議題１－２

第２次食の安全安心・食育推進計画
の進捗管理について
～食育推進分野～

食育の推進は、食に関する正しい情報を選択する力を身につけ、自然の恩恵や食に関わる人々の活
動に感謝し、理解を深め、心身ともに健康な食生活を実践できる人を育てていくことであり、個人や
家庭だけでなく社会全体で取り組んでいくことを目標に①「市民自らが育む食」への理解と健全な食
生活の実践、②健全な食生活を実践するための環境整備、③市民運動としての食育の推進、④くまも
との自然環境と食文化に根ざした食育の推進、これら４つの基本的な施策を定め展開を行っている。
平成 29 年度の取組み
① 「市民自らが育む食」への理解と健全な食生活の実践（P3～5）
幼児・児童の家庭における朝食の欠食、孤食等の食生活の乱れと青年期以降の偏った食習慣が
引き起こす生活習慣病等の課題への対応として、1 歳 6 か月児、3 歳児健康診査時の栄養相談や
職場・大学などにおける食育実践講座、地域や学校で行っているふれあい出前講座 などを実施
した。
② 健全な食生活を実践するための環境整備（P6～8）
食の多様化が進む中、外食・中食を利用する人の増加に伴い、自ら健康につながる食の選択が
可能な環境整備を行う必要がある。このため飲食店へ「健康づくりできます店」の店舗数増加
の取組みを行った。また、「熊本市知りたい伝えたいくまもとの食」ホームページに離乳食等、
掲載の情報を更に充実させ、赤ちゃん訪問での全世帯配布や、地域の様々なイベントでＱＲコ
ード付きＰＲチラシを配布した結果、以前に比べて「食育のひろば（食育トップページ）」、
「離
乳食」等を閲覧している割合が高くなっている。
③ 市民運動としての食育の推進（P9～10）
食生活改善推進員など関係機関と連携し、各種イベント時に若者が取り組みやすい簡単レシピ
等、啓発活動を実施した。
また、
「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」メンバーにて、栄養成分表示啓発チラシを作成
した。子育て中の親世代は、子ども、家族、親の健康づくりでキーとなる世代であり、子ども
の食育推進ネットワークの地域における食育活動において、このチラシを活用している。
④ くまもとの自然環境と食文化に根ざした食育の推進（P11～14）
幼少期からくまもとの食文化に親しむため、保育園・幼稚園、地域等において、郷土料理の啓
発や提供を継続的に行った。
平成 30 年度重点的に行う取組み
平成 29 年度の「熊本市食の安全安心･食育推進会議」における審議を受け、次のとおり実施します。
① ホームページ「食育のひろば」のＰＲ
ホームページには、
「食育とは」
「離乳食の進め方とレシピ」
「すこやか食生活改善講習会献立レ
シピ」
「郷土料理レシピ」
「ひご野菜レシピ」「保育園給食写真」「食育取組み報告」等、多様な
情報を掲載している。昨年度に引き続き、ＱＲコード付きＰＲチラシを作成し、赤ちゃん訪問
での全世帯配布や、地域の様々なイベントで配布し、広報媒体を活用して市民の食育への関心
を高めていく。また、災害に備える食について、作成したチラシもホームページに掲載し、消
防局や防災関連のイベント主催課など、新たな連携を図り推進していく。
② 子育て中の保護者への栄養成分表示の活用の啓発
子育て中の世代は、働き盛りでもあり、子ども・家族・親の健康づくりでキーとなる世代であ
るため、
「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」メンバーにて作成した栄養成分表示啓発チラ
シを、地域における食育活動において配布し、啓発していく。
③ 特に若い世代への食育啓発として、健全な食生活の実践に向け、高校や大学等において食育実
践講座の開催に力を入れる。
④ 食環境整備として引き続き「健康づくりできます店」の広報強化及び登録店舗の増加を図る。
また、新たに「毎日野菜をプラス 1 皿」（約 70ｇ）をスローガンに、不足気味である野菜を摂
取しバランスの良い食事ができるような環境づくりを食品関連事業者と共に実施する。
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第２次 熊本市食の安全安心・食育推進計画（平成２５年度～平成３０年度） 「食育推進」施策の体系
４つの視点
の全
Ａ理 て
解の
の市
増民
進の
食
育
へ

