
2020年度 第 1回町田市食育推進計画策定及び推進委員会 会議録要約 

会議体の名称 町田市食育推進計画策定及び推進委員会 

事務局（担当課） 保健所 保健予防課 

開催日時 ２０２０年１０月９日（金）～１９日（月） 

開催場所 書面開催 

議題 以下の議題について、アンケート方式において意見をいただいた。 

（１） 会長の選任について 

（２） 今後の委員会開催方法について 

（３） 町田市の食育推進の現状等について 

ア ２０１９年度食育推進事業の評価について  

イ ２０２０年度の各機関の取組について 

ウ 今後の連携について 

（４）①委員会から頂いたご意見に対する取組について 

②中学校レシピコンテストについて       

③地産地消推進の取組について         

④その他連絡事項               

 

公開の可否 会議  

会議録 公開 

回答人数 

 １５名 

委員 饗場 直美   （学識経験者） 

亀山 光春   （東京都町田市歯科医師会） 

千葉 勢子   （町田市法人立保育園協会） 

湯目 秀人   （町田市幼稚園協会）） 

矢島 加都美  （公立中学校校長会） 

田中 芳美   （小学校栄養教諭） 

小口 悦子    （市内大学教員） 

新倉 敏和   （町田市農業協同組合） 

井上 孝男   （市内農業生産者） 

福田 猛夫   （東京都町田食品衛生協会） 

吉永 みずほ  （町田集団給食研究会） 

村上 律子   （町田地域活動栄養士会）  

坂本 愛    （町田市観光コンベンション協会） 

濱川 慎太郎  （町田市公立小学校 PTA連絡協議会） 

墨林 里枝   （町田市立中学校 PTA連合会） 

 

 

 



議題（１） 委員長の選任について 

今年度は委員改選のため、委員長の選任が必要です。委員長については、要綱により委

員の互選により定めることになっており、例年、改選の年の第１回委員会で決定していま

す。今年度は社会状況を鑑み、書面での開催とさせていただいたため、昨年度まで委員長

を務めていただいた食育推進に造詣の深い饗場直美氏を引き続き委員長に推薦いたしま

す（異議がない場合には、〇を付けてください）。 

 

  ＊本件について、異議なし   15 名          

 

《結果》 

 異議なし多数により、町田市食育推進計画策定及び推進委員会委員長は饗場直美氏に 

就任していただきます。 

   

 

議題（２） 今後の委員会開催方法について 

感染症の流行などの状況により、オンライン（リモート）での会議開催についても検討

しています。オンラインでの開催についてお聞かせください。 

１、オンラインでの開催に     ◆参加できる  12 名  

◆参加は難しい 3 名 

２、オンライン参加が難しいと回答された方 

  ◆環境が整っていない 1 名  

 ◆参加の方法が分からない（できるのか分からない） 1 名 

  ◆その他 3 名 

＊その他内容 

･日中は子供がオンライン授業で使用している為。 

・イベント等で難しい(参加の方法がわからないにもチェックを入れた方) 

・できれば診療時間はさけて頂きたい(13:00～14:30)（参加できるにチェックを入れ

た方） 

 

《結果》 

 参加可能多数により、オンライン参加が難しい方は会場で参加していただくようにし、

今後はオンライン開催も検討いたします。 

 

 

 



議題（３） 町田市の食育推進の現状等について 【資料１・資料２】 

 ア：２０１９年度食育推進事業の評価について  

  

《ご意見等》 

・今年度より、はじめてこのような委員会に参加させて頂きましたので、取組や活

動の多さに驚きました。 

・今年度(2020 年度)は、コロナの影響が大きく 2019 年度に実施された推進計画が

足踏み状態になってしまっているのが、ただただ残念です。 

・少しずつ改善していることもあり、よいのではと感じます。 

・各機関、団体ともに目標値に達し、成果がでていると思う。それぞれの機関、団

体の横のつながりや子ども関連で繋がりがもてるとより互いの取り組みが理解で

きる。そこからでてくる課題にも取り組みやすいと思う。委員会での他の機関、

団体から情報も他の施設の取り組みや苦慮している点を知る良い機会であった。 

・コロナ禍の状況で、対面による食育活動の中止が相次いでいますが、やはり体験

することが一番です。実施を検討とありますが、この状況が何年も続いた場合、

特に小中学生にとって食に対する考え方を育成する大事な時期だと思います。 

 自粛ムードが蔓延していますが、各機関でそれぞれ工夫して体験できるようにし

ていきたいものです。 

・特に「食」に対するものはコロナにより実施できない企画も多く、皆様ご苦労さ

れていたと思います。ただ、テレワーク等で在宅時間も増え、家での食事や手作

りの時間も増え、「食」にふれ合う、見つめ直す機会となった方も多かったのでは

ないでしょうか。観光協会としてもテイクアウト対応の飲食店や営業できずにい

たお店の食材ロス防止のためのマルシェ等の情報を SNS で発信していました。 

・アレルギーを持つ子供達が年々増えているので、講演会を通して知識が深まる事

は良いと思う。コロナウイルスによるイベント等の中止は本校も同様であるが、

出来うる限りの事は行ってきた(カリキュラムの変更等)。 

食中毒予防の実践割合を、もっと上げる為のイベントを増やしても良いのではと

感じる。 

・農業体験を通じ、食に対する理解を深めてもらって、地元の生産物を手に取って

もらうようにしたい。地元の野菜を食べてもらうことは、地消地産にも通じてい

るので是非とも 

・事業アンケートでは主食、主菜、副菜を揃えて食べている割合が 50.4％と減少し

たことは残念に思います。2023 年目標値(65％)にむけて、各取組の中で共通の「主

食、主菜、副菜を揃え…」のパンフレット等を作成し、情報発信も良いのではな

いかな？とも感じられました。町田市食育推進キャラクターを利用しても良いと

思います。 

・資料 2、評価指標に達することが出来ない理由(現状)も見えるとよいと感じました。 

 

 

 



《委員長総括》 

「20 代の朝食を欠食する割合」を指標する事業が 2019 年度はゼロとなっていました。2020

年度の事業においても、それらしき事業がみあたりません。他に事業とくみあわせるなど

で、事業計画が必要だと思います。若い保護者(保護者)は 20 代だと思われますので、何か

事業を考えましょう。 

 

※注釈 【資料１】食育推進庁内連絡会担当各課における２０１９年度の食に関連する事業の一覧で

す。各課の食に関する取組の目的は必ずしも食育とイコールとはならないため、「食育の視点」での

目標を設定し取り組み、評価しました。 

各視点の評価指標に関連する取組を行ったものは、指標欄に記載しています。 

２０１９年度の各視点の取組数、対象別の取組数を表の最後に集計しています。 

２０２０年度の目標は各事業の２０１９年度取組の評価を踏まえて設定していましたが、感染症の影

響で目標の見直しを行っているものもあります。 

【資料２】各視点における評価指標の進捗状況まとめです。目標値については、実績値以、外は２０

２２年度予定の市民アンケート調査での評価となるため実数はでませんが、指標に関わる取組数を集

計しています。指標に関わる取組を増やすことで目標達成につながっていくと考えています。 

 

 

イ：２０２０年度の各機関の取組について 

第２次町田市食育推進計画（９ページ参照）に基づく食育を推進していくにあたり、各

機関・団体等における２０２０年度の具体的な取組や今後の方向性、食育や食に関する課

題等についてお聞かせください。＜必須＞ 

 

《取組・方向性・課題》 

・日本歯科医師では以前より様々な方法で学校歯科医会等を通し、国民の皆様に情報提

供させて頂いております。是非日本歯科医師会・食育にて検索して下さい。 

・感染症を踏まえ、食育計画の見直しやクッキング等の取り組みも選査して行う必要が

あった。保護者に食事の重要性を理解してもらうかも大きな課題である。保護者向け

のレシピの配布や食育活動の見える化を行うことも続けていきたい。公立保育所の食

育だよりも参考にさせてほしい。法人立の保育園での取り組みの紹介もできると良

い。 

・食育推進の大切さは、個人的には良く理解できる。しかし、幼稚園の大半は、お弁当

給食を外注しており、幼稚園団体がネットワークをつくって、食育を推進することは

できていない。現在は各園が紙芝居や絵本をつかった食育と芋堀りや野菜の栽培等、

体験型保育を通して食の大切さをいかに伝えていくかだと思う。 

・現在のような状況になり、今までのようなもの以外での情報発信や指導等を考えなく

てはいけないと思う。 

 

・学生は食の選択については自立していることから、これまでの食習慣や学生にとって

興味のある食情報に左右されることが多く、食生活に課題が多いと感じています。正



しい食生活へのハードルは高いと感じます。食生活チェックシートなど簡単に自身の

「食」の現状、課題、改善が確認出来る媒体があると良いと思います。(年一回の健

康診断時に配布するなど) 

・地産地消の推進では、前回推進会議にも話題になっていた、小学生の授業で習ったま

ちベジ野菜を「どこで買えるのか」というような PTA 代表の方がおっしゃっていま

したが、これからは、クックパッドマートを利用することで購入する体制ができまし

た。現在は端境期であり出店品も少ないですが、秋野菜以降豊富になってくると思い

ます。 

 学校給食の町田産農産物の使用率について、昨年より学校からの購入希望が減少して

おります。まちベジ給食の日を感染の影響で年 2 回から 1 回にとのことですが、町田

産農産物利用率向上のためにもご活用をお願いします。 

・町田市の農業においては、エコ農産物を増やし、安全で安心な農産物を生産して、市

民に安定的に供給していきたい。是非とも、町田市の特産物といえる作物をつくって、

町田市の農業を活気づけて、市民の皆さんにも町田市の農産物を食べて頂けるように

努力したい。 

・どこの機関もコロナウイルスを視野に入れての行動になるので、方向性を見つけるの

が難しいのではないだろうか。しかし、その中でも人数や時間を制限して講習会、食

育教室の開催等は可能ではないだろうか。 

・集団給食研究会としては、今後も食育イベントへの参加という形だと思います。ただ、

各所属施設から、感染リスクを理由に協力が得られない可能性もありです。 

・男性料理教室、親子料理教室他、すべてのイベントが新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から市民活動は中止となっております。そのため今後の取り組みに向け、

会員の資質向上も含め免疫機能についてフレイル予防について等、内部学習をすすめ

ております。 

課題については痩せ(若者のかっこ良さ・高齢者の少食等)も今後考えています。 

・変わらず地消地産の推進として、体験ツアーの実施や農畜産物とそれに関わるマルシ

ェ等のイベント PR、保健所さん発行のレシピ集、農業振興課さん発行のまちベジマ

ップやグルメ店紹介冊子の配布等行ってまいります。 

コロナ禍でツアーがなかなか実施できない状況ですが、野外での時間の短い野菜収穫

体験や、大量生産できないものなどを発掘して「まちだプレミアム」として販売する

など、できることから始めていきたいと考えております。 

・本来であれば、給食委員会や給食試食会(どちらも毎年実施)などを通じて、食育によ

り関心を深めるという取組を行っておりましたが、今年はコロナ禍のため中止となり

ました。次年度以降はコロナ禍の状況に応じて、この行事を開催していけたらと考え

ております。 

 

・「食育」という言葉はよく耳にするようになったが、実際これだけの取り組みがある

事は知りませんでした。それらに関わる人達以外にも身近に発信できる様、町中のカ

フェや食堂など低価格で気軽に食育を感じることができる場所があると良いと思い

ました。 



《委員長総括》 

コロナ対策をふまえて取組を検討することが必要だと思います。小学校においては、前を

向いて食事をとる様になっています。共食が難しくなりましたが、「よくかんで食べる」と

いった食に向きあうことは、より進めやすいと考えられます。 

 

ウ：今後の連携について 

議題（３）ア、イをふまえて、各機関・団体がどのように連携したらより効果的に計画

を推進できるか、及び、各機関・団体で連携できる（したい）取組などについてお聞かせ

ください。 

 

《取組・ご意見等》 

・新任ですので、むずかしい問題ですね。いずれ発言させて頂きます。 

・各機関団体で同じ視点での目標をもち、その内容の共通点の部分の連携が行われると

良い。食事のマナー、食育活動、行事食や伝統食 

・私学はそれぞれ独立した教育方針をもっているので、連携することがむずかしい。取

組事例を紹介してもらうことにより、各園がいかに自園の保育にとり入れていくかで

あると思う。 

・中学校としては、教科や領域にもっとがんばってもらえるように働きかけていく。 

・コロナ禍で対面的な連携の可能性については、検討が必要と思われますが、本学(町

田キャンパス)の学科(食物、児童、生活デザイン)の教員の専門性から協力は可能と考

えます。又、学生の協力、サポートも出来ると思っています。 

・各学校の栄養士の方と生産者との間に、全体を取りまとめていただくコーディネータ

ー役のような方がいれば、地消地産をより進められると思います。また、JA 側とし

て 1 名学校給食担当を配置していますので、栄養士の皆さんとの会議の場などで意見

交換できたらと思います。 

・私自身もゲストティーチャーとか畑見学とか小学校と２０年以上お付き合いさせても

らっていますが、ますます地域の皆さんの理解がなければ地域農業は出来ないと思っ

ています。小学校の給食にも協力させて頂いておりますが、野菜の規格等で直売所と

違うので多少戸惑いがあります。できれば不足する野菜などを、JA の直売所から調

達するのも良いのではないでしょうか。 

・現状では先がよめないというのが本心です。でも協力依頼があれば、なるべく前向き

に検討していくつもりです。 

 

