第２次枚方市食育推進計画

参考資料⑤

進捗状況確認表（10月1日現在）

【基本方向②】
ライフステージ
事業

1

ネットワークを活かし
た食育推進

主な取組名

乳幼児 児童
青年期 壮年期 高齢期
期
生徒期

ひらかた食育カーニバル

●

・給食試食会の開催
PTAや学校、市が連携し、給食試食会や料理教室、学習会等を開催す ・給食人気レシピの調理実習
るなど、食育推進の啓発に取り組みます。
・枚方食育カーニバルへの出展
小学生お弁当コンテスト

・給食試食会の開催
・給食人気レシピの調理実習
・枚方食育カーニバルへの出展
小学生お弁当コンテスト

●

市民の食育への関心を高めることを目的に、関係機関・団体と連携
し、「ひらかた食育カーニバル」を開催することで、食育推進の啓発
に取り組みます。

●

●

●

●

地域人材による食育推
進

・第7回ひらかた食育カーニバルの実施
平成27年2月11日（水・祝）
ラポールひらかたにて
来場者数 2,800人

・第８回ひらかた食育カーニバルの実施
平成2８年2月11日（木・祝）
ラポールひらかたにて
来場者数 のべ11,061人

─

・中学校給食試食会開催
・給食人気レシピの調理実習
・枚方食育カーニバルへの出展
小学生お弁当コンテスト

社会教育課

─

・第９回ひらかた食育カーニバルの実施
平成2９年2月11日（土・祝）
ラポールひらかたにて
来場者数
人

健康総務課

保護者が子どもと郷土料理について理解や関心を共有できるよう、給
・給食だよりやホームページなどによる情報発信
食だよりやホームページなどを通じて、情報を発信します。

・給食だよりや献立表、ホームページなどによる情報発信

・給食だよりや献立表、ホームページなどによる情報発信

地区組織活動を実践する人材の育成として、健康づくり食生活改善推
・開催回数 13回 のべ247人
進員（ヘルスメイト）や健康リーダーなどの健康づくりボランティア
（うち講座修了者数 15人）
を養成します。

・開催回数 12回 のべ215人
（うち講座修了者数 18人）

・開催回数

・枚方市健康づくり食生活改善協議会による教室
ふれあいクッキング
15回 のべ413人

・枚方市健康づくり食生活改善協議会による教室
ふれあいクッキング
6回 のべ155人

・枚方市健康リーダーによる教室
健康料理教室
9回 のべ249人

・枚方市健康リーダーによる教室
健康料理教室
1回 のべ24人

合計24回

合計7回

●

●

●

●

●

健康づくりボランティアを中心に、生涯学習市民センターなどを活動
場所とし、健康料理教室、健康講座等を実施します。
・枚方市健康リーダーによる教室
健康料理教室
10回
合計49回

健康づくりボランティアを対象と
したフォローアップ研修

●

●

●

健康づくりボランティアのスキルアップを目的に、健康づくりに関す
・開催回数
る知識や企画調整のための講義、調理講習会を実施します。

4 料理教室の開催
子ども料理教室

●

●

男の料理教室

料理教室（一般向け）

友好・交流都市物産展

●

●

●

●

●

●

のべ1017人

３回

133人

・行事食の提供
七夕そうめん（七夕）、雑煮（正月）、
いわし料理、福豆（節分）、ちらしずし
（ひなまつり）、赤飯（卒業祝い）など
・郷土料理の提供
ごんぼ汁、じゃこまめ、くるみもちなど
・旬の食材を取り入れた季節を感じる献立の提供

・行事食の提供
・行事食の提供
雑煮（正月）、いわし料理、福豆（節分）、ちらしずし
七夕そうめん（七夕）
（ひなまつり）、赤飯（卒業祝い）など
・旬の食材(春：たけのこ・やまぶき・アスパラガス・えんどう豆 ・郷土料理の提供
夏：ゴーヤ・ピーマン・なす・パプリカなど）
ごんぼ汁、じゃこまめ、くるみもちなど
を取り入れた季節を感じる献立の提供 ・旬の食材（白菜、大根、ほうれん草、九条ねぎなど）
を取り入れた季節を感じる献立の提供

学校給食課

・給食だよりや献立表、ホームページなどによる情報発信

学校給食課
教育指導課

引き続き実施

保健センター

引き続き実施

保健センター

引き続き実施

保健センター

・開催回数

・夏休み子どもパン作り教室の開催
菅原生涯学習市民センターにて
7月31日 24人

のべ662人

6回

573人

3回

のべ45人

のべ179人

・開催回数

2回

76人

・夏休み子どもパン作り教室の開催
菅原生涯学習市民センターにて
7月23日 25人

・夏休み子どもパン作り教室の開催
菅原生涯学習市民センターにて
7月29日 25人

●

・ユーカリ・キッズクッキングの開催
南部生涯学習市民センターにて
生涯学習市民センターにおいて市民と連携して、子ども料理教室や親
7月19日 「お菓子作り」 21組 45人
子料理教室などを実施します。
10月25日 「お料理作り」 21組 45人
12月13日 「パン作り」
20組 42人
2月21日 「お料理作り」 21組 45人

・ユーカリ・キッズクッキングの開催
南部生涯学習市民センターにて
8月29日 「パン作り」
22組 45人
10月17日 「お料理作り」 20組 43人
12月12日 「お菓子作り」 23組 47人
2月13日 「お料理作り」 13組 29人

