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O 施策展開の方向1：ライフステージに応じて進める食育

1乳幼児期（0～6旗）の食育

1）妊婦や保趨者への食育

対策 続裏

①にし保たIi子者どをも対の象 食者育へ館座等において‘保Ii
食に閲する鴎習 の実食t生E活の改普の働き

会の開俄 かけの

③妊産錫に対す 母子健康手銀配布時に子ど

る食宵の充実 もと母観への食宵に関する
情報復供

2）保育所・幼稚園等での食育

対策 概要

保育所での食宵に関する計
画策定・策定支綴

保宵所でやの地食織宵.に習関会す等るの人閲
材育成
催

①園等保で育の所指・幼導稚体

制の充実

施役長、栄養士、調理員‘保

育る研士修、教、個員別等相関餓係者に対す
・指揮事や連

絡調聾

地械の人材を活用した食育
の推進

②園等保で育の所指・幼導稚肉
a作物を育てて調理して食
ペる体験活動や伝統食等を

容の充実 通じた取り組みの推進

保Ii者に対する食に関する
相臨や滋習会の開催（書発

③園の遠・保地鏡育減・所協・家・力幼庭に稚と
や情報提供｝

よる食宵の錐進 地減の人との会食に関わる
取り組みの推進

28年度の取り組み

地縁栄.カレッジ事象を規子対象に実施．
0健康メエューの開発
Ott!!緩栄養カレッジの閲鶴（於：奈良女子大
学｝

81119日子ども22入、大人18人参加
12月18日子ども20入、大人20人参加

。貌子滅泡教室の開催
郵山保健所
（礎h島町｝ 9月3日 90人＠加
（天沼市） 1月.22日 42人多加

中和保健所
(Ill酉町） 12114日 44人参4島加

吉（野著書保城健市所｝ 2月初日 31人 加

（下市町） I月14日 31人参加

妊産婦および幼児の食宵パンフレツトIま県肉
産科医疲健闘および市町村健診時に活用．

28年度の取り組み

・市町村保育所・m定こども園民・事限務定担こ当ども者｜会
機および民間、保会育宵所の・（園｝長 園長
会繕において 取締状況に関する調査
結果報告および課題の共有（6月）
－各施盤に対して、監査指導時に個別指導を
実施（通年｝
食宵計画を策定している保育所等100!1（平成
28年6月現在）

市町村保育所等給食担当栄養士会議3固（6
月・11月・1月｝
児盤養蹟施録栄養士会総3固（5月・9月・3月｝
児童福祉施鰻給食関係者研修会（2月）
個別相餓・指導：随時

食育に関する研修会への参加対象者に対し

ての、取幼組児に・つ児い童て・生情徒報の提発供逮しな段が階らに啓応iじた食育
発する．

また、管理聡に対して、3/71こ学校及び園で
の教育活動における衛生管理と食物アレル
ギ一対応について研修を行った．

関係機関との濯機がとれている保育所等
77.1首｛平成28年6月現在）

食宵の活動や行事について、国慮ができてい
る保育所等95.21&（平成28年6月現在｝

食を還した保Ii者への支銀ができている保育
所等97.6担（平成28年6月現在｝

関係機関との連機がとれ：ている保育所等
77.11&(平成28年6月現在）

29年度の取り組み 担当課

おやこ誠纏教室の開催 健康づくり推進課

健康づ〈り推進錬
継続して実範． 保健予防課

29年度の取り組み 担当謀

盛会結－市お援果町よに韓村びお告保昆いお育摘てよ所び．保食宵製寵宵所周定＠のZ【取圃尖ど組も有》長状園を・況事予昆に欝定定闘担ζす当どる者も間園全査長

・各施ill:に対して、監査指有書事を情予に定個別指導を
子育て支緩謀

実鎗｛通年｝

市町村保育所等給食担当栄養士会繕3回予 子育て支録媒
定
児童養強錨霞栄養士会緩3回
児童福祉施段給食関係者研修会1固
個別相餓・指揮事：随時 子育て支緩課

食ての、宵取幼組に児関に・すつ児るい童研て・生情修徒報会の鑓へ発供の達参しな段加が階対らに象啓応者発じにすた対食るし． 宵 保健体育銀

児童福祉施股給食関係者研修会において啓 子育て支掻課
発を行う予定

児童福祉施陵給食関係者研修会において啓 子育て支鏡課
発を行う予定

児意福祉施鼠給食関係者研修会において啓 子育て支録媒
発を行う予定

児童福祉施飯給食関係者研修会において啓 子育て支媛篠
発を行う予定
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2少年期（7～18歳）の食育