・消費生活センターでは町田市消費生活センター運営協議会にも参加しており、イベン

トにも参加しております。さらに市民向けの学習会、テスト教室の外部受注もあり、

市民との関わりも多いことをふまえ、連携させていただきたいと思っております。 

・「食育フェス」を中心とするならば、開催前後に協会主催の野菜収穫体験を開催した

り、町田ツーリストギャラリーで名産品や特産品の販売会をイベントとして行うな

ど、事前に日程の調整が可能な場合、一体感をもって広く PR することができると思

います。 



《委員長総括》 

JA には、学校給食担当者がいますので、学校栄養士の人と定期的な会議をもって、学校

給食の地場産率をどのように挙げられるのか検討してみるとよいと思います。コーディ

ネーター役をだれか設定できるとよいと思います。大学の学生による町田産の食材を使

用した献立を作成してもらい、それを食育の SNS に挙げてもらうなど連携ができるので

はないでしょうか。 

直接的な連携をすることも重要ですが、町田市の食育推進の中で、各団体がどの部分を

担っているかを確認し、その役割を果たすことも大切です。町田市の食育推進で各団体

の担える役割を今一度確認し、実践していきましょう。 

 

 

議題（４）①委員会から頂いたご意見に対する取組について【資料３】 

ご意見、ご質問等をご記入ください。 

 

１、「まちだの食のわ情報」の発行及び活用について 

今後、小中学校や給食施設、家庭、その他関係機関等で、この食育カレンダーを有効活

用した食育推進の方法やご質問等ありましたらご記入ください。 

 

《活用方法・質問等》 

・子育て世代だけでなく、高齢も方々も喜びそうな内容カレンダーです。当研究会所属

施設でも、欲しい(設置可能な)施設がありそうな気がします。 

・食育カレンダーの行事食のレシピの掲載もあると良い。カミング３０の日など各機関、

団体で共通に取り組める内容だと思う。 

・今後、料理教室にて情報提供や献立の活用に利用したいと考えております。 

・ぜひとも、食育カレンダーを有効に活用してみたい。 

・日本の食育文化は大変興味深いですね。すばらしいものがあります。 

・毎月同じ事を繰り返す事で、根付いていくのではないか。 

・学食への提案 

学生は町田市以外からの通学者も多いことから、町田市の現状、取り組などをも知るこ

とが出来る。 

・レシピやメニューの写真などがあったら良さそうです。 

・コロナ禍の中、やはりネットを利用したアピールが有効だと思います。 

 

《委員長総括》 

まちだの食育状況(予定など)がカレンダーでみんなで共有できるとよいです。その情報を

SNS で発信できていくことができるとよいです。 

 

 

 

 



２、食育推進キャラクターについて 

  食育推進キャラクターの作成等について、ご意見・ご質問等ありましたらご記入くだ

さい。 

 

《ご意見・ご質問》 

・かわいらしいと思います。 

・おもしろいですね。 

・主食(はん三郎)、主菜(はむ二郎)、副菜(れん太郎)の媒体への活用…議題(3)のアと同じ

(市民への啓発活動への利用) 

・少しずつ広がっていると感じます。ぬいぐるみやマスコットができるともっと普及す

るのでは… 

・「れん太郎と禅寺丸子が JA の臨時派遣職員になりました。」という設定で JA 町田市

のキャラクターとしても、もし可能であれば使用できたらと思います。 

・町田出身のプロに任せたいです。 

・美術大系の学校にボランティアや子ども達から公募を依頼 

・専門学校との連携取組はあるか？（本校が出来るかどうかはわからないが） 

・各ライフステージで何をどれだけ食べたらよいかがわからない人が多いのではないで

しょうか。それを示すようなキャラクター 

・１人かよいか？今までのように何人かのグループがよいのか？ 

 

《委員長総括》 

これまで作成されたクインズがあまり活用できないのが残念です。キャラクターを作成す

るにあたり、コンセプトの決定が必要ですね。 

 

 

３、食育推進連携事業について 

  関係機関・団体と連携した食育推進や SNS での情報発信などについて、ご意見・ご質

問等ありましたらご記入ください。 

 

《ご意見・ご質問》 

・情報提供の方法としてとてもよい発信と思います。 

・Twitter フォローさせていただきました。＠machidaguide のフォローもよろしくお

願いいたします。 

・たくさん発信できるといいですね。 

・園のホームページに日頃の食育活動は掲載している。SNS 等を通しての発信は今後

必須になっていくと思う。 

・SNS での情報発信は、これからは必要になってくると思います。集団給食研究会も

ホームページを作成しているところです。 

・発信することは良いと思います。ただその発信された情報をキャッチするために手

段を見当したほうが良いと思います。 



・2020.６月は「食育フェス」以外にどんな事を実施予定だったのか 

 

《保健予防課回答》 

２０２０年度は６月に「食育フェス」のイベントで連携するだけでなく、６月中

に実施される関係機関・団体の食に関する取組を取りまとめ、広く食育を周知す

ることを検討していましたが、調整する前段階で中止となってしまったため、各

関係機関・団体における実施予定内容については把握していません。 

 

《委員長総括》 

“まちベジ”を使った料理(レストランなど)をあげてもよいですね。 

 

＜議題（４）②中学生レシピコンテストについて【資料６】 

今年度、教育委員会主催で中学校朝食レシピコンテストを開催しました。今後、この取

組を教育委員会だけでなく、食育推進委員会として連携・協働して行うことができると、

さらに取組が広がっていくと思われます。 

 中学校レシピコンテスト実施にあたり、各委員の関係団体等において、連携・協働でき

そうなことやその他ご提案などをぜひお聞かせください。 

 例）・レシピコンテストのメニューを紹介したり、実際に提供することができる。 

   ・優秀賞などに景品などを提供することができる。 

   ・まち☆ベジを推進できるメニューがよい。 

  

《ご意見》 

・よいと思う。 

・自ら調理することにより、食材に興味をもつことができるでしょう。そして手間がか

かることも知るでしょう。そして親への感謝も生まれるでしょう。そして、世間への

感謝と発展してゆくでしょう。 

・レシピやメニューの写真などがあったら良さそうです。 

・◦学校給食での提供 

 ◦町田産の食材でのメニュー構成 

 ◦優勝者の簡単な料理講習会 

（30 分で準備から片付けはすごいです） 

・学生がコンテストの審査員となる。 

・毎年テーマをつくる。 

 例：野菜レシピコンテスト（私の好きな野菜料理紹介…など） 

・町田の野菜を利用したレシピができると有難いです。採用されたレシピは市役所の食

堂で提供されると良いと思います。 

・レシピコンテストのメニュー紹介は園だより等でできる。朝食メニュー以外も食材を

限定する昼、夕食メニューなども良いし、園の給食で提供できる。 

・当協会の観光案内所である、まろ案内所町田ツーリストギャラリーでレシピカードの

配布(作成された場合)で協力できると思います。インスタグラムを導入されたとのこ



とですので、中高生をターゲットにするなら今度そちらを活用して募集してみるのも

楽しいのではないでしょうか。 

・中学や高校で家庭科クラブやボランティア部(有志を含む)がありますよね。そういう

子供たちを食のイベントに仲間として入れられたら、新しい若い発想が聞けそうな気

がします。 当研究会としては、朝会レシピコンテストに関してかかわることは、な

かなか難しいかと。 

・100 点近い作品があつまったとお聞きしています。小学校や保護者部門、また、地域

の食材を使うとか、少しずつ広げていけるといいのでは。景品が出ると中学生はやる

気になります。 

・今年度、息子達の夏休みの宿題として参加させていただきました。朝が苦手だからど

のようなものがのどを通りやすいか?栄養がたくさんとれてバランスが良いものは何

だろう？など親子の会話で盛りあがりました。学校の代表者などには賞状やまちベジ

のプレゼントがあっても良いかもと思いました。またそのレシピの朝食を町のレスト

ランやカフェ給食などに使用するなどでイベントも盛り上がるのではないでしょう

か？ 

 

《委員長総括》 

生徒たちに発表できる場があるとよいと思います。コンテストを通して、生徒たち主催の

“朝ごはんサミット”の様なものが開催されてもよいと思います。そこに高・大・保護者

が入ってもおもしろいです。 

 

 

＜議題（４）③地産地消推進の取組（クックパッドマートステーション）について 

【資料７】 

クックパッドマートの都市農業の利点を活かすことのできる流通システムを活用し、町

田産の野菜の品質の良さや、安全性を市民に認識して頂くことを目的として、ＪＡ町田市

とクックパッド株式会社と連携協定を締結しました。これにより、９月１７日からアプリ

「クックパッドマート」で町田産農産物等の食材を注文できるようになりました。ぜひ、

ご活用ください。ご質問等ありましたらご記入ください。 

 

《ご質問等》 

・町田産農産物を購入できる場所が限られていたので、よい取り組みだと思った。 

・すばらしい。 

・大変興味があります。 

・活用してみたい。 

・新しい試みでとてもおもしろいと思います。保育園に設置してあったら、お迎えの時

子供と一緒に買えて地産地消でいいのになーと思います。 

・とても良い取り組みだと思う。実際この食材をどう料理したら良いか、分からなかっ

たり、作ってみると簡単でおいしいとわかると今度も活用する人が増えると思う。 

・受取用冷蔵庫を順次増設する予定ですが、ご希望ヵ所がありましたらクックパッドに



つなぎたいと思います。 

・開店時間に行っても人気の品物が少なかったりすると買えない時もありますが注文す

れば買えますか？ 

・値段はお店と同じですか？ 

 

《農業振興課回答》 

注文の際、品物があれば購入は可能ですが、注文時間や農作物の出荷時期等によって出

品数が変わりますので、注文時に在庫をご確認いただければ幸いです。 

値段は出品者各々が価格設定しているため、アグリハウス等での価格と異なる場合があ

ります。 

 
 

議題（４）④その他連絡事項【資料８】 

ご質問等ありましたらご記入ください。 

《ご意見》 

・動画配信時間はなるべく短く、区切って行う方が良いと思う。 

 

《保健予防課回答》 

ご意見ありがとうございます。家事えもんの動画配信については料理ごとにプレイリスト

を作成し、長くならないように工夫しました。 

 

・委員の皆様からのご報告、ご連絡等ございましたらご記入ください。 

・本年 9 月にまちだ名産品が新規認定され、町田ツーリストギャラリーで一部販売を開

始しております。ぜひお立ち寄りください。 

・初めての委員です。宜しくお願いします。 

・委員会としての取組や活動内容を、全て把握、理解することが難しい状況だったので、

多くの設問に回答できなかったことをお詫び申しあげます。今後はきちんと理解を深

めていけるように致しますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

・食材に対する消毒感染予防の指針がほしいです。 

 

《生活衛生課回答》 

給食施設向けの指針としては厚生労働省から出されている「大量調理施設衛生管理マニ

ュアル」があります。家庭向けには同じく厚生労働省から出されている「家庭でできる

食中毒予防の６つのポイント」がありますので参考にしてください。 
 

 



第２次町田市食育推進計画進捗管理シート ★：重点になっている取組
◎：評価指標に関連する取組

2020年度

① ② ① ② ① ② ① ② ① ②

市民協働推進
課

○ ○ 学習会等の開催
市民等を対象とした食の安全に係る学習会等の開
催

2回
食品表示や食品の安全性、食物ア
レルギーに関する情報発信及び環
境整備

食の安全に係る学習会等を開催す
る

6回
参加者数128名

予定より多くの学習会等を開催することが
でき、食の安全に関する情報を市民に伝え
ることができた。

新型コロナウイルス感染症の状況に応じて
適切な対応をしながら、食の安全に係る学
習会等を開催し、食品表示や食品の安全
性等を市民に情報発信していく。

市民協働推進
課

○ ○
料理教室等の開

催
市民等を対象とした料理教室等の開催時に町田
市食材を使用する

1回
給食や飲食店での町田産農作物の
積極的利用

料理教室等開催時に町田市食材を
使用する

0回
料理教室実施時にメニューに適した町田市
食材がなかったため使用することができな
かった。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、料理教室の開催について慎重に
検討していく。

ひかり療育園 ★ 共食(成人) ◎ ◎ ◎ ○
◎まちだすいと

んの実施
食育ボランティアをお招きし、利用者に調理の体験
や町田産の食材を味わう機会を提供する。

年１回
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

利用者にすいとんを味わってもらうこ
とで、各家庭においても地産地消に
ついての意識向上につなげる

参加者数35名
予定通りに実施すること
ができた。

「町田の野菜」を意識して食べる貴重な機
会であるため、今後も続けていきたい。

今年度も食育ボランティアによるすいとん
教室を実施する予定であったが、新型コロ
ナウィルス感染症の影響により中止した。
来年度に改めて計画する予定。

ひかり療育園 ○ ○
歯磨き教室の実

施

看護師、歯科衛生士の協力の下、模型等を使用し
た正しい歯の磨き方のレクチャーや、個別の口腔
状態チェックによる個々に合ったケアの仕方を指
導してもらう。

年１回
歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

歯磨きの大切さを認識してもらうとと
もに、「歯と口の健康サポート手帳」
の普及を進め、活用を促す

参加者数約20名
予定通りに実施すること
ができた。

専門の方からの説明を聞きながら楽しく学
べ、利用者及び職員にとって有意義な活動
と思われるので、今後も続けていきたい。

今年度も、利用者を対象とした歯科衛生士
による「歯磨き教室」を予定しているが、新
型コロナウィルス感染症の影響を鑑み、検
討中。

ひかり療育園 ○ ◎ ○ 喫茶活動の開催
調理活動を行い、コーヒーと季節のデザートを利
用者皆で喫食することで、調理の体験や季節を感
じる機会を設ける。

年２４回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

「自分で作って食べる」という体験を
通じ、利用者の食に対する興味の広
がりを支援する

延べ参加者数約480名
予定通りに実施すること
ができた。

毎月2回行っているが、ただ美味しくて楽し
いだけでなく、その中で利用者が学んでい
けることも重要であり、また支援する側の
再認識にも繋がると評価している。今後も
続けていきたい。

