参考資料⑤

第２次枚方市食育推進計画 進捗状況確認表（10月1日現在）

【基本方向①】
事業

1

妊産婦や乳幼児に関す
る相談や講座等の実施

主な取組名

母子健康手帳副読本等の配付

事業概要

●

●

平成26年度の取組実績

妊娠期及び就学前の家庭における乳幼児の望ましい生活習慣や食事
内容について啓発することを目的として、妊娠届出時に、『すくす
く子育て手帖』を配布します。

・すくすく子育て手帖 3,163部 配付

平成2７年度の取組実績

●

●

妊娠期及び産後に向けての望ましい家庭での生活習慣や栄養、食生
活に関する講座を開催します。

妊産婦・新生児・乳児訪問指
導

●

●

助産師会と連携し、助産師や保健師が、妊産婦および新生児を対象
に家庭訪問を行い、育児や授乳、栄養に関する相談等を実施しま
す。

・妊産婦（保健師訪問）
721人
・妊産婦（助産師）
1,665人
・新生児・乳児（助産師） 1,663人

・妊産婦（保健師訪問）
・妊産婦（助産師）
・新生児・乳児（助産師）

母乳相談

●

●

助産師による授乳や母乳育児のための相談を実施します。

・598人（４ヵ月健診、４ヵ月健診時予約実施分）

・600人

乳幼児健康診査や健康相談の場で、子どもの生活習慣や食事に関す
る相談や啓発を行います。

・4か月児健康診査
2,962人
・1歳6か月児健康診査
3,027人（うち栄養相談 213人）
・2歳6か月児歯科健康診査 2,927人（うち栄養相談 146人）
・3歳6か月児健康診査
2,971人（うち栄養相談 110人）
・健診A
延べ358人（うち栄養相談
83人）

・4か月児健康診査
2,952人
・1歳6か月児健康診査
3,022人（うち栄養相談
・2歳6か月児歯科健康診査
2,752人（うち栄養相談
・3歳6か月児健康診査
2,936人（うち栄養相談
・健診A
延べ388人（うち栄養相談

・ぴよぴよ離乳食講習会
23回
・ステップアップ離乳食講習会 12回
・ぱくぱく幼児食講習会
5回
・親子で楽しくクッキング
１回

・ぴよぴよ離乳食講習会
24回
・ステップアップ離乳食講習会 12回
・ぱくぱく幼児食講習会
4回
・親子で楽しくクッキング
2回

●

11回
６回
６回
６回
６回

101人
62人
130人
528人
131人

・1,343部 配付（4～8月）

マタニティスクール

●

平成2８年度（４月～９月）の取組実績 ※９月末時点

・3,043部 配付

・きらきら栄養クラス
・らくらくおしゃべりクッキング
・どきどき育児体験クラス
・ぱぱままクラス
・わくわく出産クラス

乳幼児健康診査

・きらきら栄養クラス
・らくらくおしゃべりクッキング
・どきどき育児体験クラス
・ぱぱままクラス
・わくわく出産クラス

470人
255人
84人
32人

12回
６回
６回
６回
６回

87人
49人
98人
544人
106人

187人）
140人）
113人）
60人）

524人
246人
58人
58人

担当課

引き続き実施

保健センター

引き続き実施

保健センター

・妊産婦（保健師訪問）
・妊産婦（助産師）
740人
・新生児・乳児（助産師） 752人

引き続き実施

保健センター

・345人

引き続き実施

保健センター

・4か月児健康診査
1,418人
・1歳6か月児健康診査
1,441人（うち栄養相談 103人）
・2歳6か月児歯科健康診査 1,372人（うち栄養相談 85人）
・3歳6か月児健康診査
1,287人（うち栄養相談 65人）
・健診A
延べ173人（うち栄養相談 22人）