1）小学校・中学校・高校における食・

対策 続要 28年度の取り組み 29年度の取り組み 鍾当燥

a怒シ飽諸・各グ3し4たF説沼.：F崎E即1間E雅接滞諸＠実／・島得，温品書端役及官'CJ.野捜特訓部支部~！認学犠E控.Ii＇ノ·~る・高措等置車学の後全に体お計け画る」『の食鍵宵出推に進よ体り制、食』及宵びの『状食況にを闘犯す

鍾し、推進してい〈． 保健体育課

食宵を点学線校題教に育位の置指づ導け方‘会針 ・・各各貌学租校でIll充に実新規・纏録進用者研修t量産に『食宵」を組み
の盤 、 ・聖書食を減らすための給食餐員会活動‘朝食につい 入れ指場者の資質向よを図る．
校で取り組み推進 ての全校集会、食生活についてアンケート悶査地場

産物を取り入れた献立作成害事を食宵遇聞に取り組
んだ．

引き続き、『学校教育の指揮事の盤点JIこ位置付 『学校教育の充実のために』を全教員に配布
学校教育謀

lナ、取組んだ． し、取舗を推進する予定．

①校小学校・中学 修栄養会教働・学後栄養臓員研
・栄！H量愉・学敏蝶援臓員研修会審

・・・栄筋断養線線敏操操鴎周用栄者・学聖毘畿書敏置銀枝蛤餐研へ瞭修の員鴎訪研座問修指会S噂園をS開Z固固催／開1予後催定予予定定．－高彼における の開催続座．新の規開探催用栄養
2固（6/28・1/12）開催．

保健体育錬
・筋線録用栄者E養敏E敏働研修鴎鹿指5穆回S開固催/1 指導体制の充実 教愉研修 ・筋線鐸周 への肪岡 敏

学校医、学校歯車ヰ医などと逮
受県・・ア『学｝けレJ、校をル『瞥に事ギ発お例ーしけかのたるらr"事ア学レ故ぶル報学ギ告校ー』にや疾お『息ヒけ対ヤる応リアハ指レッル針トギ｛報奈ー告良疾」を患

紙対県・『報学策｝』を校を告倹害Jに及討発おぴすしけ『てるるヒいアとヤ〈とレリ．もハルにギ・:1・トー市報疾町告患村』を対か集応ら約指録分針曲析さ（奈れし良、る予f事防機し、栄釜教愉・学校栄養Gt
保健体育課

別員を指中揮事心のに充教実職員が行う個 対応の危織管理についてJの研修会を2／自に開催
した．

・栄養敏輸・学校栄養聡員の取組実績を把鍾し、情

小中学校で取り組まれている 報の共有を図る．

食宵の肉容を抱鑓し、効果 ・先進的な事例を組み入れた 報・栄の養共教有舗を・図学る校．栄餐臓員の取組実績を犯握し、情

鈎・研奈・修学良会綾県（学栄8／養校給聡18食員／栄に2よ養／る研24実究｝践を会発開（H表催2会し9.2たを.2閲4）で催L1栄膏養報敏
保健体育課

的な取り組みの普及啓発の ・先進的な事例を組み入れた研修会の開催．
推進

の共有化を図った．

・地渇産物活用のための涜通組織の稿集を関係健 ・地場産物活用のための流通組織の構築を関係機

学の校取給り組食みにのお推け進る地、伝産統地食消
闘と速自躍し、その地域の鉱大を図る．闘と遮自揮し取り組んだ． ・学校給食栄養研究会と遠鏡し、地場産物・郷土料

材の活用や米飯給食の普 理集・学をを校取行給いり食入、調栄れ理養た実研『裂習究がを会町通と・連し裂て鎌が共し校有、の地を自場図慢産っ献た物立．・郷』の土募料 理を取り入れた『裂が町・重量が伎の自慢献立Jの募 保健体育標
集を行い、調理実習を通して共有を図る．