今年度も引き続き、喫茶活動を実施してい
く予定であったが、新型コロナウィルス感染
症の影響により、「自分で作って食べる」と
いう活動は中止にしている。再開に向け検
討中。

高齢者福祉課 ○ ○
出張介護予防教

室（栄養）

地域の団体を対象に、介護予防における栄養改
善の普及・啓発を行います。

未定
団体等より依
頼時に対応

ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

高齢期の低栄養の予防・改善につい
て市民自ら実践できる力をつけるた
めの講座を実施する

2回実施しました。

39名が参加しました。次年度も継続的に栄
養改善について普及啓発するとともに地域
住民と協同ねっとワーク強化につなげてい
く予定です。

高齢期の低栄養の予防・改善について市
民自ら実践できる力をつけるための講座を
実施予定であったが、新型コロナウイルス
感染症の拡大により実施を見合わせてい
る。

高齢者福祉課 ○ ○
◎出張介護予防

教室（口腔）

地域の団体を対象に、介護予防における口腔機
能改善の普及・啓発を行います。

未定
団体等より依
頼時に対応

歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

高齢期の口腔機能の低下等につい
て市民自ら実践できる力をつけるた
めの講座を実施する

実績なし
次年度については、要望があった際に実施
します。

高齢期の口腔機能の低下等について市民
自ら実践できる力をつけるための講座を実
施予定であったが、新型コロナウイルス感
染症の拡大により実施を見合わせている。

高齢者福祉課 主食・主菜・副菜 ◎ ◎ ○ ◎男性料理教室

料理経験が浅く栄養が偏りがちな「男性」を対象
に、料理の基本、調理方法、栄養バランス、食の
楽しみを認識してもらい、介護予防（低栄養予防・
閉じこもり予防）の普及・啓発を行います。（３回連
続講座）

9回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

食事の認識を高めつつ介護予防の
普及・啓発を行い、仲間とともに活動
継続できる講座を実施する

今年度は9回実施しまし
た。

145名参加しました。92％の方が取り入れ
たい・少し取り入れたいと回答しました。来
年度も実施予定です。

介護予防（低栄養予防・閉じこもり防止）の
普及・啓発を目的に、仲間とともに食の楽
しみと重要性を認識する講座を実施予定
であったが、新型コロナウイルス感染症の
拡大により実施を見合わせている。

保健予防課 よく噛む ◎ ○
◎園児むし歯予

防教室

保育園や幼稚園を訪問し、集団指導と歯みがきの
練習を実施する。集団指導の中で、お菓子はむし
歯の原因になることや、食物の好き嫌いをせず
に、よく噛んで食べることの大切さの講話を行う予
定。

2019年8月を
除く5月から12
月までの期間

計75回

歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

人形劇や紙芝居、保護者向けのリー
フレットを用い、好き嫌いせずよく噛
んで食べることを推進する

教室73回実施
参加者数①個別指導
2999名②集団指導5436
名
保護者向けリーフレット
6133枚配布

継続

保育園・幼稚園の集団指導の中で、ゆっく
りとよく噛んで食べることの大切さや、適切
な（糖分が少ない・歯ごたえがある）おやつ
の選び方について講話を行う。
保護者向けリーフレットにも、よく噛むこと
の大切さについて掲載する。

保健予防課 よく噛む ◎ ○ ○
◎健康づくり推
進員への講話

健康づくり推進員に対し、歯周病やむし歯、口臭、
ドライマウス等口腔内の疾患についての講話を行
う。その後、参加者に咀嚼判定ガムを噛んでもら
い、参加者自身の噛む力を確認する予定。

2020年１月か
ら３月までの
期間に1回

歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

低栄養防止とオーラルフレイル予防
を普及啓発する

推進員会議に
４回参加

オーラルフレイルと健診の普及啓発は出来
たものの時間がなく、ガムテストまでは至ら
なかった。自主活動に使える仕組みやツー
ル作りを検討する。

低栄養防止とフレイル・オーラルフレイル予
防を普及啓発する。
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
より、集団にて普及啓発活動ができないた
め、オーラルフレイルに関する動画やリー
フレット等の媒体を作成する。）

保健予防課 ◎
◎特定給食施設
等の巡回指導

「利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評
価、改善を実施している特定給食施設の割合の増
加」のため、「肥満及びやせに該当する者の割合」
の変化の状況により、指導が必要な施設に対して
行う。

通年
事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

特定給食施設等巡回指導数年間52
件

年間53件
引き続き巡回指導を行い、給食施設職員
に食育の視点を持って頂くよう促す。

施設への巡回は控えている。
電話による指導を行い、食環境の整備に
努める。

5活動主体 重点 指標

計画推進の視点 対象
取組

妊・
乳幼

小・
中

高・
大

成人
高齢
者

障が
い者 食育の視点としての目標 進捗状況 評価及び今後の展開 食育の視点としての目標

取組の概要及び目的
実施期間・回

数
取組の方向性

2019年度

1 2 3 4
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保健予防課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
食育推進ネット
ワークの連携

関係機関・団体、行政等が連携し、食に関する環
境整備を行います。町田市食育推進計画策定及
び推進委員会の開催（年2回）、食育推進庁内連絡
会の開催（年3回）、町田栄養・食生活ネットワーク
会議の開催（年1回または2回）、町田集団給食研
究会との連携、町田地域活動栄養士会との連携な
ど

通年
関係機関・団体、行政等が連携・協
働した食育の取組

関係機関・団体や行政間で連携して
行った会議、事業の取組数　年間12
回

年間11回

感染症の関係で中止となり、目標回数に届
かなかった。
関係機関との連携により、特色を活かした
幅広い食育ができるため、引き続き連携を
図る。

感染症の拡大により、一部会議を中止。
感染症予防に留意し、会議、事業を年間7
回行う予定。

共食(成人)

共食(子ども)

食文化

保健予防課 ◎ ○ ○ ○ ○ 食育ツーリズム

農業と商業の協働による取組を「食育ツーリズム」
と位置づけ、食や農業生産者とふれる機会を増や
すことで、食を楽しむ文化や食に対する感謝の心
を育むことを目的とし、農業体験や調理実習等を
行う。

年２回
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

食や農業生産者とふれる機会をつく
る

年2回実施
参加者数48名

事業アンケートにおいて「子どもに生産者
等への感謝の心を伝えていきたいか」とい
う問いに90％の保護者が「強く思う」「これ
からも伝える」「これから伝える」と回答し
た。
引き続き「感謝の心を育む」ことを目的に年
2回実施する。

農業体験を交えたウォークツアーを年1回
実施する予定。家庭毎の調理とし、密な状
況を避けて行う。

保健予防課 ★ 野菜摂取量 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎まちだすいと

んの提供

町田の地域の味としての伝承と町田産野菜の普
及啓発、並びに野菜摂取量の増加を目的に「まち
だすいとん」をイベントや給食施設等で提供する。

通年
「まちだすいとん」「まち☆ベジ給食」
等の提供、レシピ普及

まちだすいとんの提供数累計11,000
食（現状値：累計8,291食）

累計15402食

小学校給食での提供により、目標食数を大
きく超えることができた。
地場野菜の利用など地域性を活かしたす
いとん提供に取り組む。

イベントにおける試食提供は行っていな
い。給食における提供を依頼し、普及を図
る。
目標は、累計20000食

保健予防課 ★ ◎ ○
◎高校や大学等
における健康教

育

高校生や大学生等の若い世代の栄養バランスに
配慮した望ましい食生活の推進のために、高校生
や大学生との協働による普及啓発媒体の作成、高
校や大学等への出張健康教育等を実施する。

未定
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

高校・大学と連携して取り組むため
の体制づくりを行う

学生へのアンケート調査
について、昭和薬科大
学、麻布大学と連携する
こととなった。

アンケート調査を実施し、結果の分析を行
い、効果的な健康教育を図る。

アンケート調査の実施

保健予防課 野菜摂取量 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食育に関する情報や体験の場を提供することで、
市民が食育に関心を持ち、実践につながるように
するため、食育に関するイベントを行う。また、食育
に関連するイベントへ出展し、食育をＰＲする。

年６回程度

・関係機関・団体、行政等が連携・協
働した食育の取組
・まちだすいとんの提供
・食育講演会テーマ（野菜摂取量の
増加・食品ロス削減）

食育イベント延べ参加者数：800名 延べ参加者数1629名

庁内団体と連携することで目標の2倍の参
加者となった。
感染症拡大防止を図りつつ、イベントを実
施する。

イベントは中止。
YouTubeを活用した食育講演会を実施予
定。

保健予防課 よく噛む ◎ ○ ○ ○ ○

咀嚼判定ガムの色の変化と、固い食べ物を噛める
か自己評価シートの結果から総合的に判断して、
来所者自身にどの程度噛む力があるかを知っても
らう。
日程調整をし、可能であれば町田市歯科医師会の
歯科医師に依頼し、歯科相談ブースも設ける予
定。

2019年6月15
日
1回

歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

気付きにくいオーラルフレイルについ
て知り、自分の状態を把握し、予防
の意識を持っていただく

88名参加
悪天候で来場者は少なめだったが参加さ
れた方からは好評だった

新型コロナウイルス感染症の拡大による影
響で今年度はイベントの開催無し

主食・主菜・副菜

共食(成人)

共食(子ども)

よく噛む

来所者に咀嚼判定ガムを噛んでもらい、ガムの色
の変化でどの程度噛む力があるかを知ってもらう。
また、来所者に摂食嚥下機能を維持するためのト
レーニング方法を伝える予定。

2019年6月17
日7月10日 12

月18日
計3回

歯と口腔の健康に関する普及啓発
や健診、教室等の実施

気付きにくいオーラルフレイルについ
て知り、自分の状態を把握し、予防
の意識を持っていただく

3回実施
　131名参加

6月7月はさほど振るわなかったが12月は
手が足りない程来所された

新型コロナウイルス感染症の拡大による影
響で今年度の実施は未定

主食・主菜・副菜
測定や保健師・栄養士の生活習慣病予防に関す
る講話を通して、生活習慣の改善及び健康増進を
図るためのきっかけづくりを行う。

年３回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

主食・主菜・副菜を３つそろえて食べ
る人の割合を増やす

・主食・主菜・副菜を揃え
て食べているかアンケート
調査を実施した。「ほとん
ど毎日」食べている
50.4％
・管理栄養士講話にて揃
えて食べる必要性を伝え
た。

事業アンケートでは市民アンケート調査※
と比較して主食・主菜・副菜を揃えている人
の割合が減少した。引き続き事業の中で主
食・主菜・副菜を揃える必要性を伝える。
※町田市の食育推進に関する市民アン
ケート調査（2018年3月）

事業アンケートにおいて、「ほとんど毎日」
主食・主菜・副菜を3つ揃えて食べる人の
割合が55％以上

保健予防課 ★

◎町田市食育ボ
ランティアによる
共食の推進に関

する活動

食を通じた地域交流の推進により、家族や友人と
一緒に食卓を囲んで食事をすることの大切さなど
の普及啓発を図ることを目的として、調理実習（ま
ちだすいとん）や食文化・マナー等に関する普及啓
発活動を行う。

通年
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

共食・食文化の普及のための食育ボ
ランティア活動回数年間50回

1666名に普及啓発した。
活動回数　29回

目標回数には届かなかったが、ボランティ
アの自主性を促しつつ活動することができ
た。
ボランティアと食育関係機関の連携を促
し、地域に根ざした食育活動を行う。

冊子へのクイズ掲載やPR動画等、市民と
接触しない形式での活動を検討している。
活動回数年間3回

◎町田食育フェ
ス、食育講演会
等の食育イベン

ト

保健予防課 ◎ ◎
市庁舎食堂におけるパネル展示やのぼり
旗の設置等を実施。また、SNSで食育の日
を啓発する。

◎からだ測定会

６月の「食育月間」や毎月１９日の「食育の日」にあ
わせ、主食・主菜・副菜をそろえてたべる機会や食
育ボランティアによる共食の普及等を行う。

毎月１９日
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

健全な食生活を実現できる人が増え
るように、食について学ぶ機会を作
る
実施場所：市庁舎食堂、こどもセン
ター、図書館等

毎月19日（閉庁日を除く）
に実施した

食育月間では、市庁舎食堂においてまちだ
すいとんの提供、子どもセンターまあちに
おいて食育ボランティアによる食育活動を
実施した。

○ ○ ○ ○ ○
◎食育月間・食
育の日の取組

◎ ◎

○

○ ○ ○

保健予防課 ○ ○

○ ○ ○

◎◎
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主食・主菜・副菜

野菜摂取量

主食・主菜・副菜

野菜摂取量

主食・主菜・副菜

野菜摂取量

主食・主菜・副菜

共食(成人)