５つの基本的施策

Ⅰ
「市民自らが育
む食」への理解
と健全な食生活
の実践

健
Ｂで
き全
るな
の食
環生
境活
整が
備実
践

Ｃ

食市
育民
の運
推動
進と
し
て
の

D

（１）家庭における食育の推進

（２）学校・保育所・幼稚園等における食育の推進

健全な食生活を
実践するための
環境整備

Ⅲ
市民運動としての
食育の展開

くまもとの自然環境
と食文化に根ざした
食育の推進

Ⅴ食育を通じた食の
安全・安心の確保
（共通）

取り組むべき施策
1)
2)
3)
4)
5)

「食卓」の重要性についての啓発
食を楽しむことについての啓発
子どもの頃からの体験を通じた食育
高齢者の食の自立を目指した食育
男女共同参画による食育の推進

6) 保育所・幼稚園等における食育の推進
7) 小・中学校における食育の指導体制及び内容の充実
8) 学校給食の充実

成果指標
① 食育に関心がある市民の割合
② 「朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数の増加」
※1週間のうち朝食又は夕食を家族と一緒に食べる回数

③ 1週間あたりの朝食について
※幼児は「毎日食べる割合」、他は「ほとんど食べない」と答えた割合

④ 体験型食育活動の取り組み（実施園数/全施設数）【保育園】
⑤ 体験型食育活動の取り組み（実施園数/全施設数）【幼稚園】
⑥ 授業参観・懇談会等で保護者へ食育の啓発を行った学校の割合

（３）職場･大学等における食育の推進

9) 従業者・大学生等に対する食育の推進
10) 事業者から発信する食育

⑦ 企業、大学等での食育に関する講座の開催（件数）

（１）日本型食生活の実践へ向けた情報の発信

11) 「食事バランスガイド」「食育ガイド」等を活用した食生活の実践への支援
12) 区役所保健子ども課等における食育に関する普及啓発活動の推進
13) 生活習慣病予防等についての啓発

