Ⅳ

県や関係団体の取組一覧

「Ⅲ 平成 30 年度の主な取組の状況」で紹介した取組を含め、プランで位置付けた県や関係団
体などが平成 30 年度に実施した取組については、次のとおりです。

食を通じて健康な体をつくるために
バランスのとれた規則正しい食生活の実践
取組主体、団体名

取組名称

ページ

大型仕掛け紙芝居「コウくんとバランスマン」
健食健口（けんしょくけんこう）教室
愛西市
愛西市オリジナル野菜の歌「届け！野菜の力」と野菜の
歌の体操を活用した啓発活動
愛西市立保育園

自分で考えるバランス給食
「あいち食育いきいきプラン 2020」で求められている学

愛知県小中学校長会
校の取組項目を視点とした調査研究
あいち食育いきいきシンポジウム「もっと知って楽しく
４
おいしくたくさん食べようあいちの野菜」の開催
愛知県食育消費流通課
野菜摂取量向上のための調理講習会「 旬の野菜 を簡単
４
に、無駄なく、たくさん味わおう！」の開催
愛知県食生活改善推進員連絡協議会
働く世代のための生活習慣病予防料理教室

10

あいち食育サポート企業団

野菜をもりもり食べよう。パワフルサラダ作り

11

安城市

旬の野菜を使ったレシピを市公式ウェブサイトへ掲載

一宮市（保健センター）

こどもクッキング

一般社団法人ファイブ・ア・デイ協会

「５ADAY」〜野菜・果物からはじまる健康な食生活を〜

一般社団法人愛知県歯科医師会

0 歳児からの口腔機能育成事業講演会

（豊橋市食生活改善協議会）

いちのみや

12

プレママと産後ママの交流会
岩倉市、岩倉市食の健康づくり推進員

野菜料理プラス１皿の取組み
新鮮！地場産！！野菜料理フェア！

大口町

野菜ってすごい！
楽しく食べる子ども

大口町、大口町立西保育園
を通して
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13
食育サポートさんとの野菜の栽培

取組主体、団体名
大府市、大府市内企業

取組名称

ページ

社員の健康講座
地域の魅力再発見食育推進事業（課題解決に向けたシン

岡崎市
ポジウム等の開催）
尾張旭市

離乳食教室
「簡単！野菜たっぷり！栄養朝ごはん」メニューコンテ
９
スト
食育推進講演会及び学校給食試食会

尾張旭市

骨コツヘルスアップ教室
妊産婦栄養教室だし活のすすめ〜おうちで和食〜

10

シニアのための栄養講座
尾張旭市立西部保育園

わくわくラッキースター

春日井市青少年子ども部保育課小野保育園

おなかげんき教室
食育の日（ここはぴの日

からだげんきでこころもはっ

春日井市青少年子ども部保育課瑞穂保育園
ぴー！）
春日井市青少年子ども部保育課松原保育園

食育「食を営む力の基礎」

春日井市、配食事業者

配食サービス利用助成

蟹江町

よい子の歯みがき運動

蟹江町（給食センター）

平成 30 年度食育講演会

蒲郡市、市内小中学校

朝ごはん 50 日チャレンジ

８

地元農産物を活用した学校給食提供時における生産者の
刈谷市

学校訪問
男性のための栄養教室

11

畑の栽培や収穫を通して野菜に親しもう
刈谷市（子育て支援センター）

食育に関する子育て講座の開催
離乳食レシピの回覧及び配布
家庭科授業「五大栄養素」
小学校２年生を対象とした給食訪問

刈谷市（学校給食センター）
「食生活に関するアンケート」の実施
中学校１年生を対象とした給食訪問
刈谷市立重原幼稚園

食まる食育活動

北名古屋市（保健センター）

保育園での食育講話
乳幼児健診（10 か月・１歳６か月・３歳）

清須市
乳幼児健康相談
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７

取組主体、団体名

取組名称

ページ

離乳食講習会
清須市
パパママ教室
公益財団法人愛知県学校給食会

平成３０年度 学校給食教室

公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団

高等学校職員、保護者会向け栄養改善調理実習の開催

小牧市生活改善実行グループ連絡研究会

市民講座（料理教室）

生活協同組合コープあいち

私の健康

瀬戸市

せといきいき健康グルメ

９

食習慣チェック活動

野菜を食べようプロジェクト

13
「野菜たっぷり！！ヘル

知多市

12
シーメニュー」

知多市、知多市健康づくり食生活改善協議
食育の日啓発イベント
会、名古屋学芸大学管理栄養学部学生
東海市

マタニティークッキング

東郷町

「食」の自立支援事業
保育園児を対象とした食育の取り組み

東郷町（給食センター）

学級訪問栄養士指導（小学校）
学級訪問栄養士指導（中学校）

８

飛島村、飛島村健康づくり食生活改善協議
すくすく教室
会
豊田市

ベジタブル＆トレーニングとよたプラス 10(じゅう)

