生以降は、これまで身につけてきた基礎的な食習慣や食に関

する知識・技能を使いながら、適切な自己管理のもと、健全な食生活を実施していく時期で

す。 

しかし、大学生等を含む若年層は、比較的食育に関心が低く、食生活も乱れがちであると

されています。30 代以降は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の増加が懸念され

ていますが、これらの世代に対して市民一人一人がより食の大切さを自覚し、生活習慣病等

の疾病予防や健全な食生活を送ることができるような支援を行うとともに、高齢者が自分に

合った食生活を送り、生活の質の向上を図ることができるようさまざまな施策を展開して支

援していきます。 

 



２７ 

アアアア    青年期青年期青年期青年期のののの食育推進食育推進食育推進食育推進 

第二次成長の時期であり、体力や運動能力が大きく発達し、必要なエネルギー量が最も高

い時期です。また、生活習慣が自立するようになり、自ら選んで食事をする機会も増えます。

クラブ活動や塾などで、生活が不規則になりやすく、朝食の欠食や孤食も増えていきます。

この時期に栄養の不足や偏りなどで発育が抑制されると、将来の健康にも悪影響を与えかね

ません。また、これから家庭を築き、子どもを産み育てる世代であり、食育の大切さや正し

い知識を身に着け、実践していくことは非常に重要となります。正しい知識の普及と実践を

手助けするような情報提供に努めます。 

 

 事業名 事業内容 担当課 

１１１１    

学校における食育学校における食育学校における食育学校における食育

の推進と情報発信の推進と情報発信の推進と情報発信の推進と情報発信

[[[[再掲再掲再掲再掲]]]]    

学習指導要領に基づく学校ごとの食に関する指導

全体計画を作成し、積極的に食育の推進を図る。 
指導室 

２２２２    
給食を通じた食育給食を通じた食育給食を通じた食育給食を通じた食育    

[[[[再掲再掲再掲再掲]]]]    

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。 

学務課 

３３３３    
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。 
学務課 

４４４４    
地域と交流した食地域と交流した食地域と交流した食地域と交流した食

育活動育活動育活動育活動[[[[再掲再掲再掲再掲]]]]    

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。 
学務課 

５５５５    
家庭と協働した家庭と協働した家庭と協働した家庭と協働した    

食育支援食育支援食育支援食育支援[[[[再掲再掲再掲再掲]]]]    

給食だより等の情報提供を充実させる。 
学務課 

６６６６    望ましい食習慣の取組ができるよう支援する。 
学務課 

７７７７    
ミニミニミニミニパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット

による情報発信による情報発信による情報発信による情報発信    

青年期向けの食育に関するミニパンフレットを作

成し、関係機関に配する。 
健康課 

    

イイイイ    成人成人成人成人・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者のののの食育推進食育推進食育推進食育推進        

生涯を通じて質の高い生活を送るためには、成人期における健全な食生活の実践が不可欠

です。特に、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病を発症しやすい 40～50 代に到達するま

でに自分の健康状態への関心を高め、生活改善を行うことは、健康づくりに大きな意味を持

ちます。 

さらに、家庭や地域における食育の担い手として、食文化の継承や健全な次世代を育てる

という役割もあります。 

成人期の食に対する理解を深めるため、食育の情報を発信し、バランスのよい食生活の実

践を推進していきます。 

高齢になると小食になり、たんぱく質やミネラルの吸収力も下がるため、気づかぬうちに

「低栄養」状態になる危険性があります。健康で長生きするためには、バランスを考えた食

事をしっかりとることが大切です。高齢者が自分の健康状態に合った食生活を送ることがで

きるよう支援するとともに、食と健康に対する意識を高め、健診等を通じて健康な生活を送

ることができるよう支援します。 

 

 



２８ 

 事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    栄養個別相談栄養個別相談栄養個別相談栄養個別相談    
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。 
健康課 

２２２２    栄養講習会栄養講習会栄養講習会栄養講習会    
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。 
健康課 

３３３３    
健康づくりフォロ健康づくりフォロ健康づくりフォロ健康づくりフォロ

ーアップ指導教室ーアップ指導教室ーアップ指導教室ーアップ指導教室    

糖尿病や骨粗しょう症など、疾病や年齢に合わせた

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。 

健康課 

４４４４    特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導    

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。 

保険年金課 

５５５５    成人学校成人学校成人学校成人学校    
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。 
公民館 