引き続き実施

保健センター

・ぴよぴよ離乳食講習会
12回
・ステップアップ離乳食講習会
6回
・ぱくぱく幼児食講習会
3回
・親子で楽しくクッキング
2回

引き続き実施

保健センター

・きらきら栄養クラス
・らくらくおしゃべりクッキング
・どきどき育児体験クラス
・ぱぱままクラス
・わくわく出産クラス

850人
1,552人
1,555人

平成2８年度（10月～３月）の取組予定 ※10月１日時点

6回
3回
3回
3回
3回

65人
33人
52人
266人
61人

244人
122人
32人
62人

離乳食講習会・幼児食講習会

●

離乳食や幼児食に関する講座や調理実習を開催し、望ましい生活リ
ズムや食事に関する啓発を行います。

乳幼児健康相談

●

保健センターや生涯学習市民センター他8か所で身体計測や保健師
による育児相談、栄養士による離乳食、幼児食の相談を行います。

・79回 5,002人（うち栄養相談 975人）

・77回 4,654人（うち栄養相談 899人）

・38回 2,028人（うち栄養相談 477人）

引き続き実施

保健センター

子育てコール

●

電話や窓口で、子育てや栄養に関する相談を実施します。

・2,222件 （うち栄養相談 244件）

・2,040件 （うち栄養相談 253件）

・795件 （うち栄養相談 98件）

引き続き実施

保健センター

食生活に関する相談・指導事
業

●

食育便りの発行
食育講演会
栄養相談

・食育講演会（保護者向け） 13 回 671 人（７園延べ）
・食育に関する便り 40 回
在園児対象に配布（７園延べ）

・食育講演会（保護者向け） 2回 129 人（７園延べ）
・食育に関する便り 38 回
在園児対象に配布（７園延べ）

保護者向けに、栄養士による食育講演会を開催したり、食育便りを発
引き続き実施
行しています。

●

在宅の親子を対象としたふれあい体験事業や育児教室を通じて、生
活リズムや食生活についてのアドバイスを行います。

在園児が離乳食を食べる様子を実際に見学してもらいながら、保育士・看
護師・調理師等の保育所（園）職員の専門性を生かし、離乳食の進め方や
生活リズムの大切さについて、アドバイス等を行いました。
参加者：５～８か月児 655組、１歳児 2,120組

在園児が離乳食を食べる様子を実際に見学してもらいながら、保育
在園児が離乳食を食べる様子を実際に見学してもらいながら、保育士・看護
士・看護師・調理師等の保育所（園）職員の専門性を生かし、離乳食
師・調理師等の保育所（園）職員の専門性を生かし、離乳食の進め方や生活リ
の進め方や生活リズムの大切さについて、アドバイス等を行いまし
引き続き実施
ズムの大切さについて、アドバイス等を行いました。
た。
参加者：５～８か月児 646組、１歳児 2,062組
参加者：５～８か月児 327組、１歳児 1,059組

子育て事業課

●

在宅の親子を対象としたふれあい体験事業や育児教室を通じて、生
活リズムや食生活についてのアドバイスを行います。

・育児教室の実施
保健センターと連携し、公立保育所12園で実施
各園5回コース（春・秋2回実施=3園）
参加人数
延べ564人

・在宅の親子を対象とした育児教室の実施
保健センターと連携し、公立保育所12園で５回コースで実施。（前期・後期
で実施園＝6園）参加人数延べ449人

・在宅の親子を対象とした育児教室の実施
保健センターと連携し、公立保育所１２園で前期、5コースを実施。
参加人数延べ350人。後期終了４園。参加人数延べ144人。

引き続き実施

子育て運営課

●

保育所や幼稚園、学校等の指導者を対象とした食育の実践研修会を
開催します。

保育所(園)の職員（調理員・保育士等）を対象とした食育に関する研修会 保育所(園)の職員（調理員・保育士等）を対象とした食育に関する研修会を実 保育所(園)の職員（調理員・保育士等）を対象とした食育に関する研
を実施
施
修会を実施
・調理員を対象とした調理実習研修・・37名
・調理員を対象とした調理実習研修・・39名
・調理員を対象とした調理実習研修・・37名
・研修「保育所給食の役割とは」・・41名
・公私立合同研修会「保育所（園）における食品衛生」・・68名
・公私立合同研修会「保育所（園）における食品衛生」・・68名
・公私立合同研修会「保育所（園）における食品衛生」・・66名

引き続き実施

子育て運営課

食育推進計画の策定

●

各小・中学校の「食に関する指導の全体計画」に基づき、食育を総
合的にすすめ、授業や給食の時間を通して、子どもたちの食に対す
る理解や関心が深まるよう働きかけます。

