全体－1
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

（１）各種取り
組みでの「食
育」の周知・
啓発や情報
提供

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 歯の健康展（食育コーナー）
【内容】 歯の健康展参加者に、お弁当箱バランス、かみかみ
の日の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 993人

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
【名称】 歯の健康展（食育コーナー）
【内容】 歯の健康展参加者に、お弁当箱バランス、かみかみ
の日の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 1,055人

【名称】 食育PR活動（エコ・フェスタ）
【内容】 食品ビンゴでお弁当箱バランスの普及と食育アンケー
トの実施
【場所】 打上川治水緑地
【参加人数、回数等】 食品ビンゴ 92人
食育ｱﾝｹｰﾄ 220人

【名称】 食育PR活動（エコ・フェスタ）
【内容】 食品ビンゴでお弁当箱バランスの普及と食育アンケー
トの実施
【場所】 打上川治水緑地
健康推進室

【名称】 食育の本展
【内容】 市立中央図書館に依頼して、食育に関する本とチラシ
の展示
【場所】 市立中央図書館
【参加人数、回数等】 ６月、８月、２月(食育月間と食育イベン
ト開催日に合わせて実施）

【名称】 食育の本展
【内容】 市立中央図書館に依頼して、食育に関する本とチラシ
の展示
【場所】 市立中央図書館
健康推進室

【名称】 行政モニター
【内容】 行政モニターで食育に関する情報を提供
【場所】 市民課、保険事業室、香里市民センター、市立総合セ
ンター、市立保健福祉センター
【参加人数、回数等】６月、８月(食育月間に合わせて実施）

【名称】 行政モニター
【内容】 行政モニターで食育に関する情報を提供
【場所】 市民課、保険事業室、香里市民センター、市立総合セ 健康推進室
ンター、市立保健福祉センター
【参加人数、回数等】６月、８月(食育月間に合わせて実施）

【名称】 寝屋川市食育推進講座
【内容】 第２次寝屋川市食育推進計画の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 203人

【名称】 寝屋川市食育推進講座
【内容】 第２次寝屋川市食育推進計画の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
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団体、担当課

健康推進室

健康推進室

全体－2
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 歯の健康展（寝屋川保健所ブース）
【内容】 減塩をテーマに、パネル・ポスター等の展示による普
及・啓発、集団給食研究会病院栄養士による栄養相談、食べ
物つりゲーム
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 509人

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
【名称】 歯の健康展（寝屋川保健所ブース）
【内容】 減塩をテーマに、パネル・ポスター等の展示による普
及・啓発、集団給食研究会病院栄養士による栄養相談、食べ
物つりゲーム
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 730人(うち子ども対象260人）

【名称】 くらしの衛生キャンペーン
【内容】 減塩をテーマに、リーフレット配布による普及・啓発
【場所】 アルプラザ香里園店
【参加人数、回数等】 1,000 人

【名称】 くらしの衛生キャンペーン
平成28年度のキャンペーンでは、食育未実施。

【名称】 食べるネットなな通信
【内容】 広報誌による食育に関する情報の発信
【場所】 市内へ配布
（１）各種取り 【参加人数、回数等】 750部×２回
組みでの「食
育」の周知・ 【名称】 医師を囲んでなごやかサロン
啓発や情報 【内容】 第５回テーマ「いつまでもおいしく食べるために咀嚼(噛
提供
むこと)と嚥下(飲み込むこと)」

【名称】 食べるネットなな通信
【内容】 広報誌による食育に関する情報の発信
【場所】 市内へ配布

【名称】 医師を囲んでなごやかサロン
【内容】 医師、栄養士を交えて語り、学ぶサロン
【場所】 ななクラブ栄養ケアステーション

・医師、管理栄養士を交えて語り、学ぶサロン
【場所】 ななクラブ栄養ケアステーション
【参加人数、回数等】 23人 １回
【名称】 機能性食品についての講演会
【内容】 講演会 募集人数30人
【場所】 大阪府消費生活センター
【参加人数、回数等】 30人 １回

【名称】 福島の今を語る講演会
【内容】 福島の食品について
【場所】 大阪府消費生活センター

【名称】 発酵食品会社見学
【内容】 見学会 募集人数20人
【場所】 株式会社舞昆のこうはら
【参加人数、回数等】 16人 １回

団体、担当課
大阪府寝屋川
保健所
企画調整課

大阪府寝屋川
保健所
企画調整課

特定非営利活
動法人ななク
ラブ

特定非営利活
動法人ななク
ラブ

寝屋川市消費
者協会

寝屋川市消費
者協会

2 ページ

全体－3
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

（１）各種取り
組みでの「食
育」の周知・
啓発や情報
提供

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 食品表示についての学習会
【内容】 学習会 募集人数30人
【場所】 大阪府消費生活センター
【参加人数、回数等】 30人 １回

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
【名称】 今、話題の食材について講演会
【内容】 学習会
【場所】 寝屋川市立消費生活センター

【名称】 歯の健康展（食育コーナー） 《再掲》
【内容】 歯の健康展参加者に、お弁当箱バランス、かみかみ
の日の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 993人

