
○総括
項目数： ７６

実施できた 実施できなかった その他
平成23年度末 71 4 1
平成24年度末 71 5 0
平成25年度末 70 5 1
平成26年度末 71 5 0

○所属別取り組み状況
※とりまとめについては、計画策定時の所属別に集計しております。

総務部 市民生活部 健康福祉部
項目数： １ 項目数： １８ 項目数： ２２

実施できた 実施できなかった その他 実施できた 実施できなかった その他 実施できた 実施できなかった その他
平成23年度末 1 0 0 平成23年度末 15 3 0 平成23年度末 22 0 0
平成24年度末 1 0 0 平成24年度末 14 4 0 平成24年度末 22 0 0
平成25年度末 1 0 0 平成25年度末 14 4 0 平成25年度末 22 0 0
平成25年度末 1 0 0 平成25年度末 15 3 0 平成25年度末 22 0 0

こども部 美化推進部 教育振興部
項目数： １５ 項目数： ２ 項目数： １８

実施できた 実施できなかった その他 実施できた 実施できなかった その他 実施できた 実施できなかった その他
平成23年度末 13 1 1 平成23年度末 2 0 0 平成23年度末 18 0 0
平成24年度末 14 1 0 平成24年度末 2 0 0 平成24年度末 18 0 0
平成25年度末 14 1 0 平成25年度末 2 0 0 平成25年度末 17 0 1
平成25年度末 13 2 0 平成25年度末 2 0 0 平成25年度末 18 0 0

平成23～26年度　川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査のまとめ
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【昨年度と比較し、実施できた項目】

３ - （２） ５１
商業を通じた地
場産品の消費促
進

飲食店等において、地場産品を
使った加工商品の積極的な利用を
めざします。

商工農林
労政課（現
担当：産業
振興課）

実施

全国担い手サミットｉｎひょうごに
て、全国から集まった生産者に
対し、いちじくワインの試飲や、
ももジャム、いちじく加工品の販
売などを行い、特産物のＰＲを
行った。

積極的な利用をすすめられなかっ
た。

３ － （３） ５２

生涯学習短期大
学「レフネッ
ク」での食に関
する講座の開催

自然環境や食料の安全性、安定供
給など、現代社会が直面している食
と環境の中にある課題と今後のあり
方などを、農学の視点から２年間学
ぶ「農学科」を開講しています。

生涯学習
センター
（現担当：
社会教育･
文化財課）

実施

平成２６年度については、オープ
ン講座において「公衆衛生講座
～現代社会における食と健康、
食と安全を考える～」と題した講
座を実施した。今後も専攻学科
もしくはオープン講座において食
育に関連する講義を実施する予
定である。

平成２５年度については、食育推進
計画に該当する事業は実施してい
ないが、今後も専攻学科もしくは
オープン講座において食育に関連
する講義を実施する予定である。

実施状況
26年度の事業実績及び今後の

課題
25年度の状況

基本目標と
施策の方向

記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 担当課



【未実施・その他】に関する項目

１ - （１） ３８

各世代の発達に
応じた食育につ
いての講話や相
談の実施

乳幼児健診等を通じ、乳幼児の健
康増進を図り、健やかな保育環境
を見守り支援するとともに、各世代
の発達に応じた食生活の意義や成
り立ちについての講話や相談を実
施します。

地域・相談
課（現：人
権推進課）

未実施

男女共同参画社会の実現には、
性と生殖に関する健康と権利に
ついての正しい知識の普及啓発
が重要であるため、食育に特化
した講座の開催や相談業務を行
うところまでは実施できなかっ
た。今後は、市民のニーズや計
画の趣旨を踏まえ、指定管理者
と事業の方向性を検討していく。

２ - （２） ４５
「青少年ふれあ
いデー」料理コ
ンクールの開催

毎月第３日曜日の「青少年ふれあ
いデー」の一環として、家族みんな
で作る料理コンクールを開催し、広
く市内外からアイデアを募集すると
ともに、そのレシピを公表するなどし
て、家庭で料理する機会を提供し、
家族の絆の増進を図ります。

こども・若
者政策課

未実施

コンクールの内容について検討
を行った結果、平成26年度にお
いては、前年度までの料理レシ
ピコンクールを実施しなかった。
今後については、「青少年ふれ
あいデー」を啓発するために、従
来実施している川柳や写真のコ
ンクール等の事業を行うことによ
り、引き続き家族の絆の増進を
図る。

３ － （１） ４８ 有機農業の啓発
農薬などを使用しない有機農業に
ついての啓発を進めます。

商工農林
労政課
（現：産業
振興課）

未実施 啓発は特にできなかった。

３ － （２） ５１ 地産地消の啓発
消費者団体等と連携を図りながら、
地元の農産物を食べる地産地消の
考え方を啓発します。

商工農林
労政課
（現：産業
振興課）

未実施 啓発は特にできなかった。

３ － （２） ５１
給食における地
場産食材の活用

日本型の食事が提供できるととも
に、川西の良さを知ってもらうため
に、季節感のある新鮮な食材を提
供できるよう、関係機関との連携を
図ります。

児童保育
課（現：こど
も育成課）

未実施

川西や北摂産の食材が購入で
きるシステムづくりのため、関係
機関との連携を模索していきま
す。

各園庭等で、種植えや水やり等の
活動を通して育てた野菜等を収穫
し、給食の食材として使用するだけ
でなく、自分たちで調理をする体験
により、地場野菜の旬や鮮度に触
れる機会を増やす取り組みを継続
的に行っている。
また、川西産のいちじくについては、
給食で提供している。

27年度では、有機農業を行っている
圃場において農業塾を開催し、参加
者に有機農法を学ぶ場を提供する
とともに、市内小学校の給食に地元
野菜を提供する取り組みを実施し
た。

担当課 特記事項
26年度の事業実績及び今後の

課題
基本目標と
施策の方向

記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 実施状況



H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

健康づくり室

健康づくり室

教育情報センター

教育情報センター

児童保育課

児童保育課

地域・相談課

地域・相談課

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

子育て・家庭支援課

子育て・家庭支援課

健康づくり室

健康づくり室

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】

○

×

○

○

○

○

○

○

○

平成26年度の事業実績及び今後の方向

乳幼児健診および各教室等で、食や栄
養に関する集団の話及び個別相談を実
施し、市民の子育て支援に努めた。

夏季教職員研修講座において食教育
の講座を８月６日(水)に実施。また教職
員が自主的に構成する『食教育研究
会』の活動を支援し、教職員の資質能
力向上に資した。今後も継続して食教
育の研修講座を開く予定。

保護者や保育士に、参観日や懇談会で
の講話や、電話や面談での相談に応じ
ました。今後も要請に応じて実施してい
きます。

母親学級、もぐもぐ離乳食教室を実施
し、健やかな出産、発育を支える食生活
の啓発を行った。

市歯科医師会の協力により、乳幼児か
ら高齢期まで幅広い世代をテーマとし
たセミナーを実施した。

健康相談会ではメタボリックシンドローム
予防や、日常を健康に過ごすのための
食に関する話をした。また、各種健康教
育では、テーマに応じた食の話を行い
食育の推進に務めた。

男女共同参画社会の実現には、性と生
殖に関する健康と権利についての正し
い知識の普及啓発が重要であるため、
食育に特化した講座の開催や相談業
務を行うところまでは実施できなかっ
た。今後は、市民のニーズや計画の趣
旨を踏まえ、指定管理者と事業の方向
性を検討していく。

川西いずみ会、川西・猪名川地域活動
栄養士協議会などの食に関する団体が
参加し、栄養相談や手作りおやつ・レシ
ピ配布など、食を通して子育て支援を実
施した。

地域の様々な機関や団体が協力しなが
ら開催している子育てフェスティバルに
おいて、子どもの栄養相談やパネルシ
アターによる食育指導、手軽な手作りお
やつとレシピの配布を行うなど、食を通
じた子育て支援を推進します。

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

乳幼児健診等で食に関する講話、
相談を実施。

○

乳幼児健診等で、集団の栄養指導
や個別栄養相談を実施し、母子に
おける食や食育の意義を説明をす
るとともに、保護者の不安解消にも
努めた。

夏季教職員研修講座において食
教育の講座を７月31日に実施。今
後も継続して食教育の研修講座を
開く予定。

○ ○ ○

○ ○ ○

乳幼児健診での栄養相談は例年
どおり実施するとともに、25年度か
らは、母子保健従事者に気軽に相
談できる場を提供するため、「すく
すく乳幼児相談」を毎月第4金曜日
に設置し、食や食育に関する講話
や相談を実施した。

夏季教職員研修講座において食
教育の講座を８月７日に実施。また
教職員が自主的に構成する『食教
育研究会』の活動を支援し、教職
員の資質能力向上に資した。今後
も継続して食教育の研修講座を開
く予定。

１ － （１） ３８

各世代の発
達に応じた
食育につい
ての講話や
相談の実施

乳幼児健診等を通じ、乳幼児の健康
増進を図り、健やかな保育環境を見
守り支援するとともに、各世代の発
達に応じた食生活の意義や成り立ち
についての講話や相談を実施しま
す。

参観日や懇談会での講話や、電話
や面談での相談に応じました。今
後も要請に応じて実施していきま
す。

○１ － （１） ３８

各世代の発
達に応じた
食育につい
ての講話や
相談の実施

乳幼児健診等を通じ、乳幼児の健康
増進を図り、健やかな保育環境を見
守り支援するとともに、各世代の発
達に応じた食生活の意義や成り立ち
についての講話や相談を実施しま
す。

保護者や保育士に、参観日や懇談
会での講話や、電話や面談での相
談に応じました。今後も要請に応じ
て実施していきます。

男女共同参画社会の実現には、性
と生殖に関する健康と権利につい
ての正しい知識の普及啓発が重要
であるため、食育に特化した講座
の開催や相談業務を行うところまで
は実施できなかった。今後は、市
民のニーズや計画の趣旨を踏ま
え、指定管理者と事業の方向性を
検討していく。

○ ○

１ － （１） ３８

各世代の発
達に応じた
食育につい
ての講話や
相談の実施

乳幼児健診等を通じ、乳幼児の健康
増進を図り、健やかな保育環境を見
守り支援するとともに、各世代の発
達に応じた食生活の意義や成り立ち
についての講話や相談を実施しま
す。

夏季教職員研修講座において食
教育の講座を８月２日に実施。今
後も継続して食教育の研修講座を
開く予定。

○

○

保護者や保育士に、参観日や懇談
会での講話や、電話や面談での相
談に応じました。今後も要請に応じ
て実施していきます。

健康相談会、健康教育、日曜検診
等で健康食生活の啓発を実施。

○

平成27年度より、日曜検診
に変わる場として、国保健
康まつりや阪急川西倶楽
部等で健康教育や展示を
実施。

１ － （１） ３８

健康啓発・
相談事業の
実施

検（健）診後の健康相談会や各種健
康教育のほか、日曜検診での健康
啓発・相談コーナーなどで、日常生
活における健康的な食生活の営み
について啓発します。

健康相談会、健康教育、日曜検診
等で健康食生活の啓発を実施。

歯と口の健康セミナーを実施し、食
生活と口の健康についての講話を
実施。

１ － （１） ３８

各世代の発
達に応じた
食育につい
ての講話や
相談の実施

乳幼児健診等を通じ、乳幼児の健康
増進を図り、健やかな保育環境を見
守り支援するとともに、各世代の発
達に応じた食生活の意義や成り立ち
についての講話や相談を実施しま
す。