クッキング保育

●

乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊か
な人間性の育成等を図るため、菜園活動や調理体験等を実施しま
す。

・玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・収穫し、幼稚園でカレー作り等 ・玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・収穫し、幼稚園でカレー作り等の体 玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・収穫し、幼稚園でカレー作り 秋期・冬期の季節に応じた野菜を栽培収穫し、調理体験を行いま
の体験を実施しました。
験を実施しました。
等の体験を実施しました。
す。

教育指導課

菜園活動

●

乳幼児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊か
な人間性の育成等を図るため、菜園活動や調理体験等を実施しま
す。

・各幼稚園の菜園を活用し、玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・
収穫を行いました。

・各幼稚園の菜園を活用し、玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・収穫を行 ・各幼稚園の菜園を活用し、玉ねぎ、じゃがいも、夏野菜等を栽培・ 秋期・冬期の季節に応じた野菜を栽培収穫し、調理体験を行いま
いました。
収穫を行いました。
す。

教育指導課

・小学校給食試食会の実施
幼稚園・保育所の園児、PTA等対象
124回
・小学校給食試食会の実施
・小学校調理場見学（共同調理場）の見学
幼稚園・保育所の園児、PTA等対象
1小学校児童の受入れ、PTAの見学に対応
・小学校調理場（共同調理場）の見学
・中学校給食試食会の実施
PTAの見学に対応
全中学校19校（全中学生・希望保護者）、および小学校45校（６年生・
希望保護者）対象

学校給食課

ふれあい体験事業

育児教室

保育所（園）や幼稚
2 園、学校における食育
推進

ライフステージ
乳幼児 児童
青年期 壮年期 高齢期
期
生徒期

保育所（園）・幼稚園におけ
る食育推進研修会

●

●

●

●

・食に関する指導の全体計画の作成
市内全小中学校において、授業や給食の時間等を活用し、
子どもたちの食に対する理解・関心を深めました。

・食に関する指導の全体計画の作成
市内全小中学校において、授業や給食の時間等を活用し、
子どもたちの食に対する理解・関心を深めました。

・市内の全小中学校において、「食に関する指導の全体計画」を作成
引き続き、「食に関する指導の全体計画」に基づき、授業や給食の
し、授業や給食の時間等を活用しながら、子どもたちの食に関する理
時間等を活用しながら、子どもたちの食に関する理解･関心を深め 教育指導課
解･関心を深めた。
ます。
・食育推進委員会を位置付けた。

引続き、
・小学校給食試食会の実施
幼稚園・保育所の園児、PTA等対象
・小学校調理場（共同調理場）の見学
小学校児童の受入れ、PTAの見学に対応
・中学校給食試食会の実施

●

規則正しい食習慣や栄養バランス等、食と身体の関係について理解
と関心が深まるよう、保護者を対象に、給食試食会や給食参観、調
理場見学等を実施します。

・給食試食会の実施
幼稚園・保育所の園児、PTA等対象
132回
・調理場見学（共同調理場）の見学
4小学校児童の受入れ、PTAの見学に対応

給食参観

●

規則正しい食習慣や栄養バランス等、食と身体の関係について理解
と関心が深まるよう、保護者を対象に、給食試食会や給食参観、調
理場見学等を実施します。

各学校において、保護者を対象に給食試食会を行った。また、学校の実情に応
各学校において、保護者を対象に給食試食会を行った。また、学校の実情
じて給食参観や調理場見学を行いました。
に応じて給食参観や調理場見学を行いました。
中学校給食試食会においても、学校の実情に応じて給食参観を実施しました。
※授業等の参観については、学校給食課、学校給食会としては取り組んで
※授業等の参観については、学校給食課、学校給食会としては取り組んでいま
いません。
せん。

各学校において実施する給食試食会において、栄養教諭より学校給食
について紹介したり、食の大切さ、正しい食習慣について伝えたたり
しました。また、学校の実情に応じて給食参観や調理場見学を行いま
した。

