
（様式）

事例タイトル 「軽トラ市で 元気コラボ」

実施主体 南丹市健康増進・食育推進
委員会

連携機関 園部軽トラ市
南丹市スポーツ推進委員

目 的

第２次健康増進・食育推進計画を具現化するため、広く市民に啓発を行う。
  インターバルウォーキングを紹介し、実際に体験することで、実施につなげる。
  野菜の摂取拡大を図り、地産地消を進める。

対象者、場所
対象：園部軽トラ市来場者 約１４０人
場所：園部軽トラ市会場

実施時期 平成２９年１２月２４日（日）午前１１時～午後３時

活動内容

南丹市では、平成２４年３月に第１次南丹市健康増進・食育推進計画を策定し、その具
現化に向けた取り組みの一つとして、園部地域で開催されている軽トラ市を会場として食
育推進委員会で「野菜で元気！」キャンペーンを複数回開催してきた。

  第２次計画を平成２９年３月に策定したことに当たり、健康増進計画と食育推進計画が
合同でコラボ事業として本事業を開催した。

内容
○参加者に、スタンプカードを渡し、

  ４つのコーナー 健康増進：「1,000歩ウォーキング」「輪投げでビンゴ」
          食育推進：「野菜で元気コーナー」 「折り紙で手づくり箸置き」
  のうち、健康増進・食育推進それぞれに1つ以上体験された方にガラポン抽選を行い
  当たりの方に、野菜約100円分を、外れた方には食育ボールペンをプレゼントした。

  野菜は、当日軽トラ市に出店する農家グループから地元野菜を購入。地産地消を勧めた。

  「1,000歩ウォーキング」：南丹市スポーツ推進員がインターバルウォーキングを紹介し
約10分程度のウォーキングを行った。12時と13時の2回開催

  「輪投げでビンゴ」：輪投げを行い、縦・横・斜めビンゴになる様入った方にスタンプ。
  「野菜で元気コーナー」：冬野菜でどんな料理をしているかアンケートを行う。
             1日目標野菜350ｇを紹介。

冬野菜を使ったかんたん野菜レシピを渡す。
  「折り紙で手づくり箸置き」：綺麗な和紙を使い、箸おきを作成してもらってできた

ものを持ち帰る。箸置きの効果啓発チラシを渡す。
（鶴、蝶、リボン他）

  スタンプカードに簡単なアンケートを入れ、参加者の調査を行った。

○たばこ対策コーナーを設置し、禁煙推進の啓発を行った。

アンケート等結果
  ・冬野菜料理の集計では、白菜料理は鍋を、大根料理はおでんを選ぶ人が多かった。
   30歳以下では、汁物を選ぶ人も多かった。選択が少なかった料理法の啓発にも力を入

れていきたい。

  ・スタンプカードアンケートより、幼児から65歳以上まで広く参加があった。中学生の
参加は少なかった。
参加者のほとんどが良かったと答えており、85％の方が今後も参加すると答えていた。

   参加者が健康づくりで実践していることは、運動が一番多く、ついで食事、休養であ
った。
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成 果

○軽トラ市という場を活用することにより、１４０人と多くの参加者があり(アンケート数
より集計)、広く市民に健康増進・食育推進を啓発する機会になった。

○野菜で元気コーナー調査により、冬期の野菜料理についての傾向を知ることができた。  
○スタンプカードアンケートにより、子どもから高齢者まで、広く市民の健康意識の一部  

  を知ることができた。日頃保健事業に参加されない年齢層も多かった。
○健康増進・食育推進計画を推進する庁内各課が協力して事業を実施することができた。

課題及び今後の展望

○広く市民に啓発する機会として良いのだが、１回限りの取組であり、継続したものに
なりにくい。

○南丹市健康増進・食育推進計画を南丹市として一体的に取り組んでいくために、関係
各課委員が協力して取り組める事業を今後も計画していきたい。

○今回、南丹市スポーツ推進員と協力して実施することができたが、今後他の関係団体
  等とも協力して事業を推進できる様検討していきたい。

（記入者 職・氏名）南丹市役所 保健医療課 課長補佐 塩貝千絵

（連絡先）TEL：0771-68-0016 FAX：0771-63-0653 E-mail：hoken@city.nantan.lg.jp
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（様式）