共食(子ども)

主食・主菜・副菜

野菜摂取量

保健予防課 主食・主菜・副菜 ◎ ○ ○
◎プレママ・パパ

クラス

妊娠中の衛生や栄養、口腔ケアに関する知識や
情報を習得し、健康づくりの実践につながるよう講
話や実習を実施する。栄養の講話では、特に「ふ
だんの食事で主食・主菜・副菜を３つそろえて食べ
る」ことの大切さを重点的に伝える。

月１回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす

参加者数139名
演習を交えて栄養バラン
スについて啓発できた。

感染症の影響で、実施回数が当初の予定
より2回減った。

感染予防のため、事業実施時間を短くし
た。ポイントを絞った講話内容としている。

保健予防課 主食・主菜・副菜 ◎ ○ ○
◎プレママクッキ

ング

妊娠中の適切な食生活について調理実習を通し
て体験し、理解を深めること及び、食の担い手であ
る母親の食生活習慣を健全なものにし、生涯を通
した健康的な家庭づくりを促すことを目的とした調
理実習と講話を行う。

月１回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす
・栄養成分表示について参加者へ情
報提供を行う

参加者数79名
妊娠期の栄養のほか、栄
養成分表示の見方につい
て啓発した。

感染症の影響で、実施回数が当初の予定
より2回減った。栄養成分表示について引
き続き啓発する。

実施未定
妊娠期におすすめのメニューをクックパッド
に掲載した。

主食・主菜・副菜

よく噛む

保健予防課 野菜摂取量 ◎ ○ ◎離乳食講習会

乳幼児の栄養・食生活を母親に理解させ、乳幼児
の健康増進を図ると共に、乳幼児と保護者の交流
を通して社会性を育てることを目的として実施。離
乳食の講話・試食、歯の話、親子遊びを行う。

年４２回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

野菜摂取量の増加（野菜料理レシピ
集を配布し、野菜摂取の大切さを伝
える）

参加者数977名（親）
離乳食講習会（初期）にお
いて、野菜料理レシピ集
を配布し、野菜摂取を啓
発した。

野菜料理レシピ集の第3弾も配布する。
少人数、試食の提供方法変更等、感染予
防対策を講じて35回実施予定。

保健予防課 ○ ○ ○
栄養健康教育
（アレルギー教

室）

小児の食物アレルギーの有病率が増加しているな
か、食物アレルギーの正しい知識の普及と情報提
供を図るとともに、保護者や給食関係者の不安を
和らげることを目的とし、年２回の講演会を実施す
る

年２回
食品表示や食品の安全性、食物ア
レルギーに関する情報発信及び環
境整備

講習を受け、食物アレルギーについ
て知識・理解が深まった人の割合が
90％以上にする

参加者数114名
講習会アンケート結果で
「参考になった」、「よくわ
かった」と回答した割合
87.5％

引き続きアレルギー専門医による講習会を
実施し、正しい知識の普及に努める。

講習を受け、食物アレルギーについて知
識・理解が深まった人の割合が90％以上
にする。

生活衛生課 ★ 食中毒予防３原則 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎食品衛生街頭

相談
食中毒予防に関する正しい知識を情報提供する 年１回

食中毒等の予防に関する取組及び
情報発信、給食施設や飲食店等の
食中毒予防に関する講習会等の実
施

食中毒予防の３原則を知っていて実
践している人の割合を増やす

食品衛生クイズ
参加者：342名
手洗いチェッカー
参加者：88名

今後も継続し、関心の高い食品関連のト
ピックスを盛り込み、市民が正しく食中毒予
防を行えるよう情報提供を行う。

感染症の影響を鑑み、対面形式ではなく、
ホームページ等を通じた情報提供を重点
的に行う。また、食中毒に関するＤＶＤや手
洗いチェッカーの貸出も行う。

保健予防課 ◎

3回実施
参加者数67名
管理栄養士講話にて揃え
て食べる必要性、野菜摂
取量を伝えた。

血糖値を改善するために効果のある食品
を求めてくる方が多い。予防・治療のため
日常的に食事バランスを整える必要を伝え
る。

事業は中止。
ホームページを利用して、健康的な食習慣
について発信する。

○ ○
糖尿病予防講習

会
糖尿病に関する基本的な知識を身につけ、自身の
運動・食事を見直す機会をつくる。

保健予防課 ◎

年３回程度
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす
・野菜摂取量の増加

その他成人健康教育事業と比較して、脂
質異常症への関心が高い印象。多くの参
加が見込める本事業で、食事バランスを整
えるよう伝える。

少人数の入れ替え制、試食を提供しない
形式で、1回実施する予定。

保健予防課 ◎ ○

脂質異常症予防
講習会

脂質異常症に関する基本的な知識を身につけ、自
身の運動・食事を見直す機会をつくる。

年３回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす
・野菜摂取量の増加

2回実施
参加者数105名
管理栄養士講話にて揃え
て食べる必要性、野菜摂
取量を伝えた。

○ ○

3回実施
参加者数51名
・管理栄養士講話にて揃
えて食べる必要性を伝え
た。
・栄養成分表示について
情報提供を行った。

実際に調理実習を行い、主食・主菜・副菜
のレシピを学べる事業。家庭でも簡単にで
きるレシピを提案し、実践を図る。

実施未定○ ○
ヘルスアップクッ

キング

市民１人１人が｢食」を通して自分自身の健康づくり
を意識し、生活習慣病の予防に対する意識を高め
る。その結果として、「生活の質（ＱＯＬ）」の向上を
図ることを目的とし、調理実習を行う。

保健予防課 ◎

年３回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす。
・野菜摂取量の増加
・栄養成分表示について参加者へ情
報提供を行う。

親子での調理実習を行うことで子育てで忙
しい世代に健康教育を実施することができ
た。

夏休み期間に実施を予定していたが、中
止。
「夏休み子どもリーフレット」にレシピを掲載
し、子どもが調理するきっかけ作りに努め
た。

保健予防課 ◎

親子クッキング

親子が対象の｢食」に関するイベントに参加するこ
とで家庭の食生活を見直し、生活習慣病の予防に
対する意識を高める。その結果として、「生活の質
（ＱＯＬ）」の向上を図る。

年２回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす
・共食の大切さを伝える

2回実施
参加者数47名
・管理栄養士講話にて揃
えて食べる必要性を伝え
た。
・調理実習により共食の
機会を作るとともに、共食
の持つ意味を伝えた。

○ ○ ○◎

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす（講習会に参
加した人の意識の変化を図る）
・野菜摂取量の増加

2回実施
参加者数22名
・管理栄養士講話にて揃
えて食べる必要性、野菜
摂取量を伝えた。
・揃えて食べる機会の少
なかった方に意識の変化
を聞いたところ「今後は揃
えて食べる」と回答。

運動や休養を含め、総合的に健康教育を
行った。早期からの生活習慣病予防を目
的に実施しているが、参加者が少ないた
め、運動施設への出張型で行う。

運動施設への出張を行う予定だったが、中
止。

保健予防課 ◎ ◎

○
健康づくり講習

会

ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

感染症の影響で、実施回数が当初の予定
より2回減った。
かむことについても引き続き啓発する。

実施未定◎幼児食講習会

幼児の栄養・食生活を母親に理解させ、幼児の健
康増進を図ると共に、幼児と保護者の交流を通し
て社会性を育てることを目的として実施。親子遊
び、幼児食の話、試食を行う。

年８回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・主食・主菜・副菜を３つそろえて食
べる人の割合を増やす
・ゆっくりよく噛んで食べる人の割合
を増やす

参加者数129名（親）
幼児食の栄養のほか、よ
くかんで食べることについ
て講話を行った。

○

市民を対象に、栄養・運動・休養を含む総合的な
講習会を実施し、ライフステージや健康度に応じた
望ましい生活習慣の定着化が図れるよう支援し、
生活習慣病の予防につなげる。

年２回
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5活動主体 重点 指標

計画推進の視点 対象
取組

妊・
乳幼

小・
中

高・
大

成人
高齢
者

障が
い者 食育の視点としての目標 進捗状況 評価及び今後の展開 食育の視点としての目標

取組の概要及び目的
実施期間・回

数
取組の方向性

2019年度

1 2 3 4

生活衛生課 ★ 食中毒予防３原則 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎「食べものミミ
より情報」の発

行

市民が安全な食生活を送るための情報を正しく理
解することで、食に対する安心感を得られるよう、
積極的に情報提供を行う。

年４回

食中毒等の予防に関する取組及び
情報発信、給食施設や飲食店等の
食中毒予防に関する講習会等の実
施

市民に対する食の安全情報に関す
る広報紙の発行数12,000部

年４回、計13,000部発行
し、目標を上回ることがで
きた。

年４回発行を目標とし、配布対象施設を維
持しながら資料配布による食品衛生の普
及啓発に努める。

感染症の影響により、紙媒体での発行を
縮小するが、発行回数は年４回を維持し、
時季に応じたトピックスを提供する。

児童青少年課 共食(子ども) ◎ ○ ○ ◎ことことごはん

・食材から料理になる行程を体験し、食べるものに
興味を持つ・異年齢グループで作り食べることを通
して、他人との関わり方を知る・”地域で子育て”の
一端となる

7回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

食を通して地域とつながる
定員に対する参加率80％

全7回実施
計100名参加

子どもからのリクエストメニューも実施し
た。今後も継続予定。

（感染症拡大防止のため）実施予定なし

共食(成人)

共食(子ども)

共食(成人)

共食(子ども)

共食(成人)

共食(子ども)

児童青少年課 食文化 ◎ ◎ ○ ○
南アフリカ郷土

料理づくり

・南アフリカの文化と食を学び、異国の家庭料理を
作って味わう。・仲間と役割分担をしながら、協力し
て完成したものの美味しさを共有する。

夏休み1回
給食での行事食の提供や、町田の
地域の味を伝承する教室等の実施

食文化を学ぶ
定員に対する参加率80％

5回実施
参加者62名
参加率62％

参加率が目標に到達せず、より周知方法
を工夫が必要とされている。スポーツ振興
課・オリンピック。パラリンピック等国際大会
推進課との共催として開催している。来年
度以降継続するかは現時点では決まって
いない。

担当課からの依頼がなかったため実施せ
ず

児童青少年課 ○ ○
離乳食講座

・離乳食を始める保護者への不安解消と、工夫し
だいで簡単につくれることを知り、子育ての時間を
楽しめるようサポートする。

11月に１回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

参加者15組
1回実施
参加者
14組27名

目標に近い数の参加者が来てくださった。
参加者の意識も高く、質問も多く出て、離
乳食に対する不安を解消することが出来た
ように感じる。

定員に対する参加率80％

児童青少年課 ◎ ○

◎マナー講座
（お箸の持ち方
などのマナーと
簡単につくれる

調理）

・簡単な料理を作って食しながら、お箸の使い方な
どの食事のマナーを教えてもらうことで、小さいうち
から個々の癖を知ることで、正しいマナーを身に付
けることができる。

年2回くらい
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

マナーと同時に日本の季節、行事と
食の関係も楽しく学べる講座を実施
する

実施なし
来年度は実施に向け
努力したい。

実施予定なし

児童青少年課 共食(子ども) ○ ◎ ○ ○ ○ ○
きまぐれクッキン

グ

・簡単なレシピをもとに、大人の助言なしに自分で
作ることで、自信と調理の楽しさを知り、購入したも
のとは異なる美味しさと満足感を味わう。

休館日以外
の毎日

月ごとにメ
ニュー変化

ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

様々な年代の子どもが興味を持っ
て、簡単に作れるようなメニューを考
案すること

参加者計2,161名（9月と3
月は実施なし）

おやつ作りや料理の楽しさを味わい、レシ
ピをもらって帰る子もいた。来年度も引き続
き実施したい。

(感染症拡大防止のため)休止

児童青少年課 ○ ○
親子でおいもほ

り

・近隣の農家の方に協力して頂き、さつまいも堀り
体験を親子一緒に楽しむ。収穫を自ら体験するこ
とで、食への興味を育てる。

10月に1回
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

定員に対する参加率80％
10月に実施
20組43名参加

雨のため、本番・予備日ともに実施できず。
農家の方と相談し急遽日程を設定したた
め、80%の参加となった。人気があり引き続
き来年度も実施いたしたい。

育て、収穫し、調理を経て食べられることを
体験から学ぶ

共食(成人)

共食(子ども)

児童青少年課 共食(子ども) ◎ ○ ○ 料理企画

・調理の楽しさを知り、食に対する興味関心を助長
する。
・作り上げた料理に感謝する気持ちでいただき、食
に関する意欲を高める。・料理に対する積極性を
養い、自ら調理する気持ちを育てる。

月1回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

定員に対する参加率80％

全10回実施
8月・3月は休み。
定員計180名（+定員なし1
回）
参加人数196名

ほぼ毎回定員が埋まりキャンセル待ちが
あった。季節にちなんだ料理のため参加が
多い。今後も継続予定

（感染症拡大防止のため）
実施未定

児童青少年課 ◎
１回実施
参加者
14組34名

目標に近い数の参加者が来てくださった。
今後も時期などを検討しながら実施してい
きたい。

（感染症拡大防止のため）実施予定なし○ ○
◎親子でことこと

ごはん

・親子の交流・食材から料理になる行程を体験し、
食べるものに興味を持つ・異年齢グループで作り
食べることを通して、他人との関わり方を知る・”地
域で子育て”の一端となる