【名称】 歯の健康展（食育コーナー） 《再掲》
【内容】 歯の健康展参加者に、お弁当箱バランス、かみかみ
の日の普及・啓発
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 1,055人

【名称】 かみかみの日
【内容】 庁内放送、庁内パソコンで毎月19日は「かみかみの
日」を来庁者・職員に周知
【場所】 本庁、市立総合センター、市立保健福祉センター
【参加人数、回数等】 12回/年

【名称】 かみかみの日
【内容】 庁内放送、庁内パソコンで毎月19日は「かみかみの
日」を来庁者・職員に周知
【場所】 本庁、市立総合センター、市立保健福祉センター

【名称】 ２歳「歯の親子教室」
（２）「かみか 【内容】 参加者に「かみかみの日」とマークの普及・啓発
みの日」の 【場所】 市立保健福祉センター
周知啓発 【参加人数、回数等】 1,075人/18回

【名称】 ２歳「歯の親子教室」
【内容】 参加者に「かみかみの日」とマークの普及・啓発
【場所】 市立保健福祉センター

団体、担当課

寝屋川市消費
者協会

健康推進室

健康推進室

子育て支援課

【名称】 かみかみの日（毎月19日）
【内容】 献立に噛むメニューをとり入れる
【場所】 公立小学校
【参加人数、回数等】 11回

【名称】 かみかみの日（毎月19日）
【内容】 献立に噛むメニューをとり入れる
【場所】 公立小学校
【参加人数、回数等】 11回実施予定

【名称】 かみかみの日
【内容】 献立やおやつに噛む食材を使用する（昆布やするめ、
根菜類など）
【場所】 公立保育所
【参加人数、回数等】 毎月19日前後の給食実施日

【名称】 かみかみの日
【内容】 献立やおやつに噛む食材を使用する（昆布やするめ、
根菜類など）
保育課
【場所】 公立保育所
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施設給食課

全体－4
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 かみかみデー
【内容】 園児・保護者へかみかみの日の普及啓発
（園児による園内放送 かみかみおかず紹介など）
【場所】 公立幼稚園
【参加人数、回数等】 毎月19日に実施

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
【名称】 かみかみデー
【内容】 園児・保護者へかみかみの日の普及啓発
（園児による園内放送 かみかみおかず紹介など）
【場所】 公立幼稚園
【参加人数、回数等】 毎月19日に実施

団体、担当課

学務課

（２）「かみか
【名称】 「8020」運動の啓蒙
みの日」の周 【名称】 ８０２０運動への参加
【内容】
毎年歯科医師会が行っている「８０２０」運動に参加し、
【内容】 歯の健康展に参加したり、歯科医師による講座を開
知啓発

該当者は表彰を受けている チラシの作成や配布
単位クラブで啓蒙
一層の啓蒙を行っていく
【場所】 市老人クラブ連合会単位クラブ
【参加人数、回数】 講演会参加 117人 １回

き、食生活や歯と健康の関係を学ぶ
【場所】 高齢者福祉センター

【名称】 地元農産物直販等奨励事業
【内容】 小学校給食への地場産野菜の導入
【場所】 公立小学校
【参加人数、回数等】 40,234キログラム 35回

【名称】 地元農産物直販等奨励事業
【内容】 小学校給食への地場産野菜の導入
【場所】 公立小学校

（３）農業生
産者や事業
者などの連 【名称】 「朝市」
携による食 【内容】 第２・４土曜日に９時00分～10時30分迄販売を行って
育の推進 いる
【場所】 太秦住宅バス停、開催場所を増加したい

【名称】 地元農産物直売店奨励
【内容】 上記の優良店を活用するための情報提供
【場所】 市老連単位クラブ
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寝屋川市老人
クラブ連合会

・寝屋川市農
業研究クラブ
・産業振興室
・施設給食課

寝屋川市老人
クラブ連合会

全体－5
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

資料２

平成27年度実績（取組概要）

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）

団体、担当課

【名称】 食育講座「食選科」
【内容】 生涯にわたって健康的な食生活を考え実行できるよう
に自分自身の食生活を振り返り、食生活の改善を目的とした講
義と調理実習の実施
【場所】 市立保健福祉センタ－
【参加人数、回数等】 延べ63人 ６日間×１コース

【名称】 食育講座「食選科」
【内容】 生涯にわたって健康的な食生活を考え実行できるよう
に自分自身の食生活を振り返り、食生活の改善を目的とした講
義と調理実習の実施
健康推進室
【場所】 市立保健福祉センタ－
【参加人数、回数等】
3日間×１コース

（４）地域で
の食育活動
に関する人
材育成と活
動支援

【名称】 情報提供
【内容】 国・府の安全・安心に関する情報をホームページで情
報提供
（５）食の安 【場所】 市ホームページ
心安全と食 【参加人数、回数等】 通年
文化の継承
【名称】 給食
【内容】 毎月の献立の中で季節の食材使用と行事食を行って
いる
【場所】 公立小学校・公立中学校
【参加人数、回数等】 数回/年