男女共同参画社会の実現には、性
と生殖に関する健康と権利につい
ての正しい知識の普及啓発が重要
であるが、食育に特化した講座の
開催や相談業務を行うところまでは
実施できなかった。今後は、市民の
ニーズや計画の趣旨を踏まえ、指
定管理者と事業の方向性を検討し
ていく。

※
協議・
検討中

× × ×

○ ○ ○

男女共同参画社会の実現には、性
と生殖に関する健康と権利につい
ての正しい知識の普及啓発が重要
であるため、食育に特化した講座
の開催や相談業務を行うところまで
は実施できなかった。今後は、市
民のニーズや計画の趣旨を踏ま
え、指定管理者と事業の方向性を
検討していく。

健康相談会では健康的な食生活
の営みについて啓発するとともに、
各種健康教育では、食育啓発媒体
（食育DVD等）を用いて食育の啓
発に努めた。日曜検診での健康栄
養相談ブースは25年度は実施せ
ず。

母親学級、もぐもぐ離乳食教室を
実施し、健やかな出産、発育を支
える食生活を啓発。

○

平成27年度より、料理経験
の少ない妊婦やその夫を
対象とした離乳食教室を開
始。

１ － （２） ４０

食育につい
ての教室等
の開催

川西・猪名川地域活動栄養士協議
会などとの連携により、「母親学級」
や「もぐもぐ離乳食教室」などを開催
し、健やかな出産・発育を導くととも
に、母性を育む食生活の営み等に
関する教室等を開催します。

母親学級、もぐもぐ離乳食教室を
実施し、健やかな出産、発育を支
える食生活を啓発。

地域の様々な機関や団体が協力し
ながら開催している子育てフェス
ティバルにおいて、子どもの栄養相
談、手軽な手作りおやつとレシピの
配布を行うなど、食を通じた子育て
支援を推進します。

１ － （１） ３８

歯と口の健
康セミナー
等の実施

口の健康はバランスのよい食生活と
密接に関係しているため、歯科医師
と歯科衛生士を講師に、歯と口の健
康に関するセミナーなどを開催しま
す。

歯と口の健康セミナーを実施し、食
生活と口の健康についての講話を
実施。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

歯と口の健康セミナーを実施し、食
生活と口の健康についての講話を
実施。

母親学級、もぐもぐ離乳食教室を
実施し、健やかな出産、発育を支
える食生活を啓発。

川西いずみ会、川西・猪名川地域
活動栄養士協議会などの食に関
する団体が参加し、食を通して子
育て支援を実施。

○１ － （２） ４０

かわにし子
育てフェス
ティバルの
開催

地域の様々な機関や団体が協力し
ながら開催している子育てフェスティ
バルにおいて、子どもの栄養相談や
パネルシアターによる食育指導、手
軽な手作りおやつとレシピの配布を
行うなど、食を通した子育て支援を
推進します。

川西いずみ会、川西・猪名川地域
活動栄養士協議会などの食に関
する団体が参加し、食を通して子
育て支援を実施した。

１ － （２） ４０

かわにし子
育てフェス
ティバルの
開催

地域の様々な機関や団体が協力し
ながら開催している子育てフェスティ
バルにおいて、子どもの栄養相談や
パネルシアターによる食育指導、手
軽な手作りおやつとレシピの配布を
行うなど、食を通した子育て支援を
推進します。

地域の様々な機関や団体が協力し
ながら開催している子育てフェス
ティバルにおいて、子どもの栄養相
談、手軽な手作りおやつ等やレシ
ピの配布を行うなど、食を通した子
育て支援を推進した。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

地域の様々な機関や団体が協力し
ながら開催している子育てフェス
ティバルにおいて、子どもの栄養相
談やパネルシアターによる食育指
導、手軽な手作りおやつとレシピの
配布を行うなど、食を通じた子育て
支援を推進します。

川西いずみ会、川西・猪名川地域
活動栄養士協議会などの食に関
する団体が参加し、食を通して子
育て支援を実施した。
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学校教育課

学校教育課

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

保険年金課

保険年金課

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

○

○

○

○

○

○

○

6月の第1日曜日に市歯科医師会等の
協力により、アステ川西で「歯と口の健
康フェア」を開催。試食ブースでは、川
西いずみ会による「かむかむレストラン」
にて、約300食のよく噛む試食を配布
し、口腔を健康に保つ重要性を啓発し
た。

川西市医師会への委託により、小学４
年生を対象に、生活習慣のアンケート
調査の実施と希望者による精密検査
（血液検査、体脂肪・血圧測定等）、及
び個別で食事や運動指導等を行う「小
児生活習慣病健診」を実施した。事後
指導では、多田東小学校の栄養教諭よ
り、家庭での食生活の大切さや栄養バ
ランスについての講演会を行い、保護
者への啓発にも力を入れた。

シルバー人材センターの訪問介護員に
対し、食事バランスや食品衛生の講話
及び手軽にできる正月料理の調理実習
を実施した。

健康大学では、全12回のコースの一部
で、生活習慣病予防や健康づくりのた
めの健康食生活についての講話を通じ
て、栄養、食生活の知識の普及に努め
た。

特定健診の受診期間を延長したもの
の、H26年度健診受診率はH25年度と
同程度になる見込みである。今後とも受
診者を増やすとともに生活習慣病になり
にくい生活習慣（食習慣・適度な運動）
の必要性の周知・啓発に努めていく。

特定保健指導では、対象者が参加しや
すいように、休日開催、夜間開催、また
体育館コース、プールコースを催し、食
事と運動習慣改善のための取り組みを
行った。

高齢者・障害者歯科診療では、「ヘルス
アップ食生活チェック」シートを待合で
記入してもらい、健康食生活の実践度
の目安を確認し、適宜食に関する相談
を受けた。

川西市医師会への委託により、小
学４年生を対象に、生活習慣のア
ンケート調査の実施と希望者による
精密検査（血液検査、体脂肪・血
圧測定等）、及び個別で食事や運
動指導、栄養教諭による講演会を
行う「小児生活習慣病健診」を実施
した。今後、他学年にも継続して啓
発を進め、健康に関心が持てるよう
に推進していきたい。

○ ○

６月の第１日曜日にアステ川西で
「歯と口の健康フェア」を開催。その
中で、川西いずみ会による「かむか
むレストラン」の試食ブースを設け、
よく噛むことをの重要性を啓発。

○１ － （２） ４０

歯と口の健
康フェアの
開催

歯の衛生週間にあわせて、健やか
な食生活の意義とともに、市歯科医
師会や川西いずみ会（食生活改善
推進員）との連携により、バランスの
良い食生活のあり方等について、パ
ネル展示や試食提供を実施します。

６月の第１日曜日にアステ川西で
「歯と口の健康フェア」を開催。その
中で、川西いずみ会による「かむか
むレストラン」の試食ブースを設け、
よく噛むことをの重要性を啓発し
た。

高齢者・障害者歯科診療では、噛
みやすく飲み込みやすいレシピ
を、こども若者政策課が募集した
「きんたくんカレー」を基に作成し、
来所者向けに付置した。

１ － （２） ４０

小児生活習
慣病検診の
実施

不規則な食生活などで肥満児が増
えているため、市医師会への委託に
より、小学４年生を対象に、生活習
慣のアンケート調査と精密検査（血
液検査、体脂肪・血圧測定等）、希
望者に個別で食事や運動指導、講
演会を行う「小児生活習慣病検診」
を実施します。

川西市医師会への委託により、小
学４年生を対象に、生活習慣のア
ンケート調査の実施と希望者による
精密検査（血液検査、体脂肪・血
圧測定等）、及び個別で食事や運
動指導、講演会を行う「小児生活
習慣病健診」を実施した。今後、他
学年にも継続して啓発を進め、健
康に関心が持てるように推進してい
きたい

○ ○

○ ○ ○

川西市医師会への委託により、小
学４年生を対象に、生活習慣のア
ンケート調査の実施と希望者による
精密検査（血液検査、体脂肪・血
圧測定等）、及び個別で食事や運
動指導等を行う「小児生活習慣病
健診」を実施した。事後指導では、
東谷小学校の栄養教諭より、家庭
での食生活の大切さや栄養バラン
スについての講演会を行い、保護
者への啓発にも力を入れた。

６月の第１日曜日にアステ川西で
「歯と口の健康フェア」を開催。その
中で、川西いずみ会による「かむか
むレストラン」の試食ブースを設け、
よく噛むことをの重要性を啓発し
た。

特定保健指導を実施し、その中で
食生活改善の指導を実施。

○１ － （２） ４０

特定健診・
特定保健指
導事業の実
施

市医師会と連携しながら、内臓脂肪
型肥満に着目した生活習慣病予防
健診（特定健診）の受診率向上とと
もに、健診結果に基づいて、各個人
に応じた生活の見直しと食生活の改
善をめざす特定保健指導の充実を
図ります。

特定保健指導は該当者の参加を
増やすため、休日開催や夜間開催
を設定し、運動と食に関する栄養
指導を実践した。

１ － （２） ４０
歯科診療の
実施

市歯科医師会と連携しながら、居宅
や介護保険施設に入所中の要介護
高齢者と、一般歯科医院では治療
が困難な障がい者（児）を対象に、
通所による診療や訪問診療、希望
者に対して栄養相談と食事指導等を
実施します。

通所診療者に食事診断や栄養相
談を実施。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

高齢者・障害者歯科診療では、新
たに作成した「ヘルスアップ食生活
チェック」シートを待合で記入しても
らい、健康食生活の実践度の目安
を確認し、適宜食に関する相談を
受けた。

特定保健指導では、運動指導と栄
養指導を実践した。また、新たに、
プールを利用した教室を開催し、
過体重の参加者でも無理なく運動
が実施できるような教室に改良し
た。

健康大学を開催し、その中で一
部、生活習慣病予防や健康づくり
のための栄養、食生活の知識の普
及に努めた。

○１ － （２） ４０

「健康大学」
等の各種講
演会の開催

市医師会等と連携し、生涯にわたる
健康づくりや糖尿病・がん等の生活
習慣病の予防、栄養などの食生活
の知識を深めるための、各種講演会
や講座を開催します。

健康大学を開催し、その中で一
部、生活習慣病予防や健康づくり
のための栄養、食生活の知識の普
及に努めた。

長寿介護・保険課と連携し、ヘル
パーへ健康教育を実施。

１ － （２） ４０

特定健診・
特定保健指
導事業の実
施

市医師会と連携しながら、内臓脂肪
型肥満に着目した生活習慣病予防
健診（特定健診）の受診率向上とと
もに、健診結果に基づいて、各個人
に応じた生活の見直しと食生活の改
善をめざす特定保健指導の充実を
図ります。

H23健診受診率36.2%、保健指導
率41.5%は制度を開始した平成20
年度以降横ばいであるため、今後
とも受診者・利用者を増やすととも
に生活習慣病になりにくい生活習
慣（食習慣・適度な運動）の必要性
の周知・啓発に努めていく。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

H25年度健診受診率はＨ24年度よ
り0.5ポイント程度上昇する見込み
だが、平成21年度以降横ばいであ
るため、今後とも受診者を増やすと
ともに生活習慣病になりにくい生活
習慣（食習慣・適度な運動）の必要
性の周知・啓発に努めていく。