⑧ 栄養に関する表示等を参考にしている市民の割合
⑨ 内臓脂肪症候群の予防や改善のために適切な食事、定期的な運動、
体重測定を継続的に実践している市民の割合

（２）食生活改善をサポートする人材の育成

14) 管理栄養士・栄養士、専門調理師等、専門的知識を有する人材
の育成と活用促進
15) 食生活改善推進員等、地域支援者の育成

⑩ 食育の推進に関するボランティア数

（３）食品関連事業者等と連携した食育の推進

16) 飲食店や食品販売店におけるヘルシーメニューの提供促進
17) 食品工場見学等、体験を通じた食育の推進
18) 事業者等に対する食育の普及啓発の促進

⑧ 栄養に関する表示等を参考にしている市民の割合

（１）市民協働による食育運動の展開

19) 食育に関する機運の醸成
20) 関係団体と連携した食育運動の展開

① 食育に関心がある市民の割合
⑪ 食生活面で「くまもとらしさ」を感じたことがある市民の割合

（２） 食育支援団体のネットワークの整備

21) 関係団体とのネットワーク体制の整備と情報の一元化

⑫ 「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」における連携活動した団体等の割合

（１）生産者と消費者の交流促進

22) 生産者と消費者の交流会の開催
23) 農林漁業体験を通じた食育活動の推進

⑬ 農林漁業体験を経験した市民の割合の増加

（２）地産地消の促進

24) 「くまもとらしさ」を活かした地産地消の推進
25) 学校給食や飲食店等への地元産物のＰＲと活用促進

⑭ 進んで地元農産物を購入する市民の割合
⑮ 学校給食における地元農産物を使用する品目数

（３）くまもとの食文化の伝承

26) 伝統料理や郷土料理等に関する情報提供の促進
27) 関係団体との連携による食文化伝承に関わる活動の推進

⑯ 家庭での食事に郷土料理等を取り入れている市民の割合

（４）食育を通じた環境保全

28) 食育を通じた環境保全
29) 環境保全体験を通じた食育活動の推進

⑰ ごみを少なくするため「買いすぎ」「作りすぎ」をしないよう心がけている市民の割合
⑱ 熊本市の良質な水がおいしさの基になっていると思う市民の割合

（１）食の安全性や栄養等に関する理解の促進

30) 食の安全性に関する体験を通じた食育活動の推進
31) 食育を通じた食の安全に関する情報の共有化
32) 基礎的な調査・研究等の実施

Ⅱ

Ⅳ
活「
く
か
ま
し
も
た
と
食
ら
育
し
の
さ
推」
進を

施策の方向性

食品の安全性に関する知識があると思う市民の割合
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Ⅰ「市民自らが育む食」への理解と健全な食生活の実践
（1）家庭における食育の推進
取り組むべき施策
①「食卓」の重要性についての啓発
②食を楽しむことについての啓発
③子どもの頃からの体験を通じた食育
④高齢者の食の自立を目指した食育
⑤男女共同参画による食育の推進

妊婦一般健康診査事後指導

3・7か月健康診査事後指導

【H30目標】100％
【H29実績】100％

【H30目標】100％
【H29実績】100％

小児生活習慣病予防検診

乳幼児ママパパ教室

妊婦健康診査受診率

【H30目標】継続実施
【H29実績】6,293人

【H30目標】100％
【H29実績】99.3％

乳幼児経過観察健診

3か月児健康診査受診率

【H30目標】100％
【H29実績】79.8％

【H30目標】100％
【H29実績】97.6％

【H30目標】減少
【H29実績】小学生7.4％
中学生8.3％

1歳6か月児健康診査受診率

7か月児健康診査受診率

【H30目標】100％
【H29実績】97.2％

【H30目標】100％
【H29実績】96.4％

3歳児健康診査受診率
【H30目標】100％
【H29実績】97.2％

保育所・給食体験

介護予防事業

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

【H30目標】継続実施
【H29実績】2,877回

結婚・子育て応援サイトでの食事に関する情
報提供
【H30目標】－ ※目標設定時サイト未開設
【H29実績】実施

育児教室

もうすぐパパママ教室

【H30目標】継続実施
【H29実績】休止

【H30目標】継続
【H29実績】休止

※H29年度から事業休止。子育て
ほっとステーションにおいて子育
て支援機関への技術支援を継続し
て実施。

※H29年度から事業休止。子育て
ほっとステーションにおいて、子育
て支援機関、地域での開催時に技術
支援を継続して実施している。

精神障がい者サロン、当事者勉強会
Ｈ27より事業廃止のため、実績無し

〈関係部署〉
子ども政策課、各区役所保健子ども課、子ども支援課、高齢介護福祉課、各区役所関係課、
障がい保健福祉課、子育て支援センター、健康教育課
保健事業における健康づくり支援
【H29実績】特定保健指導（積極的支援19件、動機付け支援116件）
健康相談・栄養指導 1件
ヘルシーな健康料理教室＆セミナーの開催：4回開催

熊本市子ども文化会館歯科健康講座
【H29実績】
参加者乳幼児34人、保護者32人

〈関係団体〉
熊本県総合保健センター、熊本県歯科衛生士会
〈成果指標〉
Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

73.4%

69.1%

75.8%

90%

10回

10回

9回

さらに増加

幼児

95.3%

96.2%

96.9%

100%

※幼児は「毎日食べる割合」

小学５年生

※0.9%

0.9%

1.7%

0%

※他は「ほとんど食べない」と答えた割合

中学２年生

※2.0%

2.6%

4.2%

0%

２０代男性

29.4%

22.6%

18.9%

15%

３０代男性

29.4%

16.2%

17.3%

15%

６５歳以上

3.7%

1.8%

3.3%

0%

No.

