
 

平成２９年度第２回食育推進会議次第 

 

               日 時 平成２９年８月２９日（火） 

                   午後２時から 

               場 所 保健センター １階 大会議室 

 

  １ 開会 

 

  ２ 議 事 

⑴  新任委員の紹介等について 

 

⑵  食育月間行事報告について 

 

⑶  平成２８年度食育推進計画進捗状況調査結果について 

 

 

  ３ その他 

 

 

  ４ 閉会 

 



No. 氏　　名 所属等

1 雀部　かおり 公募委員

2 髙木　有希 公募委員

3 鳥羽　浩子 公募委員

4 松嶋　あおい 公募委員

5 澁谷　聖子 公募委員

6 南　道子 東京学芸大学教育学部生活科学講座教授

7 酒井　文子 食育・野菜料理コーディネータ

8 島﨑　聡子 小金井市立東小学校栄養教諭

9 小林　美香 小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会

10 志田　尚紀 小金井市社会福祉協議会

11 菊谷　武 小金井歯科医師会

12 土屋　直己 小金井市農業振興連合会会員

13 須崎　登 東京むさし農業協同組小金井支店

14 松井　大平 小金井市商工会

15

４

号

委

員

関係行政機関の職

員

廣繁　理美 東京都多摩府中保健所

16

５

号

委

員

市の職員 佐久間　育子 小金井市福祉保健部長

関係機関の役員

又は職員

３

号

委

員

学識経験者

選出区分

食育推進会議委員名簿

２

号

委

員

１

号

委

員

公募市民

平成２９年８月１日現在

資料１



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

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人、子ども４００人の計１０

００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。

配信者数：864人

●食育行事として、歯科医師会主催の「歯と口

の健康」イベントにおいて、下記の取組を実施

１.パネル展示・・・①栄養バランス②スマイル

ケア食③飲料に含まれる砂糖量モデル

２.モデル展示・・・ペットボトル飲料に含まれる

砂糖量の展示を行った。

３.食育クイズ・・・食品カードを用いて、赤、

黄、緑の色に分けて食品分類をしてもらい、栄

養バランスのとり方について理解してもらった。

参加人数

　４２０人（大人２７０人、子ども１５０人）

　

●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。

配信者数：876名

食育月間に、食の大切さについて普及啓発

ができるよう、「歯と口の健康」のイベン

ト等の機会を通じて、関係機関と連携し、

継続して実施していく。

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。

離乳食教室（320人）、栄養講習会（85

人）、フォローアップ教室（127人）等で

バランスのよい食生活の啓発を行った。

平成28年度から、概ね6か月から7か月児の

保護者を対象に、離乳食教室2回食を行

い、前年度より100名以上参加者が増え、

好評であった。

また、栄養講習会については、毎回定員近

くの参加があり、今後も継続していきた

い。

フォローアップ教室については、骨粗しょ

う症予防教室で保育付で行う等、市民の利

便性を図った事業運営ができた。教室に

よっては定員に満たないものもあるので、

より定員に近づけるよう、周知方法等工夫

しながら、様々な年代の方に参加していた

だけるよう検討を重ねたい。

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。

H29.2.25食育講座｢はじめての味噌づくり｣

16人

・キャンセル待ちが出るほど申し込みが

あった

・参加者が多いと材料を用意すること等、

限界があるので、二週に分けて二回開催す

ることも検討する。

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

10月土作り、種まき（亀戸大根、しんとり

菜、伝統小松菜）

12月収穫体験（ホウレンソウ、ベビーリー

フ）、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

平成28年度は参加者の負担を軽減するた

め、収穫体験から料理教室まで全てを学芸

大学内で実施した。当日の進行は改善され

たが、野菜の生育状況に遅れが生じてし

まったため、圃場の作付け計画が今後の課

題となった。

ごみ対策課

４　具体的な施策の展開

小金井市食育推進計画進捗状況報告（平成２８年度実施分）小金井市食育推進計画進捗状況報告（平成２８年度実施分）小金井市食育推進計画進捗状況報告（平成２８年度実施分）小金井市食育推進計画進捗状況報告（平成２８年度実施分）

No. 担当課

(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

頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

資料２



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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。

