
 

 

（様式） 

事例タイトル   
ニコニコ北っ子・ 

 親子で学ぶ京の旬野菜クッキング 

実施主体 京都市北保健センター 
連携機関 大谷大学・大谷大学短期大学部 
     京都市農業協同組合大宮支部 
     「健康長寿のまち・北区」推進会議 

目 的 
 
 

○地元産の旬野菜を使用した調理実習や野菜の育て方を親子で学び，地域の農産物に親しみ
を持っていただく。 
○和食文化や健康的な食事について理解を深める。 

対象者、場所 
京都市北区在住の小学１～３年生９名と保護者 
大谷大学 調理実習室 

実施時期 
平成２８年１０月２９日（土）午前１０時～午後１時 

活動内容 
 
 

 

➀ 講話「一汁三菜の配膳を知りましょう」（講師：食育指導員） 

   和食の基本の配膳ルールについての学習。 

   家庭で復習できるようランチョンマット，一汁三菜の料理カードを配布。 
 

 

 

 

 

 

➁ 講話「手洗いについて」（講師：大谷大学学生ボランティア） 

 紙芝居，歌を用いて「正しい手の洗い方」を学習。 

 

➂ 調理実習（講師：北保健センター 管理栄養士） 

 北区産の旬野菜を使用し，親子で実践できる一汁三菜メニューの調理実習を実施。 

  

➃ 家庭でできる野菜栽培のお話（講師：JA京都市 大宮支部） 

 JA京都市大宮支部長による旬野菜及び家庭での野菜作りについての講話を実施。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※JA京都市大宮支部から，調理実習用の食材と参加者に配布する野菜の種を提供いただ 

いた。（提供食材：キャベツ，ほうれんそう，葉大根，さつまいも） 

※保健センターで栽培した小松菜の成長記録を展示し，一部をみそ汁の具として使用

た。 
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成 果 
 

 
大学，農業協同組合，食育ボランティアと協同して取り組むことで，満足度の高い事業を実
施することができた。アンケート結果から，複数の講話や体験を通じて子どもだけでなく，
保護者にも気づきを与え，食生活を見直す有意義な機会となったことが分かった。 
 

課題及び今後の展望 
 

 
○今後も地域の関係機関・団体等と連携を図り，健康づくり事業を展開していきたい。 
○秋は他の行事の開催も多く，参加者の募集に苦慮した。開催時期や広報の検討が必要であ
る。 
 

（記入者 職・氏名）京都市北保健センター 健康づくり推進課  

          成人保健・医療担当 管理栄養士 藤岡 良美 

（連絡先）TEL 075-432-1438     FAX 075-451-0611          
     E-mail shqbb321@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル にっこり元気フェスタ 
実施主体 京都市左京保健センター 
連携機関 京都市左京区食育指導員 

目 的 
 
 

 
○主食，汁，主菜，副菜をそろえるゲームを行い，楽しみながらバランスのよい食事につい
て考えてもらう。 
 
 

対象者、場所 
京都市左京区民（成人）（参加者２４名） 
京都市左京保健センター 

実施時期 平成２８年１２月７日（水）午後１時４５分～午後４時 

活動内容 
 
 

 
 健康づくりのイベントの中で，左京区食育指導員が食育ブースの出展を行いました。 
 

 ○ブース内容 

 食育ゲーム「主食，汁，主菜，副菜をそろえてバランスよく食べよう。」 

  ・カードを使った，主食，汁，主菜，副菜をそろえるゲームを行った。 

  ・主食，主菜，副菜をそろえるとバランスの良い食事になること及び 

   配膳の仕方について講話を行った。 
  
  ＊その他，災害時の備蓄の啓発も 
   同時に実施した。 
 
 

成 果 
 

 
 成人対象のイベントであるため，「主食，主菜，副菜を食べましょう」という話をしても
よいが，ゲーム仕立てすることにより，食事に菓子類のカードはだめで，食事のカードをそ
ろえないといけないことで，バランスの良い食事を体感してもらうことができた。 
 参加者が，話を聞いているよりも，動きがあるため大変楽しそうにゲームに参加していた。 
 

課題及び今後の展望 
 

 
 健康づくりのイベントであるため，参加人数が確定しないので，１回のゲームの時間等の
調整が必要である。 
 参加者が，健康づくりの食事はどのようにしたらよいか振り返る部分をつくって行きたい。 
 

（記入者 職・氏名）京都市左京保健センター 管理栄養士 奥 泰子 

（連絡先）TEL 075-702-1219 FAX 075-791-9616  E-mail okubi912＠city. kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル 
食育セミナー「旬野菜で健康クッキング」 

実施主体  京都市中京保健センター 
連携機関 

目 的 
 
 

  
 野菜の必要性や利点について講話や調理実習を通じて知ってもらい，野菜摂取に対する意
識向上を図る。 
 

対象者、場所 
18歳以上の京都市中京区民（24名） 
京都市中京保健センター 

実施時期 
平成28年11月25日（金） 

活動内容 
 
 

 
 ①講話「知って得する野菜の話」 
    パワーポイントを用いて，野菜摂取のメリットや，日本の野菜摂取量の現状， 
    野菜摂取の目標量，野菜を多く食べるための工夫について講話を行った。 
 