児童青少年課

夏休み1回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

食を通して地域とつながる
定員に対する参加率80％

○

○ ○◎

○ ○

想定していた参加よりも少なかったため、
今後は日時等を見直して実施したい。

おやつづくりの楽しさや自分で作ったもの
を食べる喜びを知る

児童青少年課 ◎

Ｌｅｔ’ｓクックＯＮ

・おやつ作りの楽しさや自分で作ったものを食べる
喜びを知る
・自分で作れることを体験し、家庭でも作れるよう
になる。
・自分の力で「できる」を実感し、意欲を育てる

6回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

おやつづくりの楽しさや自分で作った
ものを食べる喜びを知る

4回実施
参加者
293名

○ ○

4回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

親子でおやつ作りの楽しさや自分で
作ったものを食べる喜びを体感する

２回実施
参加者43組

利用者からの実施要望が高いため、来年
度は回数を増やして実施したい。今後はボ
ランティアを取り入れていきたい。

親子でおやつ作りの楽しさや自分で作った
ものを食べる喜びを体感する

○
◎親子でつくろＯ

Ｎ

・親子でおやつ作りの楽しさや自分で作ったものを
食べる喜びを体感する・子育てを楽しむ
・自分の力で「できる」を実感し、意欲を育てる

児童青少年課

利用者の声から、3回予定だったものが4回
の実施となった。季節にちなんだイベント的
に実施。人気があり、引き続き来年度も実
施していきたい。

（感染症拡大防止のため）
実施予定なし

親子いっしょに
♪

「○○をつくろ
う！」

・自分で作る楽しさや自分で作ったものを食べる喜
びを知ることで、食への関心や興味を広げる
・親子一緒にお菓子作りをすることで、親と子のス
キンシップを図る

年3回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

定員に対する参加率80％

7月10月12月12月と全4回
実施。
計44組募集。
39組113名が参加

○◎
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5活動主体 重点 指標

計画推進の視点 対象
取組
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者
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取組の概要及び目的
実施期間・回

数
取組の方向性

2019年度

1 2 3 4

児童青少年課 ★ 共食(子ども) ◎ ○ ○
◎中高生ばあん

でごはん

中高生の個食・貧困の問題を地域の課題として、
仲間とともに乗り越える力を養う。調理活動・会食
をとおし、地域の大人との会話を楽しみ、食生活だ
けでなく、様々な悩みを解消する場となるとともに、
目標とする大人像を描けるように支援する。費用を
かけなくても、みんなで作って食べることで、おいし
くバランスのとれた食事になることを実感する。

月1回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

年間参加者数300名
年間10回
1月、3月は中止
計220名参加

夏休みのお休みや文化祭シーズンは参加
がすくないため、来年度は実施しない予
定。その他は毎月実施予定

（感染症拡大防止のため）
実施未定

共食(成人)

共食(子ども)

児童青少年課 ○ ○ 離乳食講座

・離乳食時期から幼児食までを見通した講座にし、
保護者の方へ幅広い育児知識の提供を行い、離
乳食の不安解消と余裕ある子育ての時間を楽しめ
るようサポートする。

11月に１回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

30～40名程度の参加
10月に実施
離乳食21組
幼児食26組

幼児食への関心の高さから、離乳食と幼
児食と2回にわけて行う。

（感染症拡大防止のため）試食なしでの講
座で開催予定

共食(成人)

共食(子ども)

共食(成人)

共食(子ども)

食文化

児童青少年課 共食(子ども) ○ ◎ ○ ○ ○
かんたんクッキ

ング
・簡単なメニューを、自分の力で作ることによって、
食や調理への興味関心を育む。

休館日以外
の毎日

月ごとにメ
ニュー変化

家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

年間参加者数450名
年間を通じて1035名の参
加があった。

2020年度以降も実施継続。季節によって参
加者数に差があるため、参加差の少ない
冬季に関して、参加者数を伸ばしていく。

12月～3月の期間で参加者数150名

共食(成人)

共食(子ども)

子育て推進課 ○ ○ ○

食育集会（３～５
歳児）「栄養バラ
ンス」「食事マ

ナー」、「食育だ
より」の発行

「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うこと
をねらいとして、３～５歳児を対象に、遊びを通し
て、箸使いなどの食事マナーや栄養バランスへの
意識づけ、食への興味関心を五感を通して育む食
育集会を実施します。また、食育だよりを発行し、
保護者に対し食育を啓発します。

15回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

・集会後の給食で、園児が学んだこ
とを意識しながら食事をする
・食育だよりに掲載したレシピ等が
「参考になった」人の割合を増やす

15回

・昨年度よりも実施回数を増やし、指導方
法も見直したことで、園児が学んだことを長
期間継続して実践している様子が多く見受
けられた。
・食育だよりが参考になったと回答した割
合は90％から91％へ増加した。
・公立保育園共通の食育全体計画の見直
しをおこなった。
今後も、園児やクラスの状況に合わせた
テーマや指導方法を一層研究するととも
に、子育て世代が役立つ食に関する情報
を、食育だよりを通して発信していく。

・新型コロナウイルス感染症対策を行った
上で、食育集会を年15回実施する。
・食育だよりが「参考になった」人の割合を
増やす。

子育て推進課 ○ ○

子育てひろば①
離乳食講座②食
事栄養相談③卒

乳講座

乳幼児期の食に関する基本的な知識を身につけ、
今後の子育てに役立てていくことをねらいとして、
次の機会を設けます。①離乳食についての講話
や、調理の見学・試食。②地域の妊婦・乳幼児をも
つ保護者が、食事について個別の相談の場。③幼
児食への移行期、特に卒乳に関する講座。

15回
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

地域子育て相談センターの利用者に
対し、乳幼児の食事・栄養について
の知識を普及する

21回

実施後のアンケート等の結果から、満足度
の高い講座を出来ていることが分かった。
②には人数制限や対象者等を設けていな
かったが、盛況のため、来年度は乳児と幼
児で対象者を分けて開催する。

新型コロナウイルス感染症対策を行った上
で、地域子育て相談センターや保育施設、
子どもセンター等と連携し、乳幼児の食事・
栄養についての知識を普及する。

子育て推進課 ★ 食中毒予防３原則 ◎ ○
◎食中毒予防の

指導

安心・安全な食生活のために、保護者向けにおた
よりなどで食中毒に関する情報提供や注意喚起を
実施します。また、園児への手洗いや清潔に関す
る指導を日々の活動の中で年齢・月齢に応じて実
施します。

1～2回

食中毒等の予防に関する取組及び
情報発信、給食施設や飲食店等の
食中毒予防に関する講習会等の実
施

日々の食事作り等、身近な食中毒予
防について、簡単に実践できる情報
を提供する

3回

6月、8月、11月の食育だよりを通して、その
季節に発生しやすい食中毒や、衛生管理
についての注意喚起をおこなった。今後
も、食中毒について身近に考えられるよう
な情報を伝えていく。

食育だよりを通じて、食中毒予防について
身近に考え実践できる情報を発信する。

児童青少年課 ◎

・年5回開催予定だった
が、3月の臨時休館により
年4回の開催となった
参加者60名
4回平均88％

子どもと会話しながら、作りたいもの等声も
ひろいながら実施した。次年度も身近な材
料や内容で実施予定

（感染症拡大防止のため）9月時点で未実
施
今後の状況をみて開催の予定

○
◎まちれぴ

COOK!

・地域のボランティアの方が担ってくださることで、
子どもと地域が、繋がるきっかけ作りとする。
・作業を通して、新しいことを知り、見ることで、想
像したり考える機会を作る。
・児童が主体的に取り組み、楽しみながら様々なス
キルを身に付けることで自信に繋げる。

児童青少年課 ○

5回
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

定員に対する
参加率85％

○

○ ○◎

○ ○

2020年度以降も継続して月に１回程度開
催予定。楽しさの体験として25組程度の参
加を目指す

（感染症拡大防止のため）9月時点で未実
施
今後の状況をみて開催の予定

児童青少年課 ◎ ◎

ちゃれんじ
COOK!

・乳幼児期に親子でクッキングの楽しさを体験して
もらう。
・子どもたちが気軽に食に触れるきっかけとし、自
分で作ったものを食べる喜びを知る・体感できる機
会とする。
・まあちのクッキングルームの利用を周知し、今後
調理を楽しめる場のひとつにしてもらう。

月1回程度
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

毎回30名(組)程度
の参加

全11回
10組台2回
20組台4回
40組台4回
70組台1回

○ ○

年5回程度
家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

年間参加者総数50組

・年間を通して5回開催予
定だったが、3月の臨時休
館により年間4回の開催と
なった。
・29組63名の参加者が
あった。

2020年度以降も年間5回の開催を予定し、
事業の浸透、年間参加者総数50組の達成
を目標とする。

（感染症拡大防止のため）回数を減らして
（今年度は1回）の実施予定
定員に対する参加率80％

○
おしゃべりクッキ

ング

・地域に根付く活動を行う団体事業を子どもセン
ターで行うことにより、より広い範囲の保護者や子
どもとの交流が生まれる。
・調理活動を通して、地域の方々との人間関係を
構築する場となる。
・地元で採れた野菜を積極的に使用し、地域に伝
わる調理方法を紹介することで、子育て世代に地
域の食文化を伝える。

児童青少年課
2020年度以降も実施予定。参加率の維持
を目標とする。

（感染症拡大防止のため）回数を減らして
（今年度は3回）の実施予定
定員に対する参加率80％

あおぞらクッキン
グ

・地域の青少年健全育成委員会の方々の力を借り
ながら、ドラム缶でピザ作りを行う。生地作りから
始めることによって、食材への興味を育む。

月１回(7月～
１2月まではお

休み)

家族や友人等と食卓を囲んで一緒
に食事をする機会の提供・促進

定員に対する参加率80％

年5回実施。総定員200名
に対して総参加者数が
167名、参加率は83.5％と
なった。

○ ○ ○ ○◎
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5活動主体 重点 指標

計画推進の視点 対象
取組

妊・
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大
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高齢
者

障が
い者 食育の視点としての目標 進捗状況 評価及び今後の展開 食育の視点としての目標

取組の概要及び目的
実施期間・回

数
取組の方向性

2019年度

1 2 3 4

子育て推進課 ○ ○
給食における食
物アレルギーへ

の対応

食物アレルギーによる除去を確実に実施するた
め、除去及び代替食の調理・提供・おかわり時の
誤食防止対策を実施します。

随時
食品表示や食品の安全性、食物ア
レルギーに関する情報発信及び環
境整備

各種マニュアルや、食物アレルギー
疾患生活管理指導表の見直しをおこ
なう

全園共通マニュアル作
成・指導表の見直し

公立保育園共通の食物アレルギー対応マ
ニュアルを作成した。また、2019年4月に改
訂された「保育所におけるアレルギー対応
ガイドライン」に基づき、食物アレルギー疾
患生活管理指導表の見直しをおこなった。
今後も、安全・安心な給食提供がより質の
よいものになるよう、見直していく。

各種マニュアルや、食物アレルギー疾患生
活管理指導表の運用の見直しをおこなう。

子育て推進課 食文化 ◎ ◎ ○
◎行事食・お楽

しみ給食

毎月の献立で、行事食やお楽しみ給食等を通し、
日本や世界の食文化や伝統を体感できるようにし
ます。また、保育室での調理員によるクッキング
や、異年齢、お客様との会食を実施します。

1～3回/月
給食での行事食の提供や、町田の
地域の味を伝承する教室等の実施

食を楽しむ気持ちを育むような給食
や食体験を実施する

行事食・お楽しみ給食の
実施
平均2回／月

園児達が様々な食体験が出来るような献
立や場をつくり実施した。また、各園へ栄養
士が巡回する際、食文化や伝統等、献立
作成の意図を伝えることで、食体験の充実
を図った。今後とも食育計画のもと、職員
が連携しながら、園児達の食の充実を目指
す。

食を楽しむ気持ちを育むような給食や食体
験を実施する。また、通常献立に和食を増
やすことで、栄養面の充実と日本の食文化
の伝承を図る。

共食(成人)

共食(子ども)

観光まちづくり
課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市内農畜産物や
それに関わるイ

ベントのPR

観光案内やツアー時に町田産の食材を使用した
店舗の紹介や誘導。グルメマップの活用。
地場の農畜産物PRイベントをSNSで情報発信し、
食の観点から町田の魅力を伝える。

随時 町田産農産物に関する情報発信

まち☆ベジを扱うお店の情報や地産
地消のイベントを取り上げることに
よって町田の食材への認知と利用促
進を図り、市外からは町田への来訪
を促す。

・ツーリストギャラリーを
「まち☆ベジグルメ店」とし
て登録
・新しいツアー「まちだふ
らっと」でのおやつとして、
シルクメロンのお菓子を提
供
・観光協会HPやSNS、発
行物等で、地場野菜を扱
うマルシェなどを紹介。