及・定着 ・学技給食週間中における地場産物活用啓発とともに地滑産物活用給食のE草食会を実~する．
②給食を生かし

給食だより・献立袋による保 各学校で実施 各学校で実施た食宵の推進 保健体育謀ii者に対する食の情級提供 各掌校給食センターで実施 各学校給食センターで実施

奈良県産の盛産物や加工品
0学校給食における地滑産物の安定供給の 0学綾給食における地場産物の安定供給の

を活用した給食の提供に対し
ための体制づくり ための体制づくり｛継続実施｝

マーケティング銀
て繍助 0大和野菜等県産農産物の加工品開発と、学 。大和野菜の生産鉱大及び学校給食におけ

校給食における活用後進 る加工品の活用推進

学校食宵推進餐員会や学校
保健委員会lこPTAや地減保

各各学校で実ii 各学校で実施健の関係者の参加を得て、
学校給食センターで実施 各学校給食センターで実施

保健体育課
食に関する課題についての
協織の促進

食宵推進に関わる人逮の 【再掲】

ネットワークを図り、情報共 地織栄餐カレッジ事業を貌子対象に実錨． まぼろぼ元気100菜プロジヱクトの開催
有や連携した取り組みを推 。健康メエューの開先

・食に関わる関係者との遠鏡により減趨、 健康づ〈り推進課0地滋栄餐カレッジの関前｛於：奈良女子大学）
進（食宵推進ネットワークの 8月19日子ども22入、大人18人著書加 野菜摂取を啓発

③海自地躍し縁た・取家り庭組と
活用促進） 12月18日子ども20入、大人20人参加

みの推進
。食小宵学作校文飾コ門ンテストの実施

次世代がを「食担』うに小つ学い生てや考若えいる
408作品

世代 中学等校学部校門 575作品 継続して実施． 健康づ〈り推進課
高 部門 667作品
（一般部門 43作品）

野『ガ外ー活デ動ンセハンウタスーin主lま催や事ま裳J 
第1固5月29日（目）「石窯で燐〈手作りピザ』

Ui1回5月初日（目）、第2回目月18日｛日）、(52名）
第2固8月19目（目）『竹を使った料理に銚戦J

第3固7月9日（目）、第4回9月10日（目）、
青少年・社会で、部部吐山の郷土料理を 第5固10月29日｛日｝、第6固11月19目（目｝

中心にした、自然の中での料
(35名｝ 活動推進課

理体験
第3固7月24日（日）『ナンと夏野Jiiカレー＆筈

各開催予定日のメニュー等は現時点では未定
玉作り』（50名｝
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3 青年期（19～39歳）の食育