６６６６    
６０２４・８０２０６０２４・８０２０６０２４・８０２０６０２４・８０２０    

運動の推進運動の推進運動の推進運動の推進    

生涯を通じて健康的な食生活が実践できるよう、６

０歳で２４本以上、８０歳で２０本以上の歯がある

方の増加を目指す。 

健康課 

７７７７    配食サービス配食サービス配食サービス配食サービス    

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。 

自立生活支援課 

介護福祉課 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



２９ 

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

 

本市における食育は、これまでの取組の中で着実に推進され、土台作りは一定程度できた

ものと考えられます。しかし、食を取り巻く社会環境が変化している状況の中で、それぞれ

の主体が連携・協力して、これまでの取組をより一層広げていく必要があります。 

本計画を着実に進めていくためには、計画推進のための仕組みづくりと、それぞれの主体

がそれぞれの役割を認識し、果たしていくことが求められます。 

市においては、食育推進会議を継続して開催し、効果的・効率的な推進体制づくりを進め

ていきます。 

また、市、市民、生産者・事業者、各種団体等それぞれの役割を明確化し、啓発活動を行

っていきます。 

 

（（（（1）施策の推進体制）施策の推進体制）施策の推進体制）施策の推進体制 

本計画を効果的・効率的に進めていくためには、市の体制のみならず、地域での仕組みづ

くりが必要です。 

学識経験者や公募市民等による委員で構成される食育推進会議によって、本計画の進捗状

況の検証や必要な推進策を検討することに加え、食育コーディネータを中心にした関係機関

との連携を促進していきます。また、市の関係課が構成する食育推進検討委員会を開催し、

円滑な事業実施を推進します。 

併せて、若年層に対して食育を推進するため、専門的識見を食育に活かす観点から、大学

等との連携を強化していきます。 

 

 事業名事業名事業名事業名    事業内容事業内容事業内容事業内容    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    食育推進会議食育推進会議食育推進会議食育推進会議    
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。 
健康課 

２２２２    
食育コーディネー食育コーディネー食育コーディネー食育コーディネー

タタタタ    

食育に関する関係機関等との連携を促進する。 
健康課 

３３３３    
食育推進検討委員食育推進検討委員食育推進検討委員食育推進検討委員

会会会会    

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開催する。 
健康課 

４４４４    
大学等との連携推大学等との連携推大学等との連携推大学等との連携推

進進進進    

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。 

健康課 
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（（（（2）関係者の役割）関係者の役割）関係者の役割）関係者の役割 

食育を小金井市全体で推進していくためには、関係者がそれぞれの役割を認識し、果たし

ていくことが重要です。 

①①①①    市市市市のののの責務責務責務責務    

� 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する。 

� 農業関係者と連携し、学校給食等で積極的に小金井産野菜等が利用されるように推進す

るよう努める。 

� 食育に関する施策の情報の収集と発信、啓発に努める。 

� 食育の推進に当たっては、国、東京都及び他の地方公共団体との連携に努める。 

②②②②    市民市民市民市民    

� 食に関する知識及び適切な判断力を養い、望ましい食生活を実践するよう努める。 

� 生涯にわたり、家庭、地域等の団らん・触れ合いの場を通し、健康的で心豊かな食生活

の実現に自ら努める。 

� 食を通じて子どもたちが健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにす

るため、楽しく食事をするような環境づくりに努める。 

③③③③    教育関係者教育関係者教育関係者教育関係者    

� 国及び東京都で定める指導の方針を踏まえ、子どもが食に関する理解を深められるよう

努める。 

� 教育と食育のつながりを大切にして、食の安全、栄養及び健康の増進の理解が深められ

るよう努める。 

� 教育に関する分野において積極的に食育を推進するよう努めるとともに、関係機関と連

携し、情報の共有化を図る。 

� 市及び農業関係者と連携し、学校給食等に、小金井産野菜等が利用されるよう努める。 

� 地域と連携を図り、食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を図るよう

努める。 

� 科学知識、技術及び情報をいかし、基本理念の実現に協力するよう努める。 

④④④④    福祉関係者等福祉関係者等福祉関係者等福祉関係者等    

� 関係機関と連携し、食育の推進に努め、かつ、その知識と経験を積極的に市民に示し、

市民の健康に資するよう努める。 

� 医療関係者等との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の維持に係る

情報の発信と意見交換・共有に努める。 

⑤⑤⑤⑤    医療関係者等医療関係者等医療関係者等医療関係者等    

� 関係機関との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の維持に係る情報

の発信と意見交換・共有に努める。 

� 市民への生命及び生活の質の向上を図るための知識・経験・技術の情報発信に努める。 
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⑥⑥⑥⑥    農業関係者農業関係者農業関係者農業関係者    