栄養教諭・学校栄養職員によ
る食育の推進

●

「食に関する指導」と「学校給食の管理」を一体的に行い、学校給
食を生きた教材として教育実践に活用するなど、栄養教諭・学校栄
養職員による食育推進を図ります。

・食に関する指導の実施
栄養教諭や学校栄養職員が中心となって、各学校の子どもの
発達段階に応じた食指導を行いました。

・食に関する指導の実施
栄養教諭や学校栄養教員が中心となって、各学校の子どもの発達段 引き続き実施
階に応じた食指導を行いました。

給食試食会

・食に関する指導の実施
栄養教諭や学校栄養職員が中心となって、各学校の子どもの
発達段階に応じた食指導を行いました。

1

教育指導課

58回

各学校において実施する給食試食会において、栄養教諭を中心とし
て、規則正しい食習慣や栄養バランス等、食と身体の関係について
学校給食課
理解と関心が深まるよう、保護者を対象に、給食試食会や給食参
観、調理場見学等を実施していく。

教育指導課

参考資料⑤

第２次枚方市食育推進計画 進捗状況確認表（10月1日現在）

【基本方向①】
事業

主な取組名

特定給食施設等を通じた食育
の推進

ライフステージ
乳幼児 児童
青年期 壮年期 高齢期
期
生徒期

●

特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設に対して、施設管
理者及び給食関係者等に栄養改善の見地から必要な指導を行い、給
食内容の向上を図るとともに、喫食者に対しても給食を通した健康
づくりを推進します。

●

3 高校、大学、職場等に
おける食育の普及・啓
発

生活習慣病予防対策事業

特定給食施設等を通じた食育
の
推進（再掲）

4 歯育の推進

●

●

幼児歯科健康診査

●

●

●

歯周疾患検診

●

●

後期高齢者歯科健康診査

●

特定保健指導

生活習慣病予防のための教室

●

●

●

・巡回指導 （児童福祉施設）
・研修会（2月実施予定）
「健康づくりを支える歯の基礎知識について(仮題）」
・特定給食講演会（大阪府全域連携事業）

担当課

保健企画課

・給食施設の健康管理者対象研修会
「健康管理に関するリスクマネジメント（高血圧対策を中心として）」
枚方市保健所管内 70人
（東ブロック保健所連携事業）
・事業所向け講演会
「社員は会社の宝！～健康で元気な社員が活力ある会社をつくる～」
53人
・地域・職域（北大阪商工会議所、協会けんぽ、公衆衛生協力会）に
おける健康診断を利用した高血圧予防の啓発
・母親情報交換会（小学校）
講演「熱中症予防～上手な水分のとり方～」
63人
・PTA給食委員会（小学校）
講演「熱中症予防～上手な水分のとり方～」
41人
・介護相談員対象対象研修会
講演「高齢者のお食事について」
29人
・高校連絡会
市内の高校の養護教諭と食育の取り組みについての
情報交換を実施

・地域・職域（北大阪商工会議所、協会けんぽ、公衆衛生協力会）に
おける健康診断を利用した高血圧予防の啓発
・健康フェアの実施（大学）
・PTA給食委員会（小学校）
市内２大学にて実施予定。食生活、禁煙、薬物乱用防止に関する 保健企画課
講演「熱中症予防～水分のとり方～」 42人
啓発の実施
・高校連絡会
市内の高校の養護教諭に対して朝食に関する啓発

・巡回指導 44施設（病院:25施設、事業所:19施設）
・研修会
・「特定給食施設等における食中毒予防のポイント」
103施設 136人
・「病院を飛び出した患者食～国循のかるしお事業について～」
61施設 76人
（高校、大学、職場等以外の特定給食施設等の参加分を含む）
・特定給食講演会
枚方市保健所管内５６施設 ５９人（大阪府全域連携事業）
（高校、大学、職場等以外の特定給食施設等の参加分を含む）