豊根村（保健センター）

離乳食教室

豊山町（保健センター）

食育ひろば
給食センター施設見学試食会

長久手市

給食だよりの発行
離乳食教室

西尾市

西尾市観光協会食部会による食育講座

半田市児童体験農業実行委員会

児童体験農業

半田市内小中学校

食に関する指導

東浦町（保健センター）

赤ちゃん教室

碧南市社会福祉協議会 荒子保育園

地域老人会の方たちとのもぎ取り体験

碧南市立築山保育園

給食・レシピの展示

もぐもぐ編

食育講演会
みよし市
産業フェスタでの食生活診断実施
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５

生活習慣病や過度な痩身等の予防
取組主体、団体名

取組名称

ページ

「歯の健康についての講演会」
「年中児ブラッシング指導」

14

一般社団法人愛知県歯科医師会

第 8 回もっと噛んで歯ッピーレシピコンテスト

14

岩倉市

健幸チャレンジ教室

岩倉市、岩倉市食の健康づくり推進員

岩倉市食の健康づくり推進員主催の栄養教室

愛知県国公立幼稚園・こども園長会
（半田市立乙川幼稚園）

ヤングのうちから健康みつめ隊
尾張旭市
知って得する！健康プラス教室
春日井市青少年こども部保育課柏原保育園

歯みがき指導

春日井市青少年子ども部保育課白山保育園

歯磨き指導

刈谷市教育委員会学校給食センター

「生活習慣病の予防」を取り上げた授業の実施
健康づくり

清須市
市民健康講座「しなかや血管づくり」
公益社団法人愛知県栄養士会

あいち県民健康祭「なんでも栄養相談−骨密度測定」

飛島村立小中一貫教育校飛島小学校

食育集会の開催

15

碧南市社会福祉協議会 棚尾保育園、
Ｅ６保護事業

碧南市歯科医師会

15

食の安全に関する信頼の構築
取組主体、団体名

取組名称

ページ

食品表示 110 番の運営
愛知県食育消費流通課
研修会やパンフ等による表示制度の理解促進
愛知県生活衛生課

HACCP 導入基礎研修

愛知県生活衛生課、東海北陸厚生局

現地見学型リスクコミュニケーション

一般社団法人愛知県薬剤師会

健康食品に関する情報提供

岩倉市

乳と卵の除去食の提供

16

５

給食センター見学
尾張旭市
皆が食べられる学校給食の日
職員研修（調理員研修

アレルギー研修

歯科衛生士によ
16

春日井市
る研修）
春日井市青少年子ども部保育課柏原西保育
アレルギー緊急時対応訓練
園
小牧市、
小牧市協働事業「話そう♪アレルギーっ子の子育て」
アレルギーっ子のつどいクリスマスローズ
碧南市立築山保育園

除去食を減らしてみんなと一緒に食べよう

碧南市立天道保育園

アレルギー児へのエピペンの取り扱いと実施研修
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食を通じて豊かな心を育むために
食を楽しむゆとりの確保
取組主体、団体名

取組名称

ページ

愛知県国公立幼稚園・こども園長会
食べる、見る、親子で食育につなげよう
（岡崎市立広幡こども園）
愛知県国公立幼稚園・こども園長会
親子でおいしく食べて、楽しく語ろう