� 食育推進のため農地の適正利用に努めるとともに、農地を次世代へ継承するよう努める。 

� 市民が地産地消を継続的に行えるように農産物の生産力の向上に努める。 

� 安心安全な農産物の提供に努める。 

� 行政と連携し、市民の農業体験の機会を作るために積極的に努める。 

� 食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を図るよう努める。 

� 関係機関と連携し、小金井産野菜等を積極的に学校給食等へ供給するよう努める。 

� JA 及び農業委員会は農業者や関係団体の食育推進に積極的に協力するよう努める。 

⑦⑦⑦⑦    食品関連事業者等食品関連事業者等食品関連事業者等食品関連事業者等    

� 健康と食育のために栄養バランスの良い食生活の重要性を認識し、積極的に食育の推進

に努める。 

� 市が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努める。 

� 安全性の高い食品の提供に努めるとともに、市民への食に関する幅広い情報提供を行う

よう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Koganei-Style” 
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資資資資        料料料料 

（（（（1）食育推進会議及び検討経過）食育推進会議及び検討経過）食育推進会議及び検討経過）食育推進会議及び検討経過 

①①①①    食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿 

委員氏名 選出区分 任期 

雀部 かおり 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

鈴木 祥江 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

高木 有希 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

鳥羽 浩子 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

松嶋 あおい 公募市民 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

南 道子 学識経験者 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

酒井 文子 学識経験者 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

菊谷 武 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

小林 美香 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

志田 尚紀 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

島崎 聡子 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

土屋 直己 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

松井 大平 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

渡辺 悟 関係機関の役員又は職員 平成 28 年 2 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

廣繁 理美 関係行政機関の職員 平成 28 年 4 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

佐久間 育子 市の職員 平成 28 年 4 月 1日から平成 30 年 1月 31 日まで 

②②②②    検討経過検討経過検討経過検討経過 

開催年月日 主な内容 

平成 28 年８月１日 平成 28 年度第１回食育推進会議 

・食育推進計画策定スケジュールについて 

・食育アンケート実施内容について 

・国及び都の食育推進計画について 

・平成 27年度食育推進計画の進捗状況調査について 

平成 28年 10 月 25 日 平成 28 年度第２回食育推進会議 

・食育市民アンケート結果について 

・今後のスケジュールについて 

・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 

平成 28年 12 月 27 日 平成 28 年度第３回食育推進会議 

・第３次小金井市食育推進計画（案）について 

・パブリックコメントの実施について 
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（（（（2）食育基本法（平成１７年法律第６３号））食育基本法（平成１７年法律第６３号））食育基本法（平成１７年法律第６３号））食育基本法（平成１７年法律第６３号） 

 

 目次 

前文 

 第一章 総則（第一条―第十五条）  

 第二章 食育推進基本計画等（第十六条―第十八条）  

 第三章 基本的施策（第十九条―第二十五条）  

 第四章 食育推進会議等（第二十六条―第三十三条）  

 附則  

 

 二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来

や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健

康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」

が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基

礎となるべきものと位置付けるとともに、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することができる人間を育てる食育を推進する

ことが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子ど

もたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって

健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 

 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の

「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、

肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題

や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、

人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学

ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれて

きた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な

食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に

関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及

び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与する

ことが期待されている。 

 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々

な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を

行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、

今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んで

いくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組

が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待され

る。 
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 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及