・ユーカリ・キッズクッキングの開催
南部生涯学習市民センターにて
7月16日 「パン作り」 20組 44人

●

・男の手料理Vol.11の開催
牧野生涯学習市民センターにて
12月7日 15人
・男の料理教室の開催
生涯学習市民センターにおいて市民と連携して、男性の自立と健全な
楠葉生涯学習市民センターにて
食生活の推進を目的に、料理経験のない男性を対象とした料理教室を
2月18日 16人
実施します。
2月25日 14人
・男の“ええ加減”料理教室の開催
さだ生涯学習市民センターにて
3月 1日 12人

・男の手料理Vol.1２の開催
牧野生涯学習市民センターにて
１月31日 16人
・男の料理教室の開催
楠葉生涯学習市民センターにて
2月 ９日 16人
2月１６日 1６人
・男の“ええ加減”料理教室の開催
さだ生涯学習市民センターにて
7月 ３日 12人
7月 10日 12人
7月 17日 12人
7月 24日 12人

生涯学習市民センターにおいて市民と連携して、子ども料理教室や親
子料理教室などを実施します。

●

親子料理教室

のべ259人

●

●

●

●

●

生涯学習市民センターにおいて市民と連携して、料理教室を開催しま
す。

・ジュニアクッキングの開催
楠葉生涯学習市民センターにて
8月20日 24人

・陶芸と料理のコラボの開催
南部生涯学習市民センターにて
9月27日 20人

・陶芸と料理のコラボの開催
南部生涯学習市民センターにて
9月26日 21人

・健康料理教室の開催
菅原生涯学習市民センターにて
1月23日 24人

・健康料理教室の開催
菅原生涯学習市民センターにて
1月22日 24人

─

・ユーカリ・キッズクッキングの開催
南部生涯学習市民センターにて
「お料理作り」（10月）
「お菓子作り」（12月）
「お菓子作り」（ 2月）

・友好都市物産展の開催
岡東中央公園にて
11月19日、20日実施
国内友好都市
（高知県四万十市・北海道別海町・沖縄県名護市）
市民交流都市
（北海道伊達市・奈良県天川村・長崎県波佐見町）
地域間交流都市
（香川県高松市塩江地区）
来場者数 7,500人

4

文化生涯学習室

文化生涯学習室

・男の手料理教室の開催（1月）
牧野生涯学習市民センターにて
─

・男の料理教室の開催（2月）
楠葉生涯学習市民センターにて

文化生涯学習室

・男性向け料理教室の開催（1月）
さだ生涯学習市民センターにて

・エコ・クッキング（12月）
楠葉生涯学習市民センターにて
─

・友好都市物産展の開催
岡東中央公園にて
11月20日、21日実施
国内友好都市
市民交流都市や友好都市の野菜や海産物、乳製品等その都市の特産物
（高知県四万十市・北海道別海町・沖縄県名護市）
を販売します。
市民交流都市
（北海道伊達市・奈良県天川村・長崎県波佐見町）
地域間交流都市
（香川県高松市塩江地区）
来場者数 6,000人

担当課

健康総務課

●

●

※10月１日時点

─

給食だより・ホームページ等によ
る行事食等の情報発信

健康づくりボランティア講座

平成2８年度（10月～３月）の取組予定

・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（大人用）
保健センター実施講座において活用
人
・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（子ども用）
家庭科の授業や宿題等で活用
市内公立小学校5年生全員に配付

●

健康料理教室

友好都市との食文化の
交流

※９月末時点

学校給食における行事食・郷土料
理の提供

・枚方市健康づくり食生活改善協議会による教室
ふれあいクッキング
16回 のべ341人
男性料理教室
23回 のべ417人

5

平成2８年度（４月～９月）の取組実績

・行事食の提供
子どもたちに地域の味や食材に慣れ親しむことができる機会をつくる
七夕そうめん（七夕）、雑煮（正月）、
ため、学校給食に郷土料理や行事食をより一層取り入れるよう、学校
いわし料理、福豆（節分）、ちらしずし
給食会へはたらきかけます。また、給食だよりやホームページを通し
（ひなまつり）、赤飯（卒業祝い）など
て、保護者に対しても子どもと郷土料理についての理解と関心が共有 ・郷土料理の提供
できるよう情報を発信します。
ごんぼ汁、じゃこまめ、くるみもちなど
・旬の食材を取り入れた季節を感じる献立の提供

2 旬の食材や行事食等を
取り入れた給食の実施

3

平成2７年度の取組実績

・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（大人用）
保健センター実施講座において活用
668人
・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（子ども用）
家庭科の授業や宿題等で活用
市内公立小学校5年生全員に配付

●

●

平成26年度の取組実績

食育に関する枚方市オリジナルの問題「ひらかた食育理解度チェッ
・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（大人用）
ク」を作成し、枚方市食育推進ネットワーク会議委員等が実施する食
保健センター実施講座において活用
育に関する講座等の機会で広く活用してもらうことで、食育に関する
909人
基礎的な知識を有する人材の育成に取り組みます。
・ひらかた食育Ｑ＆Ａ（子ども用）
なお、平成26年度からは、対象・問題等を見直した改訂版にあたる
家庭科の授業や宿題等で活用
「ひらかた食育Ｑ＆Ａ」を作成し、実施します。
市内公立小学校5年生全員に配付

ひらかた食育Ｑ＆Ａ

PTAにおける給食試食会・食育講
座

事業概要

文化生涯学習室
・健康料理教室の開催（11月又は2月）
菅原生涯学習市民センターにて

─

・友好都市物産展の開催
岡東中央公園にて
11月17日、18日実施予定
出店予定の国内友好都市
（高知県四万十市・北海道別海町・沖縄県名護市）
市民交流都市
（北海道伊達市・奈良県天川村・長崎県波佐見町）
地域間交流都市
（香川県高松市塩江地区）

賑わい交流課