・研修会
「特定給食施設等における食品衛生管理について」
82施設 103人
（高校、大学、職場等以外の特定給食施設等の参加分を含む）

・研修会（2月実施予定）
「健康づくりを支える歯の基礎知識について(仮題）」
・特定給食講演会（大阪府全域連携事業）

妊産婦のう蝕、歯周疾患を早期発見・早期予防し、妊婦および胎児
の健全な発育に資することを目的に妊産婦歯科健康診査を実施しま
す。

・受診者数 819人

・受診者数 845人

・受診者数 315人

引き続き実施

保健センター

幼児健康診査において、歯科健診や子どもの歯に関する相談や啓発
を行い、歯育を推進します。

・1歳6か月児健康診査
3,027人
・2歳6か月児歯科健康診査 2,927人
・3歳6か月児健康診査
2,968人

・1歳6か月児健康診査
3,022人
・2歳6か月児歯科健康診査 2,752人
・3歳6か月児健康診査
2,935人

・1歳6か月児健康診査
1,441人
・2歳6か月児歯科健康診査 1,372人
・3歳6か月児健康診査
1,286人

引き続き実施

保健センター

枚方市立全幼稚園、小中学校で4月～6月にかけて歯科検診を行いました。
（33,698人）

枚方市立全幼稚園、小中学校で4月～6月にかけて歯科検診を行いま
した。（33,175人）

・ぴよぴよ離乳食講習会
24回
・ステップアップ離乳食講習会 12回
・ぱくぱく幼児食講習会
4回
・親子で楽しくクッキング
2回

・ぴよぴよ離乳食講習会
12回
・ステップアップ離乳食講習会
6回
・ぱくぱく幼児食講習会
3回
・親子で楽しくクッキング
2回

・1歳6か月児健診
・2歳6か月児歯科健診

●

35歳から80歳までの5歳ごとの節目で、歯周疾患検診を実施しま
す。

・受診者数 281人

●

75歳以上の方に、誤嚥性肺炎や口腔機能の低下を予防するために歯
科健康診査を実施します。

●

在宅寝たきり老人等の口腔内のう蝕、歯周疾患、義歯の不適合、口
腔清掃状態等の状況を改善し、口腔機能の回復を図ることを目的と
し、訪問による歯科検診を実施します。

●

枚方市歯科医師会と連携し、20歯以上の健全な歯を持つ80歳以上
の方を表彰することで、市民に対する歯育推進の啓発を行います。

●

・巡回指導 （児童福祉施設）
・研修会
「特定給食施設等における食品衛生管理について」
82施設 103人
（保育所（園）、幼稚園、学校以外の特定給食施設等の参加分
を含む）

平成2８年度（10月～３月）の取組予定 ※10月１日時点

特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設に対して、施設管
理者及び給食関係者等に栄養改善の見地から必要な指導を行い、給
食内容の向上を図るとともに、喫食者に対しても給食を通した健康
づくりを推進します。

1歳6か月児健康診査、2歳6か月児歯科健康診査に来所した保護者
を対象に歯科健診を実施し、歯育を推進します。

●

平成2８年度（４月～９月）の取組実績 ※９月末時点

・巡回指導 32施設（病院:24施設、事業所:7施設、大学:1施設）
・研修会
「食中毒予防対策について」 117施設 149人
（高校、大学、職場等以外の特定給食施設等の参加分を含む）
・特定給食講演会
枚方市保健所管内 49施設 52人（大阪府全域連携事業）
（高校、大学、職場等以外の特定給食施設等の参加分を含む）

・ぴよぴよ離乳食講習会
23回
・ステップアップ離乳食講習会 12回
・ぱくぱく幼児食講習会
5回
・親子で楽しくクッキング
１回

●

8020達成者表彰

生活習慣病予防のため
の支援・指導

・研修会
・「特定給食施設等における食中毒予防のポイント」 103施設 136人
・「病院を飛び出した患者食～国循のかるしお事業について～」
61施設 76人
（保育所（園）、幼稚園、学校以外の特定給食施設等の参加分
を含む）
・特定給食講演会
枚方市保健所管内５６施設 ５９人（大阪府全域連携事業）
（保育所（園）、幼稚園、学校以外の特定給食施設等の参加分
を含む）

・給食施設の健康管理者対象研修会
「高血圧症 予防が大事」 枚方市保健所管内 23人
（東ブロック保健所連携事業）
・高校生食育リーダー養成研修会
枚方市保健所管内 3人 （東ブロック保健所連携事業）
生活習慣病予防を目的に、規則正しい食習慣や栄養バランスのとれ
・地域・職域（北大阪商工会議所、協会けんぽ、公衆衛生協力会）に
た食生活が実践できるよう、普及・啓発を行います。
おける健康診断を利用した高血圧予防の啓発
・PTA給食委員会（小学校）
講演「熱中症予防と水分補給について」
・学生食堂（大学）を通じた食育推進
枚方市保健所管内 ２人（東ブロック保健所連携事業）