び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則     

（目的）  

第一条第一条第一条第一条  この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたっ

て健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となって

いることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかに

するとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力

ある社会の実現に寄与することを目的とする。  

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）  

第二条第二条第二条第二条  食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することに

より、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければなら

ない。  

（食に関する感謝の念と理解）  

第三条第三条第三条第三条  食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食

に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮さ

れなければならない。  

（食育推進運動の展開）  

第四条第四条第四条第四条  食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配

慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、そ

の連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。  

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）  

第五条第五条第五条第五条  食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有しているこ

とを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育

の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、

行われなければならない。  

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）  

第六条第六条第六条第六条  食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利

用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食

育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われ

なければならない。  

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上へ

の貢献）  

第七条第七条第七条第七条  食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和の

とれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の

理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化

と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。  

（食品の安全性の確保等における食育の役割）  
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第八条第八条第八条第八条  食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であるこ

とにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意

見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、

国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。  

（国の責務）  

第九条第九条第九条第九条  国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第十条第十条第十条第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その

地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）  

第十一条第十一条第十一条第十一条  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関係団体（以下「教育関係者等」と

いう。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっ

とり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、

他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

２２２２     農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関す

る体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんが

み、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と

食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者

等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  

（食品関連事業者等の責務）  

第十二条第十二条第十二条第十二条  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（以

下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積

極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施

策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

（国民の責務）  

第十三条第十三条第十三条第十三条  国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念に

のっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう

努めるものとする。  

（法制上の措置等）  

第十四条第十四条第十四条第十四条  政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。  

（年次報告）  

第十五条第十五条第十五条第十五条  政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出し

なければならない。  

   第二章第二章第二章第二章    食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等     

（食育推進基本計画）  

第十六条第十六条第十六条第十六条  食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育

推進基本計画を作成するものとする。  
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２２２２     食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一一一一     食育の推進に関する施策についての基本的な方針  

二二二二     食育の推進の目標に関する事項  

三三三三     国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  

四四四四     前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項  

３３３３     食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内

閣総理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければな

らない。  

４４４４     前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県食育推進計画）  

第十七条第十七条第十七条第十七条  都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推

進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めな

ければならない。  

２２２２     都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）

は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなけれ

ばならない。  

（市町村食育推進計画）  

第十八条第十八条第十八条第十八条  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推

進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進

に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなけれ

ばならない。  

２２２２     市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市

町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならな

い。  

   第三章第三章第三章第三章    基本的施策基本的施策基本的施策基本的施策     

（家庭における食育の推進）  

第十九条第十九条第十九条第十九条  国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深

め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望まし

い習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理

に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子ども

を対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要

な施策を講ずるものとする。  

（学校、保育所等における食育の推進）  

第二十条第二十条第二十条第二十条  国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効

果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、

学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい

教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓

発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等

の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等
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様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及

ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。  

（地域における食生活の改善のための取組の推進）  

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条  国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活

の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定

及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並

びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活

動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進の

ための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。  

（食育推進運動の展開）  

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条  国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その

他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の

団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協

力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び

意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的か

つ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるもの

とする。  

２２２２     国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の

推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボラ

ンティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものと

する。  

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）  

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条  国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費

者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対

する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農

林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内

の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃

棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。  

（食文化の継承のための活動への支援等）  

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条  国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食

文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の

普及その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）  

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条  国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国

民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物

の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収

集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必

要な施策を講ずるものとする。  

２２２２     国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣

等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動
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についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。  

   第四章第四章第四章第四章    食育推進会議等食育推進会議等食育推進会議等食育推進会議等     

（食育推進会議の設置及び所掌事務）  

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条  内閣府に、食育推進会議を置く。  

２２２２     食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一一一一     食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

二二二二     前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に

関する施策の実施を推進すること。  

（組織）  

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条  食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。  

（会長）  

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条  会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  

２２２２     会長は、会務を総理する。  

３３３３     会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

（委員）  

第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一一一一     内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第九条第一項 に規定する特命担当大臣であっ

て、同項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号 に掲げる事項に関する事務及び

同条第三項第二十七号の三 に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」とい

う。）  

二二二二     食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

三三三三     食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２２２２     前項第三号の委員は、非常勤とする。  

（委員の任期）  

第三十条第三十条第三十条第三十条  前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。  

２２２２     前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。  

（政令への委任）  

第三十一条第三十一条第三十一条第三十一条  この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める。  

（都道府県食育推進会議）  

第三十二条第三十二条第三十二条第三十二条  都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計

画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置く

ことができる。  

２２２２     都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  

 

 

