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団体名 団体の概要 活動分野（該当箇所は■） 支援内容

1 株式会社　京山城屋

和の味や食の伝統を伝え続けて百有余年の乾物メー
カーです。
全国の産地から最良の乾物を選りすぐってお客様にお
届けしています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供
・食材の提供

2
宇治市食生活改善推進員
協議会「若葉の会」

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、市民の
方々に食生活を通して、生活習慣病の予防を目的に
健康で元気な生活を送っていただけることを各公民館
を通して健康の輪を広げています。

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供

3 有限会社　辰巳屋

創業1840年、お茶の卸問屋から始まり、大正2年に料
理屋に転身。平等院前宇治川畔にて「京料理・抹茶料
理 辰巳屋」として営業。
料理屋・料理人として子供たちに「食」について伝える
食育活動や、料理教室を積極的に行っている。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・施設の提供

4
うじ食育ボランティア
こんぺいとう

子ども対象の食育ボランティアです。
・小学校、幼稚園、子育て広場などで子どもの食育活
動(調理実習補助、パズルなど)
・食育イベントのお手伝い

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣

5 京都府南部総合地方卸売市場
京印　京都南部青果(株) (青果卸売業者)
(株)京都総合食品センター (市場開設者)
南部市場として取り組んでいます。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・講師ボランティアの派遣
・資料の提供
・食材の提供
・施設の提供

1 / 4 ページ



宇治市健康づくり・食育アライアンス参加団体一覧（食育） 令和元年７月時点　　資料６

団体名 団体の概要 活動分野（該当箇所は■） 支援内容

6 NPO法人　ミラクルコスモス

・親と子が共に食について学び、心のふれあいとコミュ
ニケーションを深められる場の提供を行っています。
・地域社会で食育の知識を持つ人々の層を厚くする啓
蒙活動と支援者のネットワークを構築しています。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　■歯の健康
■喫煙　　　　　　　　 　 ■飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供

7 宇治市茶生産組合

宇治市茶品評会や各種研修を実施し、生産技術の向
上を図り宇治茶の発展に取り組んでいます。
また、農林まつりなどイベントに出展し宇治茶の宣伝
普及に取り組んでいます。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣

8 宇治市野菜生産組合
宇治市内の野菜農家の団体です。
安心安全で新鮮な野菜を作っています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・食材の提供

9 宇治市稲作組合
組合員相互の協力により稲作技術などについて研修
と改善を図り、農業経済の安定に資することを目的と
して活動しています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・食材の提供

10
JA京都やましろ青壮年部
宇治市支部

部員相互の連携提携と親善を図り、共同意識の高揚
を図ることと、農協運動の実践活動を通じ、生産技術
の改善、生活文化の向上を図ることを目的として事業
を行っています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他
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11 株式会社　典座
宇治市役所職員食堂運営しています。
高齢者から園児まで、安心安全な食事を毎日お届けし
ております。

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・食材の提供

12
京都文教大学
京都文教短期大学

「仏教精神に基づく人間形成」を建学の精神とし
て教育活動を実践し、社会に貢献できる人材育
成を行っています。
大学 ： 総合社会部、臨床心理学
短期大学 ： 幼児教育学科、食物栄養学科、ライフデザイン
学科

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供

13
一般社団法人
マキシマネットワーク

スタッフは、子育て中や子育てが一段落した女性
が地域の中で社会参加に向けて働いています。
また、障がいなどの克服を目指した社会復帰の
ステップとして頑張っている人もいます。

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
■休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ

14 宇治市民間保育園連盟

宇治市内民間保育園、こども園19ヵ園で組織さ
れています。
国は食育計画の策定を子どもの育ちの最も大切
な柱として義務づけていることをうけ、各園とも食
育に対する取組を熱心に行っています。子どもの
育ちに安心安全な食は欠くことができないと考え
るためです。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　■歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

15
社会福祉法人　同胞会
イサク事業所　どうほうの家

障害者支援事業所です。自家農園の農作業を通
して、利用者の皆さんと共に、カフェリゴレットや
野菜の直売所を運営し、食を通して地域の方々
と交流しています。

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・食材の提供
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16
認定栄養ケア・ステーション
アン・サンテ
(株式会社　アン・サンテ)

在宅療養や地域に対して、管理栄養士の活動の
機会を増やすための人材育成やサポートをして
います。
・ヘルパーを始め、在宅療養に携わるスタッフのための料理
教室やセミナーの開催
・薬局等で働く管理栄養士や一般職のための研修
・各種レシピの提案、コンサルティング業務など

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・講師ボランティアの派遣
・資料の提供
・その他
（栄養ケアステーションとしての各種教室、サー
ビス）

17 株式会社　菜都朗 青果物の卸・小売。

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              ■食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・食材の提供
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