10校で実施し、約2.2トンの生ごみの減量

と延べ1,516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。

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、ボランティアの高齢化等により事業

全体が縮小傾向にある。今後、運営方法や

事業規模について関係者等と調整する必要

がある。

ごみ対策課

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。

市民2000人を無作為抽出し市民アンケート

を実施。また、市内小・中学校各２校の小

学4年生と中学1・3年生にアンケート実施

調査期間：一般市民8/6～26、

小・中学生　7/4～15

回答状況：

一般市民…配布数2,000 回収数804 回答

率40.2％

小・中学生…配布数832 回収数788 回答

率94.7％

今回のアンケートの結果踏まえ策定した第

３次食育推進計画に基づき、食育を推進し

ていく。

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

食育ホームページのサイトリニューアルに

従い、情報を新サーバに移行する作業はほ

とんど終了した。

市内小中学校との相互リンク済数

小学校　８校

中学校　４校

食育ホームページ編集委員会と協力し、市

内の食育活動を中心に情報提供を継続して

行う。

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。

市報に掲載する食育事業や、各児童館の食

育イベントを紹介した。

また、四季に応じた小金井の食文化につい

てブログ等を行った。

食育ホームページ編集委員の豊かな視点

で、食に関する情報が掲載され、市の食育

活動の重要な情報提供の場となっている。

今後も継続して実施していく。

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。

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、新たな取り組

みとして、食文化コーナーの各イベントに

市内の関連商品を取材しブログで紹介する

ことを開始した。

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、チラシや事業等

で周知していくとともに、さまざまな視点

で「食」について伝えられるよう、引き続

き充実を図る。

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。

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。

関係機関と連携を図りながら、充実した情

報提供の場となるよう継続して実施する。

健康課

(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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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30人、パートナー13人

実施回数：4回

参加者数：妊婦35人、パートナー9人

平日は定員に余裕があるが、土曜日のキャ

ンセル待ちが多い傾向がある。平日の集客

方法など、今後も検討していく。

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

実施回数：10回

参加者数：妊婦184人、パートナー131人

キャンセル待ちも多く、ニーズのある教室

なので、定員増も含め、今後も引続き実施

していく。

健康課

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

離乳食教室（２回食）

実施回数：12回　参加者数：148人

離乳食教室（３回食）

実施回数：12回　参加者数：172人

平成28年度より、生後６～７か月児の保護

者を対象とする離乳食教室（２回食への進

め方）を新設し、好評であった。今後も継

続していく。

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

配信回数：毎月１回以上配信

登録者数（配信可能数）：876人

0～1歳 302人、2～3歳 344人、

4～5歳 230人

ニーズに即した適切な情報発信に努め、更

なる周知方法を検討していく。

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

実施回数：4回

参加者数：子ども37人、大人35人

昨年に引き続き、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。事業で使用したメニュー等を乳幼児食

育メールで配信し、より多くの方に情報提

供を行った。今後も継続して実施してい

く。

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

実施回数：1回

参加者数：親子9組19人

昨年に引き続き、調理実習と栄養講義を実

施した。

栄養バランス等の講義も真剣に耳を傾け、

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。

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

実施回数：44回

実施者数：319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

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、専門職による相談体制を充実さ

せ、予約不要でも立ち寄ることができる運

営方法を検討していく。

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

実施回数：12回

実施者数：41人

実施場所：保健センター

今後も継続して実施していく。 健康課

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。

実施回数12回(2日間コース）

参加者数　512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。

前年度に比べ参加者が減少している。夏の

時期の参加が少なかった。実施時期や周知

方法を検討し多くの参加を促す。

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。

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。

今後も継続して取り組んでいく。 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 　　ア　保健センター

（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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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。

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。

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。

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。

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園各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。

今後も継続して取り組んでいく。 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。

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。

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。

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。

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。

５園計33回実施

今後も継続して取り組んでいきたい。 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。

食物アレルギーがある子どもの保護者と個

別に随時面談を行い、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。

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。

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。

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。

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。

保育課

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

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

今後も取り組みを工夫し、より充実したも

のにしていく。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
保育課



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び
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No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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。