（市町村食育推進会議）  

第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作

成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことがで



３９ 

きる。  

２２２２     市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  

 

   附附附附    則則則則    抄抄抄抄  

（施行期日） 

第一条第一条第一条第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。  
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（（（（3））））小金井市食育推進基本条例小金井市食育推進基本条例小金井市食育推進基本条例小金井市食育推進基本条例 

 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条—第３条） 

第２章 基本となる施策（第４条—第１２条） 

第３章 推進体制（第１３条—第１５条） 

付則 

 

前文前文前文前文    

食は、身体の健康と心の豊かさを育み、人と人とのコミュニケーションを大切にし、豊かな暮ら

しを創造する上で、重要な役割を持っている。 

食育は、生きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるものである。同時に、市民

が様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択できる力を習得し、健全な食生活を実践できる人

を育てることが求められている。 

一方、現代社会では、小金井市においても、食の大切さが見失われ、家庭内での食の伝承が弱ま

り、若者が朝食をとらない傾向が強まっている。また、栄養の偏り等による肥満や生活習慣病につ

いては、低年齢化及び人数増加の傾向にある。 

小金井市は、こうした状況を踏まえ、平成２０年４月以降、「野菜」、「団らん」、「ふれあい」、「環

境」をキーワードに「小金井らしい食生活」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”（こ

がねいすたいる）として、食に関する様々な市民・生産者・事業者・各種団体等が力を合わせて地

域展開してきた。 

今後、更に連携を強化し、食育を市民の日常生活に取り込み、健康に暮らせるまち・小金井をつ

くることが、我々に課せられている課題である。 

ここに、食育に関わる基本理念を明らかにし、市民と食に関わる全ての人が総合的に小金井市の

食育を推進するために、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条第１条第１条第１条 この条例は、食育に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、小金

井らしい食生活のあるひとづくり・まちづくりの地域展開を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条第２条第２条第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 食育 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

することができる人間を育てることをいう。 

(2) 教育関係者 教育に関する職務に従事する者並びに教育関係機関及び関係団体をいう。 

(3) 福祉関係者等 介護その他の社会福祉に関する職務に従事する者並びに社会福祉等に関す

る関係機関及び関係団体をいう。 
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(4) 医療関係者等 医療及び保健に関する職務に従事する者並びに医療、保健等に関する関係機

関及び関係団体をいう。 

(5) 農業者 農業（畜産業及び養蜂業を含む。）を営む者をいう。 

(6) ＪＡ 小金井市内の東京むさし農業協同組合（ＪＡ東京むさし）をいう。 

(7) 農業委員会 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）に基づき、設置された

行政委員会をいう。 

(8) 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通もしくは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う。 

(9) 小金井産野菜等 小金井市内で生産される野菜、果実及び蜂蜜をいう。 

(10) 学校給食等 小中学校及び保育所で提供される給食をいう。 

（基本理念） 

第３条第３条第３条第３条 食育の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行われなければならない。 

(1) 心身の健康と豊かな人間形成に資することを自覚し、家庭、学校、保育所、地域その他のあ

らゆる機会及び場所で、食育の推進の活動を実践することにより、動物や植物の命をいただく

意味や自然の恩恵に対する感謝など食に関する理解を深められるようにすること。 

(2) 食品の安全、日本の伝統的な食文化、地域の特性をいかした食生活等に配慮するとともに、

農業者と消費者との交流等を図ることにより、小金井産野菜等への理解が深められ、地域の活

性化に資するよう推進されること。 

(3) 教育関係者、福祉関係者等、医療関係者等、農業者、ＪＡ、農業委員会及び食品関連事業者

等（以下これらを「関係機関」という。）並びに市民が相互理解を深め、自主的活動を尊重し、

あらゆる世代において食育推進の交流・連携を図り、小金井らしい食生活のあるひとづくり・

まちづくりが行われること。 

(4) 食料の生産から消費に至るまでの過程における環境への負荷について知識を深め、地産地消

を推進するとともに、農業者と消費者との交流等を図り、農業の振興と地球環境の保全に寄与

するよう行われること。 

第２章 基本となる施策 

（市の責務） 

第４条第４条第４条第４条 市は、前条に定める食育の推進に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。 