 ②調理実習「旬野菜で健康クッキング」 
    秋から冬の旬野菜を用いた献立の調理実習を行った。 
 
 
 

成 果 
 

・調理方法を工夫することで，よりたくさんの野菜が食べられることを知ってもらうことが
できた。 
・日本人の野菜摂取量の現状や目標量を知ってもらうことで，野菜を摂ることへの動機づけ
ができた。 

課題及び今後の展望 
 

参加者だけでなく，参加者の家族や友人等周囲の人たちにも食育が広がるような工夫が必要
であり，今後検討していきたい。 

（記入者 職・氏名）京都市中京保健センター 栄養士 泉谷 シゲル 

（連絡先）TEL：075-812-2594  FAX：        E-mail： 
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（様式） 

事例タイトル 「西京健康ひろば」における 
       食育・防災コーナーの実施 

実施主体 京都市西京保健センター 
連携機関  

目 的 
 
 

 
 西京健康ひろばは京都市西京区管内の医師会，歯科医師会，薬剤師会，地域介護予防推進
センター，地域包括支援センター，保健センターが「いきいき健康で暮らせる西京区」をテ
ーマに，２４年度から実施している。 
 その中で食育と防災コーナーは，野菜に触れる体験から，毎日の野菜の摂取を増やしても
らうことや，普段から防災の意識を高め備蓄食をしてもらうことを目的に実施した。 
 

対象者、場所 
京都市西京区民 
場所：京都市西文化会館 ウエスティ 

実施時期 
平成２８年６月２５日（土） 

活動内容 
 
 

  
 ①「野菜１日３５０ｇとろう！！」 
  １日に自分が食べる野菜をザルに入れ，摂取量の過不足を知ってもらった。 
  参加者には「野菜を１日３５０ｇ摂ろう」というリーフレットを配付した。               
  （参加者数１０３名） 
 
 ②「なんだろうＢＯＸ」 
  食材が入った箱に手を入れて触り，食材名を当ててもらう食材学習をした。 
  参加者には旬野菜の栞を配付した。 
  （参加者数１１１名） 
 
 ③「非常食の展示と防災クイズ」 
  ポスター：成人に必要な水分量の出納，１日に必要な備蓄食品の量。 
  展示：１日に必要な食品と，あると便利な物品，乳幼児や高齢者向けの食品。 
  防災クイズ：回答者には防災リーフレットを配付し，解説をした。 
  （参加者数９０名） 
    
 

成 果 
 

 
 実際に野菜３５０ｇを量った後に，リーフレットを見ながら「野菜を１日３５０ｇ摂ろう」
という説明をしたので，覚えてもらいやすかったのではないかと思われる。なんだろうBOXで
は楽しみながらいろいろな野菜に触れてもらうことができた。 

課題及び今後の展望 
 

 
 こうした食育活動ができる機会がもっと増えていくように，地域や小学校と連携していく。 

（記入者 職・氏名）西京保健センター 管理栄養士 前嶋涼子 

（連絡先）TEL 075-392-5690 FAX 075-392-6052 E-mail maqba976@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル  西京☆パパクッキング 
実施主体  西京区役所 
連携機関  西京保健センター 
      久世保育所 

目 的 
 
 

 
 子と父が料理を通して交流すること，父が料理の技術を覚えて母の負担を軽くすること，
父同士が育児仲間を作り日々の不安を解消することを目的に実施した。 
 

対象者、場所 
京都市西京区在住のパパと４歳～６歳の就学前の子ども（５組１０人） 
場所：西京保健センター 栄養実習室 

実施時期 
 
平成２８年１２月１８日（日） 

活動内容 
 
 

 
 ●調理実習 
   ピザは父と子が一緒に，スープは父，パフェは子が作り，それぞれの作業を 
  楽しんで作った。 
   （献立）・手作りピザ 
       ・具だくさんスープ 
       ・ヨーグルトパフェ 
 
 
 ●試食 
 
 ●パパトーク：父親同士の交流 
 
   
 
  
 
 

成 果 
 

  
 父と子が一緒にできる作業と，別々にする作業があり，いろいろな体験をしてもらうこと
ができて良かった。工程に余裕があったので，合間に父同士の話をする様子がみられ，試食
とパパトークでは全体で話し共感することもできた。 

課題及び今後の展望 
 

 
 普段調理をしていない父と子なので，事前に準備がすることが多く，調理に時間がかかる
が，今回の感想での要望もあり，このような機会を増やすことが課題である。 

（記入者 職・氏名）西京保健センター 管理栄養士 前嶋涼子 

（連絡先）TEL 075-392-5690 FAX 075-392-6052 E-mail maqba976@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル キッズクッキング 
実施主体 京都市西京保健センター 
     ・洛西支所  

目 的 

 
 家庭における食育を推進するために学童とその保護者を対象に正しい食
生活指導を行うことを目的に実施した。トマトをテーマにして旬や調理方
法による味の変化などクイズを楽しみながら知ってもらい，調理実習を通
して食への興味を引き出し，苦手な食材を食べる機会とする。 
 

対象者、場所 
京都市西京区在住の①②小学校１年生～３年生の児童とその保護者， 
③小学校４年生～６年生の児童  
場所：京都市西京保健センターおよび洛支所 栄養実習室 