事例タイトル
あやべ食育・すこやかフェスティバル

実施主体 綾部市
連携機関 綾部食育推進ネットワーク

目 的
食育に関心を持ち、実践できるよう情報提供、体験の場を提供し、市民の
食育推進、健康増進を図る。

対象者、場所
綾部市民他、綾部市保健福祉センター

実施時期
平成２９年１１月５日（日）１０：００～１５：００

活動内容
あやべ食育・すこやかフェスティバルのうち、食育に関する主な取組
みは下記の通りです。

●食育講演会
きょうと食いく先生を講師に、食育講演会を実施。
講演「いつもの暮らしに“もしも・・”の備え ～お台所で防災クッキング～ 」

  講師 きょうと食いく先生 栄養士 松尾美知枝 氏
●手作り料理体験

食生活改善推進員による“ガレット”の手作り体験
●食育の取組展示

綾部食育推進ネットワークによる取り組みの紹介
  

成 果
健康づくりのイベントと合わせて行うことで、たくさんの幅広い年代にお
越しいただき、講演を聞いたり体験したり、食育に関心を持っていただく

機会となった。 総来場者数８１１名

課題及び今後の展望
健康づくりと合わせて食育の普及・啓発の機会として、今後も同様
のイベントを開催していきたい。

（記入者 職・氏名）保健推進課 担当長 平岡佳子

（連絡先）TEL 0773-42-0111 FAX 0773-42-5488 E-mail yo-hiraoka@city.ayabe.lg.jp
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取 組 の 名 称 オリーブ食育・健康セミナーの開催

実　　施　　時　　期 平成29年6月（一部前後月を含む）

取　　組　　内　　容 　宮津市で取り組んでいるオリーブ事業の一環として、様々な既存事業においてオリーブ食育・健康セミ
ナーを開催しました。
　エクストラヴァージンオリーブオイルには、コレステロール値の低下や糖尿病リスクの低下、認知症予防
や乳がんの抑制など様々な健康への効果があると同時に、生まれてから成長期までの子どもの成長や妊
婦・授乳期の母親にも必要な脂肪酸やポリフェノールが豊富に含まれていることから、日常の食生活に取
り入れていただくため、オリーブオイルの栄養価の講話、オリーブオイルを使用したレシピの調理実習、試
食、学校給食への活用などを実施しました。

①パパママ教室（妊婦教室）でのセミナー
　宮津市保健センターで実施しているパパママ教室（妊婦教室）において、管理栄養士によるオリーブオイ
ルの栄養価についての講話と、「京都宮津オリーブオイル“Baby”」をパンにつけて試食していただきまし
た。また、参加者にオリーブオイル宮津から提供を受けたオイルを１本ずつプレゼントしました。
　●実施日：平成２９年５月２５日（木）　　　●参加者：３名

②宮津市立幼稚園での栄養教育
　宮津幼稚園のお弁当参観日に合わせ、保護者を対象とした食育講演会を実施しました。前半はオリーブ
オイル宮津代表による、オリーブオイルの栄養価や健康への効果などの講話と、「京都宮津オリーブオイ
ル“Baby”」をパンにつけて試食いただき、後半は管理栄養士によるバランスの良い食事と日常の食事へ
のオリーブオイルの取り入れ方の紹介などの講話を実施しました。
　●実施日：平成２９年６月６日（火）　　　●参加者：２３名

③宮津市食生活改善事業でのセミナー
　宮津市食生活改善地域普及活動を実施するための研修会で、市のオリーブ担当者から「京都宮津オ
リーブオイル“Baby”」の紹介と健康への効果などについて、その後管理栄養士による講話を実施した後、
オリーブオイルと野菜を使用したレシピでの調理実習を実施しました。
　●実施日：平成２９年６月２２日（木）　　　●参加者：２２名

④宮津市食生活改善地域普及活動
　③の研修を受けた食生活改善推進員が、オリーブオイル宮津より「京都宮津オリーブオイル“Baby”」の
提供を受け、市内各地域で食生活改善講習会を実施しました。（全10会場）

⑤宮津市立小学校での学校給食へのオリーブオイルの活用及びオリーブに関する授業
　市立小学校での学校給食の地産地消の取組の一環として、子どもたちの健康を願うとともにオリーブオ
イルの美味しさを知ってもらおうと、オリーブオイル宮津から提供を受けた「京都宮津オリーブオイル
“Baby”」を活用した学校給食を実施し、当日はオリーブオイル宮津の職員等との給食交流も行いました。
　また、吉津小学校の３、４年生を対象に、オリーブに関する授業も実施しました。
　●実施日：６月２７日（火）（３校のみ実施）、７月６日（木）（全校実施）