園ごとに保育園給食のおすすめレシピや旬

の食材等を紹介。保護者・園庭開放参加者

向けに展示やレシピメモを配布し乳幼児食

への理解促進に努めた。

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。

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。

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。

保健体育の時間に、健全な心身の成長を図

るための学習を実施した。家庭科の時間

に、健康的に暮らすために健全な食生活の

実現についての学習を行った。

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、そこから見えてくる成果と課題

を整理した上で、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。

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１

８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。

食育リーダー会議では、和食のテーマであ

る「手づくりみそへのこだわり～健康は最

高の宝～」という講演に参加し、食に関す

る指導方法の研究を行なった。

食育リーダー会で検討・作成したリーフ

レットを市立小・中学校の全児童・生徒の

保護者へ配布した。

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。

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。

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。

学務課

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。

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。

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。

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。

小中学校全14校で給食だよりを毎月発行し

ている。

今後も継続していく。 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。

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。

今後も継続していく。 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。 料理教室を行った報告はない。

平成29年度に向けて健康課との共同実施の

準備をしていく。

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。

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。

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29

年度も継続して実施していく。

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　　ア　小学校・中学校

（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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等
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平成２８年度進捗状況

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)）

【本町児童館】

食育指導士の食育講座等 6回/126人

（・食育相談会(2回/32人)

・離乳食講座（2回/52人）

・栄養士相談会（2回/42人））

【東児童館】

離乳食講座等 6回/160人

（・離乳食講座(3回/57人)

・くりのみミニ講座(3回/103人)）

【貫井南児童館】

離乳食講習会等 4回/52人

（・離乳食講習会（3回/38人）

・栄養士相談会(1回/14人)）

【緑児童館】

離乳食講習会等 6回/98人

（・離乳食講習会(3回/48人)

・幼児食講習会(1回/8人)

・おやつ作り講習会(1回/20人)

・食育相談会（1回/22人））

継続して実施していく。 児童青少年課

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)）

【本町児童館】

幼児グループ食事会　8回/290人

【東児童館】

幼児グループ食事会等　31回/983人

（・子育てひろば会食(8回/195人)

・子育てひろば茶房（3回/38人）

・幼児グループ食事会(20回/750人)）

【貫井南児童館】

幼児グループ食事会等　27回/646人

（・子育てひろば昼食会（11回/237人）

・幼児グループ食事会(13回/338人)

・幼児グループ餅つき（2回/52人）

・児童館ライブ（1回/19人））

【緑児童館】

子育てひろば昼食会等　14回/550人

（・クリスマス交流会(１回/109人)

・子育てひろば昼食会（2回/85人）

・幼児グループ交流会食会(9回/294人)

・幼児グループ餅つき(2回/62人)）

継続して実施していく。 児童青少年課



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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

4

【本町児童館】

各種料理教室等　48回/1,189人

（・クッキング名人(4回/74人)

・わんぱくキッズあつまれ（3回/282人）

・低学年グループ(23回/514人)

・高学年グループ(9回/80人)

・進級入学おめでとう交流会（2回/18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/6人）

・幼児グループいも堀り（4回/140人））

【東児童館】

各種料理教室等　68回/1,219人

（・低学年クラブ(19回/411人)

・高学年クラブ(24回/130人)

・わくわくキッズ(3回/86人)

・お菓子作り(3回/40人)

・中高校生タイム(11回/175人)

・夏期クラブ(１回/60人)

・親子でデザート作り（1回/15人）

・幼児グループ子育てセミナー（2回/64

人）

・幼児グループいも掘り（4回/238人））

【貫井南児童館】

各種料理教室等　64回/1,017人

（・スマイル・クッキング（4回/139人）

・低学年グループ(9回/161人)

・高学年グループ(11回/88人)

・夏期クラブ（１回/60人）

・各種行事（13回/190人）

・野菜収穫とクッキング（2回/19人）

・スペース＠ヌクイ（9回/91人）

・フードクイズバトル19（11回/147人）

・幼児グループいも掘り(4回/122人)）

【緑児童館】

各種料理教室等　67回/1,447人

（・低学年グループ(20回/431人)

・高学年グループ(17回/162人)

・高学年グループ野菜収穫体験（1回/14

人）

・ロビンソンクラブ(4回/191人)