２ 市は、農業者、ＪＡ及び農業委員会（以下これらを「農業関係者」という。）と連携し、学校

給食等で積極的に小金井産野菜等が利用されるように推進するよう努めるものとする。 

３ 市は、食育に関する施策の情報の収集と発信、啓発に努めるものとする。 

４ 市は、食育の推進に当たっては、国、東京都及び他の地方公共団体との連携に努めるものとす

る。 

（市民の役割） 

第５条第５条第５条第５条 市民は、食に関する知識及び適切な判断力を養うよう努めるものとする。 

２ 市民は、生涯にわたり、家庭、地域等の団らん・触れ合いの場を通し、健康的で心豊かな食生

活の実現に自ら努めるものとする。 
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３ 市民及び父母その他の子どもの保護者は、家庭が食育において重要な役割を有していることを

認識し、食を通じて子どもたちが健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにす

るため、楽しく食事をするような環境づくりに努めるものとする。 

 （教育関係者の役割） 

第６条第６条第６条第６条 教育関係者は、国及び東京都で定める指導の方針を踏まえ、子どもが食に関する理解を深

められるよう努めるものとする。 

２ 教育関係者は、教育と食育のつながりを大切にして、食の安全、栄養及び健康の増進の理解が

深められるよう努めるものとする。 

３ 教育関係者は、基本理念にのっとり、教育に関する分野において積極的に食育を推進するよう

努めるとともに、関係機関と連携し、情報の共有化を図るものとする。 

４ 教育関係者は、市及び農業関係者と連携し、学校給食等に、小金井産野菜等が利用されるよう

努めるものとする。 

５ 教育関係者は、地域と連携を図り、食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を

図るよう努めるものとする。 

６ 教育関係者は、前項に規定する食育の推進に当たっては、食育に関する科学知識、技術及び情

報をいかし、基本理念の実現に協力するよう努めるものとする。 

 （福祉関係者等の役割） 

第７条第７条第７条第７条 福祉関係者等は、関係機関と連携し、食育の推進に努め、かつ、その知識と経験を積極的

に市民に示し、市民の健康に資するよう努めるものとする。 

２ 福祉関係者等は、医療関係者等との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の

維持に係る情報の発信と意見交換・共有に努めるものとする。 

 （医療関係者等の役割） 

第８条第８条第８条第８条 医療関係者等は、関係機関との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の

維持に係る情報の発信と意見交換・共有に努めるものとする。 

２ 医療関係者等は、市民への生命及び生活の質の向上を図るための知識・経験・技術の情報発信

に努めるものとする。 

 （農業者の役割） 

第９条第９条第９条第９条 農業者は、食育推進のため農地の適正利用に努めるとともに、農地を次世代へ継承するよ

う努めるものとする。 

２ 農業者は、市民が地産地消を継続的に行えるように農産物の生産力の向上に努めるものとする。 

３ 農業者は、安心安全な農産物の提供に努めるものとする。 

４ 農業者は、行政と連携し、市民の農業体験の機会を作るために積極的に努めるものとする。 

５ 農業者は、食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を図るよう努めるものとす

る。 

６ 農業者は、関係機関と連携し、小金井産野菜等を積極的に学校給食等へ供給するよう努めるも

のとする。 

 （ＪＡの役割） 

第１０条第１０条第１０条第１０条 ＪＡは、農業者の生産力向上を支援するよう努めるものとする。 

２ ＪＡは、農業者が安心安全な農産物を提供することができるよう、指導及び支援するよう努め

るものとする。 
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３ ＪＡは、関係機関と連携し、食育推進に積極的に協力するよう努めるものとする。 

（農業委員会の役割） 

第１１条第１１条第１１条第１１条 農業委員会は、食育に関する農業者の役割を認識し、農業者に役立つ情報の提供に努め

るものとする。 

２ 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第６条第３項の規定に基づき、市内の農業に関する

事項について意見を公表し、小金井産野菜等の情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 

（食品関連事業者等の役割） 

第１２条第１２条第１２条第１２条 食品関連事業者等は、健康と食育のために栄養バランスの良い食生活の重要性を認識し、

積極的に食育の推進に努めるものとする。 

２ 食品関連事業者等は、市が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 食品関連事業者等は、安全性の高い食品の提供に努めるとともに、市民への食に関する幅広い