健康大学を開催し、その中で一
部、生活習慣病予防や健康づくり
のための栄養、食生活の知識の普
及に努めた。

１ － （２） ４０

高齢者への
栄養・食生
活の支援

介護予防の観点から、栄養改善によ
り高齢者の健康の維持・増進を図る
ため、地域包括支援センターによる
介護予防教室や、支援が必要な高
齢者の方への配食サービスにより食
の提供をします。また、高齢者の援
助に関わる訪問介護員等への健康
教育を実施します。

長寿介護・保険課と連携し、訪問
介護員へ介護予防教室を実施。平
成24年度は対象者をヘルパーとし
て実施中。

○ ○ ○ ○

シルバー人材センターの訪問介護
員に対し、食事バランスや食品衛
生の講話及び手軽にできるおもて
なし料理の調理実習を実施した。
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実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向
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（懸案事項など）
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長寿・介護保険課

長寿・介護保険課

学校教育課

学校教育課

児童保育課

児童保育課

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

スポーツ課

スポーツ課

商工農林労政課

商工農林労政課

教育情報センター

○

○

○

○

①介護予防教室での栄養改善プ
ログラム１５回開催。今後も介護予
防教室にて引き続き開催し栄養改
善の知識の普及啓発を行ってい
く。②配食サービスは２３年度末で
１３４人に提供中。今後も必要な方
に提供予定。③訪問介護員等への
健康教育を２回実施。今後も実施
予定。

○１ － （２） ４０

高齢者への
栄養・食生
活の支援

介護予防の観点から、栄養改善によ
り高齢者の健康の維持・増進を図る
ため、地域包括支援センターによる
介護予防教室や、支援が必要な高
齢者の方への配食サービスにより食
の提供をします。また、高齢者の援
助に関わる訪問介護員等への健康
教育を実施します。

①一次予防、二次予防事業の介護
予防教室を32回開催し、延べ394
人が参加。二次予防事業の口腔、
栄養中心型は参加者が少ないた
め運動中心型の介護予防教室に
一本化し内容を検討し、引き続き
栄養改善の知識の普及啓発を行っ
ていく。②配食サービスは延べ
1533人に対し18,454食を提供。今
後も必要な方に提供予定。③訪問
介護員等への健康教育を２回実
施。

適切な運動、調和のとれた食事、
十分な休養・睡眠の大切さを、継
続的に児童生徒への指導啓発を、
保護者への啓発を行った。また、
文部科学省作成のリーフレットを配
布するなど、保護者への啓発活動
も行ってきた。

○ ○ ○

①一次予防、二次予防事業の介護
予防教室を34回開催し、延べ543
人が参加。今後、二次予防事業は
市内7ヵ所に会場を増やし、引き続
き栄養改善の知識の普及啓発を
行っていく。②配食サービスは延べ
1,378人に対し16,758食を提供。今
後も必要な方に提供予定。③実施
なし。

適切な運動、調和のとれた食事、十分
な休養・睡眠の大切さを、継続的に児
童生徒への指導啓発を、保護者への啓
発を行った。また、文部科学省作成の
「早寝・早起き・朝ごはん」運動のリーフ
レットや食育ハンドブックを配布するな
ど、保護者への啓発活動も行ってきた。

①一次予防、二次予防事業の介護予
防教室を39回開催し、延べ686人が参
加。今後も引き続き栄養改善の知識の
普及啓発を行っていく。②配食サービス
は延べ1,190人に対し14,688食を提供。
今後も必要な方に提供予定。③実施な
し。

保育所だよりや保健だより、きゅう
しょくだよりでその大切さを啓発しま
した。引き続き推進していきます。

○１ － （３） ４１

「早寝・早起
き・朝ごは
ん」運動の
推進

子どもの基本的な食生活習慣の確
立や、生活リズムの向上につながる
「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推
進します。

保育所だよりや保健だより、きゅう
しょくだよりでその大切さを啓発しま
した。引き続き推進していきます。

「糖尿病」「脂質異常症教室」「骨粗
しょう症」「高尿酸血症教室」の４つ
のコースを年間計17回実施。

既存の「糖尿病」「脂質異常症教
室」「骨粗しょう症」に加え、「高尿酸
血症」コースを廃止し、要望が多
かった「メタボ予防改善」を新設し
た。４つのコースを年間計15回実
施。

１ － （３） ４１

「早寝・早起
き・朝ごは
ん」運動の
推進

子どもの基本的な食生活習慣の確
立や、生活リズムの向上につながる
「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推
進します。

適切な運動、調和のとれた食事、
十分な休養・睡眠の大切さを、継
続的に児童生徒への指導啓発を、
保護者への啓発を行った。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

適切な運動、調和のとれた食事、
十分な休養・睡眠の大切さ等、継
続的に学校園に発信している。ま
た、平成２５年度全国学力・学習状
況調査結果にも、朝食の喫食状況
と平均正答率の関係を示したり、文
部科学省作成のリーフレットを配布
するなど、保護者への啓発活動も
行ってきた。

保育所だよりや保健だより、きゅう
しょくだよりでその大切さを啓発しま
した。引き続き推進していきます。

「糖尿病」「脂質異常症教室」「骨粗しょ
う症」「メタボ予防改善」の４コースを年間
計15回実施し、生活習慣病の予防に努
めた。

保育所だよりや保健だより、きゅうしょく
だよりでその大切さを啓発しました。引き
続き推進していきます。

○

２つのコースを設定し、年間計12回
実施。

○１ － （３） ４１

運動実践を
通じた健康
づくりの推
進

健康運動体験教室などにより、健康
の維持・増進を目的とした家庭でで
きる軽運動の実技指導や講話など
を実施します。

健康運動体験教室では外部から
講師を呼び、強度や目的の異なる
2種類の運動を各月交代で合計12
回実施。運動習慣のきっかけづくり
のための運動及び食の講話などを
実施した。

①生涯スポーツ推進のため、ス
ポーツ推進委員やスポーツ団体の
指導者、地域におけるスポーツ指
導者等を対象にスポーツに関する
理論や実技についての研修会を開
催した。今後も研修会を通し、ス
ポーツ指導者の資質向上に努め
る。
②健康増進や自然との親しみ、ス
ポーツクラブ21の交流を目的に、
近年注目のノルディック・ウォークの
体験会を開催した。今後も幅広い
世代が楽しめるニュースポーツの
普及を通し、市民の健康維持・増
進に努める。

安心して運動に取り組んでもらうた
めの「体調セルフチェックシート」の
内容を見直し。更なる教室の安全
運営に努めた。

①生涯スポーツ推進のため、ス
ポーツ推進委員やスポーツ団体の
指導者、地域におけるスポーツ指
導者等を対象にスポーツに関する
理論や実技についての研修会を開
催した。今後も研修会を通し、ス
ポーツ指導者の資質向上に努め
る。
②健康増進や自然との親しみ、ス
ポーツクラブ21の交流を目的に、
近年注目のノルディック・ウォークの
体験会を開催した。今後も幅広い
世代が楽しめるニュースポーツの
普及を通し、市民の健康維持・増
進に努める。

平成24年度より名称を「生
活習慣病予防教室」に変
更。

１ － （３） ４１

各種教室を
通した講話
等の開催

「元気あっぷ教室」などを開催し、病
態別に糖尿病や脂質異常症、骨粗
しょう症、高尿酸血症等の生活習慣
病の予防と改善を目的とした、適切
な食生活の講話や試食を実施しま
す。

「糖尿病」「脂質異常症教室」「骨粗
しょう症」「高尿酸血症教室」の４つ
のコースを年間計17回実施。必要
に応じ内容を変更しつつ、平成24
年度も実施中。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

①生涯スポーツ推進のため、スポーツ
推進委員やスポーツ団体の指導者、地
域におけるスポーツ指導者等を対象に
スポーツに関する理論や実技について
の研修会を開催した。今後も研修会を
通し、スポーツ指導者の資質向上に努
める。
②健康増進や自然との親しみ、スポー
ツクラブ21の交流を目的に、近年注目
のノルディック・ウォークの体験会を開催
した。今後も幅広い世代が楽しめる
ニュースポーツの普及を通し、市民の健
康維持・増進に努める。

健康運動体験教室では外部から講師を
呼び、強度や目的の異なる2種類の運
動を各月交代で計12回実施した。また、
運動習慣のきっかけづくりを目的として
作成した「きんたんくん健幸体操」の、一
部教室の中で実践した。

○

○

グリーンファーム川西西畦野・菖蒲
ケ瀬農園・矢問農園の運営を支援
し、今後も支援していく。

※
協議・
検討中

２ － （１） ４２
市民農園の
開設を支援

市民農園の開設や運営を支援し、
農作業体験の場を提供し、農業や
食への関心と理解を深めます。

グリーンファーム川西西畦野・菖蒲
ケ瀬農園・矢問農園の運営を支援
し、今後も支援していく。

各校で、子どもたちの発達段階に
応じて、田植えや稲刈などの農業
体験、ジャガイモ、カボチャ、トマト
などの栽培・収穫活動を実施。　今 ○ ○

１ － （３） ４１

運動実践を
通じた健康
づくりの推
進

健康運動体験教室などにより、健康
の維持・増進を目的とした家庭でで
きる軽運動の実技指導や講話など
を実施します。

①生涯スポーツ推進のため、ス
ポーツ推進委員やスポーツ団体の
指導者、地域におけるスポーツ指
導者等を対象にスポーツに関する
理論や実技についての研修会を開
催した。今後も研修会を通しスポー
ツ指導者の資質向上に努める。
②健康増進や自然との親しみ、ス
ポーツクラブ21の交流を目的に、
近年注目のノルディック・ウォークの
体験会を開催した。今後も幅広い
世代が楽しめるニュースポーツの
普及を通し、市民の健康維持・増
進に努める。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

グリーンファーム川西西畦野・菖蒲
ケ瀬農園・矢問農園の運営を支援
し、今後も支援していく。

各校で、生徒・児童の発達段階に応じ
て、田植えや稲刈などの農業体験、ジャ
ガイモ、カボチャ、トマトなどの栽培・収
穫活動を実施。　今後も継続して実施

グリーンファーム川西西畦野・菖蒲ケ瀬
農園・矢問農園の運営を支援し、今後も
支援していく。

○２ － （１） ４２

保育所、幼
稚園、学校
における、

田植えや稲刈り、芋ほりなどの農業
体験など、栽培・収穫活動を実施し

各校で、子どもたちの発達段階に
応じて、田植えや稲刈などの農業
体験、ジャガイモ、カボチャ、トマト
などの栽培・収穫活動を実施。　今 ○ ○

各校で、生徒・児童の発達段階に
応じて、田植えや稲刈などの農業
体験、ジャガイモ、カボチャ、トマト
などの栽培・収穫活動を実施。　今
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実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

教育情報センター

児童保育課

児童保育課

学校教育課

学校教育課

児童保育課

児童保育課

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

○

○

○

○

○

などの栽培・収穫活動を実施。　今
後も継続して実施予定（総合的な
学習の時間、生活科、理科、家庭
科などの授業の一環として）

○ ○穫活動を実施。　今後も継続して実施
予定（総合的な学習の時間、生活科、
理科、家庭科、技術科などの授業の一
環として）

○

年間を通して、栽培・収穫活動を実
施し、収穫物をクッキング保育や給
食で食べ、その喜びを味わいまし
た。引き続き実施していきます。

○２ － （１） ４２

保育所、幼
稚園、学校
における、
収穫体験や
農業体験の
充実

田植えや稲刈り、芋ほりなどの農業
体験など、栽培・収穫活動を実施し
ます。

年間を通して、栽培・収穫活動を実
施し、収穫物をクッキング保育や給
食で食べ、その喜びを味わいまし
た。引き続き実施していきます。

各校が、学校における食育推進体
制、食育推進計画、年間指導計画
を作成し、食育を全教科において
組織的に・計画的に取り組んだ。今
後、学校間の実践交流を行い、学
習内容や特色などより充実した取り
組みができるように進めていきた
い。