歯と口の健康づくりのため、歯科衛生士がブラッシング指導を行い
ます。

在宅訪問歯科事業
（旧：在宅寝たきり老人等訪
問
歯科事業）
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平成2７年度の取組実績

・研修会
「食中毒予防対策について」 117施設 149人
（保育所（園）、幼稚園、学校以外の特定給食施設等の参加分
を含む）
・特定給食講演会
枚方市保健所管内４９施設 52人（大阪府全域連携事業）
（保育所（園）、幼稚園、学校以外の特定給食施設等の参加分
を含む）

離乳食や幼児食に関する講座や調理実習を開催し、望ましい生活リ
ズムや食事に関する啓発を行います。

●

●

平成26年度の取組実績

学校保健安全法第13条第1項に基づき実施している定期健康診断で 枚方市立全幼稚園、小中学校で4月～6月にかけて歯科検診を行いまし
す。
た。（34,217人）

●

成人歯科健康診査

ブラッシング指導

●

●

学校歯科検診

離乳食講習会・幼児食講習会
（再掲）

●

●

妊産婦歯科健康診査

事業概要

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための保健
指導を実施します。また、ハイリスク者を対象とした生活習慣や食
生活改善の個別指導を実施します。

バランスの良い食事や減塩についての講義、野菜のクッキングな
ど、生活習慣病予防のための教室を実施します。

470人
255人
84人
32人

1,404人
1,485人

・1歳6か月児健康診査
・2歳6か月児歯科健康診査

524人
246人
58人
58人

1,391人
1,303人

・受診者数 183人

─

─

・ブラッシング指導（歯科衛生士）
春と秋に、枚方市立全幼稚園、小学校で、各年齢に応じた歯科
衛生士によるブラッシング指導を行いました。
実施学年は学校で決めています。

・ブラッシング指導（歯科衛生士）
春と秋に、枚方市立全幼稚園、小学校で、各年齢に応じた歯科
衛生士によるブラッシング指導を行いました。
実施学年は学校で決めています。

・実施件数 2件

・実施件数 ０件

・8020達成者表彰式の実施（歯科医師会と連携）
第26回枚方市健康・医療・福祉フェスティバルで実施
表彰者数
80人

・8020達成者表彰式の実施（歯科医師会と連携）
第27回枚方市健康・医療・福祉フェスティバルで実施
表彰者数
７８人

（平成27年10月末現在)
・特定健診受診率:32.5%
・特定保健指導利用率:11.0%
・特定保健指導終了率:12.1%

（平成28年9月末現在)
・特定健診受診率:32.2%
・特定保健指導利用率:9.9%
・特定保健指導終了率:9.6%

244人
122人
32人
62人

学務課

引き続き実施

保健センター

引き続き実施

保健センター

・受診者数 103人
※平成28年4月から歯周病検診に名称変更し、75・80歳は
後期高齢者歯科健康診査へ移行

引き続き実施

保健センター

受診者数 211人

引き続き実施

保健センター

・ブラッシング指導（歯科衛生士）
春（4月～6月）に、枚方市立幼稚園7園、小学校13校で、各年
齢に応じた歯科衛生士によるブラッシング指導を行いました。
実施学年は学校で決めています。

・ブラッシング指導（歯科衛生士）
秋（10月11月）に小学校32校で、各年齢に応じた歯科衛生
士によるブラッシング指導を行実施予定。
実施学年は学校で決めています。

子育て運営課
学務課

・実施件数 ３件
※平成28年4月から在宅訪問歯科事業に名称変更し、歯科医院等へ
通院困難な方を対象に訪問歯科検診を実施

引き続き実施

保健センター

・8020達成者表彰式の実施（歯科医師会と連携）
第28回枚方市健康・医療・福祉フェスティバルで実施
表彰者数
１０４人

健康総務課

特定保健指導利用率及び終了率の向上を目指す。
ハイリスク者に対し確実に医療機関受診につなげる。

国民健康保険室

引き続き実施

保健センター

・1歳6か月児健康診査
・2歳6か月児歯科健康診査

657人
597人

─

（平成28年9月末現在)
・特定健診受診率:5.5%
・特定保健指導利用率:0.5%
・特定保健指導終了率:0%

・重症要治療フォロー対象者 159人
（フォロー方法（延）:訪問4件、電話22件、文書133件）
・休日健診事後指導対象者 42名
（フォロー方法（延）:訪問0件、電話2件、文書42件）