1）大学における食育

対策 続要

①生活同改年代への食
「ヘルスチーム薬良』が、~

普への取 学祭や県主催のイベントで食

り組みの縫進 生活改替の普及啓発活動を
実施

2）職場における食育

対策 概要

協会けんぽ・地元商工会等と
連損害した昼食時の事業所出

①宵事の推業進所での食
前E書座の実施

給食を鑓供する施段に研修

会の実施や指湧、食を宵行推い進、栄の
養管理の向上
支撮

3）地域・家庭と連携した取り組み

対策 概要

健康なら也カ店事袋、情報

①街商と連工携会しやた商食店 鑓｛朝供食を鑓実供施店・へルシーメ

育の推進・支媛 ヱュー鑓供店の充実・鉱大）

4 壮年期（40～64旗）の食育

1)職場における食育
青年期と同じ

2）地域・家庭と連携した取り組み

対策 概要

①街商と逮工鎗会しやた商食店
健康なら協力店事業、情報
鑓供を実施

育の（再推掲進）・支緩
｛朝食鑓供店・ヘルシーメ
ニュー提供店の充実・鉱大｝

5高齢期（65歳～）の食育

1）地域・家庭と連接した取り組み

対策 概要

③食を通じたコ 企業と漣封書した高齢者向きメ
ミュニケーション ニューの開発や食事会イペ
の推進 ントの開催

28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当線

オープンキャンパス、学食のメエュー開発、大 継続して実施 健康づくり推進課
学祭での食育活動等

28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当謀

。働き盛り世代の健康づ〈り推進のため、闘
係者を対象とした研修会
郡山保健所：働き盛り世代の健康セミナー 協会けんぽ主催の研修会等での出前揖座の

働き盛り世代の穂尿病対策 実絡
健康づ〈り錐進課

中和保健所：慢性腎臓病について（2固｝
吉野保健所：働き世代のメンタルヘルス

た保関研す健修る所巡会に回のお指い開導て催栄のお養実よび士飽栄・問養理管師理等・衛を対生象管と理しに 継続して実施 健康づくり推進課

28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

0野菜たっぷりメニューに取組む店舗を対象

0協力店店事事業業の周知 に、協力店への参画を依頼
0協力 の見直し 。野菜摂取をアピールし、啓発する飲食店の

－健康づ〈り推進課

募集

28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

【再掲】

0協力店事業の周知
0野菜たっぷりメ二ューに取組む店舗を対象

。協力店事業の見直し に、協力店への参画を依額 健康づくり推進課
0野菜領取をアピールし、啓発する飲食店の
募集

28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

財団法人による配食サービス

を闘組習同よ実る編す士合値がるづ曾”館．こし＠〈つ体りてと予な温にSがい防EがLよを湖る、をりのる・：縛推健．介橋住施離さ量霞が民れししした遺予Hいる後防書慢高こJとにの齢！と崎こかし住取遍者てら町り民いが食．組村がの地鑑事む調場域参書会こで信でづ篭等.I=立住金〈ででをりち等民容食企に

実S草地織：五俊市大地町
取組内容：地織で〈らし続けるための仕組みづ
〈り事業（県宅デル事諜｝の一環として開始し

地減包括ケアた、（財）；た港ふる星センターによる配食サー
ピスを継続して実施． 推進室

対象者は65愈以上．週2圏、財団の悶理員が
作り、財団職員泊句E逮．配達時のコミユこケー 易に通える範囲に住民運営の通いの場が立
ションを通じた見守りも実施． ち上がってい〈ょう市町村を支鍾する．
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0 施策展開の方向2：生涯を通じて進める食育

1家族との食事を楽しむ食育

対策 概要 28年度の取り組み

①家族との食事 家族と食事を綴ることを食育 市町村および保書9健告を所図のる食宵推進ネットワー
の推進 月間などと問時に啓発 クによる普及啓発

2 調理力を高める食育

対策 続要 28年度の取り組み

①理カ中の高向生上の鏑
ヘルスチーム裳良による高
校生の聞週カ向上鶴鹿の実 ホームページでの動画配信を継続して実範
施

3歯の健康を維持・向上する食育

対策 続要 28年度の取り組み

・奈良県学核保健会、i事奈業良で県口歯E科医師会、
①学校での歯・ 歯科医師によるロi盤機能低 （指株導｝ラをイ実オ施ン．と｛縁の共）ラ催イ 腔衛生巡回
口腔に関する鶴 下予防等の鴎演、啓発活動 イオンから派遣された歯
座の開催 の実施 科衛生士による指噂を葛雛市1枝、斑燭町