２ － （１） ４２
収穫体験や
農業体験の
充実

体験など、栽培・収穫活動を実施し
ます。

などの栽培・収穫活動を実施。　今
後も継続して実施予定（総合的な
学習の時間、生活科、理科、家庭
科などの授業の一環として）

○ ○

○ ○ ○

後も継続して実施予定（総合的な
学習の時間、生活科、理科、家庭
科、技術科などの授業の一環とし
て）

年間を通して、栽培・収穫活動を実
施し、収穫物をクッキング保育や給
食で食べ、その喜びを味わいまし
た。引き続き実施していきます。

各校が、学校における食育推進体制、
食育推進計画、年間指導計画を策定
し、全教科において組織的かつ継続的
に食育に関する指導が行えるように取り
組んでいる。また、各小学校へは、食育
ハンドブックを配布した。今後、学校間
の実践交流を行い、学習内容や特色な
どより充実した取り組みができるように進
めていきたい。

年間を通して、栽培・収穫活動を実施
し、収穫物をクッキング保育や給食で食
べ、その喜びを味わいました。引き続き
実施していきます。

○

○

仮称「川西市立保育所食育ガイド
ライン」の策定の完成は、平成24年
度に繰り越すこととなりましたが、保
育所ではガイドラインに沿った食育
の推進を図っています。

○２ － （２） ４４

保育所にお
ける食育の
推進

川西市食育推進計画と整合を図っ
た保育所食育計画を策定し、各保育
所において組織的・計画的に食育を
実践します。

平成２５年３月に「川西市立保育所
食育ガイドライン」を策定しました。
今後、各保育所では、保育計画に
位置づけられた食育計画を作成
し、今までの取り組みをもとに実践
を深めていきます。

＜２４年度＞
・現在実施しているアレルギー対応
（卵除去、飲用牛乳停止）の検証と
今後の展開について検討。
＜今後の方向＞
・引き続き検証を行うとともに、今後
の展開について検討をすすめる。

２ － （２） ４４

学校におけ
る食育の推
進

平成19年度作成の「学校における食
育の目標と基本方針」に基づきなが
ら、これまで取り組んできた食育を
川西市食育推進計画と整合を図り、
各学校において組織的・計画的に、
さらに充実して実践します。

各校が、学校における食育推進体
制、食育推進計画、年間指導計画
を作成し、食育を全教科において
組織的に・計画的に取り組んだ。今
後、学校間の実践交流を行い、より
充実した取り組みができるように進
めていきたい。

○ ○ ○ ○

※
計画書未
策定だ
が、食育
は実施

○ ○

各校が、学校における食育推進体
制、食育推進計画、年間指導計画
を策定し、全教科において組織的
かつ継続的に食育に関する指導が
行えるように取り組んでいる。また、
食育ハンドブックを活用した研修を
行ったり、川西小学校が兵庫県下
の地域の特色を生かした食育推進
事業の研究指定校となり、学校・地
域・保護者と連携した食育を行っ
た。

「川西市立保育所食育ガイドライ
ン」をもとに各保育所毎に保育計画
に位置づけられた食育計画を作成
し、年齢に応じて実践を重ねていき
ます。

＜２６年度＞
・現在実施しているアレルギー対応（卵
除去、飲用牛乳停止）の検証と今後の
展開について検討。また、対応マニュア
ルの整理について協議を行った。
＜今後の方向＞
・引き続き検証を行うとともに、今後の展
開について検討をすすめる。また、マ
ニュアルは、動向を絶えず注視し、必要
に応じて改定の検討を行う。

「川西市立保育所食育ガイドライン」をも
とに各保育所毎に保育計画に位置づけ
られた食育計画を作成し、年齢に応じ
て実践を重ねていきます。

ほぼ毎日「手づくりおやつ」を実施
するなど、食事内容の充実に努め
ました。食物アレルギー除去食に
ついても、主治医・保護者の連携を
図り実施しました。

○２ － （２） ４４
給食内容の
充実

保育所や学校給食を通じて、子ども
の食への関心を深めます。また、子
どもたちの誰もがより良い給食を食
べることができるよう環境を整備しま
す。食物アレルギーを有する子ども
についても、各家庭における定期的
なかかりつけ医の診断と処方箋に基
づきながら、保護者と担任と給食担
当者らが連絡を密にし、健やかな成
長や発達に支障が出ないよう努め
ます。

ほぼ毎日「手づくりおやつ」を実施
するなど、「手作り」・「薄味」を基本
に食事内容の充実に努めました。
食物アレルギー除去食について
も、主治医・保護者の連携を図り実
施しました。

＜２４年度＞
・給食時間を活用した体験活動（か
まど、おむすび等）を実施した。
＜今後の方向＞
・引き続き実施。

２ － （２） ４４
給食内容の
充実

保育所や学校給食を通じて、子ども
の食への関心を深めます。また、子
どもたちの誰もがより良い給食を食
べることができるよう環境を整備しま
す。食物アレルギーを有する子ども
についても、各家庭における定期的
なかかりつけ医の診断と処方箋に基
づきながら、保護者と担任と給食担
当者らが連絡を密にし、健やかな成
長や発達に支障が出ないよう努め
ます。

＜２３年度＞
・現在実施しているアレルギー対応
（卵除去、飲用牛乳停止）の検証と
今後の展開について検討。
＜今後の方向＞
・引き続き検証を行うとともに、今後
の展開について検討をすすめる。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

＜２５年度＞
・現在実施しているアレルギー対応
（卵除去、飲用牛乳停止）の検証と
今後の展開について検討。
＜今後の方向＞
・引き続き検証を行うとともに、今後
の展開について検討をすすめる。

ほぼ毎日「手づくりおやつ」を実施
するなど、「手作り」・「薄味」を基本
に食事内容の充実に努めました。
食物アレルギー除去食について
も、主治医・保護者の連携を図り実
施するとともに、川西市立保育所ア
レルギー対応マニュアル策定プロ
ジェクトチームを立ち上げ、国の
「保育所におけるアレルギー対応
ガイドライン」に沿ったマニュアルを
策定いたします。

＜２６年度＞
・給食時間を活用した体験活動（かま
ど、おむすび等）を実施した。
＜今後の方向＞
・引き続き実施。

ほぼ毎日「手づくりおやつ」を実施する
など、「手作り」・「薄味」を基本に食事内
容の充実に努めました。食物アレル
ギー対応についても、国の「保育所にお
けるアレルギー対応ガイドライン」に沿っ
た「川西市立保育所アレルギー対応マ
ニュアル」を平成27年3月に策定しまし
た。引き続き、主治医・保護者の連携の
もと、健やかな成長や発達に支障が出
ないよう努めます。

０歳から６歳までの、それぞれの発
達に応じた活動で、食事を楽しみ
あう経験を積み重ねました。引き続
き実施していきます。

○２ － （２） ４４

給食を通し
た子どもの
豊かな心の
育成

安定した人間関係と楽しい雰囲気の
中で、給食の配膳など年齢に応じた
様々な体験活動を実施し、食行動か
ら豊かな心を育みます。

０歳から６歳までの、それぞれの発
達に応じた活動で、食事を楽しみ
あう経験を積み重ねました。引き続
き実施していきます。

○ ○

２ － （２） ４４

給食を通し
た子どもの
豊かな心の
育成

安定した人間関係と楽しい雰囲気の
中で、給食の配膳など年齢に応じた
様々な体験活動を実施し、食行動か
ら豊かな心を育みます。

＜２３年度＞
・給食時間を活用した体験活動（か
まど、おむすび等）を実施した。
＜今後の方向＞
・引き続き実施。

○ ○ ○ ○

○

＜２５年度＞
・給食時間を活用した体験活動（か
まど、おむすび等）を実施した。
＜今後の方向＞
・引き続き実施。

０歳から６歳までの、それぞれの発
達に応じた活動で、食事を楽しみ
あう経験を積み重ねました。引き続
き実施していきます。

０歳から６歳までの、それぞれの発達に
応じた活動で、食事を楽しみあう経験を
積み重ねました。引き続き実施していき
ます。
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

学校教育課

学校教育課

児童保育課

児童保育課

学校教育課

学校教育課

児童保育課

児童保育課

健康づくり室

健康づくり室

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＜２４年度＞
・給食時間ならびに各種媒体を通
じての啓発をすすめた。
＜今後の方向＞
・引き続き啓発に努める。

＜２６年度＞
・給食時間ならびに各種媒体を通じて
の啓発をすすめた。
＜今後の方向＞
・引き続き啓発に努める。

毎日の食事やおやつの時間に行
いました。引き続き実施していきま
す。

○２ － （２） ４４

給食時間に
おけるマ
ナーの指導

給食の時間を通じて、正しい食事の
マナーの習得を行います。

毎日の食事やおやつの時間に行
いました。引き続き実施していきま
す。

＜２４年度＞
・保護者配布用献立表や、学校ご
とに作成しているおたより等で食・
栄養に関する情報提供に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、情報提供に努めるととも
に、常に新しい情報の把握と収集
をすすめる。

２ － （２） ４４

給食時間に
おけるマ
ナーの指導

給食の時間を通じて、正しい食事の
マナーの習得を行います。

＜２３年度＞
・給食時間ならびに各種媒体を通
じての啓発をすすめた。
＜今後の方向＞
・引き続き啓発に努める。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

＜２５年度＞
・給食時間ならびに各種媒体を通
じての啓発をすすめた。
＜今後の方向＞
・引き続き啓発に努める。

毎日の食事やおやつの時間に行
いました。引き続き実施していきま
す。

毎日の食事やおやつの時間に行いまし
た。引き続き実施していきます。

＜２６年度＞
・保護者配布用献立表や、学校ごとに
作成しているおたより等で食・栄養に関
する情報提供に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、情報提供に努めるとともに、
常に新しい情報の把握と収集をすすめ
る。

きゅうしょくだより・こんだてカレン
ダーを毎月1回発行し、情報提供を
行いました。引き続き実施していき
ます。

○２ － （２） ４４

給食だよ
り・献立表
などによる
啓発

給食だよりや献立表などを通じて、
食の大切さや家族団らんの大切さ、
栄養に関する情報提供等を行いま
す。

きゅうしょくだより・こんだてカレン
ダーを毎月1回発行し、情報提供を
行いました。引き続き実施していき
ます。

家庭科や特別活動において調理
実習を実施し、調子体験を通して
食育への関心を高めることができ
た。今後、学校間の交流を通して、
地域に即した特色ある取り組みを
進めていきたい。

２ － （２） ４４

給食だよ
り・献立表
などによる
啓発

給食だよりや献立表などを通じて、
食の大切さや家族団らんの大切さ、
栄養に関する情報提供等を行いま
す。

＜２３年度＞
・保護者配布用献立表や、学校ご
とに作成しているおたより等で食・
栄養に関する情報提供に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、情報提供に努めるととも
に、常に新しい情報の把握と収集
をすすめる。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

＜２５年度＞
・保護者配布用献立表や、学校ご
とに作成しているおたより等で食・
栄養に関する情報提供に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、情報提供に努めるととも
に、常に新しい情報の把握と収集
をすすめる。