実施時期 
①平成２８年８月４日（木）西京保健センター 
②       ９日（火）洛西支所 
③     ８月５日（金）西京保健センター 

活動内容 
 
 

 
講話と調理実習 
 
【テーマ】「ランチを自分たちで作って食事の大切さと楽しさを学ぼう！デザート付き♪」 
       講話「たべもののおはなし～トマト～」 保健センター管理栄養士 
         「安全に調理をするために」    食育指導員 
       調理実習・試食 
 
【献 立】 枝豆ごはん，イタリアントマトオムレツ，きゅうりのしそ和え，ハニートマ 
                                                        
【参加人数】西京保健センター  ２回   ①１２組２４ 人  ③１２人 
        洛西支所     １回  ②１２組２４人 
 
【配布物】 食育だより１１号，食育指導員講話資料 
      熱中症対策ビラ，ネッククーラー，熱中症勧奨うちわ  
  

成 果 
 

 
 苦手な食材も自分で調理することで食すことができた参加者もいた。 
 主食・主菜・副菜をそろえて食べることをはじめ，何でも食べようという意欲が育まれた。 

課題及び今後の展望 
 

  
 保健センターでは一回に受けられる人数が少ない。地域で「食」に関する情報を得る機会
が増えて，もっと広がるよう小学校などの食育と食育指導員など地域のボランティアなどが
連携を取った活動に期待する。 

（記入者 職・氏名）洛西保健センター 管理栄養士 伊藤智代 

（連絡先）TEL:075-332-8140  FAX:075-332-8186  E-mail:itoch157@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル 食育セミナー 
       「食物繊維たっぷりクッキング」 

実施主体  京都市西京保健センター 
      ・洛西支所 

目 的  
 

 
 「健康長寿のまち・京都食育推進のプラン」に基づき，「主食・主菜・副菜を1日2食そろ
えること」「足りなくなりがちな食物繊維を摂るコツ」など，健康的な食習慣を身につける
ことをテーマに食育セミナーを実施した。 
 

対象者、場所 
京都市西京区民 
場所：各保健センター栄養実習室     

実施時期 
①平成２８年１０月５日（水）洛西支所 
②        ６日（木）西京保健センター 
③        ７日（金）西京保健センター 

活動内容 
 
 

 
講話と調理実習 
【テーマ】「良いことたっぷり☆食物繊維」 
 調理実習 
 試食 
 食育クイズ 
 
【献 立】 
 ・雑穀ごはん 
 ・かんぴょうの八幡まき 
 ・れんこんのとろとろスープ  
 ・根菜のごまみそ煮 
 ・ごろごろヨーグルト  
   
【参加人数】西京保健センター ②   ８人 
               ③  １４人 
        洛西支所    ①  ２４人 
 
【配布物】 食育だより11号，献立，食物繊維の含有量，京･食事バランスガイド 
   
 
   

成 果 
 

 
 食材を実際に見て，試食をすることで，１食の量や薄味の目安を知ることにつながった。 

課題及び今後の展望 
 
 

 
 食生活に関心の有る方，時間的に余裕の有る高齢の方の参加が多い。 
もっと関心をもって欲しい方や家族の食生活を担う若い年齢層に働きかける機会を検討した
い。 

（記入者 職・氏名）洛西支所  管理栄養士 伊藤智代 

（連絡先）TEL:075-332-8140  FAX:075-332-8186  E-mail:itoch157@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

 未来の農業サポーター育成事業 
実施主体 市農協各支部 
連携機関 京都市立小学校 

目 的 
 
 

 小学生が農作業を楽しみながら地元農業に触れ，農作物の栽培から収穫までを体験する。 
さらに収穫物を使った調理実習や農家を講師とした勉強会を実施している。 
 

対象者、場所 
京都市立小学校生徒 ５校 632名 

実施時期 
平成２７年６月から平成２８年３月まで 

活動内容 
 
 

 
地区名  実施小学校  参加数  内容  委託先  
鷹峯  鷹峯小学校  ３９名  

（３年生） 
辛味だいこん，聖護院だ
いこんの栽培，収穫体験  
（のべ８回）  

JA京都市大宮支部  
（食育指導員）  

西ノ京  仁和小学校  ７１名  
（５年生） 

長だいこん，聖護院だい
こん等の植え付け，収
穫，試食会及び勉強会  
（のべ１０回）  

JA京都市朱雀野支
部（食育指導員）  

上鳥羽  上鳥羽小学校  ３６５名  
（全学年） 

金時人参の栽培，収穫，
試食及び学習会  
（のべ１２回）  

JA京都市上鳥羽支
部（食育指導員）  

醍醐  春日野小学校  
 

５３名  
（４年生） 

お茶の栽培，収穫，試食
及び学習会  
（のべ２５回）  

JA京都市醍醐支部  
（食育指導員）  

樫原  樫原小学校  １０４名  
（５年生） 

もち米の栽培，収穫，収
穫祭及び学習会  
（のべ５回）  

樫原農協青年部  
（食育指導員）  

 

成 果 
 

 
 飽食の時代に生きる現代の小学生達が，本事業に参加して農業の持つ魅力に少しでも関心
を持ち，食の大切さも感じることによって，日々の食生活を見直すとともに作物のありがた
みを考える良いきっかけとなっている。 