3枝で実施した．

②口腔臓場にでの歯・ 歯科医師や歯科衛生士によ 県肉5事業所で実施（歯科医師会に餐挺）関する鶴 る臓場での出前蹄座 (H29.2.13現在｝盛の開催

奈良の県健口腔康長機寿共同事業実行委員会が高

③口腔地域に関での歯・ 歯科医師による口腔機能低 齢者 能低下の予防等を目的とし

する鼠 下予防等の鶴演、啓発活動 て、歯科医師、歯科衛生士が地織を巡回

鹿や啓発活動 の実施 し、蹟演、指導を実錨
集団口腔指噂回数
10市町村 36回（H29.2.23現在｝

29年度の取り組み 担当標

継続して実施 健康づ〈り推進課

29年度の取り組み 担当課

教育委員会と遠鏡し食宵を推進 健康づ〈り推進操

29年度の取り組み 担当課

（指・株奈噂）良ラをイ県実オ学施ン核．と（保株の健共汚会催イ、オ事奈ン業良かで県ら口歯派腔科遣衛医さ生れ師巡た会回歯、
保健体育課

科衛生士による指尊を実施．予定枝：よ北
山村1枝・天理市2枝

県内10事業所で実施予定｛委託） 健康づ〈り推進謀

継続して実施 保険指尊楳
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0 施策展開の方向3：食育を進める環境づくり

1食生活情報コンテンツの開発と提供

1）情報発信

対策 繍要 28年度の取り組み

健康長寿応鑓サイト「すこや
かネットなら」および保健所

適宜更新を行い、充実した情報提供
ホームページで食育・健康
情報の提供

0県民だより奈良餐生訓等での情報提供
0保健所が市町村と連機して小学生とその

県民だよりやパンフレット等 保護者lこ「減塩ツールJを活用した親子滅塩
によるわかりやすい情報提 教室を実施．
供 0食育ボランティア等が「減塩ツールJを

使って、保育園児・幼稚園児の保磁者等に
おいしく適塩鵠座を開催．

0中和保健所管内一斉食育啓発活動

①関す健る康情づiくりに
市町村、企業、食育関係団 管内市町村・コンビニ・ス－1fー・学校

報提供 体等との遠鏡による食育イ 食生活改善推進員等食育関係団体に
ペントやパネル展、教室等 より9月に実施
の開催 0保健所食育推進ネットワークによる食育

月間等でのイベントの開催（再掲）

財団法人による配食サービス
実錨地織：li僚市大塔町
取組内容：地域でくらし続けるための仕組み

企業と遠鏡した高齢者向きメ づくり事業｛県モデル事業）の一環として開
ニューの開発や食事会イベ 始した、（財）大t普ふる星センターによる配
ントの開催（再掲） 食サービスを継続して実施。

対象者は65歳以上。週2園、財団の調理員
が作り、財団職員が配達。配達時のコミユニ
ケーションを通じた見守りも実施。

奈良県食品安全・安心恕話会 2回開催
『奈良県食品安全・安心懇話 {9/6第1回開催、3/10第2固開催予定）
会Jの開催とリスクコミュニ リスクコミュニケーション 3/24開催予定
ケーションの推進 かしはら万葉ホール ；賞者土弁普

晴氏

常に新しい情報の発信に努め、県民に分か

②する食情の報安提全供に関
食の安全についての普及啓 りやすいホームページを目指す．
発の推進（HPでの情報発 ・ホームページアクセス数 5,615件（2月
信、保健所による学校等で 末）
の出前講座の実施） 保健所単位で、県民の生活に密着した食の

安全・安心に関する講習会等を実施．

「食品表示110番」lこ寄せら 県庁担当係の電話・FAX番号を公表し、食
れた表示疑義情報に対し 晶表示疑義情報を収集．必要な調査・指導
て、調査・指導を行い、食品 を実施し、食品表示の適正化を推進。
表示の適正化を推進 ・食品表示110番 27件（2月末現在）

29年度の取り組み 担当課

継続して実施 健康づくり推進課

継続して実施 健康づくり推進課

継続して実施 健康づくり推進課

地繊づくりによる介護予防に取り組むことで
住民運営の通いの場がモデル市町村等で
立ち上がり、体擦を実施した後に住民が茶
話会等を実施している．住民運嘗の退いの
場で住民間士がつながり、楽しい場として 地減包括ケア
食事会等を企画することが期待されること 推進室
から、地繊づくりによる介箆予防を推進し、
高齢者が徒歩等で容易に通える範囲に住
民運営の通いの場が立ち上がっていくよう
市町村を支撮する。