きゅうしょくだより・こんだてカレン
ダーを毎月1回発行し、情報提供を
行いました。引き続き実施していき
ます。

家庭科や特別活動において調理実習
を実施したり、兵庫県学校給食・食育支
援センター主催の「出前講習会」を活用
するなど、料理体験を通して食育への
関心を高めることができた。今後も学校
間の交流を通して、地域に即した取り組
みを進めていきたい。

きゅうしょくだより・こんだてカレンダーを
毎月1回発行し、情報提供を行いまし
た。引き続き実施していきます。

クッキング保育や、食材ふれあい体
験を実施しました。引き続き実施し
ていきます。

○２ － （２） ４４

子どもを対
象とした講
座・調理実
習等の開催

子どもを対象とする食育の講座、家
庭科や特別活動での調理実習や調
理体験を実施し、子どもの食育への
関心を高めます。

クッキング保育や、食材ふれあい体
験を実施しました。引き続き実施し
ていきます。

川西市いずみ会と協力し、親子クッ
キング教室やぼくとわたしのヘルス
アップ教室等の料理教室を開催し
た。今後も、継続し食について親子
で考える機会を提供していきたい。

○ ○

２ － （２） ４４

子どもを対
象とした講
座・調理実
習等の開催

子どもを対象とする食育の講座、家
庭科や特別活動での調理実習や調
理体験を実施し、子どもの食育への
関心を高めます。

家庭科や特別活動において調理
実習を実施し、調子体験を通して
食育への関心を高めることができ
た。今後、学校間の交流を通して、
地域に即した取り組みを進めてい
きたい。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

家庭科や特別活動において調理
実習を実施したり、兵庫県学校給
食・食育支援センター主催の「出前
講習会」を活用するなど、料理体験
を通して食育への関心を高めること
ができた。今後も学校間の交流を
通して、地域に即した取り組みを進
めていきたい。

クッキング保育や、「野菜の皮むき」
「果物洗い」などその日の給食食材
のお手伝い活動を実施しました。
引き続き実施していきます。

川西市いずみ会と協力し、「ぼくとわたし
のヘルスアップ教室」等の料理教室を
開催した。また、栄養教諭、調理員と連
携をとり、学校給食を基本とした献立を
家庭科室を利用してつくる親子クッキン
グ教室も開催した。今後も継続し、食に
ついて親子で考える機会を提供してい
きたい。

クッキング保育や、「野菜の皮むき」「果
物洗い」などその日の給食食材のお手
伝い活動を実施しました。引き続き実施
していきます。

試食会を開催し、保育所給食を紹
介するとともに乳幼児期の食事の
大切さを共に考えました。引き続き
実施していきます。

○２ － （２） ４４

親子を対象
とした講座・
料理教室等
の開催

親子を対象とした講座や料理教室、
試食会を開催し、調理をする楽しさ
等を知り、食について考える機会を
提供します。

試食会を開催し、保育所給食を紹
介するとともに乳幼児期の食事の
大切さを共に考えました。引き続き
実施していきます。

川西いずみ会との連携により、親
子料理教室を年間８回開催。会場
を東谷公民から明峰公民館に一部
変更。

川西いずみ会との連携により、親
子料理教室を年間８回開催。要望
の多かった午前の部を保健セン
ターで開催したほか、清和台公民
館での開催を2回から1回に減らし、
北陵公民館を会場に加えた。

２ － （２） ４４

親子を対象
とした講座・
料理教室等
の開催

親子を対象とした講座や料理教室、
試食会を開催し、調理をする楽しさ
等を知り、食について考える機会を
提供します。

川西市いずみ会と協力し、親子クッ
キング教室等の料理教室を開催し
た。今後も、継続し食について親子
で考える機会を提供していきたい。

○ ○

○ ○ ○

川西市いずみ会と協力し、「ぼくと
わたしのヘルスアップ教室」等の料
理教室を開催した。また、栄養教
諭、調理員と連携をとり、学校給食
を基本とした献立を家庭科室を利
用してつくる親子クッキング教室も
開催した。今後も継続し、食につい
て親子で考える機会を提供してい
きたい。

試食会を開催し、保育所給食を紹
介するとともに乳幼児期の食事の
大切さを共に考えました。引き続き
実施していきます。

試食会を開催し、保育所給食を紹介す
るとともに乳幼児期の食事の大切さを共
に考えました。引き続き実施していきま
す。

川西いずみ会との連携により、親子料
理教室を年間7回開催。調理や試食を
通して、幼児の食に関する興味や関心
を育むよう努めた。

２ － （２） ４４

親子を対象
とした講座・
料理教室等
の開催

親子を対象とした講座や料理教室、
試食会を開催し、調理をする楽しさ
等を知り、食について考える機会を
提供します。

川西いずみ会との連携により、親
子料理教室を年間８回開催。開催
公民館を一部変更し、平成２４年度
も実施中。

○ ○ ○ ○
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

児童保育課

児童保育課

こども・若者政策課

こども・若者政策課

社会教育室

社会教育室

公民館

公民館

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

消費生活センター

消費生活センター

学校教育課

○

○

×

○

きゅうしょくだより・こんだてカレン
ダーを掲示や配布するとともに、お
すすめレシピの紹介や配布をしま
した。引き続き実施していきます。

○２ － （２） ４４

就学前児童
に対する食
育にかかわ
る情報の発
信

保育所の子育て支援ルームなどを
活用し、未就学児を対象とした食育
にかかわる情報を発信します。

きゅうしょくだより・こんだてカレン
ダーを掲示や配布するとともに、お
すすめレシピの紹介や配布をしま
した。引き続き実施していきます。

平成24年度より家族ふれあいレシ
ピコンクールに変更し開催。市内・
外から40作品の応募があった。受
賞した作品を取り入れて「かわにし
ふれあい弁当」として市役所内の
食堂で販売し、料理を楽しむことの
大切さを啓発した。今後も引き続き
家族の絆の増進を図る。

地域の子育て家庭を対象にきゅう
しょくだより・こんだてカレンダーを
掲示や配布するとともに、おすすめ
レシピの紹介や配布をしました。ま
た、給食試食会を開催し保育所給
食への理解をより深め、家庭での
食育の実践が広がる一助としまし
た。引き続き実施していきます。

青少年ふれあいデーを啓発するた
め料理レシピコンクールを開催し、
市内・外から88作品の応募があっ
た。受賞した３作品のレシピを
PTCA青少年フォーラム内で公表
し、家庭で料理を楽しむことの大切
さを啓発した。今後も引き続き家族
の絆の増進を図るが、コンクールの
内容については検討を行う。

○ ○ ○

コンクールの内容について検討を行っ
た結果、平成26年度においては、前年
度までの料理レシピコンクールを実施し
なかった。
今後については、「青少年ふれあい
デー」を啓発するために、従来実施して
いる川柳や写真のコンクール等の事業
を行うことにより、引き続き家族の絆の増
進を図る。

地域の子育て家庭を対象にきゅうしょく
だより・こんだてカレンダーを掲示や配
布するとともに、おすすめレシピの紹介
や配布をしました。また、給食試食会を
開催し保育所給食への理解をより深
め、家庭での食育の実践が広がる一助
としました。引き続き実施していきます。

講演会、学習会、給食試食会等を
通して、食育について大切さを認
識することができた。
今後も子どもの健やかな成長を支
えることを目的とし学習を深めてい
く。

○
平成27年度からは地域こ
ども支援課が担当

２ － （２） ４５

川西市ＰＴ
Ａ連合会
（厚生給食
委員会）へ
の支援

子どもの健やかな成長とともに保護
者の子育てを支援する活動の一環
として、調理師との懇談会や食育学
習会、親子クッキング、給食試食会
などを実施されているＰＴＡ連合会
の活動を支援します。

講演会、学習会、給食試食会、親
子クッキング等の実施により食育の
大切さを認識することができた。今
後も子どもの健やかな成長の支援
のため学習を深めていく。

専門講師や地域の食育関係グ
ループ等の協力を得ながら、１０公
民館で１９講座２６回、料理・食品・
食生活に関する講座を催しました。
今後も食生活を考えるきっかけとな
る講座を実施します。

講演会、調理実習、給食試食会、
厚生給食だよりの発行等により、食
育の大切さについて認識すること
ができた。今後も子どもの健やかな
成長を支援していくため学習を深
め広めていく。

専門講師や地域の食育関係グ
ループ等の協力を得ながら、７公
民館で１７講座２４回、料理・食品・
食生活に関する講座を催しました。
今後も食生活を考えるきっかけとな
る講座を実施します。

２ － （２） ４５

「青少年ふ
れあい
デー」料理
コンクール
の開催

毎月第３日曜日の「青少年ふれあい
デー」の一環として、家族みんなで
作る料理コンクールを開催し、広く市
内外からアイデアを募集するととも
に、そのレシピを公表するなどして、
家庭で料理する機会を提供し、家族
の絆の増進を図ります。

「第３回家族で作ろうカレーコン
クール」を開催し、市内外から１３作
品の応募があった。調理・試食審
査を実施し、受賞した７作品のレシ
ピを公表し、家族で料理を楽しむこ
との大切さを啓発した。今後は、各
家庭の自慢レシピを募集するなど
食育を通じて、家族のふれあいの
絆を大切にする啓発活動を実施す
る。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

専門講師や地域の食育関係グループ
等の協力を得ながら、６公民館で１４講
座１９回、料理・食品・食生活に関する
講座を催しました。今後も食生活を考え
るきっかけとなる講座を実施します。

講演会、調理実習、給食試食会、親子
クッキング、厚生給食だよりの発行等に
より、食育の大切さについて認識するこ
とができた。今後も子どもの健やかな成
長を支援していくため学習を深め広め
ていく。

＜２３年度＞
・季節・行事等を意識した献立提供
に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、季節・行事等を意識し
た献立提供をすすめる。

○２ － （３） ４６
日本の食文
化の継承

保育所と小学校の給食に行事食や
郷土の産物を取り入れるなど、日本
食の良さの普及に努めます。

＜２４年度＞
・季節・行事等を意識した献立提供
に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、季節・行事等を意識し
た献立提供をすすめる。

ちらしずし、ぼたもち、おはぎ、おも
ちなどを食事やおやつに取り入れ
普及に努めました。引き続き努めて
いきます。

○ ○

２ － （２） ４５

料理の体験
機会を通し
て、料理、
食品、食生
活を考える

専門講師や地域の食育関係グルー
プ等の協力を得ながら、各種料理教
室の開催に取り組みます。

専門講師や地域の食育関係グ
ループ等の協力を得ながら、各種
料理教室を開催しました。今後も食
生活を考えるきっかけとなる講座を
実施します。

○ ○ ○ ○

○

＜２５年度＞
・季節・行事等を意識した献立提供
に努めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、季節・行事等を意識し
た献立提供をすすめる。

おせち料理をはじめ、季節の行事食等
を給食やおやつでで味わい、季節の恵
みや旬を実感することを通して、日本の
食文化への関心が深まるよう努めていき
ます。

＜２６年度＞
・季節・行事等を意識した献立提供に努
めた。
＜今後の方向＞
・引き続き、季節・行事等を意識した献
立提供をすすめる。

○

○

生活学校連合会が食育フォーラム
に於いて食に関するパネル展示を
実施した。

○

記載の講座等で毎年食育
に関することをテーマに扱
うとは限らないので、今後
の計画での掲載について
は検討していきたい。

３ － （１） ４８

食の安全・
安心に関す
る知識の普
及と啓発

正しい知識に基づいて食材を選択で
きるよう、食の安全に関する知識の
啓発や情報提供を行います。

生活学校連合会がパレットかわに
しの10周年フェスタに「放射能によ
る食品汚染とどう向き合うか」のパ
ネル出展を実施した。

家庭科や特別活動の教科指導に
おいて、食の安全や知識について
学習し、調理に取り組んだ。また、

２ － （３） ４６
日本の食文
化の継承

保育所と小学校の給食に行事食や
郷土の産物を取り入れるなど、日本
食の良さの普及に努めます。

ちらしずし、ぼたもち、おはぎ、おも
ちなどを食事やおやつに取り入れ
普及に努めました。引き続き努めて
いきます。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

