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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

 

（6）ＪＡバンク食農教育応援事業 

ＪＡバンク東京（東京都） 

新規 継続 

  

○ 

（平成 23年 1月） 

 

1 動機（経緯） 

ＪＡバンク東京では、食への関心や食を支える農の役割、地域の食文化に対する理解を広

げることを目的として、園児・小中学生を対象とした食農教育活動を平成 23 年 1 月より

実施しています。 

2 概要 

都内 14ＪＡにおける活動内容は以下のとおりです。 

ＪＡ名 活動名 活動内容 

西東京 あぐりキッズスクール ジャガイモ等の種まき・収穫 

にしたま 親子農業体験 さつまいもの植付・収穫 

あきがわ あぐりスクール 親子を対象とした農業体験 

八王子 親子農業ツアー 農林畜産物生産現場の見学 

東京みなみ 夏休みこども村 農業学習、収穫体験 

町田市 学童農園設置事業 稲作体験 

マインズ 農業体験 ジャガイモ等の種まき・収穫 

東京みどり 稲作体験 稲作体験 

東京みらい 地場産野菜収穫体験 さつまいも収穫体験 

東京むさし 学童農園 収穫体験発表、収穫物の展示 

東京中央 屋上田んぼ教室 田植え、稲刈り 

世田谷目黒 給食から学ぶ 
地場産野菜（大根）の提供 

区内の農業について学ぶ 

東京あおば 夏休み子ども村 農業学習、収穫体験 

東京スマイル 学校給食への食材提供 地場産野菜（小松菜）の提供 
 

3 成果（効果） 
食農教育活動を通じて、食への関心、食を支える農の役割、地域の食文化に対する理解を

広げることができました。 

4 今後の予定 平成 30年度も同様に実施し、食の大切さを広げていきます。 
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