課題及び今後の展望 
 

 
 事業の取組効果を高めるには，子供だけでなく保護者も含めて，農業の大切さと食との関
わりを理解してもらう必要がある。 

（記入者 職・氏名） 京都市 農業振興整備課 畜水産係長 塩田 豊 

（連絡先）TEL075‐222‐3352 FAX075‐221‐1253 E-mail shich653@kyoto.city.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル  小学校出前板さん教室 

実施主体 
京都市中央卸売市場，京都市中央卸売

市場協会 
連携機関 
卸売業者，（公社）京都府栄養士会，  
京都魚菜鮓商協同組合 

目 的 
 
 

 野菜や魚介類を中心とする，栄養バランスに優れた日本型食生活の普及，定着 

対象者、場所 
【対象者】京都市立小学校５，６年生（１回当たり４０名程度） 
【場所】各小学校もしくは京の食文化ミュージアム・あじわい館 

実施時期 
活動内容のとおり 

活動内容 
 
 

 
 平成１３年より市立小学校に出向き，市場の新鮮な食材を利用して，板前等の料理人によ
る指導で調理方法を教えることで，児童に食や環境についての学習の機会を提供。 
 
【実施内容】 
 １．野菜料理教室 
  (1)小学校で実施の場合 
   ①旬の野菜の展示 
   ②市場の仕組みや旬の野菜に関する学習会 
   ③調理実習 
  (2)あじわい館で実施の場合 
   ①市場施設見学 
   ②調理実習 
   ③あじわい館見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２．魚料理教室 
  (1)小学校で実施の場合 
   ①新鮮な魚介類の展示 
   ②市場の仕組みや魚介類に関する学習会 
   ③調理実習 
  (2)あじわい館で実施の場合 
   ①市場施設見学 
   ②調理実習 
   ③あじわい館見学 
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【平成２８年度 実施校一覧】 

野菜料理教室 魚料理教室 

光徳小学校（7/5，7/8）※  

６年生 ２クラス ４９名 

嵐山東小学校（6/21） 

６年生 ２クラス ６０名 

藤城小学校（10/21，10/28） 

６年生 ３クラス ７６名 

淳風小学校，醒泉小学校（9/13）※  

５年生 ２クラス ３８名 

乾隆小学校(11/4)※  

６年生 ３クラス ３９名 

梅小路小学校(10/4)※  

５年生 ２クラス ４４名 

 
第三錦林小学校（10/25）※  

６年生 ２クラス ４５名 

※ 「京の食文化ミュージアム・あじわい館」で実施 

成 果 
 

【平成１３～２８年度 実績】 
 総実施校   １３５校 
 総参加者 ６，０５９人 
 
【平成２７年度事業実施校アンケート結果一例】 
 １．野菜料理教室 
  ・今まで食べたことのない京野菜を食べて，京野菜に興味がわきました。 
  ・なかなか親子で料理ができず，きっかけを作ってもらえて嬉しかった。 
  ・お母さんはこんなに苦労して料理を作ってくれていたことがわかりました。 
 ２．魚料理教室 

 ・最初は気持ち悪いと思っていたけど、命をいただくということを知り、食べる前には
「ありがとう」という気持ちの方が強かったです。 

  ・先生が各班一人ついていて、とても分かりやすく、おもしろかった。 
  ・自分でサバを初めからさばいたことがなかったので楽しかったです。骨をピンセット

で取るところが一番楽しかったです。 

課題及び今後の展望 
 

 
【課題】 
 ・予算や協力機関の制約上，応募された小学校で全て実施ができない。 
【今後の展望】 
 ・１回の実施に要する費用の精査や実施小学校の一部費用負担等を検討し，市内小学校の

児童に対して，広く食や環境についての学習機会を提供する。 

（記入者 職・氏名）京都市中央卸売市場 流通促進担当 武智 

（連絡先）TEL 075-312-6564 FAX 075-311-6970 E-mail taqbd542@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル 京都市中央市場（食肉市場） 
食肉講座 

実施主体  京都市中央卸売市場 
連携機関  第二市場 

目 的  

 「お肉のことを学んで，おいしく食べよう」をコンセプトに，親子で楽しみながら食肉に

ついて学び，関心を深めてもらうため。 

対象者、場所 市内在住または通学の小学校４年～６年生の児童とその保護者 

実施時期 年２回：平成28年３月29日(火)（春休み），平成28年８月16日(火)（お盆休み）  

活動内容  

 食肉市場の役割や流通に関すること，お肉のすぐれた栄養価や効能を紹介し，実際に京都

肉（黒毛和牛）などを使った調理実習を行い，参加者で交流や試食を楽しみながら学ぶ。 

 ○生産者による講話 

実際に牛を育てている牧場の方にお話をいただく。 

 ○第二市場の紹介 

牛や豚がと畜解体され，お肉になり，販売されるまでの流れ，第二市場の役割等を説明。 

 ○食肉クイズ 

  当日の話の内容を基にクイズにして，何問か出題し，親子で考える。 

  話を聞いて終わりではなく，話を振り返り，考える仕組みを作っている。 

 ○調理実習 

  京都市中央卸売市場第二市場でと畜解体された「京都肉（黒毛和牛）」をはじめ，京都

府産の食材をできる限り使用。 

各グループに管理栄養士が付き，１グループ親子４組で複数メニューの調理を行う。 

メニューは，家庭でも，子どもと一緒に調理できるものとしている。 

 