項

目

①

食育に関心がある市民の割合

②

「朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数の増加」
※１週間のうち朝食又は夕食を家族と一緒に食べる回数

１週間あたりの朝食について

③
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Ⅰ「市民自らが育む食」への理解と健全な食生活の実践
（2）学校・保育所・幼稚園等における食育の推進
～経験から学ぶ食の大切さ～
取り組むべき施策
⑥保育所・幼稚園等における食育の推進
⑦小・中学校における食育の指導体制及び内容の充実
⑧学校給食の充実
保育所給食における給食実物等の展示

「給食だより」や「食育だより」の発行（健康教育課）

【H30目標】継続実施
【H29実績】公立100%
私立71.5% (私立242園中173園)

【H30目標】100％
【H29実績】100％

わくわく楽しい学校給食作品展

「食育の日」の実践と食に関する指導資料集（給食時間）の作成

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

「食育だより」の発行（保育幼稚園課）

生活習慣改善啓発パンフレットの作成・配布

【H30目標】100％
【H29実績】公立100%
私立93.0%(私立242園中225園)

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

健康手帳（小中学生用）の作成・配布・活用
【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

保護者の保育参観
【H30目標】継続実施
【H29実績】公立100%
私立76.0%（私立242園中184園）

保育所での体験型食育
【H30目標】100％
【H29実績】公立100%
私立87.2%（私立242園中211園）

〈関係部署〉
保育幼稚園課、健康教育課

小学校歯磨き巡回指導

わんぱく祭り

【H29実績】平成29年6・11月 10校
3年生21学級 児童数570人
特別支援学級6校 児童数49人

【H29実績】食育パネルの展示、防災食の試食・試飲、
食育ゲームを実施。参加者約300名

鶴屋保育園給食改善事業
【H29実績】事業所内保育施設における給食改善と食育実施

〈関係団体〉
熊本市保育園連盟、熊本県歯科衛生士会、熊本県立大学
〈成果指標〉
No.

項

目

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

体験型食育活動の取り組み（実施園数/全施設数）
【保育園】

公立

※100%

100%

集計中

私立

※90.4%

94.8%

集計中

⑤

体験型食育活動の取り組み（実施園数/全施設数）
【幼稚園】

公立

100%

100%

集計中

私立

100%

100%

集計中

⑥

授業参観・懇談会等で保護者へ食育の啓発を行った学校の割合

※97.0%

98.5%

集計中

④

※参考：⑥授業参観・懇親会で保護者へ食育の啓発を行った学校の割合（旧成果指標および目標）
H24（48.5％） H27（46.7％） 目標値（H30）（60％）
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H30
目標値
100%

100%
100%

Ⅰ「市民自らが育む食」への理解と健全な食生活の実践
（3）職場・大学等における食育の推進
取り組むべき施策
⑨従事者・大学生等に対する食育の推進
⑩事業者から発信する食育
ふれあい出前講座

中食を中心とした食生活改善マニュアルの活用

【H30目標】40回
【H29実績】11回

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

食育実践講座の開催
【H30目標】30件
【H29実績】20件

〈関係部署〉
生涯学習課、健康づくり推進課、各区役所保健子ども課

大学生を対象とした食生活調査

学生主体の料理教室

【H29実績】対象者1,500人

【H29実績】2回開催。参加者約20人

食育に関する活動報告
【H29実績】全国食育推進大会における活動報告、栄養改善学会学術総会における発表

学食における食育メニュー提供
【H29実績】
・食育メニュー提供、食育デザートビュッフェ実施約2,000食提供
・ベジチャージ＠学食キャンペーン（野菜不足解消のためスープを提供）約750食提供

食育に関する図書館展示
【H29実績】季節ごとにテーマを決め、図書館に食育
コーナーを設置。

〈関係団体〉
熊本県立大学
〈成果指標〉
No.
⑦

項

目

企業、大学等での食育に関する講座の開催（件数）

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

19件

29件

※20件

30件

※H29基準値
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Ⅱ

健全な食生活を実践するための環境整備

（1）日本型食生活の実践へ向けた情報の発信
取り組むべき施策
⑪「食事バランスガイド」「食育ガイド」等を活用した食生活の実践への支援
⑫区役所保健子ども課等における食育に関する普及啓発活動の推進
⑬生活習慣病予防等についての啓発
すこやか食生活改善講習会

