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     計画の概要 

 

 計画改定の趣旨                      

 

小山市は首都東京から約 60 ㎞という優位な地理的条件を活かし、首都近郊農業とし

ての振興を図ってきました。また、命の源として、食とそれを支える農業の役割の重要

性を市民に理解を深めていただき、健全な食生活を送ることができるよう、これまで地

産地消、食育活動に積極的に取り組んできました。 

近年、食中毒事故や食品の偽装表示、異物混入事件など、社会を大きく揺るがす事故、

事件が多発しており、食品の安全性に対する関心がますます高まっています。こうした

中で生産者の顔が見え、安全・安心で、しかも新鮮な旬の農畜産物を提供し、豊かな食

生活を実現できるよう、生産者と消費者の距離を縮め、地元で生産されたものを地元で

消費するという、地産地消の取り組みが求められています。 

一方、少子高齢化、国際化、生活志向の多様化といった社会を取り巻く大きな変化は、

食に対する志向、食生活スタイルを大きく変化させつつあります。そして家庭や社会の

変容は、子どもたちの食生活をも大きく変化させています。次世代を担う子どもたちの

健やかな成長のために、食生活は基本的なことであり、食べ物に対する感謝の心を育て、

「食」に関する正しい知識と理解を深め、望ましい食習慣を身につけられるよう、食育

の充実が強く望まれています。 

このようなことから、平成 17 年度には「第 1 期おやま地産地消・食育推進計画」

を策定、また平成 21 年度には第 2 期計画、平成 26 年度には第 3 期計画を策定し、

家庭・地域・消費者・生産者・学校・関係機関等が一体となって、地産地消および食育

の推進活動に取り組んできたところです。 

そして、その後 5 年が経過しようとしており、これまでの活動を振り返り、また、「食」

の新しい動きを踏まえ、第 3 期に続く「第 4 期おやま地産地消・食育推進計画」（以下

「推進計画」という。）の策定が求められています。 

 

 推進計画の役割                      

 

本計画は、小山市（以下「本市」という。）における地産地消・食育推進の目標とする基

本方針と、その実現に向けた具体的な推進計画を明らかにし、今後の本市の地産地消・食育

の活動指針を定めるものであり、「食育基本法」第 18 条に規定する市町村食育推進計画お

よび、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律（六次産業化法）」第 41 条に規定する地域の農林水産物の利用の促進

に関する計画と位置づけます。 
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 計画期間                          

 

本計画の期間は、2019 年度（新年号１年度）から 2023 年度（新年号５年度）までの

５年間とします。 

計画期間の最終年度である 2023 年度には見直しを行い、本市における地産地消、食育

推進活動を評価しながら、その後の計画について検討していくこととします。 

なお、社会情勢の変化などによって、計画期間内においても見直しが必要になった場合に

は、随時、見直しを行います。 

 

 計画の推進体制                        

 

小山市地産地消・食育推進協議会が推進母体となり、本市の市民、生産者、行政、地域団

体、学校、関係機関等が連携して、計画の実施を推進します。 

 

 市民意識調査について                     

 

本計画を策定するにあたり、基礎的なデータを得るため「地産地消、食育に関するア

ンケート調査」を行いました。 

アンケートは未就学児（保護者回答）から 70 歳以上までの市民を対象に、３種類の

アンケートを行い、食の状況、地産地消に関することなどについて調査を実施しました。 

 ◆調査対象者及び調査方法 

①一般（16 歳以上）：郵送による配付・回収 

②児童・生徒の保護者：学校を通した配付・回収 

③児童・生徒   ：学校を通した配付・回収 

④乳幼児の保護者 ：幼稚園、保育施設を通した配付・回収 

   ◆調査期間 

 平成 30 年９月～11 月 

  ◆回収結果 

対象者 配付数 回収数 回収率 

① 一般 998 
1,197 55.5％ 

② 児童・生徒の保護者 1,160 

③ 児童・生徒 4,785 4,509 94.2％ 

④ 乳幼児の保護者 357 308 86.3％ 

 

 

 

 

 

 

 国、県の動向                       

 

①国の動向 

・ 国は平成 18 年６月に食育基本法に基づき、第 1 次の「食育推進基本計画」を策定、

その後の経過を踏まえ、平成 23 年３月には第 2 次計画、平成 28 年３月には第 3

次計画を策定しました。 

・ 第３次計画のコンセプトに「実践の環を広げよう」を掲げ、現在、計画を推進してい

ます。 

・ 本計画では、食育推進の施策についての基本的な方針に、次の５つの重点課題を掲げ

ています。 

重点課題１  若い世代を中心とした食育の推進 

重点課題２  多様な暮らしに対応した食育の推進 

重点課題３  健康寿命の延伸につながる食育の推進 

重点課題４  食の循環や環境を意識した食育の推進 

重点課題５  食文化の継承に向けた食育の推進 

 

②県の動向 

・ 栃木県は平成18年12月に栃木県食育推進計画「とちぎの食育元気プラン」を策定、

その後の施策推進の経過を踏まえ、平成 23 年３月に第 2 期計画、平成 28 年３月

に第３期計画を策定しました。 

・ 第３期計画では、基本理念を「県民一人一人が、生涯にわたり楽しく健全な食生活を

実践することにより、食に対する感謝の気持ちを深め、心身の健康と豊かな人間性を

育むこと」と定め、次の３つの基本目標を掲げています。 

基本目標１ 豊かな食に感謝し親しむ機会を増やします 

基本目標２ 健全な食生活による心身の健康を培う環境づくりを進めます 

基本目標３ 食の安全・安心等について関係者相互の信頼を築く取組を進めます 

・ また、基本理念、基本目標の実現のために、次の３つの重点プロジェクトを推進する

ことを定めています。 

プロジェクト１ 

学校給食における県産農産物の利用拡大と農業体験を通じた食育の推進 

プロジェクト２ 

世帯構成の変化や生活の多様化に対応した食育を支援する食環境づくりの推進 

プロジェクト３  

とちぎの魅力あふれる郷土料理と食文化の継承・創造・発信 
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