成 果 
 

 参加者には大変好評いただき，「楽しい，美味しい」のほか，「感謝して食べようと思う」

といった感想をいただいている。調理するだけではなく，生産者の方のお話を聞くことで，

食肉ならではの「命をいただく」ということも学んでいただけている。 

課題及び今後の展望 
 

 京都の食文化をいかに結びつけることができるかが課題。 

 昨今，両親共働きのご家庭が増えているため，土曜日での開催を検討中。 

（記入者 職・氏名）京都市中央卸売市場第二市場 業務課 濱口 

（連絡先）TEL：681-5791  FAX：681-5793  E-mail：dai2sijo@city.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル 大学との連携による食育事業 
実施主体 京都市保健医療課 
連携機関 京都市保健センター・支所 
     京都市食育指導員 

目 的 
 
 

 

 「健康長寿のまち・京都食育推進プラン」の重点取組のひとつとして，自立した生活を始める
時期である大学生を対象に，朝食の欠食や女性のやせの改善・男性の肥満予防に向け，若い時期
からの望ましい生活習慣の重要性や適切な食生活について，体験学習等の啓発を行い，食生活の
見直しを促す。 
 

対象者、場所 
大学生（参加者１８０名） 
市内２大学 

実施時期 
平成２８年１０月１３日（木）午前１１時から午後３時  

平成２８年１１月３０日（水）午前１０時半から午後４時 

活動内容 
 
 

 
 「キラっ☆と輝く！１０年後２０年後を迎えるために」と題して，京都市保健医療課と大
学のある区の保健センター・支所管理栄養士と食育指導員（食育活動を行うボランティア）
が，大学生を対象に，体験学習やポスター展示の説明を行い，参加者へ食生活の改善を普及
啓発した。 
  
 肥満とやせの予防，朝食摂取を主なテーマに，体験学習およびポスター展示等により啓発
を行い，食生活を見直す動機付けを行った。 
 
  ①自分の体格を知ろう！（BMIの算出，体脂肪等の測定，血管年齢測） 
  ②肥満ややせを予防しよう（体脂肪モデル，骨粗しょう症モデルの展示） 
   ねらい：肥満とやせの将来の健康リスクについて知る。 
  ③朝食を食べよう（朝ごはんのレシピ配布，ポスター掲示） 
   ねらい：自分に合った朝食の摂り方を知る。 
  ④その他 
   ・正しい配膳を知ろう（料理カードを使用したゲーム） 
    ねらい：配膳を通して，主食・主菜・副菜をそろえ， 
        栄養バランスのよい食事の組み立て方を知る。 
   ・災害時等への備え 
     コンビニ等で手に入る一人分の備蓄品の展示 
 
 
 
 
 
 

成 果 
 

 
 参加者した大学生は男女共に，積極的に体組成測定等の体験をしたり，展示物の説明を熱
心に聞くなどしていた。このイベントを通じ，自身の健康状態や食生活を見直すきっかけ作
りとなったと考えられる。 
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課題及び今後の展望 
 

 
 若年層の食生活の見直し及び改善を啓発していくため，単発のイベントのみならず，全市
の大学に波及効果のある取組を通年実施していくことを検討していく。 

（記入者 職・氏名） 京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課 南宏美 

（連絡先）TEL：222-3424 FAX：222-3416 E-mail：hoken-iryo-shoku@city.kyoto.lg.jp 
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取 組 内 容

食育の日の取組実績

（４月～12月の実績）

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 宇治市

取 組 の 名 称 宇治市探検『食育ラジオリレー』

【概要】
　宇治市では平成27年３月に策定した『宇治市健康づくり・食育推進計画』に基づき、健
康づくりや食育の推進に取り組んでいます。

　食育の推進にあたっては、家庭、保育所・幼稚園、
小中学校、地域、行政等、様々な立場の関係者が
担い手となり、活躍しています。
　それぞれの取組を、市民の皆様にも広く知って
いただくため、関係課や関係団体の職員が毎月１回
リレー形式で、地元のFM放送に出演し、取組の紹介や
食育の啓発を行っています。

【テーマの例】

『宇治茶について』

　宇治茶は鎌倉時代から続くといわれている本市の特産品であり、生産、加工、流通、
その他の関連する産業は本市にとって重要な産業になっています。
　しかし、若年層になるにつれ、お茶を飲む習慣や、急須でお茶を淹れる習慣を持つ人
が減少しているという課題があります。
　こうした課題を解決するため、この食育ラジオリレーでは、宇治茶の歴史や文化、製法
や作法まで、お茶に関する情報を提供し、市民の皆さまのお茶について理解を深めて
いただきました。お茶を通じて家族や地域との交流を深め、豊かな心の醸成を図ってい
きたいと考えています。

【効果】

　食育の推進にあたっては、食をめぐる様々な課題を踏まえ、食育関係者がそれぞれ
の特性を活かしながら、連携・協働し取り組んでいく必要があります。
　それぞれの取組を情報発信することにより、より多くの人たちへの啓発が可能になり
ます。宇治市では、担当課だけではなく庁内が一体となり情報を共有することで、今後さ
らに連携・協働した食育の推進に取り組みたいと考えています。