食育に関する全市的広報

食に関するホームページへの情報掲載

【H30目標】39,500人
【H29実績】49,520人

【H30目標】増加
【H29実績】9回

【H30目標】増加
【H29実績】103,426人

妊産婦健康相談

40～64歳の健康教育

公立児童発達支援事業

【H30目標】継続実施
【H29実績】3,656人

【H30目標】継続実施
【H29実績】6,739人

【H30目標】増加
【H29実績】5,388人

40～64歳の健康相談

育児相談

CKD対策事業

【H30目標】継続実施
【H29実績】2,816人

【H30目標】継続実施
【H29実績】3,669人

【H30目標】200人
【H29実績】234人

もうすぐパパママ教室

育児教室

栄養成分表示実施店舗の紹介

【H30目標】継続
【H29実績】休止

【H30目標】継続実施
【H29実績】休止

【H30目標】25店
【H29実績】休止

※H29年度から事業休止。子育て
ほっとステーションにおいて、子育て
支援機関、地域での開催時に技術支援
を継続して実施している。

※H29年度から事業休止。子育
てほっとステーションにおいて
子育て支援機関への技術支援を
継続して実施。

※H28年度から事業休止。事業者からの相談対応体制は継続。

ピカピカカミカミ教室
【H30目標】継続
【H29実績】休止
※H29年度から事業休止。子育てほっとステーションにおいて子育て支援機関への技術支援を継続して実施。

〈関係部署〉
健康づくり推進課、各区役所保健子ども課、子ども政策課、保育幼稚園課、食品保健課

食事バランスガイド地域普及講習会

CKD対策事業
かかりつけ医と栄養士との栄養連携システム

【H29実績】地域住民に実施

【H29実績】Ｈ29年1月～12月まで1,444件実施

生涯骨太クッキング
【H29実績】参加者19人

食育・健康フェスティバル（県立大学）
【H29実績】参加者約750人

食育教室2017（専修学校常盤学院）
【H29実績】参加者約36人

〈関係団体〉
熊本市食生活改善推進員協議会、熊本県栄養士会、熊本県立大学、専修学校常盤学院
〈成果指標〉
No.

項

目

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

⑧

栄養に関する表示等を参考にしている市民の割合

69.0%

67.9%

65.2%

80%

⑨

内臓脂肪症候群の予防や改善のために適切な食事、定期的な運動、
定期的な体重測定を継続的に実践している市民の割合

27.7%

32.1%

33.5%

50%

6

Ⅱ健全な食生活を実践するための環境整備
（2）食生活改善をサポートする人材の育成
取り組むべき施策
⑭管理栄養士・栄養士、専門調理師等、専門的知識を有する人材の育成と活用促進
⑮食生活改善推進員等、地域支援者の育成
食品情報の迅速で正確な収集と発信
（食品安全情報ネットワーク）
【H30目標】24回以上
【H29実績】28回

食生活改善推進員各区研修会
【H30目標】増加
【H29実績】1,915人

栄養士・管理栄養士養成施設臨地実習および校外実習生受け入れ
【H30目標】継続実施
【H29実績】32人

栄養教諭養成施設教育実習生受け入れ
【H30目標】継続実施
【H29実績】3人

食生活改善推進員全体研修会
【H30目標】継続実施
【H29実績】149人

栄養士・管理栄養士養成施設実習生受け入れ

栄養士及び調理師対象の衛生教育
【H30目標】700人
【H29実績】222人

【H30目標】継続実施
【H29実績】40人

地域歯科保健研修会等の開催

食生活改善推進員養成講座
（すこやかくまもと栄養セミナー）の開催

【H30目標】40％
【H29実績】30.3％

【H30目標】継続実施
【H29実績】73人

食育担当者等研修会栄養教諭・学校栄養職員研修会の実施

8020推進員養成講座の開催

【H30目標】継続実施
【H29実績】食育担当者研修会196人
栄養教諭・学校栄養職員研修会66人

【H30目標】継続実施
【H29実績】49人

〈関係部署〉
各区役所保健子ども課、健康教育課、指導課、食品保健課、健康づくり推進課

保育士・調理師合同研修会

CKD対策研修会

【H29実績】参加者111名

【H29実績】4回実施。参加者延べ211人

｢くまもと食育ガイドブック｣出版、講義
【H29実績】H29.9月に出版。講義受講者約170人

〈関係団体〉
熊本市保育園連盟、熊本県栄養士会、熊本県立大学
〈成果指標〉
No.
⑩

項

Ｈ24
基準値

目

食育の推進に関するボランティア数

1,208人

H27
中間値

H30
速報値

1,410人 ※1,536人 1,600人
※H29基準値
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H30
目標値