さらに、七夕そうめんやのり巻き等
も加え普及に努めました。引き続き
行事食の検討など努めていきま
す。

生活学校連合会が外食・中食産業
等食品表示適正化推進協議会の
食品表示を考える意見交換会～食
の安全と表示～での食品表示法に
ついての内容を、市民に配布する
冊子「生活エコー」にて掲載した。

生活学校連合会がパレットかわにしの
12周年フェスタに「誰のための食品添加
物？」のパネル出展を実施した。

家庭科等の教科指導において、食の安
全や知識について学習し、調理実習に
取り組んだ。また、小学校では、栄養教
諭が給食の献立表を活用した食育の授
業をするなど食の安全、安心に関する

○

○

３ － （１） ４８

食の安全・
安心に関す

正しい知識に基づいて食材を選択で
きるよう、食の安全に関する知識の

家庭科や特別活動の教科指導に
おいて、食の安全や知識について
学習し、調理に取り組んだ。また、

○ ○ ○ ○

家庭科や特別活動の教科指導に
おいて、食の安全や知識について
学習し、調理に取り組んだ。また、
小学校においては、栄養教諭が給
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

学校教育課

健康づくり室

健康づくり室

商工農林労政課

商工農林労政課

消費生活センター

消費生活センター

商工農林労政課

商工農林労政課

商工農林労政課

商工農林労政課

商工農林労政課

商工農林労政課

消費生活センター

消費生活センター

商工農林労政課

○

×

×

○

○

小学校においては、給食の献立表
を活用するなど情報提供を行っ
た。

知識の普及と啓発を行った。アレルギー
検討委員会を中心に川西市アレルギー
対応マニュアルの見直しを図っている。
各学校へエピペントレーニングキットを
配布し対応研修を行った。

○

健康教育では食中毒予防を啓発し
たほか、食育フォーラムで、食の安
全・安心のパネルを作成し展示し
た。

○３ － （１） ４８

食の安全・
安心に関す
る知識の普
及と啓発

正しい知識に基づいて食材を選択で
きるよう、食の安全に関する知識の
啓発や情報提供を行います。

健康教育で食中毒予防を啓発した
ほか、食育フォーラムで、食の安
全・安心のパネルを作成し展示し
た。

啓発は特にできなかった。

３ － （１） ４８
る知識の普
及と啓発

きるよう、食の安全に関する知識の
啓発や情報提供を行います。

小学校においては、給食の献立表
を活用するなど情報提供を行っ
た。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

小学校においては、栄養教諭が給
食の献立表を活用した食育の授業
をするなど食の安全、安心に関す
る知識の普及と啓発を行っている。

健康教育で食中毒予防に関する
内容を実施した。

啓発は特にできなかった。

災害時の食の安全・安心を確保するた
め、阪神間の栄養士が集まり、共通認
識の下、食や調理に関するマニュアル
の作成のため、会議や情報収集、研鑚
に努めた。

○

｢くらしの講座｣では｢医療保険と介
護保険｣｢楽しい省エネ生活｣｢健康
ライフは食事から｣の三テーマで開
催

○

事業が市が主体ではなく、
生活学校連合会が実施し
ている。生活学校連合会
が平成2７年度で川西消費
者の会となり体制が変わっ
たため、今後の実施につ
いては調整していく必要が
ある。

３ － （１） ４９

食の情報を
得る力の向
上をめざす
講座等の開
催

「消費者月間記念講演」、「くらしの
講座」、「夏休み☆くらしの親子講
座」、「消費者力パワーアップセミ
ナー」などを通して、消費力の向上
をめざす観点から、より健康的な食
品を選択・入手するため、また、食
生活に関する正しい情報を的確に
得るための啓発や情報提供を行い
ます。

「消費者月間記念講演会」にて「こ
れからの食の安全を守るには」～
遺伝子組み換え食品、TPPの問
題、食品の放射能汚染などについ
て～をテーマに開催。

市内３か所の農産物直売所を通し
て地場産野菜の販売を支援し、生
産者の顔が見える地場産物直売所
の販売促進が図れた。また、特産
マーケット「来個（ここ）かわにし」に
おいて、市特産の「いちじくスイー
ツ」などの直売も支援した。

○ ○

３ － （１） ４８
有機農業の
啓発

農薬などを使用しない有機農業につ
いての啓発を進めます。

啓発は特にできなかった。
※

協議・
検討中

× × ×

○ ○ ○

啓発は特にできなかった。

「夏休み☆くらしの親子講座」～か
いものじょうずになろう～をテーマ
に買い物模擬体験等実施した。

「消費者月間記念講演会」にて「誰のた
めの食品添加物？」～増える加工食品
と添加物～をテーマに開催。

市内３か所の農産物直売所を通して地
場産野菜の販売を支援し、生産者の顔
が見える地場産物直売所の販売促進が
図れた。

特産である「いちじく」、「もも」など
の即売会の開催や、農産物直売所
を支援するほか、大阪青山大学と
提携し、開発した猪みそと
Kawanishiソース（いちじくと赤ワイン
としょうゆを合わせた洋風ソース）の
開発するなど、特産物を加工品とし
て販売し、特産物の新たな魅力の
ＰＲを行った。

○３ － （２） ５０
特産品のＰ
Ｒ

特産である「いちじく」、「もも」などの
即売会の開催や、農産物直売所へ
の支援を行います。

「いちじく」、「もも」などの即売会の
開催や、農産物直売所を支援する
ほか、大阪青山大学と提携し、開
発した猪みそとKawanishiソースで
「猪みそコロッケ」と、「いちじくクリー
ムコロッケ」、またいちじくを使った
レトルトカレー「壱熟カレー」の開発
を行い、特産物を加工品として販
売し、特産物の新たな魅力のＰＲを
行った。

６月…中央図書館の地域情報コー
ナーで特産品などをＰＲする展示。
２月…消費者、商業者団体との交
流会に参加。３月…伊丹市にある
都市農業支援センターで農林業を
ＰＲする展示やＤＶＤの上映を実
施。

３ － （２） ５０
地場産物の
販売

市内３か所の農産物直売所を通して
地場産野菜の販売を支援し、生産
者の顔が見える地場産物直売所の
販売促進を図ります。また、特産
マーケット「来個（ココ）かわにし」に
おいて、市特産の「いちじくスイーツ」
などの直売を支援していきます。

市内３か所の農産物直売所を通し
て地場産野菜の販売を支援し、生
産者の顔が見える地場産物直売所
の販売促進が図れた。また、特産
マーケット「来個（ココ）かわにし」に
おいて、市特産の「いちじくスイー
ツ」などの直売も支援できた。

○ ○

○ ○ ○

市内３か所の農産物直売所を通し
て地場産野菜の販売を支援し、生
産者の顔が見える地場産物直売所
の販売促進が図れた。また、特産
マーケット「来個（ここ）かわにし」に
おいて、市特産の「いちじくスイー
ツ」などの直売も支援した。

「いちじく」、「もも」などの即売会の
開催や、農産物直売所を支援する
ほか、いちじくアイデアレシピコンテ
ストを開催した。大阪青山大学と提
携し、いちじくを使ったドレッシング
「フィグどれ」の開発・販売を行うな
ど、特産物を加工品として販売し、
特産物の新たな魅力のＰＲを行っ
た。

市民ファーマー制度と農業ボランティア
制度で就農を目指す人の支援を行うほ
か、農業塾を実施し、農作業の実習な
どを通じて川西の農作物の魅力のＰＲを
行った。

「いちじく」、「もも」などの即売会の開催
や、農産物直売所を支援を行った。市
役所１階に産業ブースを設け、市内の
特産物の展示や特産物を使った加工品
のＰＲが通年を通してＰＲできるように
なった。

○

○

ビスタ生活学校が実施している。 ○

事業が市が主体ではなく、生活学校
連合会が実施している。生活学校連
合会が平成2７年度で川西消費者の
会となり体制が変わったため、今後
の実施については調整していく必要
がある。

３ － （２） ５１
地産地消の
啓発

消費者団体等と連携を図りながら、
地元の農産物を食べる地産地消の
考え方を啓発します。

ビスタ生活学校が実施している。

啓発は特にできなかった。

３ － （２） ５１
都市農業の
魅力づくり

川西市のもつ都市近郊農業の特色
を生かして、農業の魅力や農地のも
つ多面的機能を啓発していきます。

啓発は特にできなかった。 ○ × ○ ○

○ ○ ○

８月に市民ファーマー制度を創設
し、就農を目指す人の支援を行う
ほか、農業塾を実施し、農作業の
実習などを通じて川西の農作物の
魅力のＰＲを行った。

ビスタ生活学校が実施している。

啓発は特にできなかった。

ビスタ生活学校が実施している。

３ － （２） ５１
地産地消の

消費者団体等と連携を図りながら、
地元の農産物を食べる地産地消の

消費者団体と共催で「川西のお米
を知ろう」という地産地消の啓発が ○ ○ × ×啓発は特にできなかった。
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

商工農林労政課

学務課

学務課

児童保育課

児童保育課

学務課

学務課

商工農林労政課

商工農林労政課

文化観光交流課

文化観光交流課

商工農林労政課

商工農林労政課

健康づくり室

健康づくり室

リサイクル推進課

×

○

○

○

×

○

○

○

○

啓発は特にできなかった。 啓発は特にできなかった。

＜２３年度＞
・従来から導入している市内産農
作物（いちじく、栗等）の使用を堅
持しつつ、その他、市内産農作物
の中で、全校で可能なものから使
用拡大することを検討。
＜今後の方向＞
・学校、納入業者ごとに可能なもの
から市内産農作物を使用拡大する
ことも検討する。

○３ － （２） ５１

給食におけ
る地場産食
材の活用

日本型の食事が提供できるととも
に、川西の良さを知ってもらうため
に、季節感のある新鮮な食材を提供
できるよう、関係機関との連携を図り
ます。

＜２４年度＞
・従来から導入している市内産農
作物（いちじく、栗等）の使用を堅
持しつつ、その他、市内産農作物
の中で、全校で可能なものから使
用拡大することを検討。
＜今後の方向＞
・学校、納入業者ごとに可能なもの
から市内産農作物を使用拡大する
ことも検討する。

川西や北摂産の食材が購入できる
システムづくりのため、関係機関と
の連携を模索していきます。

３ － （２） ５１
啓発

地元の農産物を食べる地産地消の
考え方を啓発します。

を知ろう」という地産地消の啓発が
できた。

○ ○ × ×

○ ○ ○

啓発は特にできなかった。

＜２５年度＞
・従来から導入している市内産農
作物（いちじく、栗等）の使用を堅
持しつつ、その他、市内産農作物
の中で、全校で可能なものから使
用拡大することを検討。
＜今後の方向＞
・学校、納入業者ごとに可能なもの
から市内産農作物を使用拡大し
た。