『環境から考える食育』

　宇治市の環境問題を担当している課と、廃棄物処理を担当している課が出演し、環境
から考える食育として、フードマイレージについてや地産地消の促進、食品ロスの削減
について啓発を行いました。
　食生活は、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動の上に成り立っていることを
理解し、食べ物に対し「もったいない」という気持ちや感謝の気持ちを持ってほしいと考
えています。
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取 組 の 名 称 食育パネル展示

取 組 内 容

「食育月間」の取組実績

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 宇治市

〇場所：JR宇治駅前　ゆめりあうじ　１階ギャラリーステップワン
〇日程：平成28年６月２日（木）～15日（水）

　宇治市では、6月２日から6月15日の2週間、JR宇治駅前の公共施設「ゆめりあうじ」内のギャ
ラリーにおいて食育に関するパネル展示を行いました。この取組は、食育の啓発を広く市民へ
行うことを目的として、毎年食育月間である６月に実施しています。

　今回は、平成27年３月に策定した『宇治市健康づくり・食育推進計画』について、市民の皆さ
まにより広く普及啓発するため、パネルの展示や計画の概要版を配布しました。　この「ゆめり
あうじ」には保育施設があるため、子連れの方が多く訪れる場所であり、子どもを対象とした内
容の展示にも力を入れました。小さなお子様にも食材に興味を持つきっかけとなるような「野菜
の断面クイズ」を展示し、親子や先生と園児などで楽しむ姿も見られました。

　6月１日には地域のコミュニティラジオ局であるFMうじに出演し、食育月間の啓発や、このパネ
ル展示の告知などを行いました。ラジオやパネル展示を通じて、市民の皆さまが食育に対する
理解を深め、健全な食生活を実践できるような食育の啓発を行いました。
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取 組 の 名 称 一休さん派遣事業

取 組 内 容

　　　　　　    　食育月間以外の取組実績

　　　　 　（食育月間を除く4月～12月の実績）

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市

＜目的＞
京田辺市健康増進計画・食育増進計画による食育を推進することを目的とし、「食育の
日」を周知し、認知度を高める。

＜対象者・人数＞
京田辺市内の保育所や幼稚園に通う乳幼児、保護者
乳幼児　計１０７７名　保護者　計２６５名

＜場所＞
河原保育所、河原保育所分園、草内保育所、みみづく保育園、松井ケ丘保育園
薪幼稚園、草内幼稚園、田辺東幼稚園、松井ケ丘幼稚園

＜実施時期＞
５月～１１月

＜取り組み＞
毎月１９日の「食育の日」の認知度を高めるため「１９日」と一休さん（１９さん）をかけ
て、京田辺市観光大使である一休さんと一緒に京田辺市内の保育所や幼稚園を訪問
しました。「食育の日」のPRやスライド・紙芝居を用いながら赤・黄・緑の食べ物を偏りな
く食べると元気になることや朝ごはんの大切さを伝えました。お弁当参観にも参加し子
どもたちがお弁当を食べている姿を見学しました。
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〈ねらい〉
・食べることに興味をもち、食品３色群を知る。
・みんなで楽しく食について知ることで、興味がもてるようにする。

〈対象児〉
京田辺市立田辺東幼稚園
　　年少児１２名　　年中児１３名　　年長児１２名

〈取り組み〉
・９月２１日誕生会のお楽しみの中で食育のパネルシアターをしました。
食品３色群をクイズ形式で知らせ、楽しく栄養について学びました。

・１２月１４日誕生会のお楽しみの中で「パンパンサンド」のペープサートを見て
　食に興味がもてるようにしました。

取 組 内 容

　　　　　　　　食育月間以外の取組実績

　　　　　（食育月間を除く４月～12月の実績）

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市

取 組 の 名 称 食育パネルシアター・ペープサート
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＜ねらい＞
・夏野菜に興味をもち、生長を楽しみに世話をする。
・自分たちで育てた野菜を、友だちと一緒に楽しく食べる。

＜対象児＞ 京田辺市立田辺東幼稚園
年少（３歳児）１２名　　年中（４歳児）１３名　　年長（５歳児）１２名

＜取り組み＞

・

取 組 の 名 称 夏野菜植え・収穫の取り組み

取 組 内 容

「食育月間」の取組実績

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市

収穫した野菜は、みんなにおすそわけ。「嫌いやけどたべてみる！」「おいし
いー！」「おかわりー」等口々に話しながらおいしくいただきました。苦手な野菜も
お友だちと食べたら食べられるようになったり、「一口でもたべてみよう」と思える
ようになりました。
・これからも積極的に栽培に取り組み、楽しんで食事できる環境をつくっていきたいと
　思います。

・５月１２日年長児はプチトマト・ピーマン・オクラの中から自分で選んで親子で苗
植えをしました。「おおきくなあれ」「早くたべたい！」と収穫を楽しみにしながら毎
日水やりを頑張りました。

・年中児はゴーヤ・キュウリ・冬瓜を植えました。どんどん伸びるゴーヤやキュウ
リのツルに「どこまでのびるんやろ？お空までとどくかな？」と楽しみにしていまし
た。
・年少児はプチトマト・枝豆・パッションフルーツを植えました。苗を見るのも、植
えるのも初めて！興味津々でした。
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取 組 の 名 称 「食育」の啓発