奈良県食品安全・安心懇話会 2回開催予
定
(9月頃第1園、3月頃第2回開催予定） 消費・生活安全課
リスクコミュニケーションはテーマを考え、1
～2回開催予定

継続して実施 消費・生活安全課

継続して実施 消費・生活安全課
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対策 概要 28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

県産農産物への消費者の信頼性向上を自
的として、以下の農作物の農薬残留調査を

奈良県産情報開示農産物の
行い、全て基準以下．
0ウメ：3検体x177成分 左飽について問機の取組を行う． 農業水産鍍興課

表示制度を普及 0ナス：5検体x182成分
。カキ：6検体x181成分

2-3月にイチゴを分析予定

県産農産物のPR活動を奈
良の歴史や観光と関連付け リーフレットなどを混じてPRを行った． 左記について問機の取組を行う． 農業水産援興課
て実施

学校等での自発的協力者と 食育を行う協力者ヘリーフレットを提供し 左記について同織の取組を行う． 農業水産振興課
の食情報の鍵供活動を実施 た．

奈良の食文化や『地の昧・土
の香」（朝市・直売所）につい 0定期的な更新 0定期的な更新 マーケティング課
て『食と農のポータルサイト」 0フzイスブック等による発信 0フzイスブック等による発信
で紹介

0定期的な更新 0定期的な更新 マーケティング課
0フェイスブック等による発信 。フェイスブック等による発信

奈良県の農業を担う「がんばる奈良の農業 奈良県の農業を担う『がんばる奈良の農業
者」の飽事を掲載し、イチゴ、ネギ、ホウレン 者」の記事を掲載し、奈良県産農産物を生 担い手・
ソウ、多品目野菜を生産する4名の若手農 産する3名の若手農業者の情報を発信する 農地マネジメント課
集者の情報を発信 予定

ホームページ等により、農林 ホームページ、リーフレットを通じ消費者に 左記について同様の取組を行う． 良業水産鍍興課
③関食す文化・農に

業農山村情報を都市住民へ 情報提供を行った．

る情報提供
発信

引き続き「ならグリーンツーリズムJIこイペン rならグリーンツーリズム」にイベント等の都
ト等の都市と農村の交流情報を随時掲載す 市農村交流情報を随時掲載する．それとと
ると共に、当ホームページやイベント情報を

もに、小冊子などによるPRを継続していく。
広〈周知するため、小冊子などによるPRを

また、関係団体の連絡調聾がスムーズに行
農村銀興課

継続した．また、関係団体の連絡調整がス
われるように、関係団体との逮絡会も引き

ムーズに行われるように、掲載団体等との
続き行う．

連絡会も引き続き行った。

大和の伝統野菜等の紹介お ホームページ等を通じて、消費者に対して
左記について同様の取組を行う。 農業水産復興課

よびそのレシピの情報提供 幅広く情報提供を行った。

県内3校の小学生にお米作り体践を実施す 奈良県農業への理解を醸成させるため指
担い手・

るとともに若手農業者等よる食育授業を行 導長業士等を小学校などに派遣し、出前講
農地マネジメント課

い奈良県農業への理解を醜成 座などを実施する予定

農に関する情報発信と体験
の充実（食農教育） 奈良県農村地域づくり協議会を中心に、県 奈良県農村地域づくり協議会を中心に、県

内各地で行われている農村資源を活用した 内各地で行われている農村資源を活用した
地域づくりと連携し農業体験や地減食材を 地域づくりの取組と連携し、慶業体験、農村 農村振興課
活かしたイベント、農村景観等を通じた都市 景観や地繊食材等を活かしたイベントを支
と農村の交流事業を支獲した． 鑓し、都市農村交流を推進する。