17

（名古屋市立鳴子幼稚園）
一般社団法人愛知県調理師会

こどものための愛情弁当コンテスト

岩倉市

「シェフのスペシャルメニュー」
「ふれあい給食会」

尾張旭市立川南保育園

みんなで食べようお弁当

尾張旭市立西山保育園

給食試食会

春日井市

「共食」を促すための周知啓発

春日井市青少年こども部保育課味美保育園

給食の展示食

春日井市青少年こども部保育課
みんなで楽しく、何でも食べる
岩成台保育園
春日井市青少年こども部保育課大手保育園

食育の日

春日井市青少年こども部保育課貴船保育園

給食・おやつの展示食

春日井市青少年こども部保育課西部保育園

調理員さんとの会食

春日井市青少年こども部保育課第一保育園

食育計画

春日井市青少年こども部保育課前並保育園

食に興味・関心を持つ

春日井市青少年こども部保育課
給食献立の展示

18

桃山保育園
子育てカレッジ「食育ってなあに？〜好きな物ばかり食べ
刈谷市

19
てていいの？〜」

北名古屋市

地域ふれあい食事会

東郷町立音貝保育園

給食を家庭に繋げ、食育改善！

東郷町立たかね保育園

給食に関心を持つ

碧南市立羽久手保育園

人参を取り入れた給食とおやつ

18

17

体験や交流を通じた豊かな人間性の育成と食の理解促進
取組主体、団体名
愛西市

取組名称
親子教室
トマト・加工用トマト収穫体験＆ケチャップづくり体験

愛西市、あいち海部農業協同組合

教室
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ページ

取組主体、団体名

取組名称

ページ

親子料理講座「学校給食を作って・学んで・食べてみよ
愛西市栄養教諭・学校栄養職員部会

25

う」
クッキング保育（カレーライスづくり）

愛西市立保育園

夏野菜の栽培や収穫をとおして、野菜に興味をもち、命
の大切さを学ぶ。

愛知県教育委員会、公益財団法人愛知県学

あいちの味覚たっぷり！わが家の愛であ朝ごはんコンテ

校給食会、東海学園大学

スト

愛知県国公立幼稚園・こども園長会
おいもパーティー
（津島市立津島幼稚園）
愛知県農業振興課

あいちの都市農村交流ガイド
わくわくモーモースクール（豊川市）

愛知県酪農農業協同組合

わくわくモーモースクール（親子）
わくわくモーモースクール（豊橋市）
農業理解研修「農業ふれあい研修」

愛知県立農業大学校

農業理解研修「農業ふれあい研修」出前授業
農業理解研修「県民公開講座」現地研修

愛知消費者協会東三河支部田原グループ

にんじんの会

あいち尾東農業協同組合、尾張旭市

いちじく畑の見学、いちじくジャム作り講座

一般社団法人愛知県薬剤師会

あいち健康の森薬草園イベント

大口町立南保育園、南地域食育サポート

南地域食育サポートとの交流（カレーパーティー）

26

夏休み！親子で探検給食センターわくわくツアー
尾張旭市

親子で元気まる測定
あったらいいなこんな給食

尾張旭市子ども子育て部保育課柏井保育園

野菜の栽培

尾張旭市立あたご保育園

野菜の栽培

尾張旭市立中部保育園

稲の植え付けから食べるまで

尾張旭市立藤池保育園

イチゴパーティークッキング

尾張旭市立本地ヶ原保育園

さつまいもの栽培とおいもパーティー

春日井市子育て子育ち総合支援館

ファミリークッキング

春日井市青少年こども部保育課
食育の日、歯磨き指導日
上八田保育園
春日井市青少年こども部保育課牛山保育園

野菜の栽培・収穫体験及び給食での提供・実食

春日井市青少年子ども部保育課追進保育園

食育
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24

取組主体、団体名
春日井市青少年こども部保育課高座保育園

取組名称

ページ

野菜作り

春日井市青少年こども部保育課坂下北保育
JA ふれあい農園
園、尾張中央農業協同組合明知支店
春日井市青少年こども部保育課
夏野菜の栽培、収穫と地域交流で芋ほり体験 異年齢会食
坂下南保育園
春日井市青少年子ども部保育課下津保育園

収穫物を食べよう！

春日井市青少年子ども部保育課神領保育園

野菜等の栽培・収穫

春日井市青少年こども部保育課第三保育園

野菜の栽培・収穫（夏・冬野菜）

春日井市青少年こども部保育課第二保育園

野菜作り・今日の給食

春日井市青少年こども部保育課玉川保育園

野菜の栽培・収穫、地域交流

21

春日井市青少年子ども部保育課
食育

〜楽しい野菜づくり〜

藤山台保育園
蒲郡市

蒲郡市子ども農業教室
地元の食材をつかって親子で作ろう！『元気もりモリ食ま

刈谷市

るスープ〜食まる５人をそろえよう〜』コンテスト
親子農業体験教室・親子農作物収穫体験教室

刈谷市立旭幼稚園

大根栽培を通して食の楽しさを感じる

刈谷市立富士松北保育園

刈谷市の特産品の大根を育て、みんなで食べよう

刈谷市立富士松南保育園

自分で作った野菜を食べてみよう

刈谷市立双葉幼稚園

親子さつまいも栽培
野菜の栽培とクッキング

〜４歳児〜
20

21

北名古屋市
いきいき農業塾
食事への興味、関心
保育園さつまいも苗植え収穫体験
保育園宮重大根収穫体験
親子料理教室
清須市
小学校宮重大根栽培収穫体験
中学生土田かぼちゃ料理教室
レジャー農園、市民農園
農業体験塾
公益財団法人愛知県学校給食会