取 組 内 容

「食育月間」の取組実績

提 出 都 道 府 県 名 京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市健康推進課

　【目的】
　１．市民に向けて、正しい食生活の知識や情報を発信することで日々の食生活の振り
返りをする。
　２．食育の大切さを知る。
　３．「食育月間」「食育の日」を周知し、認知度を高める。
　【方法】
　・京田辺市役所２階ロビーに啓発コーナーの設置、食育に関するパネルやフードモデル
等を展示する。
　・広報「ほっと京たなべ」６月号に記事を掲載する。
　【対象者】
　市役所来庁者
　【啓発コーナー設置期間】
　平成２８年６月８日（水）～１７日（金）
　【内容】
　広報誌では、食育についての取り組みや市役所２階ロビーでの啓発コーナー「食育展
示」の日程等のお知らせの記事を掲載しました。啓発コーナーでは１日の野菜や果物の
適量等、フードモデルを用いた展示と食育のパンフレットやレシピを配布しました。また、
災害に備えていただくために１週間分の備蓄食品の展示やパンフレットの配布も行いまし
た。
　展示物の写真を撮っている人やパンフレットやレシピを持ち帰る人も多く、食について興
味を持っている方が多くみられました。展示を見ている方からは、実物大でイメージがつ
きやすいという意見をいただきました。
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（様式） 

事例タイトル   
おじいちゃんと一緒にじゃがいもパーティー 

実施主体  宇治田原町地域子育て支援
センター 

連携機関  食生活改善推進員協議会 
保健センター 

目 的 
 

・「いきいき孫育て事業・祖父リエ・祖母リエ」の講座の１つで、祖父母と幼児とそ
の親の異世代交流を図る。  

・おやつ・スープ作りを通して、祖父母が孫に簡単に作ってあげられるようにする。  
・地元の旬の野菜を使っておやつ・スープ作りを行い、地産地消につなげる。 

対象者、場所 ２歳以上の親子と地域の祖父母   保健センター２階調理室 

実施時期 ６月１０日（金）午前１０時～正午 

活動内容 
 

 じゃがいもを使ったメニュー  
「じゅがいももち（水菜じゃこ・ごま青のり・チーズのり）」「ヴィシソワーズ」  
 

地元で採れた食材（じゃがいも・水菜）について説明し、下ごしらえ、材料、調味料の配
分等を宇治田原町食生活改善推進員が準備し、調理の流れ、手順などを、町管理栄養士と共
に指導する。 

各テーブル事に親子と祖父が一緒に野菜を切ったり、じゃがいもをつぶしたりし調理作業
を行う。 

できあがったら和室に移動し、会話を楽しみながら一緒に試食をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  調理実習           調理実習          じゃがいももち・ヴィシソワーズ 

 

成 果 
 

「簡単に出来たので孫が来たら作ってみます」 
「スーパーで買ってきたおやつを与えることが多かったが、孫と一緒につくりたい」 
「おじいちゃんの腕の見せ所ができた」等感想をいただいた。 
 核家族が増えている中、祖父と孫の交流だけでなく、料理を通して祖父と母親との交流が
できた。 
 

課題及び今後の展望 
 

更に、簡単な調理法で地元の旬の食材を使い、楽しみながら食材についても学べる（栽培）
異世代交流を図っていきたい。 

年１回の異世代交流の食育広場だったが、回数を増やしていきたい。 

（記入者 職・氏名）宇治田原町地域子育て支援センター 所長 中田 正代 

（連絡先）TEL 0774-88-6622        FAX 0774-88-6646         
 E-mail kosodate@townu.jitawara.kyouto.jp 
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（様式） 

事例タイトル 
 地場産物を活用した本町の自慢料理 

実施主体 宇治田原町立学校給食共同 
調理場 

連携機関 田原・宇治田原小学校 
     食生活改善推進員協議会 

目 的 
 
 

○ 宇治田原町の郷土料理や地場産物を多く活用した給食を、小学校の児童とその祖父母が
共に食べることによって、家庭でも町の歴史や郷土料理について話すきっかけとした
い。 
 

○ 衛生面・おいしさにこだわった給食を今後も町の子どもたちに提供し続けるために全国
学校給食甲子園に出場し、給食の存在価値を広く住民の方々に知ってもらう。 

対象者、場所 
祖父母給食試食会 ・・田原小学校、宇治田原小学校  11月11日 
全国学校給食甲子園・・女子栄養大学（東京）     12月3、4日 

実施時期 

活動内容 
 
 

１ 食生活改善推進員協議会（食改）の方々と一緒に献立を考案 

 

① 給食の試食と第1回献立作成会を5月に開催。自己紹介の後、給食での取組や町制施行

60周年記念献立の主旨を説明した。その後、宇治田原町の特産品や地場産物、郷土料

理について提案をしていただいた。 

 

② 第2回献立作成会を6月に開催し、第1回の提案

を受けて栄養教諭が作成した献立の原案を提

示。改善点や追加できる特産物などについて

意見をいただいた。 

 

③ 第3回献立作成会を7月に開催。第2回の意見を

受けて修正した献立を調理員が試作し、全員

で試食をした。試食後には、柿酢和えの酢の

割合や、茶汁で使用するほうじ茶の割合など

について、多くの意見をいただいた。 

 