0奈良の食材を活用する日本型食生活や

日本型食生活や奈良の食文 奈良の食文化の普及促進のために実施す

化の普及を支媛
るイベント等に補助 マーケティング課
（仮）ジピヱサミット
（仮）奈良食文化と食育シンポジウム等

2）食生活情f錨に聞する提供手法の研究等

対策 概要 28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

①若い世代を対
ヘルスチーム築良による若

象にした情報提 い世代への情報提供ツール ホームページでの動画毘信を継続して実施 継続して実施 健康づくり推進課供手段、肉容の の検討、開発．
充実
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2食育の担い手や県産品確保などの食育資源の充実

1）県民の食生活を支える事業者等との連携による食育推進の支援

対策 続要 28年度の取り組み 29年度の取り組み 担当課

0先進地視察研修
0先進地視察研修農産物直売所の支媛による 0安全安心な農産物の提供のための農薬

地産地j闘の推進 モニタリング翻査の実施 0安全安心な農産物の提供のための農業 マーケティング課

0売上げUPのための研修会 モニタリング調査の実施

0農産物直売所や量販店等で、レシピの実 0農産物直売所や量販店等で、レシピの実
演等によるPRを実飽 演等によるPRを実施 マーケティング課
06次産業化や農商工連携を目指す事業 06次産業化や農商ヱ連携を目指す事業
者へのアドバイス等を実錨 者へのアドJfイス等を実施

引き続き「大和野菜」、「奈良の柿J等、県産 引き続き「大和野菜」、『奈良の柿」等、県産
態度物に関して首都圏への流遜支援と販 農産物に関して首都圏への流通支援と販 マーケティング課
売促進を図っていく。 売促進を図っていく．

①生産者との逮
犠による食育推 県産品・フランド農畜産物の 柿、イチゴについて品質によるブランド晶を 引き続き、樹、イチゴについて品質によるブ
進の支援 販売促進 県が毘躍する取り組みを実施し、首都圏等 ランド品を県が留経する取り組みを実施し、 農業水産猿興課

での販売を行った． 首都圏等での販売を図る．

引き続き、大和畜産ブランドのPR・販路拡
大への支援を実施 継続して実施 畜産課
晶質によるブランド認証制度を推進

女性農業者の活躍を推進するため、週末起 女性農業者の活躍を推進するために、週末業セミナー（4固）や農業起業塾（6固）を開催 起業セミナーや慶業起業塾を開講する予した．また、新たなビジネスモデルを構築す 担い手・
るためのなら食と農の未来塾の開催や消費 定。また、食と農に関わる人材のネットワー 農地マネジメント課
者目線を活かした農産加工品のパッケージ クのや新しいビジネスモデルの構築のた

食文化（郷土料理・伝統食 の改良などを支復． め、研修会を開催する予定。
等）の継承の取り組み推進

小売店での地場産物の利用 0『おいしい奈良産協力店Jの釜録 orおいしい奈良産協力店Jの受録

促進 0協力店に関する情報を県HPへ掲載 0協力店に関する情報を県HPへ掲載 マーケティング課
0県産食材を使用した商品の提供 0県産食材を使用した商品の提供

②食品関連事業 県産品・フランド農畜産物の 0奈良の食のギフト「奈良まるごと便』を通
0各種メディアやイベント等で、県産農産物所との連携によ 販売促進〔再掲） じて、県産農産物や加工食品等の食の魅 や加工食品等の食の魅力を発信 マーケティング課

る食育推進の支 カを発信
援

郷土料理や特産品料理の紹 0『（一社）奈良のうまいもの会Jによるイペ ore一社）奈良のうまいもの会」によるイペ

介、支援 ント等でのPRおよびそれに対する支援 ント等でのPRおよびそれに対する支援 マーケティング課
0県HP等での紹介 0県HP等での紹介

健康なら協力店事業の充 【再掲】実、鉱大
（成分表示・ヘルシーメ 0協力店事業の周知 0野菜たっぷりメニューに取組む店舗を対

ニュー・朝食の提供等）（再 0協力店事業の見直し 象に、協力店への参画を依頼 健康づくり推進課

掲） 0野菜摂取をアピールし、啓発する飲食店
の募集

＠の連外食事業者と 0『奈良フードフェスティパル」の開催や、 0「奈良フードフェスティパルJの開催や、
携による食 飲食店での地場産物の剥用 「眺鍾のいいレストラン」のPR 『眺望のいいレストラン」のPR