親子食育体験教室

幸田町

親子農業体験教室

幸田町食育推進会議・部会

子ども食育体験教室
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27

取組主体、団体名

取組名称

幸田町青年農業会議

夏休み子ども農業体験教室

江南市（保健センター）

親と子の栄養教室

ページ

24

さつまいものつるさし・さつま芋堀り・クッキング保育 大
瀬戸市
学芋作り
武豊町農業委員会

さつまいも作り体験

東郷町

東郷町ふるさと農園

東郷町食生活改善推進員

ランチルーム活用事業（調理体感）
「わくわくクッキング」

東郷町立中部保育園

野菜の栽培

東郷町立和合保育園

お米作りを体験しよう

20

「おいでん祭食育コーナー」の実施
豊川市
「食育ツアー」の開催

26

豊橋田原広域農業推進会議

どうまい！農産物堪能ツアー

22

長久手市

朝食づくり講座
お魚博士になろう！親子お魚教室
取組の名称 魚をみて・さわって・さばいて食べよう！親
子で魚食教室
米づくり体験授業

西尾市

僕・私が作る！アイデア朝ごはんコンテスト
親子で稲刈り体験とおにぎらず・稲わらリースをつくろ
う！
もっと地元応援！食育応援企画

スギ薬局と道の駅との

連携事業
半田市立 岩滑こども園

お米作っておにぎりパーティー

半田市（乙川児童センター、有脇児童館、
ヤクルト出前授業
亀崎児童センター、成岩児童センター）
碧南市社会福祉協議会 新川保育園

もぎとり体験（じゃがいも・たまねぎ）

碧南市社会福祉協議会 西端保育園

夏野菜を育てよう

碧南市 二葉保育園

野菜の栽培

碧南市 第 2 へきなん保育園

米・野菜を育てる

碧南市立築山保育園

保育園で育てた野菜をみんなで食べよう
栽培と収穫の喜びを経験し、実際に食べることで食への関

碧南市立天道保育園
心を深める
碧南市立日進保育園

親子クッキング（おはぎを作ろう）
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19

取組主体、団体名

取組名称

碧南市立鷲塚保育園

ページ

食物に興味・関心をもつ

渥美半島の農産物ＰＲ団体「ベジエール渥
親子で体験 野菜収穫＆スイーツ教室

22

親子お魚教室とお魚料理教室

23

美」
美浜町、株式会社昭和、美浜町食生活バラン
ス研究会、愛知県知多農林水産事務所

日本の食文化や郷土料理等の理解と継承
取組主体、団体名

取組名称

愛知県栄養教諭・学校栄養職員研究協議会

食農教育研修会への参加

愛知県園芸農産課

第７回愛知県茶会

愛知県教育委員会健康学習室

愛知を食べる学校給食の日

ページ

28

愛知県国公立幼稚園・こども園長会
学校給食の手順やマナーを知り、楽しく食べよう。
（西尾市立鶴城幼稚園）
愛知県農業協同組合中央会

栄養教諭・学校栄養職員を対象とした食農教育研修会

大口町立北保育園

食事のマナー、だし、五味について

大治町

生産者と児童生徒の交流
食文化の保護・継承のための調理体験等の実施

岡崎市

28

30

地域の魅力再発見食育推進事業（食文化の保護・継承のた
めの取組支援）
広報おわりあさひでの「押し寿司」に関する特集

尾張旭市

農施講座「米粉ピザ作り」「いちじくジャム作り」等の
開催

春日井市青少年こども部保育課
乳幼児への食育指導
勝川北部保育園
春日井市青少年こども部保育課
行事食の展示
外之原保育園
春日井市青少年こども部保育課出川保育園