２ 祖父母給食試食会に提供 

 

11月11日、田原小学校・宇治田原小学校で開

催された「祖父母給食試食会」で、町制施行

60周年記念献立を提供した。試食会では、そ

れぞれの料理に使用している地場産物や、献

立にこめた思いを説明し、家庭でも宇治田原

町の産物や郷土料理について話してほしい、

という願いを伝えた。 

 

 

３ 全国学校給食甲子園 全国大会に出場 

① 学校給食甲子園 応募書類作成 

大会のルールに従って、応募書類を作成。第4次選考を通過し、全国で12の代表校（施

設）に選出された。 

食生活改善推進員協議会の皆さんとの打合せ  

祖父母試食会の様子  
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② 宇治田原町のプレゼンテーション 

12月3日に決勝大会の前夜祭があり、その中で 

3分間のプレゼンテーションを実施した。月に 

1回実施している「お茶をつかった献立（茶ッ

ピーランチ）」の説明や、献立作成にあたって

町の食改さんに協力してもらったこと、小学校

の食育の取組、宇治田原町の特産物や地場産

物、郷土料理などについて説明をした。 

 

③ 決勝大会本番 

翌4日10:30～本番開始。本番のルールは、 

・栄養教諭と調理員の2名が、6人分の給食を調理する。 

・60分以内で調理・後片付けを行う。 

・調理過程、衛生管理は学校給食衛生管理の基準（学校給食法第9条）に従うこと。 

以上3つのルールを踏まえて、調理本番に臨んだ。 

本番を迎えるまでには、宇治田原小学校や維孝館中学校の家庭科室を借りて、10回練

習をして手順を確立。おいしく仕上げるのは当然として、衛生面で問題がないか、時

間内に片付けができるかなど細部にわたって検討を加えた。 

本番は、町の生産者さんが差し入れしてくださった宇治田原町産の野菜も使って調理。

エプロンの交換や中心温度の記録、手洗い、消毒などの衛生面においても、練習で確

認した通りに行うことができた。 

 

 

④ 表彰式 

表彰されるのは、優秀賞3校、特別賞3校、準優勝、優勝の順。地場産物の活用方法や

地域の方々との連携、食育の取組、調理本番などの評価により、準優勝を獲得した。 

 

 

 

プレゼンテーションの様子  

決勝大会本番の様子  

表彰式様子  
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成果 
 

 
① 祖父母試食会では、「孫と共通の話題ができた」と喜んでいただいた。また、給食でも地

場産物を多く活用していることを知ってもらう良い機会となった。 
 

② 町長をはじめ、町の多くの方に「学校給食」に関心を持っていただき、調理場の衛生管理
の高さやおいしさへのこだわりを知っていただくことができた。 
 

③ 地元の食生活改善推進員協議会や生産者の皆さんと一緒に活動することで、今後の給食に
活かすつながりができた。 

 

課題及び今後の展望 
 

 
全国学校給食甲子園は初めての取組だったので、地場産物をいかに活用するかの1点に終
始してしまった。今後、子どもたちが中心となって、地場産物について学ぶことができる
ような取組をしたい。 
 

（記入者 職・氏名）宇治田原町立学校給食共同調理場 栄養教諭 山西奈津子 

（連絡先）TEL 0774-88-2255 FAX 0774-88-3699  
Ｅ-mail  kyushoku@town.ujitawara.kyoto.jp 
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（様式） 

事例タイトル 旬の野菜レシピ作成 
実施主体 宇治田原町 健康福祉部 健康児童課 
連携機関 生活研究グループ・農家・ 

食生活改善推進員協議会 

目 的 
 
 

 ○野菜の摂取率を増加させるため、宇治田原町産の旬の野菜を使ったレシピを作成し、地
元の旬の野菜をしっかり食べ、より健康な身体づくりを実践できるようにするため。 

 

対象者、場所  住民 町内の直売所、スーパー、役場・保健センター等公共施設に設置 

実施時期  ６月より毎月１９日（土日祝の場合、休みの前日）に更新 

活動内容 
 
 

 
 ○月初めに、旬の野菜メニューを試作・検討し、毎月４つの旬の野菜レシピを発信 
  ＜内容＞ 
   ・宇治田原町産の旬の野菜メニュー 
   ・家庭の食卓に１皿プラスできるメニュー 
   ・簡単で５～１０分くらいでできるもの 
   ・１つのメニュー A5サイズ 
    （料理名・材料・作り方・食材について・栄養価・ワンポイントアドバイス） 
                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

成 果 
 

 ○住民の方から、実際にレシピを手に取り作ってみた。「簡単で美味しかった」との意見 
  を頂いた。旬の野菜レシピを活用して頂けた。 
  
 ○農家さんや食生活改善推進員協議会さんとの繋がりが出来た。 

課題及び今後の展望 
 

 ○旬の野菜を知ってより多くの方にレシピを活用してもらえるようにしていきたい。 

（記入者 職・氏名）宇治田原町 健康福祉部 健康児童課 管理栄養士 山内 朋恵 

（連絡先）TEL0774-88-6636  FAX0774-88-2991 
     E-mail hokencenter@town.ujitawara.kyoto.jp 
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