・キッチンパーティー(11回/171人)

・お兄さんとあそぼう（1回/45人）

・夏期クラブ（1回/60人)

・春のスイーツ作り（1回/16人）

・あつまれみどりっ子（4回/157人）

・真夏のエコクッキング（1回/9人）

・幼児グループ野菜収穫体験（6回/191

人））

継続して実施していく。



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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

実施回数：12回

実施者数：32人

今後も継続して実施していく。 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

実施回数：6回

参加者数：95人

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、また昨年から人気の退職後の男性向け

の栄養管理講習会も実施し好評だった。

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

糖尿病予防教室:29人

骨粗しょう症予防教室：28名（2回）

いきいき健康教室：12人

２０代からの理想のカラダづくり教室：10

人

血管若返り教室：19人

親子健康教室：17人

女性のための健康美人教室：12人

計127人

平成27年度から引き続き、糖尿病予防を強

化した。41歳から67歳までの市民で、前年

度の特定健診の結果、HbA1cの値が5.8以上

の方を対象に、案内を個別送付した。今後

も、健診データを活用した個別案内や、講

座内容を工夫していく。

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

特定保健指導対象者数

　動機付け支援：668人

　積極的支援　：209人

特定保健指導利用者数

　動機付け支援：116人

　積極的支援　： 23人

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利用勧奨を行

い、管理栄養士・保健師と共に、対象者に

あった食生活の見直し等を行う。

保険年金課

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。

成人学校　菜園教室

H28年4月～H29年3月

原則毎週水曜日実施

実施回数　45回　延べ参加者　920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。

今後も継続して行う予定としている。

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。

成人学校　江戸野菜に親しもう

平成28年4月～29年3月

原則毎週月曜日実施

実施回数46日　延べ参加者数818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。

今後も継続して行う予定としている。

公民館

（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
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（具体的な数値等）
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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。

成人学校 共働夢農園 「野菜作りコー

ス」

平成28年4月～平成29年3月

原則毎週木曜日実施

実施回数43回・延べ1,219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。

今後も継続して行う予定としている。

公民館

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。

成人学校 共働夢農園 「ハーブ栽培教

室」

平成28年5月から7月まで全5回

隔週金曜日実施

述べ参加者数　113人

基本的なハーブの知識や育て方、小物つく

りを通して、ハーブに関心を持ってもらう

ことができた。

今後も継続して行う予定としている。

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

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：7人

関係各課、関係機関と連携し、今後も継続

して実施する。

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

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：1,948人

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。対象年齢について検討

を図りながら、今後も継続して実施する。

また、８０２０運動と共に、６０２４運動

も推進していく。

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

精神障がい者配食サービス

配食数：3,800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。

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



平成２７年度進捗状況
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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）

食の自立支援事業　23,674食（262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　32食（7人）

（退院などの理由で１週間程度配食する）

今後も継続していく 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。

梶野町の農地においてナスの収穫体験を実

施。対象を親子とし、20家族48人が参加し

た。多くの子どもが農業に触れることがで

きた。

ナスの収穫は例年実施していることから、

収穫体験品目を検討しながら継続して実施

していく。

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。

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、1,651人の生徒が参加し

た。

今後も継続する。 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。

輸入農産物をの現状を視察することを目的

とした横浜港湾見学会を実施した。市民21

人、農業者13人が参加し、生産者の顔がみ

える市内農産物の安全性を再確認すること

ができた。

横浜港湾見学会については、農家から学校

給食関係者の参加を求められているほか、

横浜港湾見学に限らず、市内農家を巡る農

家見学会等も検討し、事業を継続してい

く。

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

るボードン袋に2000枚配布した。

昨年に引続き。庭先販売を行っている農家

に、直売所昇旗（希望者のみ）や野菜を入

れるボードン袋を2,000枚配布した。

庭先販売奨励事業として今後も継続して実

施していく。

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。

年に1回、市報において庭先販売所のＰＲ

を実施。経済課窓口では随時マップの配布

を行った。

地場野菜等の販売を促進するため今後も継

続し事業を実施する。

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。

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

30人が参加した。

今後も継続する。 経済課

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。

事業の実施はしていないが、学校と生産者

において給食食材の情報提供等は行われ

た。

事業の実施はしていないが、学校と生産者

において給食食材の情報提供等は行われ

た。第3次食育推進計画においては、学校

給食の地場産野菜の普及に協力を行うこと

とした。

今後は、学校給食における地場産農産物の

使用率を向上させるため、教育関係者と農

業関係者の調整役として協力していく。

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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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。