きょうと食育事例集への掲載の可否（　可　・　不可　） いずれかに○をしてください。 

【様式１】　　　　　　　　食育月間の取組

　　　　　　　　　　　　　（6月の実績）

提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府

取 組 市 町 村 名 宮津市
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取　　組　　内　　容

⑥もぐもぐ・ごっくん教室（離乳食教室）でのセミナー
　宮津市保健センターで実施している離乳食教室において、オリーブオイル宮津代表より、離乳食へのオ
リーブオイルの取り入れ方などの説明をした後、「京都宮津オリーブオイル“Baby”」をパンにつけて試食
いただき、その後管理栄養士による離乳食の講話及び調理実習を実施しました。また、参加者にオリーブ
オイル宮津から提供を受けたオイルを１本ずつプレゼントした。
　●実施日：平成２９年７月１１日（火）　　　●参加者：６名

※パパママ教室・離乳食教室では、今後の教室でも同じ内容で取組を実施する予定。
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（様式）

事例タイトル パクパクおやこキッチン

実施主体 宮津市

連携機関 宮津市食生活改善推進員
協議会

目 的

○手作りのお菓子や野菜を使った料理の実習を通して、甘味を控えたお菓子や野菜に親しみ
を持ってもらう。

○調理実習、試食をすることによって、保護者同士の交流の場とし保護者の孤立化を防止し
育児不安の解消を目的とする。

対象者、場所
概ね２歳以上６歳以下の幼児とその保護者
於：福祉・教育総合プラザ クッキングルーム

実施時期
平成29年12月10日（日）親子 ６組12人
平成29年12月16日（土）親子 ５組15人
平成29年12月19日（火）親子 ６組13人

活動内容

（１）親子での調理実習
   ・12/10、12/19 クリスマスカップケーキ作り
    生地に卵や牛乳を使用せず、甘味を控えたシンプルなココア味のケーキを、親子で

作り、イチゴやホイップクリームでデコレーションした。

   ・12/16クリスマスメニュー作り
    簡単にできるエビピラフ、衣に人参のすりおろしを入れた冷めても美味しいナゲッ

ト、じゃが芋、人参、ブロッコリーを使ったクリスマスツリーサラダ、トマトジュー
スで作る簡単スープの４品を、親子で作った。

（２）試食と講話
   試食しながら、栄養士、管理栄養士による講話を実施
   おやつ編…砂糖の話 栄養士
   料理編…野菜の話 管理栄養士

＊３回の調理実習は、食生活改善推進員を講師として実施した。
   

＊写真は新聞社の取材の分を添付。

成 果

① とても楽しそうに親子で作業をして、美味しそうに食べていた。

② 料理編では苦手な野菜も自分でちぎったり型抜きをした物は、嫌がらずに食べており、
自分で作った達成感があることで食べることができる。

課題及び今後の展望

○子どもの年齢は安全面を考えると、言葉が理解できるようになる３歳～５歳としたほうが
よいと思う。
○今後も年４回程度のお菓子（甘味を控えたもの、野菜を利用したもの）つくりを主体とし
た教室が、開催できるように検討する。

（記入者 職・氏名）管理栄養士 高岡 弘美

（連絡先）TEL 0772-45-1624 FAX 0772-22-0236 E-mail h-takaoka@city.miyazu.kyouto.jp
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・取組のねらい

・内容
○　食品の三色分けとその働き、及びバランスよく食べることを媒体を用いて伝える
○　給食時に、一緒に食べながら、使用食材の三色分けと偏食をせずに食べること
　　の大切さを伝える

・実施概要
　京丹後市立保育所・幼稚園（13施設）を巡回し、指導を行いました。
6月は11施設に計13回実施し、463名の児童へ伝えました。基本的に4、5歳児を対象
としたため、理解度が高く、給食時にも三色分けを正確にできる児童もいました。

実　　施　　時　　期

取　　組　　内　　容

　6月1日～6月30日

取 組 の 名 称 　児童への食育指導の実施

　食品の三色分けとその働き、また、バランスよく食べることの必要性を伝え、食事を意
欲的に楽しく食べられるようになることを目的とします。

きょうと食育事例集への掲載の可否（　可　・　不可　） いずれかに○をしてください。

【様式１】        食育月間の取組
             （6月の実績）
提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

　京都府

取 組 市 町 村 名 　京丹後市
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（様式）

事例タイトル 丹後食育フォーラムの開催
       パネルディスカッション
       「丹後ならではの食育について」

実施主体
きょうと健康長寿推進丹後地域府民会議
（事務局 京都府丹後保健所）
連携機関
京都府丹後広域振興局（農林商工部企画
調整室、丹後農業普及センター）、京都
府丹後教育局