育推進の支援 促進 0飲食店と生産者のマッチングを推進する 0飲食店と生産者のマッチングを推進する マーケティング課

取り組みの実施 取り組みの実施

農商工連機等による起業活
動などを通じた伝統的な食 06次産業化や農商工連携を目指す事業 06次産業化や箆商工連携を目指す事業 マーケティング諜材や料理・加工品などの情 者へのアドJfイス等を実施 者へのアドバイス等を実施
報提供を実施
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2）食育に取り組む人材の育成・支E

対策 練要 28年度の取り組み

食品表示SサS礎ポー勝タ座ーのの実f錨と
一般消費者に示食サ品ボ表ータ示ーの」確制飽度・を報実告施を．いた
だ〈「食晶表

食品表示 霊録 ・食晶表示ザポーター曇録者48名(2月
末｝

①む食団体宵に取り組 食生活改普推進員の資質向 リーダーを中心として保健所が研修会よぴ

－個人の ょのための研修会等の開 事業実施への指導、支援の実施

活動の促進、支 催、銭術支鍍（ボランティア｝ 郷山保健所3回、中和保健所2園、

揖 吉野保健所4回実施

管理栄餐士、栄養士の資質 栄保養健士所でに主対にし研在修宅会、市の町開村催の、指管噂理等栄を餐実士施、
向上のための研修会、事業
検討会等の開催 郡山保健所2圏、中和保健所1圏、

吉野保健所4園、3保健所合同1圏実施

②食宵に取り組 県における食育の担い手の 事【リ再ー業掲ダ実】ー纏をへ中の，b指と導して、支保揮健の所実が施研修会よぴ
む人材の育成 支復および活用 郡山保健所3園、中和保健所Z園、

吉野保健所4回実施

＠む団食体宵に取り組
食宵推進に関わる人遣の 保健所における食宵推進連絡協臨会で情ネットワークを園仏情報共・個人な
進有や（食遠宵鏡推し進たネ取ッりト組ワみーをク推の

報交換及ぴ共同による事業企画等により
どのネットワーク ネットワークの推進
づ〈り 活用促進｝ 郡山保健所2圏、中和保健所2回実施

3市町村における食育推進の支援

1）市町村での食育推進計画の策定支援

対策 織要 28年度の取り組み

①計画策定支鋸
県、保健所による市町村針

15市町村のペ35固商策定支援

2）県と市町村の連携による食育の推進

対策 概要 28年度の取り組み

食宵に関わる食育の研修会
【1再5市掲町1村のペ35固の開催や食育推進に係る情

①育推市進町支村援の食
報提供の実施

奈良県食育推進会諮雲員に
よる市町村食育推進鶴演会 年1圏実施
の実施

4 その他の環境整備

事業名称 概要 28年度の取り組み

食育推進会織 奈良県食宵推進計画の進捗 第1固 11月8日開催
管理及ぴ事業企画の運嘗 第2固 3月29日開催

報告者に関する善本情報
（年齢、性別、身長、体盤、

対象者：成人（20旗以上）10,250入、小学1県民健康・食生 居住地等｝、食習慣、栄野養隷素摂
活実鎗翻査 取量、食糧領取量、 年生959入、小学5年生990入、三篇児940

別摂取量、生活習慣等を鯛 人に調査実施

査

29年度の取り組み 担当鱒

継続して実施 消費・生活安全課

継続して実錨 健康づ〈り推進課

継続して実錨 健康づ〈り推進課

継続して実施 健康づ〈り推進課

継続して実施 健康づ〈り推進課

29年度の取り組み 担当標

継続して実施 健康づくり推進課

29年度の取り組み 担当傑

継続して実施 健康づ〈り推進課

継続して実施 健康づ〈り推進課

29年度の取り組み 担当課

継続しτ実施 健康づ〈り推進謀

／ ／  健康づ〈り推進課
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