給食における基本的マナーを身につけよう

刈谷市教育委員会学校給食センター

刈谷市産の食材を使用した献立の実施

27

人間関係とマナー
清須市

親子宮重大根収穫体験
食育まつり
地場産物料理講習会

公益財団法人愛知県学校給食会
郷土料理講習会
小牧市、小牧市蔬菜研究会

地元産野菜の販売

48

29

取組主体、団体名

取組名称

新城市

クッキング教室（おせち料理づくり教室）

瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会

学校給食への地場食材利用拡大

知立市

市民対象の調理実習

武豊町家庭推進教育協議会

田んぼの教育

ページ
29

地産地消料理教室
西尾市

取組の名称 子育て世代「うどんづくりに挑戦！」託児付
６
き

農村輝きネット・あいち

「うどん打ち体験会」で親子に指導

６

守口大根収穫体験及び粕漬け体験学習

30

扶桑町守口大根漬物組合、
株式会社扶桑守口食品、扶桑町
弥富市

地元の旬を味わう和食給食の日

49

食を通じて環境に優しい暮らしを築くために
食生活における環境への配慮の徹底
取組主体、団体名

取組名称
エコアクション推進フェアの開催

ページ
32

愛知県環境活動推進課
環境学習副読本「わたしたちと環境」の作成・配布
愛知県環境活動推進課、企業、環境配慮団体

東海三県一市グリーン購入キャンペーン

愛知県資源循環推進課

食品ロス削減キャンペーン
地域の魅力再発見食育推進事業（食品ロス削減に向けた

岡崎市
取組）
家庭用生ごみ処理機等購入補助
３キリ運動
尾張旭市
3010 運動の推進
エコ・クッキング教室
刈谷市

取組の名称 親子で作ろう！エコ・クッキング講座

食育推進ボランティアグループ「ハピ食」

おから味噌つくりで食品ロスを減らそう

32

「食べ残し探検バスツアー！豚さんのご飯ができるまで」
瀬戸市

31
開催

長久手市

親子エコ・クッキング教室

農林水産業への理解と地産地消の一層の推進
取組主体、団体名

取組名称

愛西市農畜産業振興会

愛西市アグリぐるぐるスクール

愛知県園芸農産課

小麦「きぬあかり」
、
「ゆめあかり」の普及推進

ページ

食と花の街道認定事業
愛知県農業振興課
産地直売所の交流機能強化を推進
弥富市三ツ又池釣り大会
ええじゃないか豊橋まちなかマルシェ
33
愛知県農地計画課

豊川用水通水 50 周年記念「通水の日」イベント
あいちの農業用水展
農地・水・環境のつどい
田んぼアート

あいち尾東農業協同組合、尾張旭市
市役所ロビーでの特産品販売
安城市

食育・農業プロモーション映像制作

50

33

取組主体、団体名

取組名称

ページ

取組の名称 産学官連携事業 安城産チンゲン菜を用いた
安城市農畜産物特産品協議会
レシピ開発と普及活動
蒲郡市、愛知学泉大学

おいしい魚料理教室

公益財団法人愛知県学校給食会

親子工場見学会

西尾市

西尾のおいしさ発見！地産地消料理教室

半田市板山池田の農地を守る会

どろんこアカデミー

豊川市

「とよかわ農業市」

34

豊橋地域地方卸売市場研究協議会、豊橋市、
地元の

おいしい

が大集合！「豊橋市場まつり」

34

株式会社サイエンス・クリエイト

農林水産業や食品産業における環境への配慮の徹底
取組主体、団体名

取組名称

ページ

愛知県資源循環推進課

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書の作成

愛知県水産課

県内における資源管理の促進

東郷町

フードドライブ

長久手市、長久手市社会福祉協議会

フードドライブ〜ご家庭に眠っている食品大募集！〜

35

日本労働組合総連合会愛知県連合会

フードドライブ活動

35

51

食育を支える取組
食育に係る人材の育成と活動の充実
取組主体、団体名

取組名称

ページ

学校で使用する食育教材「あいちをたべよう（ＣＤ）」の
愛知県栄養教諭・学校栄養職員研究協議会

37
作成

愛知県漁業士協議会

料理講習会による魚食普及活動

愛知県子育て支援課

保育士等キャリアアップ研修

愛知県食育消費流通課

地域食育推進ボランティア研修交流会の開催

安城市

「ごはんをたべよう」チラシ作成・配布

岩倉市

岩倉市食の健康づくり推進員研修会

尾張旭市

尾張旭市健康づくり食生活改善推進員養成講座

37

望ましい食習慣
清須市
食生活改善推進員再教育事業
西尾市

36

食育啓発用クリアファイルの作成

関係者の役割分担とネットワークの充実
取組主体、団体名

取組名称

愛知県食育消費流通課

イベントでの食育推進ボランティアへの活動支援

稲沢市

食生活改善推進員活動支援

ページ

38

岩倉市、岩倉市食の健康づくり推進員、
保健推進員活動における栄養教室
保健推進員
岩倉市健康づくり推進協議会

健康フェア（市民ふれ愛まつり内）

株式会社中日新聞社

食育記事掲載

小牧市

いきいきこまき（食育ブース）

38

いいともあいち運動の推進
取組主体、団体名

取組名称

愛知県農林水産部食育消費流通課

いいともあいち運動シンボルマークの貼付促進

岡崎市

地域の魅力再発見食育推進事業（食育推進検討会の開催）

52

ページ
39