Ⅱ健全な食生活を実践するための環境整備
（3）食品関連事業者等と連携した食育の推進
取り組むべき施策
⑯飲食店や食品販売店におけるヘルシーメニューの提供促進
⑰食品工場見学等、体験を通じた食育の推進
⑱事業者等に対する食育野普及啓発の促進
健康くまもと21推進事業（健康づくりできます店）
【H30目標】200店
【H29実績】217店

食品関連事業者向け研修会の開催
【H30目標】増加
【H29実績】63人

食品関連事業者等への支援
【H30目標】増加
【H29実績】休止
※H28年度から事業休止。事業者からの相談対応体制は継続。

〈関係部署〉
健康づくり推進課、食品保健課、各区役所保健子ども課

市場見学会
【H29実績】17団体457人受け入れ

〈関係団体〉
（株）熊本地方卸売市場

〈成果指標〉
No.
⑧

項

目

栄養に関する表示等を参考にしている市民の割合

8

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

69.0%

67.9%

65.2%

80%

Ⅲ

市民運動としての食育の推進

（1）市民協働によるくまもと食育市民運動の展開
取り組むべき施策
⑲食育に関する機運の醸成
⑳関係団体の連携した食育運動の展開
食生活改善推進員地区組織活動の支援

8020推進員活動支援事業
【H30目標】増加
【H29実績】623件

若い世代への健康に関する啓発

食育に関する消費者セミナーの実施

【H30目標】65,000人
【H29実績】42,815人

【H30目標】増加
【H29実績】606人

【H30目標】継続実施
【H29実績】141人

農産物フェア（秋のふれあい収穫祭等）開催事業への支援

くまもと食農応援団活動の支援

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

【H30目標】継続実施
【H29実績】休止

健康くまもと21推進（健くま塾）
【H30目標】継続実施
【H29実績】廃止

熊本市民健康フェスティバル

食と健康フェア

【H30目標】20,000人
【H29実績】休止
※熊本地震の影響でH28～休止

【H30目標】1回/年
【H29実績】廃止
※食育月間や各区において市民啓発実施

〈関係部署〉
健康づくり推進課、各区役所保健子ども課、農水ブランド戦略室、東農業振興課、西農業振興課、南農業振興課、北
農業振興課、生活安全課消費者センター、感染症対策課
熊本市各種イベントへの参加（食生活改善推進員）