観光協会が発行するマップや広報物、イベ
ント登録サイトなどさまざまな媒体を通じ
て、町田産の農産物を扱うイベントを紹介
できた。

感染症予防の観点から年内のイベントは
ほぼ中止の状況。個人で楽しむブルーベ
リー狩りやいちご狩りなど観光農園の情
報、家での食事が増えると考えられるた
め、野菜市やまち☆ベジを扱うテイクアウト
のお店などの情報を発信し、市民中心に
認知を高め、利用を図る。

観光まちづくり
課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
町田市名産品推

奨事業

市内で生産・製造される食品・加工品のうち、名
称・意匠・材料などが市にふさわしいものに対して
２年に１度「町田市名産品」の認定を行い、広く商
品の周知を図るために市庁舎等を活用して販売会
を開催します。

名産品販売
会／年2回
名産品・特産
品試食販売
会／年2～4
回　市内外イ
ベントでの名
産品・特産品
販売／年5回

町田産農産物に関する情報発信
市内外での試食会、販売会を通じ
て、まちだ名産品、特産品の認知を
高め、利用促進を図る。

認知度向上を目的に、名
産品販売会の会場を新た
にぽっぽ町田に設定し、2
月末に開催。

・ぽっぽ町田での名産品販売会では、人出
も多く、売り上げ認知度共に向上ができ
た。次年度も継続して行いたい。
・シティセールス活動（「ラグビーワールド
カップファンゾーン＠調布駅前広場」「多摩
の超文化祭＠豊洲市場」「まるごと多摩マ
ルシェ＠モリパークアウトドアヴィレッジ」
「ブラインドサッカーチャレンジカップ＠総合
体育館 など）やぼたん園や薬師池でのお
祭り等イベントにて名産品・特産品のPRと
販売を実施。
・購入者数：341名

２年に１度「町田市名産品」の認定を行い、
新規認定商品を広く商品の周知を図る。感
染症拡大の影響で販売会でのPRがなかな
か難しいため、ツーリストギャラリーに新規
認定商品のコーナーを設置している。ま
た、HP等を活用して情報を発信していくよ
う努める。

農業振興課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブランド化推進

事業

地産地消推進のため、町田産農産物を使用してい
る飲食店等の情報を掲載した「まち☆ベジグルメ
店ナビ」を作成する。

年１回 町田産農産物に関する情報発信
町田産農産物の利用促進及び消費
の促進を図る。

「まち☆ベジグルメ店ナ
ビ」の作成完了

まち☆ベジグルメ店なびを作成し、配布等
を行うことで多くの方に町田産農畜産物を
PRした。引き続き、町田産農畜産物の利用
促進を図る。

町田産農畜産物情報冊子「（仮称）まち☆
ベジブック」を発行し、多くの方にまち☆ベ
ジや町田市の農業を周知することで、地産
地消を推進する。

農業振興課 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ふれあい農業推

進事業

市民に町田産農産物をＰＲするため、良質な野菜
等を購入できるイベントである農業祭を開催する。
また、農業者の営農技術の向上を図るため、農産
物品評会を開催する。

年１回 町田産農産物に関する情報発信
町田産農産物を身近に感じ、その良
さを知ることで、地域の恵みに感謝し
食を楽しむ。

来場者数18,126名
農業祭来場者に町田産農産物をＰＲするこ
とができた。次年度も農業祭を開催し、引
き続き町田産農畜産物のＰＲを行う。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、2020年度農業祭の開催は中止。

農業振興課 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市民農園事業

市民が農作業を通じて土に親しみ生産の喜びを味
わうことにより、健康でゆとりある生活に資するとと
もに、良好な都市環境の形成と農地の保全を図る
ことを目的として、市民農園の管理・運営を行う。

通年
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

食が自然の恩恵などに支えられてい
ることを理解できるよう、農作業体験
の場を提供する。

区画利用率99％以上

市民農園3園を適正に管理した。また、体
調不良などを理由に9名の辞退があった。
引き続き、適正に市民農園の管理・運営を
行う。

市民農園を引き続き適正に管理する。ま
た、収穫体験等農業体験に関する情報を
発信することで、農業体験を通して食に関
する感謝の心を育む機会を提供する。

農業委員会事
務局

○ ○ ○ ○ ○ ○ 農業普及事業
自然への親しみ、農業の大切さというものを体感
し、農業の理解を深めてもらうため、市民が田植え
や稲刈り等を体験できる米作り農業体験を行う。

年４回
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

食が自然の恩恵などに支えられてい
ることを理解できるよう、農作業体験
の場を提供する。

参加者13組32名

田植え、草取り、稲刈りの体験を通して、農
業への理解を深めてもらうことができた。引
き続き、次年度も米作り体験事業を通し
て、市民に農業の理解を深めていただく。

引き続き、米作りを体験する場を提供する
ことで、農業体験を通して食に関する感謝
の心を育む機会を提供する。

観光まちづくり
課

◎
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

野菜の収穫そのものを体験して感じ
る喜びに加えて、生産者の苦労を感
じ、食への感謝の心を育てる。また
その作物が育つロケーションも町田
の魅力の一つとして実感してもらう。

7月と1月に開催した食育
ツーリズム以外に食を
テーマとしたツアーの実施
はなし。

食育ツーリズムではアンケートから参加者
に収穫体験の機会を通じ、目標を達成でき
た。

観光協会では、11月に食育ツーリズムを実
施予定（保健所委託）。その他の収穫体験
等は秋以降に今後の感染症拡大の状況を
みて判断していく。

○ ○ ○ ○
各種体験ツアー

の実施
食に関わる素材を発見・発掘し、その魅力を収穫
や調理・食事等を通じて広くPRする。

年１～2回○ ○ ○
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2019年度

1 2 3 4

３Ｒ推進課 ★ ◎ ○
宴会食べきり
キャンペーン

年末年始に飲食店等にポスターを掲示し、宴会時
の食べきりを啓発することで、食品ロスの削減を図
る。

年末年始
事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

年末年始の宴会での食品ロス削減
の啓発

年末年始に市施設や商店
街に宴会での食べきりに
重点を置いたポスター315
枚を配布。神奈川中央交
通バス車内に家庭での食
べきりも表示したポスター
を掲示。

今年度は新たに神奈川中央交通バス車内
にポスターを掲示した。来年度も年末年始
にポスターの掲示を行う。

2019年度同様ポスターを市施設や商店
街、神奈中バス車内などに掲示して食べき
りを啓発する。
ポスターについては、新型コロナウイルス
感染症のため会食が厳しいため、内容は
検討していく。

３Ｒ推進課 ★ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食べきり協力店

小盛の設定や持ち帰りへの対応など、食品ロスに
係る生ごみの発生抑制等に取り組む小売店舗等
を、申請により「食べきり協力店」として認定する。
認定後は、協力店の取組を町田市ホームページな
どでPRする。

常時募集
事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

食品ロス削減に取り組んでいる店舗
を紹介し、認定店を拡大

2店舗追加（1店舗は閉店
のため削除）
→協力店7店舗

今年度は２店舗を認定した。認定店拡大の
ためにホームページでの紹介や食品衛生
講習会などでＰＲを行う。来年度は関係各
所や広報等にもＰＲを行う。

全国食べきり協力ネットワーク協議会を通
じて、市内のデニーズ2店舗を食べきり協
力店に認定。更に登録店拡大のためにＰＲ
を行う。

３Ｒ推進課 ★ ◎ ○
今が食べごろ
「めしあがれ」
キャンペーン

スーパー（リサイクル推進店）の店頭で食品ロス削
減の啓発チラシを配布し、賞味・消費期限の迫って
いる値引き商品を積極的に購入してもらうよう誘導
する。値引き商品を購入された方には景品を進呈
する。

5回（2018年
度）

事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

５店舗にて実施
6店舗にて実施
参加者数231名

目標の5店舗に加えて、オーケーストアとの
協働で森野店にて実施。来年度は実施形
態を検討して予定。

2020年度は形を変えての実施を検討中。
ポスター掲示やチラシの配布等で賞味期
限、消費期限の違い等の啓発を行う。

３Ｒ推進課 ★ 共食(成人) ◎ ○ ○
使い切り料理教

室

料理における食材の使い切り、食べきりを啓発し
て、生ごみの発生抑制・食品ロスの削減を図る。講
師は、町田市食育ボランティアに依頼予定

2回（2018年
度）

事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

２回実施
2回実施
参加者数20名

目標の2回を実施。リピーターも多いため、
2回目は対象者を限定して実施。
更に内容を検討のうえ2020年度も実施の
予定。

2020年度は形を変えての実施を検討中。
（1回目は感染症による影響で中止、2回目
は実施内容検討中）

保健給食課 よく噛む ○ ○
よく噛むことの有
効性についての

情報発信

学校給食を通じて、よく噛むことが健康の維持増
進に役立つことについて情報発信する。

通年
よく噛むことの大切さに関する情報
発信

噛み応えがある食物や献立を給食
に取り入れ、よく噛むことの大切さを
献立表や給食だよりで情報発信す
る。

小学校、中学校：給食の
献立に噛み応えがある食
物や献立を取り入れた。
献立表や給食だよりで、
よく噛むことの大切さにつ
いて情報発信をした。

児童生徒とその保護者によく噛むことの大
切さについての情報を発信できた。今後も
取り組みを継続していく。

噛み応えがある食物や献立を給食に取り
入れ、よく噛むことの大切さを献立表や給
食だよりで情報発信する。

保健給食課 ○ ○ ○ ○ ○
食育イベント等
における給食の

PR

学校給食について広く市民に知ってもらい、給食お
よび自身の食生活への関心を高める。

2回（2019年
度）

ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

土日開催のイベントに出展し、より多
くの市民が町田市の給食を知る機会
を設ける。

食育フェスおよび健康づく
りフェアに出展した。
参加者数588名

多くの市民が町田市の給食を知る機会を
設けることができた。今後も出展を継続す
る。

感染症の影響で実施は未定だが、土日開
催のイベント実施の際は出展し、より多くの
市民が町田市の給食を知る機会を設け
る。

保健給食課 ○ ○ ○
児童・生徒の保
護者に向けた情

報発信

小中学校給食ににおいて、給食だよりの発行や試
食会の開催を行い、児童および生徒の健やかな
成長に必要な栄養情報を発信する。

通年
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

給食だよりで食育情報を発信する。
試食会で成長期に必要な栄養摂取
について講話する。

食育情報の発信を行っ
た。

給食だよりや試食会における食育情報の
発信を今後も継続していく。

給食だよりで食育情報を発信する。試食会
は感染症の影響で実施は未定だが、実施
の際は成長期に必要な栄養摂取について
講話する。

保健給食課 ○ ○ ○
学校給食（食物
アレルギーへの

対応）

各小学校および武蔵岡中学校で、給食の食物アレ
ルギー対応を行う。

通年
食品表示や食品の安全性、食物ア
レルギーに関する情報発信及び環
境整備

市内小学校全校および武蔵岡中学
校に対し、食物アレルギー対応委員
会の設置および食物アレルギー校
内研修を行うよう働きかける。

全校でアレルギー対応委
員会の設置とアレルギー
対応研修を実施できた。

学校の教職員全員がアレルギー児の把握
やアレルギーに対応について知ることがで
きた。今後も継続していく。

市内小学校全校および武蔵岡中学校に対
し、食物アレルギー対応委員会の設置お
よび食物アレルギー校内研修を行うよう働
きかける。

保健給食課 共食(子ども) ◎ ○ ○

◎各小中学校校
における食育

（共食の推進や
食事マナーの習

得）

各校における食育で、共食の推進や食事マナーの
習得を行う。

通年
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

・小学校：第２次町田市食育推進計
画の課題と目標について、各校に周
知する。
・中学校：給食だよりで共食やマナー
についての情報発信を行う。

小学校：給食だよりや給
食指導等で実施できた。
中学校：未実施。

小学校：各学校の実態に合わせ実施する。
（給食だより、給食指導、行事等）
中学校：2020年度の給食だよりで実施す
る。

・小学校：第２次町田市食育推進計画の課
題と目標について、各校に周知する。
・中学校：給食だよりでマナーについての
情報発信を行う。

保健給食課 食文化 ◎ ○ ○
◎各小中学校に
おける食育（食
文化の伝承）

各校における食育で、食文化の伝承を行う。 通年
給食での行事食の提供や、町田の
地域の味を伝承する教室等の実施

・小学校：第２次町田市食育推進計
画の課題と目標について、各校に周
知する。
・中学校：給食の献立に日本および
世界の郷土料理を取り入れ、食文化
の理解につなげる。

小学校、中学校：給食の
献立に日本および世界の
郷土料理を取り入れた。

今後も継続する。

・小学校：第２次町田市食育推進計画の課
題と目標について、各校に周知する。
・中学校：給食の献立に日本および世界の
郷土料理を取り入れ、食文化の理解につ
なげる。

保健給食課 ★ ◎ ○ ○
小学校給食にお
ける地場農産物

の使用

小中学校の給食で町田産農産物を使用し、児童
生徒が町田産農産物を食べる機会を増やすととも
に、地場農産物への関心を高める。

通年
「まちだすいとん」「まち☆ベジ給食」
等の提供、レシピ普及

・まち☆ベジ給食を計画、実施する
（年２回）。
・まちだすいとんを年１回以上実施す
るよう各小学校に依頼する。
・地場農産物の使用を各小学校に促
す。

・まち☆ベジ給食を年２回
実施した。
・まちだすいとんを実施す
るよう各小学校に依頼し
た。
・地場農産物の使用につ
いて、栄養士部会で使用
促進を依頼した。
・小学校給食にける地場
野菜使用量（上位10品
目）：12.12％（重量ベー
ス）