川西や北摂産の食材が購入できるシス
テムづくりのため、関係機関との連携を
模索していきます。

＜２６年度＞
・従来から導入している市内産農作物
（いちじく、栗等）の使用を堅持しつつ、
その他、市内産農作物の中で、全校で
可能なものから使用拡大することを検
討。
＜今後の方向＞
・引き続き、学校、納入業者ごとに可能
なものから市内産農作物の使用拡大を
進める。

＜２３年度＞
・米飯給食を増やした根拠の再確
認と、日本人の健康づくりにふさわ
しい献立について検討。
＜今後の方向＞
・献立内容及び調理法の調査研究
をすすめる。

○３ － （２） ５１
米飯給食の
推進

平成22年９月末からの完全米飯給
食の取り組みを機に、給食を食べる
子ども、給食を提供する職員も、食
育のあり方を考え、さらなる発展を
めざします。

＜２４年度＞
・米飯給食を増やした根拠の再確
認と、日本人の健康づくりにふさわ
しい献立について検討。
＜今後の方向＞
・献立内容及び調理法の調査研究
をすすめる。

積極的な利用をすすめられなかっ
た。

○ ○

３ － （２） ５１

給食におけ
る地場産食
材の活用

日本型の食事が提供できるととも
に、川西の良さを知ってもらうため
に、季節感のある新鮮な食材を提供
できるよう、関係機関との連携を図り
ます。

川西や北摂産の食材が購入できる
システムづくりのため、関係機関と
の連携を模索していきます。

○ × × ×

○

川西や北摂産の食材が購入できる
システムづくりのため、関係機関と
の連携を模索していきます。

＜２５年度＞
・米飯給食を増やした根拠の再確
認と、日本人の健康づくりにふさわ
しい献立について検討。
＜今後の方向＞
・献立内容及び調理法の調査研究
をすすめる。

全国担い手サミットｉｎひょうごにて、全国
から集まった生産者に対し、いちじくワイ
ンの試飲や、ももジャム、いちじく加工品
の販売などを行い、特産物のＰＲを行っ
た。

＜２６年度＞
・米飯給食を増やした根拠の再確認と、
日本人の健康づくりにふさわしい献立に
ついて検討。
＜今後の方向＞
・引き続き、献立内容及び調理法の調
査研究をすすめる。

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

○３ － （２） ５１

イベントを
通じた食育
の啓発

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当を、
川西まつりや植木まつりでも、川西
の栗を使った「焼き栗」を販売し、
食育の啓発ができた。

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当を、
川西まつりや植木まつりでも、川西
の栗を使った「焼き栗」を販売し、
食育の啓発を行った。

３ － （２） ５１

商業を通じ
た地場産品
の消費促進

飲食店等において、地場産品を使っ
た加工商品の積極的な利用をめざ
します。

川西の特産品を使った商品（無花
果・黒豆・猪肉）の製造販売を行っ
た。
川西産の黒豆や無花果ソースを
使った屯食弁当（とんじきべんとう）
を市内のイベントにおいて販売を
行う。

※
協議・
検討中

○ × ×

○ ○ ○

積極的な利用をすすめられなかっ
た。

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

黒川里山まつりは中止となったが、川西
まつりや植木まつりにおいて、黒川生活
部による地元野菜を使ったお弁当や、
川西の栗を使った「焼き栗」を販売し、
食育の啓発を行った。

国際交流協会が外国料理などの調理
実習を行い、食を通しての国際交流を
図った。

「かわにし食育フォーラム」を実施
し、食育の周知や理解を促した。平
成２４年度も更なる周知や理解を深
めるため、６月の国食育月間に食
育フォーラムを実施。

○

食育フォーラムは隔年開
催のため、平成27年度は
実施しないが、国保まつり
や川西倶楽部など場で食
育の啓発を実施。

３ － （２） ５１

イベントを
通じた食育
の啓発

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

食育の周知や理解を促すため、電
子レンジ調理の第一人者である村
上氏を講師に迎え、「かわにし食育
フォーラム」を6月に実施した。

ごみ減量出前講座は1７件で521
人、子ども向け学習会は14件で
1,103人の参加がありました。ごみ
減量チャレンジ・モニターについて
は３月に国崎クリーンセンターにお

健康づくり大会にて大阪青山大学
の協力の下、食育SATシステムを
用い、希望者の栄養バランスの評
価、栄養相談を実施した。なお、食
育フォーラムは隔年受診のため、
実施せず。

ごみ減量出前講座は７件で109人、
子ども向け学習会は20件で1,843
人の参加がありました。ごみ減量
チャレンジ・モニターについては１１
月と３月に国崎クリーンセンターに
おいて子ども向けの啓発イベント

３ － （２） ５１

イベントを
通じた食育
の啓発

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当や、
川西まつりでも、川西の栗を使った
「焼き栗」を販売し、食育の啓発が
できた。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

　ごみ減量出前講座は10件で184人、
子ども向け学習会は20件で1,959人の
参加がありました。ごみ減量チャレンジ・
モニターについては11月と3月に子ども
向けの啓発イベント「キッズ『り・ぼ・ん』ミ

官学民連携による食育の実践のもと、大
阪ガス(株)、大阪青山大学、伊丹健康
福祉事務所、教育委員会、市民団体、
庁内食育関連部署等と連携し、「かわに
し食育フォーラム2014」を11月に開催し
た。

３ － （３） ５２
ごみ減量に

ごみ減量出前講座、ごみ減量チャレ
ンジ・モニター制度等を通じて、リ
デュース（発生抑制）やリユース（再

ごみ減量出前講座は12件で258
人、子ども向け学習会は12件で
1,063人の参加がありました。ごみ
減量チャレンジ・モニターについて
は３月に国崎クリーンセンターにお

○ ○ ○ ○
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

リサイクル推進課

リサイクル推進課

リサイクル推進課

消費生活センター

消費生活センター

生涯学習センター

生涯学習センター

健康づくり室

健康づくり室

商工農林労政課

商工農林労政課

文化観光交流課

文化観光交流課

商工農林労政課

商工農林労政課

健康づくり室

健康づくり室

○

○

○

○

○

○

いて子ども向けの啓発イベント
「キッズ『り・ぼ・ん』」を開催し、１００
人の参加がありました。今後におい
ても、出前講座等でごみの減量や
３Rについての啓発を行います。

おいて子ども向けの啓発イベント
「キッズ『り・ぼ・ん』」を開催し、大人
と子供合計400人の参加がありまし
た。今後においても、出前講座等
でごみの減量や３Rについての啓
発を行います。

ニ」（中央公民館で実施）・「キッズ『り・
ぼ・ん』」（本庁で実施）を開催し、大人と
子供の合計で139人の参加がありまし
た。今後も、出前講座等でごみの減量
や3Rについての啓発を行います。

市民４３世帯（５９台）に対し、生ご
み処理機等購入費助成金を交付
しました。また、子ども向け学習会
等で食べ残しをしないよう啓発を行
いました。今後においても、食べ残
しをしないよう啓発するとともに、生
ごみをたい肥化し、有効活用できる
よう支援し、食品廃棄物の減量に
取り組みます。

○３ － （３） ５２

食品廃棄物
の減量に向
けた取り組
みの充実

食べ残しをしないよう啓発をするとと
もに、生ごみを堆肥化して、有効活
用できるよう支援するなど、食品廃
棄物の減量に取り組みます。

市民33世帯（41台）に対し、生ごみ
処理機等購入費助成金を交付しま
した。また、子ども向け学習会等で
食べ残しをしないよう啓発を行いま
した。今後においても、食べ残しを
しないよう啓発するとともに、生ごみ
をたい肥化し、有効活用できるよう
支援し、食品廃棄物の減量に取り
組みます。

生活学校連合会が実施している。 ○ ○

３ － （３） ５２
向けた啓発

デュース（発生抑制）やリユース（再
使用）、リサイクル（再生利用）を広
げる啓発を行います。

いて子ども向けの啓発イベント
「キッズ『り・ぼ・ん』」を開催し、７０
人の参加がありました。今後におい
ても、出前講座等でごみの減量や
３Rについての啓発を行います。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

市民46世帯（53台）に対し、生ごみ
処理機等購入費助成金を交付しま
した。また、子ども向け学習会等で
はごみ減量啓発キャラクターの「ク
リンジャー」を登場させ食べ残しを
しないよう啓発を行いました。今後
においても、食べ残しをしないよう
啓発するとともに、生ごみをたい肥
化し、有効活用できるよう支援し、
食品廃棄物の減量に取り組みま
す。

　市民37世帯（44台）に対し、生ごみ処
理機等購入費助成金を交付しました。
また、子ども向け学習会等ではごみ減
量啓発キャラクターの「クリンジャー」を
登場させ、ご飯は残さず食べるように啓
発を行いました。今後も、生ごみをたい
肥化し有効活用できるよう支援するとと
もに、ご飯は残さず食べるように啓発し、
食品廃棄物の減量に取り組みます。

生活学校連合会が実施している。

生涯学習短期大学は、２年制の短
期大学を想定しているもので、平成
２３・２４年度は、食と環境を中心と
した、現代社会が直面している課
題を踏まえながら、今後のあり方に
ついて取り上げる。

○
平成27年度からは社会教
育･文化財課が担当

３ － （３） ５２

生涯学習短
期大学「レ
フネック」で
の食に関す
る講座の開
催

自然環境や食料の安全性、安定供
給など、現代社会が直面している食
と環境の中にある課題と今後のあり
方などを、農学の視点から２年間学
ぶ「農学科」を開講しています。

生涯学習短期大学は、２年制の短
期大学を想定しているもので、平成
２３・２４年度は、食と環境を中心と
した、現代社会が直面している課
題を踏まえながら、今後のあり方に
ついて取り上げる。

川西で入手しやすい旬の食材等を
用いた献立を食育関連団体より提
供していただき、毎月市広報誌の
「食と育つ」コーナーで紹介した。

事業が市が主体ではなく、生
活学校連合会が実施してい
る。生活学校連合会が平成2７
年度で川西消費者の会となり
体制が変わったため、今後の
実施については調整していく
必要がある。

３ － （３） ５２

食を見直す
機会となる
参加型講座
の開催

自然の恵みに感謝するとともに、
「もったいない」意識を育むため、エ
コクッキングなど、食材を大切にす
る調理方法を啓発する参加型講座
の開催を検討します。

生活学校連合会が実施している。 ○ ○

○ ○ ※

生活学校連合会が実施している。

平成２５年度については、食育推
進計画に該当する事業は実施して
いないが、今後も専攻学科もしくは
オープン講座において食育に関連
する講義を実施する予定である。

前年同様、市広報誌面で「食と育つ」を
年間掲載したが、今年度はレシピの市
民募集を行い、市民と協働で食育を盛
り上げる取り組みを行った。

平成２６年度については、オープン講座
において「公衆衛生講座～現代社会に
おける食と健康、食と安全を考える～」と
題した講座を実施した。今後も専攻学
科もしくはオープン講座において食育
に関連する講義を実施する予定であ
る。

広報誌を中心に情報の提供ができ
た。

○４ － （１） ５４

地産地消に
関する情報
提供

地場産農産物の販売所などの情報
を収集し、ホームページや各種の広
報媒体を利用しながら情報発信し、
地産地消を推進します。

広報誌を中心に情報の提供ができ
た。

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

平成27年度より市
facebookで、市広報誌に掲
載中の「食と育つ」レシピを
定期的に掲載する取り組
みを、広報課協力のもと
行っている。

４ － （１） ５４

健康食生活
や食育の啓
発

ポスターの掲示やパンフレットを配
布します。また、広く市民に啓発する
ため、広報誌やホームページ等を活
用し、食育コラム等を連続掲載しま
す。

市広報誌で、食に関することわざ
や、地域の食育関連団体の紹介な
ど、食の情報を発信した。平成２４
年度は食育団体と連携し、川西で
とれる旬の食材等を用いたレシピを
紹介中。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