江戸東京野菜を自ら積極的に使用する飲食

店を掲載したパンフレットを5,000部新た

に作成した。

併せて、江戸東京野菜を使った料理教室、

食事会をそれぞれ年２回実施し、料理教室

は計27人、食事会は計15人が参加し、普及

活動に努めた。

江戸東京野菜を活用する飲食店に対し、江

戸東京野菜の生産状況等に関する情報提供

を行うとともに、より効果的・効率的な事

業の継続実施について検討していく。

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。

年に1回開催している「新鮮夏野菜を食卓

に　地元野菜を使った料理教室」において

ルバーブを使ったメニューを提案した。料

理教室は、定員30人に対し毎回定員を満た

しており、今回も30人が参加し、普及活動

に努めた。

市内小学校の給食に使用されるなど、市内

でのルバーブに対する認知度が向上してい

る。生産農家を増やすことが課題である

が、引続き普及活動を行う。

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。

市民向けに収穫体験を実施（参加者：50

人）。

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4回。参加者：①14人②12人③16人

④19人、計61人）。

市立保育園5園で4～5歳児向けにプラン

ターを使った収穫体験を実施（全5回）。

今後も継続して実施していく。 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 平成28年度実施なし 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。

健康課事業や歯と口の健康、農業祭等を通

して、食育ミニパンフレットを配布した。

配布数：1700枚

内容等を充実させながら、今後も継続して

実施していく。

関係各課

（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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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

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：400枚

今後も継続して実施していく。 健康課

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。

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

ワーク会議が開催された。

今後も保健所と連携しながら、食生活改善

の普及啓発、特に野菜摂取量の増加に注力

し、行っていく。

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。 実施した報告はなかった。

実施できるよう小中学校や指導室に協力を

求める。

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 未実施

食育関連団体登録制度のあり方を見直し、

食育コーディネータを中心とした情報連携

を推進する方向に変更したため、実施な

し。

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

No.69と同じ No.69と同じ 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

食育関連団体登録制度の団体に限らず、市

内で実施されている食育活動等幅広く紹介

した。

今後も、様々な食育活動を紹介し、情報共

有の場として、食育ホームページが自由に

活用されるよう、編集委員の方と協力し、

情報発信を継続したい。

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。

昨年に続き、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。

今後も、市民ボランティアの方々と協働し

て食育推進を図れるよう引き続き努めてい

く。

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」34

人

H29.2.25食育講座｢はじめての味噌づくり｣

16人

・キャンセル待ちが出るほど申し込みが

あった

・参加者が多いと材料を用意すること等、

限界があるので、二週に分けて二回開催す

ることも検討する。

環境政策課

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、計画の進捗状況の検

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。

会議を年４回開催し、計画の進捗状況の検

証を行い、食育市民アンケートの実施結果

を踏まえ、第３次食育推進計画を策定し

た。

第３次食育推進計画を広く周知し、推進し

ていけるよう、今後も審議を進めていく。

健康課

（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



平成２７年度進捗状況

平成２７年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度事業実績

（具体的な数値等）

平成２８年度に実施した取組み　及び

平成２９年度以降の課題、対策等

No. 担当課頁 番号 事業名称 事業の内容

平成２８年度進捗状況

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

平成28年度活動実績：11件

市民への周知の仕方を検討し、今後も引き

続き継続していく。

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

食育市民アンケートの実施や第３次食育推

進計画の策定にあたり、食育推進検討委員

会を実施した。

食育推進会議の中で審議された内容を関係

課に周知し、食育事業の推進を図るように

努める。

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.69と同じ No.69と同じ 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。

未実施

食育小中学生アンケート及び市民アンケー

トの実施にあたり、アンケート内容や結果

の分析等、東京学芸大学の協力を得て行っ

た。

大学等との食育推進を図れるよう、その内

容・方途について、他市事例等研究する。

健康課