・「まち☆ベジ給食」「まちだすいとん」を給
食で提供し、町田産農産物を食べる機会を
増やせるよう、今後も継続する。
・地場農産物の使用量を増やせるように、
農業振興課、農協等と連携をし、各小学校
へ情報提供を行っていく。

・まち☆ベジ給食を計画、実施する（感染
症の影響で、年１回の予定）。
・まちだすいとんを年１回以上実施するよう
各小学校に依頼する。
・地場農産物の使用を各小学校に促す。
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5活動主体 重点 指標

計画推進の視点 対象
取組

妊・
乳幼

小・
中

高・
大

成人
高齢
者

障が
い者 食育の視点としての目標 進捗状況 評価及び今後の展開 食育の視点としての目標

取組の概要及び目的
実施期間・回

数
取組の方向性

2019年度

1 2 3 4

指導課 ○ ○ ○ ○ ○
小・中一貫「町

田っ子・カリキュ
ラム」の改訂

これまで各小・中学校で活用してきたカリキュラム
を改訂し、これからの時代を生きていく子どもたち
に必要な力を身に付けさせていく。

未定
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

児童生徒が食に関する正しい知識と
望ましい食習慣を身に付けられるよ
う、各学校の食育指導を充実させ
る。

第２次町田市食育推進計
画を踏まえたカリキュラム
の改訂及び市内全小・中
学校への配布を通して、
食育指導の充実を図っ
た。

食育指導のポイントの整理やＱＲコードの
活用等により、実践的な資料を作成するこ
とができた。今後、本カリキュラムの活用を
推進するため、教員への周知・啓発に努め
る。

本カリキュラムの活用推進として、栄養教
諭の授業実践等の情報共有をなども含め
て、検討していく。

指導課 ○ ○
食育担当者連絡

会の開催

各学校の食育担当者を集めた連絡会を開催し、改
訂した「食育カリキュラム」の内容についての周知
とカリキュラムの推進を行う。

１回
関係機関・団体、行政等が連携・協
働した食育の取組

食育担当者に改訂版カリキュラムの
内容や指導のポイント等についての
研修を行い、各学校の食育指導を充
実させる。

連絡会の開催は行わな
かった。

2020年度に各学校からの食育担当者を集
めた連絡会を開催し、改訂したカリキュラ
ムやカレンダー、食育のポイント等に関す
る教員の理解を深め、食育のより一層の推
進を図る。

今年度は食育としてレシピコンテストを計
画、実施するために、中教研家庭科部、保
健予防課との連携を取り、食育の推進に
努めた。感染症予防の観点から、連絡者
会の設定は行わなかったが、今年度の連
携の取組を生かし、来年度以降アクティブ
カレンダー等を活用した食育の推進方法を
検討していく。

指導課 食文化 ○ ○
「町田っ子・アク

ティブカレン
ダー」の配布

行事食など食に関する情報が掲載されたカレン
ダーを市内全小学校１・４年児童、中学校１年生徒
に配布し、児童生徒や保護者の食に関する興味・
関心を高め、健全な食生活の実践を啓発する。

4月末に配布
給食での行事食の提供や、町田の
地域の味を伝承する教室等の実施

カレンダーの内容について学校や家
庭で話題にすることで、望ましい食
生活の実践、和食や行事食等の食
文化の伝承を推進する。

2020年度カレンダーを作
成した。4月末の配布に向
けて、現在準備を進めて
いるところである。

4月末の配布に向け、予定通り作業を進め
ている。食育担当者連絡会の開催等を通
して、学校及び家庭におけるより効果的な
活用の推進を図る。

2020年度のカレンダーの配布が完了した。
学校及び家庭でどのような活用例が考えら
れるか検討し、効果的な活用の推進を図
る。食育担当者連絡会をどのような形で持
つことが効果的か検討する。

共食(成人)

共食(子ども)

食文化

共食(成人)

共食(子ども)

生涯学習セン
ター

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
まちだ市民大学
ＨＡＴＳ環境講座

前期第5回目の講座では、「緑と農業の管理体験」
と題して市内の水田で田植えを行う。環境保全とと
もに主食である米について学び、考える。

１回
農業体験や、調理して食べる体験の
機会の充実

農業体験の提供

10/19に小野路奈良ばい
谷戸にて稲刈りを実施し
た。
参加者4名（大型台風の
接近により参加者減少）

市民大学ＨＡＴＳ環境講座の行事として継
続予定。

農業体験を通じ、環境保全とともに主食で
ある米について学び、かんがえる。

市民病院栄養
科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
食札への栄養情

報提供

入院患者が食に関する興味・関心を高めることを
目的とし、患者給食の食札に時節に関する栄養情
報を載せる。（月例として17日：減塩　19日：食育の
日　30日：EPAの日）

通年
ライフステージに応じた望ましい食習
慣形成のための、給食や講習会、食
に関する情報発信

年間回数　36回以上 年間回数　36回以上 年36回以上実施
2019年度は実施回数達成。月3回以上に
加え、行事食の際も実施する。

市民病院栄養
科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
栄養情報に関す
るポスターの掲

示

外来・入院患者等に対し食に関する興味・関心を
高めると共に、健康に配慮した病院給食のメ
ニューを紹介することを目的とし、食育に関するポ
スターを作成、栄養情報を掲載し院内に掲示す
る。

年６回
事業者、飲食店、給食施設等におけ
る食品ロス削減や減塩に関する取
組及び情報発信

年間発行数　　年:6回 年間発行数　　年:6回　 年４回実施 （66％）
2019年度は達成率66％。2020年度は年間
4回にし目標達成を目指す。

取組数 29 10 2 7 30 11 11 7 6 3 43 43 32 48 28 20

取組の方向性
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視点

生涯学習セン
ター

★
受講した参加者が後日自ら集まって、親子
でまちだすいとんを作る行事を実施した。

感染症の影響を鑑み、2020年度は調理と
食事の体験機会の提供は中止する。

生涯学習セン
ター

◎

家庭教育支援学
級

家庭教育を進めることを目的に母親などを対象と
して講習会を行っている。事業の一環として食育ボ
ランティアによる講習会などを企画する。

１回
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

食育ボランティアの活用・まちだすい
とんのレシピ普及

7/9に19名が参加して食
育ボランティアの指導によ
る講習を実施した。

○ ○◎ ◎

１回
食育ボランティア等を活用し、共食の
大切さや食事に関するあいさつ・作
法等の伝承

青年学級生に対する調理と食事体
験の機会提供

10/5,6に大地沢青少年セ
ンターで実施した。
参加者154名（学級生95
名、職員・ボランティアス
タッフ59名）

今後も障がい者青年学級の合宿行事とし
て継続していく。

感染症の影響を鑑み、2020年度は調理と
食事の体験機会の提供は中止する。

○
障がい者青年学

級合宿

学級活動として、例年1泊の合宿を実施し、障がい
者が支援ボランティアと共に調理に挑戦し、皆で食
事を楽しむ。

対象1 2 3 4 5



第２次町田市食育推進計画進捗管理シート 視点１

視点

評価用データ
把握方法

現状（初期値） 2019年度実績 取組事業数 目標値 備考

55.6% - 11 65.0%

265ｇ - 7 350ｇ
17.9% - 0 15.0%
46.0% - 6 50.0%

視点2

視点

評価用データ
把握方法

現状（初期値） 2019年度実績 取組事業数 目標値 備考

町田市の食育推
進に関する市民
アンケート調査

38.9% - 3 45.0% 2022年度に評価する。

事業実績 9,000部 13,000部 60,000部
食べものミミより情報の発
行（７月、９月、１２月、３

第２次町田市食育推進計画進捗管理シート 視点3

視点

評価用データ
把握方法

現状（初期値） 2019年度実績 取組事業数 目標値 備考

88.4% - 16 増加

98.7% - 20 増加

- - 7 50.0%

推進の方向性
栄養バランスに配慮した望ましい食生活の推進

口腔の健康の推進

食育のめざす姿
食の「わ」で育むまちだの未来

～感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち～

基本目標 基本目標１　安全で望ましい食生活をおくる 視点１　健康と食生活

評価指標

ふだんの食事で主食・主菜・副菜を３つそ
ろえて食べる人の割合

町田市の食育
推進に関する
市民アンケー
ト調査

2022年度に評価する。１日の野菜摂取量（平均値）
朝食を欠食する人の割合（２０代）
ゆっくりよく噛んで食べている人の割合

基本目標
基本目標２　食を通じて家族や地域とつながる
基本目標３　地域の恵みに感謝して食をたのしむ

視点３　共食・食文化

食育のめざす姿
食の「わ」で育むまちだの未来

～感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち～

基本目標 基本目標１　安全で望ましい食生活をおくる 視点２　食の安全

推進の方向性
食中毒等の予防

食品表示や食の安全に関する知識と理解

評価指標

食中毒予防の3原則「つけない、増やさな
い、やっつける」を知っていて実践してい
る割合

市民に対する食の安全情報に関する広
報紙の発行部数（延べ）

食育のめざす姿
食の「わ」で育むまちだの未来

～感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち～

推進の方向性
共食の推進や食事マナーの習得

食文化の伝承

評価指標

朝食又は夕食を誰かと一緒に食べる「共
食」の割合（成人）

町田市の食育
推進に関する
市民アンケー
ト調査

2022年度に評価する。
朝食又は夕食を誰かと一緒に食べる「共
食」の割合（子ども）

地域や家庭で受け継がれてきた伝統的
な料理や作法等を継承し、伝えている割
合



視点4

視点

評価用データ
把握方法

現状（初期値） 2019年度実績 取組事業数 目標値 備考

事業実績 2,192食 15,402食 20,000食 イベント860食、給食5981食　他

事業実績 年1回 年2回 年2回 42校、7月・12月実施

事業実績 7％
（重量ベース）

12% 15％
（重量ベース）

42校農家契約

第２次町田市食育推進計画進捗管理シート 視点5

視点

評価用データ
把握方法

現状（初期値） 2019年度実績 取組事業数 目標値 備考

事業実績 10件 6件 15件

今が食べごろめしあがれ
キャンペーンを実施。（10
月9、16、21、29、30日、11
月18日）

事業実績 41件 53件 60件 通年実施

推進の方向性
町田産農産物の利用促進

農業交流・体験の実施

食育のめざす姿
食の「わ」で育むまちだの未来

～感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち～

基本目標
基本目標２　食を通じて家族や地域とつながる
基本目標３　地域の恵みに感謝して食をたのしむ

視点４　地産地消

視点５　食環境

推進の方向性
食に関する環境の整備

食育推進ネットワークの強化

評価指標

まちだすいとんの延べ提供数

まち☆ベジ給食の実施回数

小学校給食における地場野菜使用量
（上位10品目）

食育のめざす姿
食の「わ」で育むまちだの未来

～感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち～

評価指標

スーパー等の事業者と連携した食に関す
る啓発活動数（年間）

特定給食施設等巡回指導数（年間）

基本目標
基本目標２　食を通じて家族や地域とつながる
基本目標３　地域の恵みに感謝して食をたのしむ



 資料３ 

議題（４）①委員会から頂いたご意見に対する取組について 

 

 ２０１９年度開催された本委員会においてご意見をいただきました以下３点

について、進捗状況についてご報告いたします。 

 

 

１「まちだの食のわ情報」の発行及び活用について 

【経過】 

今後さらに食育を推進していくためには、同じ目標やテーマを決めた方が効

果的ではないかというご意見をいただき、食育推進委員会及び庁内連絡会で検

討した結果、「よく噛む」ことをテーマにキャッチコピーを決めて取り組むこと

とした。しかし、ひとつのテーマだけでは推進が難しいため、“食に関わる日・

週間”などを町田市全体で情報共有し、一緒に取組を進めるためのツールを作る

こととなった。そのツールとして、伝統的な行事食や町田市独自の取組などをま

とめた「食育カレンダー」を「まちだの食のわ情報」として２０２０年７月に発

行した。発行後、各小中学校及び給食施設に送付したほか、図書館などの公共施

設への設置、町田市ホームページに掲載するなどし、情報提供を行った。 

今後、小中学校や給食施設、家庭、その他関係機関等で、この食育カレンダー

を有効活用した食育推進の方法について検討する必要がある。 

 

 

２ 食育キャラクターを活用した食育推進について 

【経過】 

 食育推進キャラクター「まちだ食育クインズ」を活用し食育を推進することで、

もっと食育に興味を持ってもらえるのではないかとのご意見をいただいた。そ

の一案として、小学校の指導教材などで活用できる動画などを作ることが提案

され検討していた。しかし、食育キャラクターの使用規定などから、動画などの

媒体にキャラクターを使うことが難しいと判明した。今後、動画などを活用した

取組も必要であると考えているが、そのためにはもっと自由に活用できる食育

キャラクターが求められる。 

 そこで、キャラクターを活用した食育を推進するために、新たな食育キャラク

ターを作成したい。作成にあたっては、取組の重点課題となっている食に関する

知識や意識が低い大学生などの若い世代に興味を持ってもらえるように、大学

と連携した取組もよいと考えている。まずはキャラクターのコンセプトを検討

したい。 

 