｢食育アイランド九州｣交流会

【H29実績】ふれあい収穫祭、田崎市場感謝祭、熊本城マラ
ソン等参加

【H29実績】参加者約150人

生涯骨太クッキング

男性のための料理教室

【H29実績】19人

【H29実績】22人

おやこの食育教室事業
【H29実績】23人

牛乳飲用消費拡大事業

子育てサークル等での食育活動
【H29実績】1,376回参加者6,090人

すこやか食生活改善講習会
【H29実績】92校区実施 2,084人
菊陽町介護福祉・健康フェア
【H29実績】講演会・栄養指導・パネル展示

【H29実績】3回参加者55人

歯の祭典
【H29実績】来場者数1,235人
高齢者対象「健口講座」
【H29実績】32人

生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業

エコレシピチャレンジ講座開催

【H29実績】家庭訪問648軒、イベント等44回758人

【H29実績】39回参加者942人イベント啓発数1,680人

歯たちの健診
【H29実績】78人

菊陽町すぎなみフェスタ
【H29実績】栄養指導及び展示

歯磨き巡回指導
【H29実績】6月11月、各5校

いきいき未来のつどい
【H29実績】来場者数23人

【H29実績】ふれあいフェスタin北部、東町フェスティバル、はぁもにぃ
ＦＥＳＴＡ2017における栄養相談の実施延べ205人

pre食育の日
【H29実績】大麦を使っ
たメニューを学食で提供。
約150食提供

食育の推進（PTA協議会）

母子福祉支援活動「クリスマス親子料理教室」
【H29実績】106人

｢懐石塩器｣食育学習授業
【H29実績】小学校1校

【H29実績】学校給食・保健に関わる10委員会に参加

子どもの食育推進ネットワークへの
参加
【H29実績】会議・研修会参加、エ
リア活動

市民啓発事業（熊本県栄養士会）

保育フェスタ
【H29実績】給食などのパネル・実物展
示、おやつ試食配布。参加者約300人

食育訪問
【H29実績】
幼稚園1件

食育の推進（私立幼稚園・認定こども園協会）
【H29実績】食育に関する情報や研修会案内の配布
及び研修会への参加を加盟園へ促す

健軍医商連携事業「健康フェア」
【H29実績】栄養相談69件

和食文化の継
承と発展

熊本市民健康フェスティバルへの参加
【H29実績】開催無し

【H29実績】
食中毒流行に
より中止

〈関係団体〉
熊本市食生活改善推進員協議会、熊本市歯科医師会、熊本県歯科衛生士会、熊本県栄養士会熊本市地域事業部、熊本
市民生委員児童委員協議会、熊本市PTA協議会、熊本市私立幼稚園・認定こども園協会、熊本市保育園連盟、熊本県
立大学、全日本司厨士協会、熊本県調理師会、日本調理師協和庖眞会、学校法人尚絅学園
〈成果指標〉
No.

項

目

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

①

食育に関心がある市民の割合

73.4%

69.1%

75.8%

90%

⑪

食生活面で「くまもとらしさ」を感じたことのある市民の割合

52.9%

57.1%

53.6%

65%
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Ⅲ

市民運動としての食育の推進

（2）食育支援団体のネットワークの整備
取り組むべき施策
㉑関係団体とのネットワーク体制の整備と情報の一元化

熊本市子どもの食育推進ネットワーク
【H30目標】増加
【H29実績】386団体

熊本市子どもの食育推進ネットワーク全体研修会
【H30目標】増加
【H29実績】201人

熊本市子どもの食育推進ネットワーク地域研修会
【H30目標】増加
【H29実績】546人

食の安全安心・食育推進会議
【H30目標】継続実施
【H29実績】3回

〈関係部署〉
健康づくり推進課、食品保健課、関係各課、各区役所保健子ども課

〈成果指標〉
No.
⑫

項

目

「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」における
連携活動した団体等の割合

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

37.6%

62.7%

※62.6％

60%

※H29基準値
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Ⅳ

くまもとの自然環境と食文化に根ざした食育の推進

（1）生産者と消費者の交流
取り組むべき施策
㉒生産者と消費者の交流会の開催
㉓農林漁業体験等を通じた食育活動の推進

学校農園等での栽培活動

市民と水産業との交流促進

【H30目標】100％
【H29実績】100％

【H30目標】増加
【H29実績】54名

生産者との給食交流会

ファミリー農園

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

【H30目標】1,500区画（25農園）
【H29実績】838区画（13農園）

すこやか交流広場管理運営事業

食農体験事業

【H30目標】100％
【H29実績】88％

H26年度から事業休止

〈関係部署〉
健康教育課、東農業振興課、西農業振興課、南農業振興課、北農業振興課、健康福祉政策課、
指導課、水産振興センター、農業政策課

あぐりキッズスクール

米づくり体験出前授業

【H29実績】年8回実施

【H29実績】託麻原小学校（種まき、田植え、稲刈り）3回100名
白山小学校（種まき、田植え、稲刈り）3回100名
健軍小学校（種まき、田植え、稲刈り）3回100名
託麻北小学校（米授業）100名
本荘保育園（田植え）20名

