
事業番号 計画策定時事業名称 担当課
事業の内容及び現状 今後の方向

H27年度実績
今後の方向

H28年度実績
今後の方向31 （2） ② 親子の料理教室 保健医療

課地域振
食生活改善推進委員等と協働で、各地区の親子
を対象に、親子料理教室を実施し、郷土料理や

継続
【平成31年度目標】

年15回実施
延べ287人

継続 食育啓発普及事業も含
め

継続

興課 バランス食の普及等食育の推進を行っていま 年1回以上 実施回数：10回
す。

参加者数：710人

1　32 （2） ② 生活習慣病予防の
ための食育お楽し
み会（保育園）
（5保育園の内1箇

朝日地域
振興課

朝日地区では、幼児期からの良い食習慣形成の
ため、保育園で地元の野菜等を中心とした給食づくり、給食の食材にふれてみたり、親子で試

食会を通して、食育指導を行っています。指導

継続
【平成31年度目標】

年1回実施

10／16猿沢保育園31人
10／23舘腰保育園29人

No．36事業ぺ

組入れのため
削除

所） 者、食推を確保し、園長、主任を中心に企画、
実施、評価を考え、保育計画の中に食育を盛り
込んでいます。　（ただし園内の喫食は給食のみ
としています。）

33 （2） ② 食育の推進（保育
園）

福祉課

地域振興
食育に関しては各地区、各保育園において食育
計画に基づき、年齢に応じた内容で様々な取り

継続
【平成31年度目標】

給食における地元産
米・産物の使用

継続 全保育園で実施 継続

課 組みを行っています。全地区で実施しているの 地元産米の支援
が給食における地元産物、郷土料理の積極的な 調理体験 畑作り・園児による調
活用、毎月19日の「食育の日」の設定です。畑 保育試食会の開催 理体験、保育参観等と
づくりや調理体験など各園において実施してい 組み合わせての給食試
ます。今後は市で策定する食育計画にあわせ、 食会の開催等、全保育
さらに効果的な内容として各種機関とも連携し 園で様々な取り組みを
て進めていきます。 実施

34 （2） ② 食育指導（学校の
授業において実
施）

学校教育
課

生活習慣の基本である食生活の習慣をきちんと
身に付けるための学習の機会を提供していま
す。

継続
【平成31年度目標】

特別活動・家庭科の授業

特別活動・家庭科の授
業等において実施

継続 特別活動・家庭科の授
業等において実施

継続

等において実施

35 （2） ② 子育て支援セン
ター食育事業

福祉課地
域振興課

各地区の子育て支援センターで、調理実習（野
菜を多くとる食事・簡単にできる離乳食・手作

継続
【平成31年度目標】

各地区年1回（神林地
区のみ2回）

継続 各地区年1回　　　　、 継続

りおやつなど）等を行い、子育て中の保護者へ 各地区年1回
食育を推進しています。

36 （2） ② 健康食普及事業 保健医療
課地域振

食生活改善推進委員が中心となり、地域全体を
対象として健康食を普及させることを目的と

継続
【平成31年度目標】

①年99回
②年12回’

継続 ①年101回
②年11回

継続

興課 し、若い世代から高齢者の方まで食育に関心を ①年100回
持ってもらい、家族単位で健康的な食生活が推 ②年9回
進できるように健康食普及を推進しています。
また、地域文化祭事業では地域公民館と共催事
業として健康食普及を推進しています。
①調理伝達講習
②地域文化祭事業
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62 （3） ③ 学校だより、学年 学校教育 子どもの活動の様子や行事計画ばかりでなく、 継続 全小中学校実施 継続 全小中学校実施 継続
だよりや学級だよ 課 家庭や地域の教育力を向上する内容等、各学校 【平成31年度目標】
りの活用 工夫した取り組みを行っていきます。今後も、 全小中学校実施

各学校随時発行していきます。
一

1

63 （3） ③ 学校支援地域本部 学校教育 地域の子どもたちは地域で育てる「郷育会議」 継続 実施報告会　　年1回 継続 実施報告会　　年1回 継続
事業を活用した地 課 の体制の下、学校支援地域本部事業を活用した 【平成31年度目標】 1中学校区2取組程度 1中学校区2取組程度
域との連携 学校と地域との連携体制の確立を図ります。ま 実施報告会 （中学校区単位規模で （中学校区単位規模で

た、地域の人材や素材を活用し、郷土愛を育む 年1回 実施された取組総数17 実施された取組総数19
取組を進めます。 1中学校区2取組以上 回） 回）

ボランティア数（年間 ボランティ・ア数（年間
延べ人数）27，696人 ！ 延べ人数）27，655人

64 （3） ③ 世代間交流の推進 学校教育 総合的な学習の時間や特別活動での祖父母参 継続 全小中学校実施 継続 全小中学校実施 継続
課 観・職場体験学習等世代間交流を行う事業を実 【平成31年度目標】

施します。今後も、総合の学習の時間や特別活 全小中学校実施
動で実施していきます。

65 （3） ③ 子ども映写会 子どもたちの居場所づくりと、情操教育を目的 継続 参加者数74人 段階的廃止
に優良映画の上映会を開催しています。 【平成31年度目標】 年3回 社会ニーズに

生涯学習 【状況】地区事業として実施しています。 参加者数150名 合わせた新た
課 年5回 な事業内容を

検討する

、66 （3） ③ ブックスタート 生涯学習 赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくり心 継続 全地区で実施 継続 参加者31人 継続
課 ふれあうひとときを持つきっかけ作りとして、

乳児健診の際に絵本を手渡しています。
【平成31年度目標】

全地区で実施
年3回

67 （3） ③ ジュニア英会話教 英会話を学ぶことを通して、外国の文化や考え 継続 参加者数11人 参加者42人（延べ） 継続
室 方の違いに触れる機会を提供します。 【平成31年度目標】

生涯学習 【状況】地区単独事業のため現行の目標に向け 参加者数　40名
課 て実施しています。

68 （3） ③ 青少年自然体験活 生涯学習 豊かな感性を育み、創造力を身につけることが 継続 年5回 継続 年4回 継続
動（わんぱく自然
塾など）

課 できるよう、自然の中で様々な体験活動の機会
を提供しています。

【平成31年度目標】

年5回
延べ125人 延べ96人

延べ150人