目 的

「食育の大切さ」について学びを深めるとともに、丹後地域での食育活動の充実に向け実践者
である“きょうと食いく先生”と食育に関心のある方のネットワークづくりを推進する。

対象者、場所

対象者：一般府民、食育関係者（栄養士、管理栄養士、調理師、食生活改善
推進員、きょうと食いく先生、保育所、幼稚園、小中学校関係者、農林水産
業者）、きょうと健康長寿推進丹後地域府民会議参画団体、行政機関 等
場所：アグリセンター大宮 多目的ホール

実施時期 平成２９年１２月１５日（金）午後２時～４時４０分

活動内容

第一部 講演「脳科学から考えるホンマでっか食育～賢くなるには食育が必要？」

○講師 武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 教授 蓬田 健太郎 氏

   ・講演テーマ
１、「食育」とは何か？～「食育」の定義・その原点と現状～

    ２、なぜ「食育」なのか？～その必要性の科学的根拠～
    ３、何をすればよいか？～学校現場での「食育」の課題
    ４、もう一つの食育：食を取り巻く状況の変化と別の視点からの食育の必要性

第二部 パネルディスカッション「丹後ならではの食育について」

  ○パネリスト きょうと食いく先生
宮本 淳子 氏（食 改）

                   青木 博  氏（調理師）
                   野木 武  氏（農業者）
                   中川 秀雄 氏（農業者）

  ○コーディネーター 丹後広域振興局農林商工部長 栗山 秀範 氏

   ・講義テーマ
１、食育の推進に対する思い・重要性、私が伝えたいこと
２、丹後ならではの食育
３、食育ボランティアの位置づけ
４、会場との意見交換
５、まとめ
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成 果

・出席者の多数が食育の定義や誰にどう進めていくべきかを再確認できた。また、食育の専門
家からお話を聞くことで、食育への新たな発見や知識を得ることができた。

・多業種からみた食育の課題を知ることができた。また、食いく先生事業の周知（食いく先生
の有効活用）にもつながった。

課題及び今後の展望

・食育においては関係機関との連携が必要不可欠であり、今後の食育の推進について、密に連
絡をとりながら進めていきたい。

・時間的な制約があり、パネリストと参加者で議論する時間を確保できなかった。そのため、
当初の目的であるネットワークづくりが不十分であった。                                              
また、講演においても「もっと聞きたかった」との声がよせられ、開催時間について今後の
課題として検討していきたい。

（記入者 職・氏名）丹後広域振興局農林商工部企画調整室 足立 真也

（連絡先）TEL 0772-62-4315 FAX 0772-62-4333 E-mail s-adachi57@pref.kyoto.lg.jp

講演の様子 パネルディスカッションの様子
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京都府の食育事業 

食育マンガ 

 子ども達が食に興味関心を持ち、自発的な学びと実践につながるよう、食育

啓発短編マンガを作成しました。 

 

きょうと食いく先生 

 農作物の栽培方法や食品加工、調理方法等食をとりまく各分野の専門家を「き

ょうと食いく先生」として認定し、小・中学校等へ社会人講師として出前授業

を行う取組を進めています。 

 

きょうとエディブルスクールヤード事業 

 子ども達が食農体験を通じて食の大切さや食を支える農林水産業の重要性を

学ぶ機会を増やすため、学校内の畑や近隣の畑で、地域の専門家の指導で農作

物の生産・収穫体験、開墾を支援する取組を進めています。 

 

食育のたね支援事業（旧食育のたね交付金） 

 京都府内において、食育を実践する農業者や食文化の伝承者、学校・保護者

等の食育実践者が取り組む食育事業に対して資金面からの支援として、「食育の

たね支援事業」を実施します。 

 

食のみらい宣言 

 京都府では、府民が主体的に食育活動に取り組んでいけるように、府民自ら

の食に関しての目標を自ら宣言することで、自発的な取り組みを促し、その取

り組みを府民同士が共鳴することにより食育の輪を広げていくための取組を進

めていきたいと考えております。 

 