・要治療フォロー対象者
1,166人
（フォロー方法（延）：電話6件、文書1,166件）
※平成27年度からフォロー基準見直し

・要治療フォロー対象者
417人
（フォロー方法（延）：電話86件、文書417件）

・血管アンチエイジング
11回 130人
・チャレンジ！野菜を食べよう～野菜お手軽クッキング～
6回 129人

・血管アンチエイジング
12回 151人
・チャレンジ！野菜を食べよう～野菜お手軽クッキング～
6回 116人

・血管アンチエイジング
6回 46人
・チャレンジ！野菜を食べよう～野菜お手軽クッキング～
3回 57人
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保健企画課

参考資料⑤

第２次枚方市食育推進計画 進捗状況確認表（10月1日現在）

【基本方向①】
事業

食の自立支援と食生活
6 改善【障害者・高齢
者】

主な取組名

ライフステージ
乳幼児 児童
青年期 壮年期 高齢期
期
生徒期

事業概要

平成26年度の取組実績

平成2７年度の取組実績

平成2８年度（４月～９月）の取組実績 ※９月末時点

平成2８年度（10月～３月）の取組予定 ※10月１日時点

担当課

血糖コントロールセミナー

●

●

●

血糖値の高い人を対象とした連続講座を開催し、生活習慣や食生活
改善の講義、個別相談を実施します。

・5クール（1クール3回コース） のべ335人

・5クール（1クール3回コース） のべ347人

・3クール（1クール3回コース） のべ223人

引き続き実施

保健センター

栄養相談・健康相談

●

●

●

生活習慣病予防のための個別の栄養相談（食生活指導）や、家庭訪
問による健康づくりや生活習慣病予防のための相談・指導を実施し
ます。

・成人・高齢者への健康相談 122人
・成人・高齢者への栄養相談 116人

・成人・高齢者への健康相談 52人
・成人・高齢者への栄養相談 97人

・成人・高齢者への健康相談 37人
・成人・高齢者への栄養相談 53人

引き続き実施

保健センター

65歳未満の重度の身体障害者で一人暮らしの方、またはこれに準ず
・対象者数 ４人
ると認められる場合で、身体の障害等により買物及び調理が出来な
・配食数 のべ823食
いため食事の確保が困難な方に一日２食を限度として、食事を配達
・助成金額 164,600円
し、安否確認を行います。

・対象者数 ５人
・配食数 のべ849食
・助成金額 169,800円

・対象者数 ６人
・配食数 のべ543食
・助成金額 108,600円

・利用者数 13人
・配食数 のべ1,682食

引き続き実施

長寿社会推進室

・3回実施 受講者のべ71人

年間8回中、残り5回を開催予定

長寿社会推進室

引き続き実施

保健センター

身体障害者配食サービス事業

●

●

栄養改善事業

●

低栄養状態にあって食事の確保の困難なひとり暮らし高齢者等に対
して、栄養バランスのとれた食事を配達し、安否の確認を行ってい
ます。

・利用者数 22人
・配食数 のべ6,267食

・利用者数 18人
・配食数 のべ4,515食

元気アップ総合講座

●

介護予防を目的に、高齢者を対象とした講座を実施します。

・知識編 3クール のべ79人
・実践編 3クール のべ105人

・4クール（2日間） 受講者のべ155人

●

在宅寝たきり老人等の口腔内のう蝕、歯周疾患、義歯の不適合、口
腔清掃状態等の状況を改善し、口腔機能の回復を図ることを目的と
し、訪問による歯科検診を実施します。

・実施件数 2件

・実施件数 ０件

在宅寝たきり老人等訪問歯科
事業（再掲）

●
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・実施件数 ３件

─

障害福祉室