【名称】 情報提供
【内容】 国・府の安全・安心に関する情報をホームページで情
報提供
健康推進室
【場所】 市ホームページ

【名称】 歯の健康展（食育コーナー）
【内容】 献立の紹介、はしの使い方について学校栄養士が説
明
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 １回/年

【名称】 歯の健康展（食育コーナー）
【内容】 献立の紹介、はしの使い方について学校栄養士が説
明
施設給食課
【場所】 市立総合センター
【参加人数、回数等】 １回/年

【名称】 給食
【内容】 毎月の献立の中で季節の食材使用と行事食を行って
いる
施設給食課
【場所】 公立小学校・公立中学校
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全体－6
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 家庭科等の授業
【内容】 各学年指導計画に基づき授業を行う
【場所】 公立小学校・公立中学校
【参加人数、回数等】 学校により異なる

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
【名称】 家庭科等の授業
【内容】 各学年指導計画に基づき授業を行う
【場所】 公立小学校・公立中学校

【名称】 給食
【内容】 毎月の献立の中で季節の食材使用と行事食・伝統食
を伝える
【場所】 公立保育所
（５）食の安 【参加人数、回数等】 季節や行事に応じた献立で実施
心安全と食
【名称】 ふるさと料理講習会
文化の継承
【内容】 生活改善クラブ連合会に委託して、市民を対象に季節
ごとのふるさと料理の講習会を実施
【場所】 エスポアール
【参加人数、回数等】 67名 ３回
【名称】 みそ作り
【内容】 みそ作り
【場所】 寝屋川市消費生活センター、南・西南・東北・西コミセ
ン、木屋地区本行寺
【参加人数、回数等】 340人 11 回

団体、担当課

教育指導課

【名称】 給食
【内容】 毎月の献立の中で季節の食材使用と行事食・伝統食
を伝える
保育課
【場所】 公立保育所
【名称】 ふるさと料理講習会
【内容】 生活改善クラブ連合会に委託して、市民を対象に季節
ごとのふるさと料理の講習会を実施
産業振興室
【場所】 エスポアール
【名称】 みそ作り
【内容】 みそ作り
【場所】 寝屋川市消費生活センター、南・西南・東北・西コミセ
ン、木屋地区本行寺

寝屋川市消費
者協会

【名称】 給食を残さない取組
【名称】 給食を残さない取組
【内容】 委員会活動等による掲示や放送での啓発、呼びかけ 【内容】 委員会活動等による掲示や放送での啓発、呼びかけ
【場所】 公立小学校・公立中学校
【場所】 公立小学校・公立中学校
教育指導課
【参加人数、回数等】 学校により異なる

（６）食品の
廃棄を減ら
す意識の向 【名称】 給食を残さない取組
【内容】 給食だより・校内放送による啓発
上
【場所】 公立小学校・公立中学校
【参加人数、回数等】 各学校で随時

【名称】 給食を残さない取組
【内容】 給食だより・校内放送による啓発
【場所】 公立小学校・公立中学校
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施設給食課

全体－7
第２次寝屋川市食育推進計画 【事業リスト】
１．全市的な食育推進活動の展開

資料２

平成27年度実績（取組概要）
【名称】 マイバック持参運動
【内容】 食品廃棄を減らす意識向上には、買物に行くときから
意識をし、無駄なものは買わないためマイバックを持参する運
動をしている参加クラブを増加させたい
【場所】
【参加人数、回数等】
参加クラブ
30クラブ
１回
【名称】 家庭科等の授業
【内容】 各学年指導計画に基づき授業を行う
【場所】 公立小学校・公立中学校
（６）食品の 【参加人数、回数等】 学校により異なる
廃棄を減ら
す意識の向
【名称】 エコ・クッキング
上
【内容】 これまでの料理本（レシピ）をホームページにて公表・
設置

【名称】 施設見学（小学4年生・一般）
【内容】 ごみの発生抑制として、食材の購入時に適量購入及
び残食の残らないライフスタイルについて説明
【場所】 クリーンセンター
【参加人数、回数等】 2,158人/31回 （内、小学４年生1,972人
/24回）

平成28年度計画（取組概要及び今後の取組の方向性）
団体、担当課
【名称】 食品の無駄をなくす運動
【内容】 市老連では、５月と９月に各単位クラブにおいて「美化
と環境」活動に取り組んでおり、この機会に食品廃棄を減らす
意識向上につなげていきたい。
寝屋川市老人
【場所】 市老連単位クラブ
クラブ連合会

【名称】 家庭科等の授業
【内容】 各学年指導計画に基づき授業を行う
【場所】 公立小学校・公立中学校

教育指導課

【名称】 エコ・クッキング
【内容】 これまでの料理本（レシピ）をホームページにて公表・
設置

環境総務課

【名称】 施設見学（小学4年生・一般）
【内容】 ごみの発生抑制として、食材の購入時に適量購入及
び残食の残らないライフスタイルについて説明
【場所】 クリーンセンター

環境総務課
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