各事業の詳細は【京都府ＨＰ きょうと食育情報】 

http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/index.html 

各事業の具体的な事例等は【京都府ＨＰ きょうと食育事例集】 

http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/shokuikujirei.html 

http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/shokuikujirei.html


１　目　　的

２　主な取組

　（１）啓発・普及
　　　・統一テーマを定めた「きょうと食育強化月間（１１月）」を設定
　　　・講演会や親子料理教室、農林漁業体験などの講座開催
　　　・スーパーやイベント会場での食育コーナー設置
　　　・マスコットキャラクター及び食育標語の活用
　　　・食のスクラップコンクールの開催　　
　（２）食育に関する情報の収集及び情報提供
　　　・会員団体等の食育取組情報等を収集し、ホームページ・メールマガジン等により提供
　　　・府内の食育取組事例を収集し、広く紹介
　（３）食育支援活動の登録・提供
　　　・会員や府内企業の食育支援活動を登録し、広く情報提供
　（４）会員相互間の連携促進

３　役　　員
　　　代表　　今里　滋（同志社大学大学院教授）

４　事 務 局　　京都府農林水産部食の安心・安全推進課

（社）京都府医師会 京都教育大学　食物学研究室
（公社）京都府栄養士会 京都光華女子大学　健康科学部健康栄養学科
（公社）京都府看護協会 京都女子大学　家政学部食物栄養学科
（社）京都府歯科医師会 京都府立大学大学院　食事科学研究室
（社）京都府歯科衛生士会 京都文教短期大学　食教育研究会
京都府食生活改善推進員連絡協議会 京都聖母学院短期大学　食品学研究室
（社）京都府食品衛生協会 （公財）大学コンソーシアム京都
（社）京都府助産師会 同志社女子大学　生活科学部実践栄養学研究室
（財）京都府生活衛生営業指導センター 同志社大学大学院　総合政策科学研究科　
（社）京都府保育協会 平安女学院大学　日本食育・健康研究所
（社）京都府薬剤師会 （社）京都経済同友会
京都市中央卸売市場協会 京都府商工会議所連合会
きょうと女性農業委員・推進委員の会 京都府商工会連合会
京都府卸売市場連合会 （社）京都府食品産業協会
京都府牛乳普及協会 京都府中小企業団体中央会
京都府漁業協同組合 京都食育キャラバン隊
京都府漁業士会 京都生活協同組合
（社）京都府獣医師会 京都府女性の船「ステップあけぼの」
京都府食肉事業協同組合連合会 京都府生活協同組合連合会
京都府生活研究グループ連絡協議会 （公社）全日本司厨士協会　京都府本部
（社）京都府畜産振興協会 NPO法人 コンシューマーズ京都
（社）京都府茶業会議所 NPO法人 日本都市農村交流ネットワーク協会
京都府農協青壮年組織協議会 NPO法人 日本料理アカデミー
京都府農業会議 京都府調理師会
京都府農業協同組合中央会 ＮＨＫ京都放送局
京都府農業士会 京都新聞社
京都府農業青年クラブ連絡協議会 （株）京都放送（ＫＢＳ京都）
（社）京都府米食推進協会 京都リビング新聞社
京都府ミルクプラント協議会 時事通信社　京都総局
（公社）京のふるさと産品協会 中日新聞社　京都支局
ＪＡ京都府女性組織協議会 日刊工業新聞社　京都支局
全国農業協同組合連合会京都府本部 日本経済新聞社　京都支社
全国肥料商連合会京都府部会 日本工業新聞社　京都総局
（財）京都府学校給食会 日本農業新聞　大阪支所
京都府学校給食研究会 毎日新聞社　京都支局
京都府学校保健会 農林水産省近畿農政局
京都府学校保健主事会 京都府
京都府公立幼稚園・こども園教育研究会 京都市
京都府小学校教育研究会 京都府教育委員会
京都府私立小学校連合会 京都府市長会
京都府私立中学高等学校連合会 京都府町村会
（社）京都府私立幼稚園連盟 京都府市町村教育委員会連合会
京都府中学校教育研究会健康教育部会※分野別、(株)(社)(財)(公社)(公財)NPO法人表記を省く五十音順（行政関係除く）　

京都府ＰＴＡ協議会
京都府立高等学校京都地区保健研究協議会
京都府立高等学校両丹地区保健研究協議会
（公社）全国学校栄養士協議会京都府研究会

８9団体

５　会員一覧（平成３０年２月現在）

　　　・研究会、交流会の開催

　保健衛
生関係

　農林水
産関係

　    府内において食育に取り組む様々な関係者が集い、それぞれの特性を活かしながら、協働し、
　 府民運動として食育を推進する。

「きょうと食育ネットワーク」の概要

分野 団体名 団体名

　教育関
係



きょうと食育ネットワーク
標語 

お は よ う 
キミ の 笑顔 と 

ごはん 