情報提供を行うよう努めるものとする。 

   第３章 推進体制 

 （推進計画） 

第１３条第１３条第１３条第１３条 市は、食育基本法（平成１７年法律第６３号。以下「法」という。）第１８条第１項の

規定により、小金井市食育推進計画（以下「推進計画」という。）を作成するものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 食育の推進に関する基本方針 

(2) 食育の推進に関する目標 

(3) 食育の推進に関する施策 

(4) 前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために

必要な事項 

（推進会議） 

第１４条第１４条第１４条第１４条 市は、法第３３条第１項の規定に基づき、小金井市食育推進会議（以下「推進会議」と

いう。）を置く。 

２ 推進会議は、市長の諮問に応じ、推進計画の作成及びその進捗状況の検証を行うとともに、必

要な推進策を検討し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要に応

じて当該意見を公表することができる。 

３ 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員１６人以内をもって組

織する。ただし、第１号の委員は、公募によるものとする。 

(1) 市民 ５人以内 

(2) 学識経験者 ２人以内 

(3) 関係機関の役員又は職員 ７人以内 

(4) 関係行政機関の職員 １人以内 

(5) 市の職員 １人以内 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、原則として連続して３期を超えてはなら

ない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 推進会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によって定める。 

７ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 
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８ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

９ 推進会議は、推進計画及び推進会議の方針に基づき関係機関との幅広い連携を促進するため、

委員の互選により食育コーディネータ１人を置くことができる。 

１０ 推進会議の会議は会長が招集して年４回以上開催し、市は推進会議において食育の推進状況

等を報告する。 

１１ 推進会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。 

１２ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

１３ 推進会議は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 

１４ 推進会議の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。 

１５ 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（公表） 

第１５条第１５条第１５条第１５条 市長は、食育の推進状況等について、市民に公表しなければならない。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。ただし、第１４条、次項及び付則第３項の規定は、平成２５年１０月２９日から施行する。 

 （小金井市食育推進会議設置条例の廃止） 

２ 小金井市食育推進会議設置条例（平成１９年条例第１１号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 第１４条第４項の規定は、前項の規定の施行の際現に前項の規定による廃止前の小金井市食育

推進会議設置条例の規定により委員に委嘱されている者の平成１９年１０月２９日以降の任期に

ついても通算して適用する。 
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（（（（4））））小金井市食育コーディネータ運営規則小金井市食育コーディネータ運営規則小金井市食育コーディネータ運営規則小金井市食育コーディネータ運営規則 

 

（趣旨） 

第１条第１条第１条第１条 この規則は、小金井市食育推進基本条例（平成 25 年条例第 22 号。以下「条例」という。）

第 14 条第９項の規定に基づき設置された食育コーディネータの運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（所掌事務） 

第２条第２条第２条第２条 食育コーディネータは、条例第３条に規定する基本理念を踏まえ、関係機関（同条第３号

に規定する関係機関をいう。以下同じ。）との幅広い連携を促進し、もって、小金井市（以下「市」

という。）の食育の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 関係機関及び市民から食育に関連する情報を収集し、連携の促進に必要な情報を関係機関及び

市民に提供すること。 

(２) 市内で食育に携わる団体等の活動内容等の情報を集約し、連携の促進に必要な情報を関係機関

及び市民に提供すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市の食育推進に必要な事項に関すること。 

（協力の要請） 

第３条第３条第３条第３条    食育コーディネータは、前条の事務を遂行するため、条例第 14 条第１項に規定する小金

井市食育推進会議（以下「推進会議」という。）に必要な協力を求めることができる。 

２ 推進会議の委員（以下「委員」という。）は、食育コーディネータから前項の規定による協力

の求めがあった場合は、協力に努めるものとする。 

一部改正〔平成 28 年規則 10 号〕 

（任期） 

第４条第４条第４条第４条 食育コーディネータの任期は委員の任期とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第５条第５条第５条第５条 食育コーディネータの運営に関する庶務は、福祉保健部健康課が処理する。 

（委任） 

第６条第６条第６条第６条 この規則に定めるもののほか、食育コーディネータの運営に関し必要な事項は、市長が推

進会議に諮り、別に定める。 

付付付付    則則則則    

この規則は、公布の日から施行し、平成 27 年 10 月 27 日から適用する。 

付付付付    則則則則（平成 28 年３月 11 日規則第 10 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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