前年度同様に実施した。

広報誌を中心に情報の提供ができ
た。

広報誌を中心に情報の提供ができた。

国際交流協会が外国料理などの調理
実習を行い、食を通しての国際交流を
図った。

○

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当や、
川西まつりでも、川西の栗を使った
「焼き栗」を販売し、食育の啓発を
行った。

○４ － （１） ５４

イベントを
通じた食育
の啓発（再
掲）

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当を、
川西まつりや植木まつりでも、川西
の栗を使った「焼き栗」を販売し、
食育の啓発を行った。

食育の周知や理解を促すため、電
子レンジ調理の第一人者である村
上氏を講師に迎え、「かわにし食育
フォーラム」を6月に実施した。

４ － （１） ５４

イベントを
通じた食育
の啓発（再
掲）

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

国際交流協会が外国料理などの
調理実習を行い、食を通しての国
際交流を図った。

黒川里山まつりでは黒川生活部に
よる地元野菜を使ったお弁当を、ま
た川西まつりや植木まつりにおい
て、川西の栗を使った「焼き栗」を
販売し、食育の啓発を行った。

官学民連携による食育の実践のもと、大
阪ガス(株)、大阪青山大学、伊丹健康
福祉事務所、教育委員会、市民団体、
庁内食育関連部署等と連携し、「かわに
し食育フォーラム2014」を11月に開催し
た。

黒川里山まつりは中止となったが、川西
まつりや植木まつりにおいて、黒川生活
部による地元野菜を使ったお弁当や、
川西の栗を使った「焼き栗」を販売し、
食育の啓発を行った。

○

○

４ － （１） ５４

イベントを
通じた食育
の啓発（再
掲）

黒川里山まつり、川西まつりなどの
各種イベントを通じて食に関する情
報を提供し、より多くの市民を巻き込
むとともに、食育の考え方の裾野を
ひろげます。

「かわにし食育フォーラム」を実施
し、食育の周知や理解を促した。平
成２４年度も更なる周知や理解を深
めるため、６月の国食育月間に食
育フォーラムを実施。

○ ○ ○ ○

健康づくり大会にて大阪青山大学
の協力の下、食育SATシステムを
用い、希望者の栄養バランスの評
価、栄養相談を実施した。なお、食
育フォーラムは隔年受診のため、
実施せず。
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H23.11末 H23末 H24末 H25末 H26末

実施状況 【 ○：実施、×：未実施、※：その他 】
平成26年度の事業実績及び今後の方向

川西市食育推進計画に掲げる各事業の取り組み状況調査（平成２３～２６年度実績）

基本目標と施策の方向  記載頁 施策名 食育推進計画に記載する事業内容 平成23年度の事業実績及び今後の方向
備考

（懸案事項など）
平成24年度の事業実績及び今後の方向 平成25年度の事業実績及び今後の方向

健康づくり室

健康づくり室

消費生活センター

消費生活センター

地域・相談課

地域・相談課

危機管理室

危機管理室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

健康づくり室

○

○

○

○

平成27年10月に市民アン
ケート結果報告書及び概
要版を作成。

川西いずみ会、川西・猪名川地域
活動栄養士協議会と多くの事業で
連携し、関係強化にも努めた。

○４ － （２） ５５

食育に関す
る地域の社
会資源との
連携による
推進

川西いずみ会（食生活改善推進員）
や川西・猪名川地域活動栄養士協
議会、川西市生活学校連合会など、
これまで食育に関して連携してきた
社会資源とさらなる連携を強化し、
家庭や地域に食を通じた取り組みが
浸透するよう事業展開します。

新規いずみ会会員を養成するため
の講座に講師として出務し、会員
の増加に努めた。

生活学校連合会が生活学習バス
研修会で地産地消「こんにゃく作り
体験と森林王国探訪」を実施した。

○ ○ ○

兵庫県漁業協同組合連合会を講
師に招いて実施した調理実習で
は、いずみ会に作業補助を依頼
し、教室のスムーズな進行に努め
た。

生活学校連合会が生活学習バス研修
会で「体験しよう・味わおう『農』と『食』」
を実施した。

食育フォーラム、歯科フェアなどのイベ
ントにて、いずみ会や川西猪名川地域
活動栄養士協議会、生活学校など地域
団体と連携し、イベントのより一層の充
実を図った。また、各団体の総会や研
修会などの場で、団体の資質向上のた
めの講習会の講師を務めた。

○

○

市民活動センター・男女共同参画
センターの登録団体で食育にも取
り組む団体が「食育のイベント」を
開催する際に、センターに案内チ
ラシを配架するとともに、会議室を
提供するなど、側面的な支援を
行った。

※
協議・
検討中

４ － （２） ５５

食育に関す
る地域の社
会資源との
連携による
推進

川西いずみ会（食生活改善推進員）
や川西・猪名川地域活動栄養士協
議会、川西市生活学校連合会など、
これまで食育に関して連携してきた
社会資源とさらなる連携を強化し、
家庭や地域に食を通じた取り組みが
浸透するよう事業展開します。

市民活動センター・男女共同参画
センターの登録団体で食育にも取
り組む団体が「食育のイベント」を
開催する際に、実施場所の提供だ
けでなく、ポスターや案内チラシの
配架など広報啓発への側面支援も
行っている。

地域の防災訓練、出前講座等で家
庭での備蓄食糧の準備の啓発を
行うとともに、本市においても計画
的な備蓄食料の管理に努めまし
た。以降、継続的に実施していきま
す。

現在生活学校連合会以外の
関係団体と関わりが希薄であ
ることや、生活学校連合会が
平成2７年度川西消費者の会
となり体制が変わったため、今
後の計画での掲載については
調整していく必要がある。

４ － （２） ５５

食育に関す
る地域の社
会資源との
連携による
推進

川西いずみ会（食生活改善推進員）
や川西・猪名川地域活動栄養士協
議会、川西市生活学校連合会など、
これまで食育に関して連携してきた
社会資源とさらなる連携を強化し、
家庭や地域に食を通じた取り組みが
浸透するよう事業展開します。

生活学校連合会が生活学習会｢地
産地消料理会」「放射能による食品
汚染とどう向き合うか｣を実施した。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

生活学校連合会が生活学習会「生
涯を通じて健全な食生活を」をテー
マに講師を川西いずみ会に依頼し
実施した。

市民活動センター・男女共同参画
センターの登録団体で食育にも取
り組む団体（川西市生活学校連合
会及びその加入団体やNPO法人
など）が、食育に関するイベントや
事業を実施する際に、開催場所の
提供だけでなく、運営方法につい
て相談対応したり、ポスター掲示・
案内チラシ配架で広報啓発への後
方支援を行っている。

市民活動センター・男女共同参画セン
ターの登録団体で食育にも取り組む団
体（川西市生活学校連合会・その加入
団体など）が、食育に関する講座やイベ
ントを実施しており、開催の場所提供だ
けでなく、効果的な運営方法についても
サポートしている。またポスター掲示・案
内チラシ配架で広報啓発への側面支援
を行っている。

地域の防災訓練、出前講座等で家庭で
の備蓄食糧の準備の啓発を行うととも
に、本市においても計画的な備蓄食糧
の管理に努めました。以降、継続的に
実施していきます。

○

県「災害時の食に備える」リーフレッ
トを配布。また兵庫県市町栄養士
連絡協議会阪神ブロックで、災害
初動時における食生活支援のあり
かたを検討。

※
協議・
検討中

「災害発生時の避難所等
での栄養・食生活支援の
あり方について（案）」手引
きは、H27年度末完成予定
で作業を進めている。

４ － （２） ５５

災害など緊
急時の備え
の啓発

災害に備え、家庭での備蓄品の啓
発や、市地域防災計画に基づき、計
画的に備蓄食料を管理します。ま
た、初期の避難所などでの食生活
支援手引き等の作成を検討します。

兵庫県市町栄養士連絡協議会阪
神ブロックで、災害初動時における
食生活支援のあり方を検討。

４ － （２） ５５

災害など緊
急時の備え
の啓発

災害に備え、家庭での備蓄品の啓
発や、市地域防災計画に基づき、計
画的に備蓄食料を管理します。ま
た、初期の避難所などでの食生活
支援手引き等の作成を検討します。

地域の防災訓練、出前講座等で家
庭での備蓄食糧の準備の啓発を
行うとともに、本市においても計画
的な備蓄食料の管理に努めまし
た。以降、継続的に実施していきま
す。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

地域の防災訓練、出前講座等で家
庭での備蓄食糧の準備の啓発を
行うとともに、本市においても計画
的な備蓄食料の管理に努めまし
た。以降、継続的に実施していきま
す。

兵庫県市町栄養士連絡協議会阪
神ブロックで、災害初動時における
食生活支援のあり方を引き続き検
討。

兵庫県市町栄養士連絡協議会阪神ブ
ロックで、災害初動時における食生活支
援のあり方を引き続き検討。

懸垂幕・のぼりのを作成し掲示、食
事バランスガイドの説明、野菜の積
極的摂取を啓発。２４年度は食育
推進のきんたくんを作成し、更なる
啓発を予定。

○ ○４ － （３） ５７

「食育月
間」、「食育
の日」の普
及と啓発

国の食育推進基本計画で定められ
た６月の｢食育月間｣や毎月19日の
「食育の日」、県で定められた10月
の「ひょうご食育月間」にあわせて、
食事バランスガイドの普及や野菜摂
取の勧め、家族と一緒に楽しく食事
をとることなどを普及啓発します。

23年度末の計画書に記載されてい
る事業の進捗状況を各所管に聞き
取り調査し、川西市食育推進会議
に報告するとともに意見を聴取し
た。

食育啓発用きんたくんを作成し、食
育の啓発に活用した。また、国や
県の食育月間等に合わせ懸垂幕
やのぼりの掲示を行った。

４ － （３） ５７

川西市食育
推進計画の
推進

庁内の食育に関連する部署間の連
携により計画内容の推進を図るとと
もに、定期的な評価を行います。

食育フォーラムで食育関連部署が
パネルを展示。平成２３年１２月地
点での計画書に記載されている事
業の進捗状況を各所管に聞き取り
調査し、川西市食育推進会議に報
告するとともに意見を聴取した。

※
協議・
検討中

○ ○ ○

○ ○

24年度末の計画書に記載されてい
る事業の進捗状況を各所管に聞き
取り調査し、川西市食育推進会議
に報告するとともに意見を聴取し
た。

忙しくて食に興味がない人でも、関
心をもってもらえる啓発媒体とし
て、「食育DVD」を官学連携で作成
した。健康教育で上映するほか、
市ホームページ上での閲覧や保健
センター、各公民館等で貸出を行
い、さまざまな場で閲覧してもらえ
るよう配慮した。

献血勉強会、4歳児歯科健診、健康教
育などの場で昨年度作成した食育DVD
を上映し、主に無関心層に向けた食育
の啓発を行った。

25年度末の計画書に記載されている事
業の進捗状況を各所管に聞き取り調査
し、川西市食育推進会議に報告すると
ともに意見を聴取した。また、計画書の
評価のため、アンケートを作成し、無作
為により抽出した市民1000人にアン
ケート調査を実施した。
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