 資料３ 

３ 食育推進連携事業について 

【経過】 

 関係機関・団体が連携した食育を推進するためには、毎年、保健所主催で行っ

ている１日限りのイベントでの連携だけでなく、食育月間として設定し、その期

間に多くの関係機関・団体が食に関する取組を実施し、まとめてＰＲするとよい

のではとのご意見があった。 

 ２０２０年度は６月に「食育フェス」のイベントで連携するだけでなく、６月

中に実施される関係機関・団体の食に関する取組を取りまとめ、広く食育を周知

することなどを検討していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とな

ってしまった。 

 イベントなどが中止となっている中、新たな連携した食育推進の方法として、

【資料５】のとおり、「まちだの食のわ」SNSを開設した。食育推進委員会委員

の各団体での食に関する取組について発信することができるので、情報提供を

お願いしたい。また、委員の団体で開設されている SNSをフォローさせていた

だきたい。 

 



  日・週間・月間 概 要 

毎月 17日 

減塩の日 

食塩のとり過ぎは高血圧や胃がんのリスクになります。インスタント食品や漬物など食

塩を多く含む食品を控える、昆布やかつお節などでおいしいだしをとって料理を味わう

など、減塩に努めましょう。 

毎月 19日 

食育の日 

“育（いく）”から毎月 19日となりました。学校給食では様々な行事食が提供されま

す。家族で楽しく食卓を囲むなど、身近なところでも食育に取り組んでみましょう。 

7/1 半夏生
はんげしょう

 
農家の方が「畑仕事を終える」目安の日です。地域によって様々なものが食べられま

す。＜例＞近畿地方：たこ 香川県：うどん 福井県：焼きさば 長野県：芋汁 

7/18 

ネルソン・マンデ

ラ国際デー 

南アフリカ共和国元大統領ネルソン・マンデラ氏の功績をたたえ、国連が 

制定した国際デーです。学校給食では南アフリカ料理を取り入れています。 

※町田市は南アフリカ共和国のホストタウンです。 

7/21 

土用
ど よ う

の丑
うし

の日

（夏） 

土用とは、立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前 18日間を指します。また、丑の日と

は十二支を日にちに当てはめた「丑」にあたる日で、12日に 1度おとずれます。 

暑さの厳しい夏の土用の丑の日に「う」のつくものを食べると、夏バテしないと言われ

ています。 

9/1 防災の日 
毎年 9月 1日は防災の日です。 

備蓄食品の賞味期限を見直す、避難経路の確認をするなど災害に備えましょう。 

3/17～23 

9/19～25 

彼岸 

春彼岸と秋彼岸があります。先祖をお参りして供物を捧げ、豊作を願い、収穫に感謝し

てきました。春彼岸には牡丹の花に見立てた大きめの“牡丹餅”、秋彼岸には萩の花に見

立てた小さめの“お萩”が食べられます。 

11/24 和食の日 “いいにほんしょく”の語呂から定められました。季節の和食を味わいましょう。 

12/21 冬至 

1年で一番昼が短く、夜が長い日。太陽の力が一年で最も弱まる日とされ、古くから厄

を払い、無病息災を願う風習が行われてきました。かぼちゃや小豆、れんこん・にんじ

んなどの「ん」のつく食べ物を食べる、柚子湯に入る風習があります。 

12/31 大晦日 蕎麦のように長く生きられるように、という願いを込めて蕎麦が食べられます。 

1/1 元旦 
年神様をお迎えして前の年の豊作に感謝し、新しい年の豊かな実りを願います。 

おせち料理（黒豆・田作りなど）、お雑煮が食べられます。 

1/11 鏡開き 
年神様に供えた鏡餅を食べます。 

縁起を担いでお餅は包丁で切らず、木槌などで割ります。 

1/15 小正月 

女正月とも呼ばれ、正月に多忙をきわめた女性を労う休息日です。 

豊作や無病息災を願う日でもあり、小豆粥が食べられます。正月飾りを焼く、“どんど焼

き”もこの日に行われるため、その火でお餅を焼いて食べることもあります。 

2/1 

フレイルの日 

フレイルとは、「加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下」した状態で

す。栄養（食事）・運動・社会参加（周りの方と積極的に関わるなど）で予防しましょ

う。 

2/3 節分 

節分とは季節の分かれ目のことで、現在は立春の前日を指します。 

豆まきと鰯（いわし）を焼いた匂いが鬼を祓うといわれ、 

大豆と鰯が食べられます。 

【町田市食育リーフレット第１３号（２０２０年７月発行）】 
編集・発行 町田市保健所保健予防課保健栄養係（042-722-7996） 

日本古来の行事や町田市独自の食のイベントを皆様の食育に取り入れていただくことを目的に 

作成しました。ぜひ、一度ご覧ください！ 

＜食に関わる日 一覧表＞ ※内面に記載のもの 町田市の食育のめざす姿 

 

まちだの未 来 

まちだ子育てサイトで離乳食の作り方を公開しています。 

保健予防課では離乳食に関する相談もお受けしています。 

気軽にご相談ください。（℡042-722-7996） 

お知らせ 

＜まちだ子育てサイト＞ 

※イベント予定は変更となる場合があります。 

（広報まちだや町田市ホームページで 

詳細を確認の上、ご参加ください。） 

町田市食育リーフレットは、町田市の食に関わるイベント情報や、ためにな

る食育情報を載せています。町田市では、様々な部署が連携して（しょくの

わ）、食育に取り組んでいます。 

五節供 

1/7 人
じん

日
じつ

 

無病息災と長寿を願って、七草粥を食べます。 

3/3 上巳
じょうし

（ひな祭り） ひな人形を飾り、女の子の

成長を祝う行事です。ひなあられやちらし寿司、

ハマグリなどが食べられます。 

5/5 端午
た ん ご

 出世を意味する鯉のぼりを立て、 

男の子の成長を願う行事です。柏餅やちまきが 

食べられます。 

7/7 七夕
しちせき

 願い事を書いた短冊を笹竹に吊るす 

風習があります。小麦の収穫に感謝し、そうめん

が食べられます。 

9/9 重陽
ちょうよう

 「菊の節供」「栗の節供」 

とも呼ばれます。菊の花弁を酒盃に 

浮かべて飲んだり、栗ご飯を食べたり 

します。 

行事食 

生活の節目に催された祭事です。 

“0”のつく日は 食 の日 

しょくのわ 

環や輪、和を意味する“0”がつく日

は、「食のわの日」です。 

家族で輪になって食卓を囲む、和食

を味わう等で意識的に食育に取り組 

んでみましょう！ 

①日曜朝市 ②まち☆ベジ市 

町田市認定農業者が野菜・卵・花などの 

販売を行っています。 

①日程：毎月第 1日曜日 
（7月と 12月は月 2回開催） 

会場：町田市教育センター 

販売時間：午前 7時～8時 
（12月～3月は午前 7時 30分～8時 30分） 

②日程：毎月第 3月曜日 
（休日の場合は翌開庁日） 

会場：市庁舎正面玄関横 

販売時間：午前 11時～午後 1時 

※荒天等により、予告なく 

中止となる場合があります。 

イベント 

＜地域情報サイト 

「まちだけ。」＞ 



 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  

月間   

食生活改善普及月

間・朝ごはんを食べ

よう月間 

３R推進月間・ 

食品ロス削減月間 
 

町田☆おいしい 

食べきり運動 

町田☆おいしい 

食べきり運動 
  月間 

1日 半夏生 栄養週間（～7日） 防災の日  日曜朝市  元旦 フレイルの日  1日 

2日  日曜朝市        2日 

3日        節分 上巳（雛祭り） 3日 

4日    日曜朝市      4日 

5日          5日 

6日   日曜朝市   日曜朝市    6日 

7日 七夕      人日 日曜朝市 日曜朝市 7日 

8日 歯の日 歯の日 歯の日 歯の日 いい歯の日 歯の日 歯の日 歯の日 歯の日 8日 

9日   重陽       9日 

10日       日曜朝市   10日 

11日       鏡開き   11日 

12日 日曜朝市         12日 

13日          13日 

14日     世界糖尿病デー     14日 

15日       小正月 まち☆ベジ市 まち☆ベジ市 15日 

16日     まち☆ベジ市     16日 

17日 減塩の日 
減塩の日・ 

まち☆ベジ市 
減塩の日 減塩の日 減塩の日 減塩の日 減塩の日 減塩の日 

減塩の日・ 

彼岸入り（春） 
17日 

18日 
ネルソン・マンデラ

国際デー 
     まち☆ベジ市  

 
18日 

19日 
食育の日・ 

日曜朝市 
食育の日 

食育の日・ 

彼岸入り（秋） 

食育の日・ 

まち☆ベジ市 
食育の日 食育の日 食育の日 食育の日 食育の日 19日 

20日 まち☆ベジ市 8020の日  世界骨粗鬆症デー  日曜朝市    20日 

21日 土用の丑の日  敬老の日   
まち☆ベジ市・ 

冬至 
   21日 

22日          22日 

23日   まち☆ベジ市      彼岸明け 23日 

24日     和食の日 クリスマスイブ    24日 

25日   彼岸明け   クリスマス    25日 

26日          26日 

27日          27日 

28日          28日 

29日        

 

 29日 

30日 カミング 30の日 カミング 30の日 カミング 30の日 
食品ロス削減の日・

カミング 30の日 
カミング 30の日 カミング 30の日 カミング 30の日 カミング 30の日 30日 

31日  野菜の日    大晦日   31日 

 

 

 

参考 「和食検定 入門編」（2015）一般財団法人 日本ホテル教育センター 

＜まちだ食育カレンダー（2020 年 7 月～2021 年 3月）＞ 

忘年会や新年会などの宴会時には、食べ残

しが生じやすくなります。参加者に応じた

適切な量の注文を心がけたり、中締めやお

開き前に「食べきりタイム」を設けたり、

食品ロスを減らすよう心がけましょう。 

町田☆おいしい食べきり運動 

夏休みが明けて、生活リズムが

乱れていませんか？ 

毎朝、朝食をしっかり食べて、 

一日の良いスタートを 

きりましょう！ 

毎年９月は 朝ごはんを食べよう月間 

1日 3食、主食・主菜・副菜を揃えよう！ 

バランスのよい食事をとれていますか？ 

主食・主菜・副菜を揃えることで、 

栄養バランスを整えやすくなります。 

栄養週間・食生活改善普及運動月間に食事の見直しを 

※カレンダー内    （波線・網掛け）の日・週・月間は町田市独自のものです。 

歯の健康に関わる日 

歯の日 歯ブラシは、毛先が開くと歯垢が取れにくくなるので、1か月を目途に交換することが薦められて

います。毎月、歯の日に歯ブラシを交換しましょう。11月 8日は”いい歯の日“の日です。 

カミング 30（サンマル）の日 しっかりよく噛んで食べると、食物を消化しやすくなり、食べ過ぎ

を防ぐ効果があります。毎月 30日は、一口 30回以上噛むよう意識してみましょう。 

8020（ハチマルニイマル）の日 満足できる食生活を送るには、20本以上の歯が必要と言われています。80

歳になっても 20本以上自分の歯を保てるよう、歯みがきなどの毎日のケアと併せて、歯科医院で定期的に

チェックする習慣をつけましょう。 

野菜はまいにち、３５０g 

元気なカラダをつくるため、 

意識しましょう。小鉢 1皿が 

約 70g。1日 5皿が目安 

です。 

日本の食品ロスは 1日 1人当

たり約 132g（お茶碗約 1杯

分）。家庭では冷蔵庫のこまめ

なチェック、計画的な買い物

を心がけましょう。 

日本人は毎日ごはん 1杯分の 

食べ物を捨てている！? 

「日本の食品ロスの状況 

（平成 29年度）」 

農林水産省 HP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

町田市の食育の普及啓発に係る情報や、 

イベント情報などを発信します！ 

食に関する取組について発信できますので、 

情報提供をお待ちしています！ 

みなさまのフォローを 

お待ちしています！ 

町田市保健所保健予防課 保健栄養係 

担当：斉藤・皆川 

電話：042－722-7996 

@machidashokuiku 

@machida_shokuiku_official 



２０２０町田市立中学校 朝食レシピコンテスト 要項 

 

 

１ テ ー マ  パワーチャージ！元気が出る朝ごはん 

 

２ 目  的  ・「自分で料理することの楽しさ」や「食生活の大切さ」を  

         改めて考え、食について興味をもてるようにする。 

        ・食への関心を高め、中学生に必要な栄養やバランスの良い 

         食事について理解を深める。 

 

３ 対  象  町田市内中学生 

        ※特に学年の指定はせず、学校の実態に応じて決める。 

 

４ 実施時期  ・夏期休業期間の課題として実施 

 

５ 応募条件  ・一般的に手に入りやすい食材を利用し、３０分以内に準備 

         から片付けまでできる料理 

        ・自分で工夫を凝らした料理であること 

 

６ 応募方法  ・１人１作品 

        ・各学校で５作品程度選出 

        ・各学校で選出した作品を、９月１８日（金）までに、指導 

         課まで交換便にて提出 

 

７ 審査基準  ・中学生に必要な栄養素に配慮された料理であるか。 

        ・中学生が食べてみたくなる美味しさへの工夫があるか。 

        ・オリジナリティーがあるか。 

 

８ 表  彰  最優秀賞（１）、優秀賞（５）、Good アイディア賞（２）、 

        入賞 

        ※各校から選出された生徒には、入賞を授与する 

資料６ 
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