JA熊本市夢未来農業祭
【H29実績】来場者数2万人

〈関係団体〉
JA熊本市
〈成果指標〉
No.
⑬

項

目

農林漁業体験を経験した市民の割合の増加

11

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

37.7%

27.5%

29.6%

50%
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（2）地産地消の促進
取り組むべき施策
㉔「くまもとらしさ」を生かした地産地消の推進
㉕学校給食や飲食店等への地元産物のPRと活用促進

「農とぴあ」地域の活動支援

学校栄養職員等の生産地視察

【H30目標】6地域
【H29実績】8地域

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

保育所給食における地産地消の推進

「ひご野菜」の認知度向上及び普及拡大

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

学校給食における地元産物の利用

農産品直売所支援

【H30目標】45品目
【H29実績】33品目

【H30目標】増加
【H29実績】16箇所

〈関係部署〉
農水ブランド戦略室、保育幼稚園課、健康教育課、農業政策課、東農業振興課、西農業振興課、南農
業振興課、北農業振興課

小・中学校及び福祉施設等へ熊本市産ノリを提供

田崎市場感謝祭

【H29実績】小学校3校に2,340枚の焼海苔を配布した。

【H29実績】参加者約5万人

くだものセミナー
【H29実績】みかん収穫体験及びセミナー受講。参加者学生31人、教員2人

〈関係団体〉
熊本市漁業後継者クラブ、学校法人尚絅学園、（株）熊本地方卸売市場
〈成果指標〉
No.

項

目

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

71.2%

80%

※33品目

45品目

⑭

進んで地元農産物を購入する市民の割合

69.4%

68.3%

⑮

学校給食における地元農産物をしようする品目数

39品目

40品目

※H29基準値
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（3）くまもとの食文化の伝承
取り組むべき施策
㉖伝統料理や郷土料理等に関する情報提供
㉗関係団体との連携による食文化伝承に関わる活動の推進

郷土料理の実施とそれに伴う啓発活動
【H30目標】小学校100％、中学校100％
【H29実績】小学校100％、中学校100％

保育園児と地域住民との交流会
【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

郷土料理等を掲載した給食レシピ集の発行
【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

郷土料理啓発活動
【H30目標】継続実施
【H29実績】実施

〈関係部署〉
健康教育課、保育幼稚園課、健康づくり推進課

郷土料理教室

学食レシピコンテスト

【H29実績】ひご野菜料理教室開催。参加者19人

【H29実績】ひご野菜を使ったカレーレシピの募集。応募総数196点

〈関係団体〉
学校法人尚絅学園

〈成果指標〉
No.
⑯

項

目

家庭での食事に郷土料理等を取り入れている市民の割合

13

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

49.2%

45.5%

68.6%

70%
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（4）食育を通じた環境保全
取り組むべき施策
㉘食を通じた環境保全に関する情報提供の促進
㉙環境保全体験を通じた食育活動の推進

水質監視

生ごみ減量対策

環境にやさしい店の推進

【H30目標】100％
【H29実績】100％

【H30目標】2,500人
【H29実績】1,380人

【H30目標】増加
【H29実績】149店舗

小学校への副読本配布

環境保全に関する市民啓発

環境にやさしい農業の推進

【H30目標】8,500人
【H29実績】7,500人

【H30目標】増加
【H29実績】2,605人

【H30目標】2,090経営体
【H29実績】1,702経営体

広域水保全対策

ごみ減量化・リサイクル推進ポスターコンクール

【H30目標】450人
【H29実績】210人

【H30目標】1,200点
【H29実績】実施せず
市独自のコンクールは中止し、環境省及び3Ｒ活動推進フォーラム主催「3Ｒ
促進ポスターコンクール」への応募を実施。

〈関係部署〉
環境対策課（温暖化対策室）、水保全課、ごみ減量推進課、環境総合センター、農業支援課

〈成果指標〉
No.

項

目

Ｈ24
基準値

H27
中間値

H30
速報値

H30
目標値

⑰

ごみを少なくするため「買いすぎ」「作りすぎ」を
しないよう心がけをしている市民の割合

69.9%

66.9%

73.8%

75%

⑱

熊本市の良質な水がおいしさの基になっていると思う
市民の割合

80.8%

81.8%

79.0%

85%
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