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Ⅲ 県や関係団体の取組一覧   

 「Ⅱ 主な取組の状況」で紹介した取組を含め、プランで位置づけた県や関係団体等が平成２７年度

に実施した取組については、次のとおりです。 

愛知県【健康対策課】 食育推進協力店登録事業

愛知県【生涯学習課】 「親の育ち」家庭教育研修会

愛知県栄養教諭・学校栄養職員研究協議会 食育授業「あいちの食べ物はすごいぞ！」

愛知県栄養教諭・学校栄養職員研究協議会 学校で使用する食育教材「愛知の伝統料理」の開発 １４ページ参照

(公財)愛知県学校給食会 学校給食教室(保護者向け)

(公財)愛知県健康づくり振興事業団 愛知県内の小中学校でのこころとからだの健康教育

愛西市 大型仕掛け紙芝居「コウくんとバランスマン」

愛西市食育推進専門部会 男子！自立クッキング

愛西市地域包括支援センター 健食健口(けんしょくけんこう)教室

あま市 給食センター栄養士の食育の授業

安城市 「野菜ソムリエによる野菜のおはなし」チラシ配布

安城市 広報あんじょう食育特集「ごはんを食べよう」

稲沢市保健センター 朝食にプラスワン(乳幼児健診、集団教育) １３ページ参照

岩倉市、食生活改善推進員 まんずまんずクッキング

岩倉市、食生活改善推進員 男性の料理教室

岩倉市、食生活改善推進員 「男子厨房に入ろう」修了者と「まんずまんずクッキング」との交流会 １５ページ参照

岩倉市、食生活改善推進員 妊婦さんと赤ちゃんのお母さんの教室

岩倉市立南部中学校、食生活改善推進員 岩倉市南部中学校カルチャー講座

大口町立西保育園 地域支援団体「食育サポート」と保育園での農作物の栽培活動

大治町内小中学校 生産者と児童生徒の交流

大府市 保護者及び乳幼児の朝食での野菜摂取について問診 １３ページ参照

尾張旭市 離乳食教室

尾張旭市 アグリ生活研究　食育講座「いちじくジャム作り」

尾張旭市 骨コツヘルスアップ教室(骨粗しょう症)

尾張旭市 パパママ教室(妊娠期の食生活)

尾張旭市 めざめよ！あたま！脳活大作戦

尾張旭市 親子で元気まる測定

尾張旭市、日立オムロンターミナルソリューションズ株式
会社、パナソニックエコソリューションズ株式会社

ぐっと健康！社食ランチツアー １５ページ参照

尾張旭市教育委員会 「家族とつくろう！元気が出る朝ごはん」メニュー募集

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
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尾張旭市学校給食センター 学校給食試食会

春日井市 食育はじめの一歩～お家でできる食育って何？～

蟹江町 ①食育指導②給食試食会③日本味めぐり

株式会社日本ゼネラルフード 健康ランチの提供

刈谷市 男性のための栄養教室

刈谷市教育委員会
学校給食を教材として活用し、各教科等と関連づけた指導計画を各学
校で作成

刈谷市中央子育て支援センター エプロンシアターを使った親子向け食育

刈谷市中央子育て支援センター、南部子育て支援セン
ター、北部子育て支援センター

食育に関する子育て講座の開催

刈谷市中央子育て支援センター、南部子育て支援セン
ター、北部子育て支援センター

手作りおやつのレシピ紹介

刈谷市立慈友保育園 野菜の栽培と食育

高浜市こども育成グループ翼児童センター 愛知県産の新鮮な魚を使った親子料理教室 １４ページ参照

知多市 野菜を食べようプロジェクト「野菜たっぷり！！ヘルシーメニュー」 １６ページ参照

知多地区小中学校ＰＴＡ連絡協議会 知多地区小中学校ＰＴＡ指導者研修会

知立市 かんたんやさいちりふ子どもレシピの配布

知立市 プレママ栄養コース １７ページ参照

津島市 食育キャラクター「食まるファイブ」を使用した食育紙芝居とクイズ・寸劇

津島市 「今月のバランス献立」の広報誌、ホームページへの掲載及びちらし配架

東郷町給食センター 保育園訪問指導

東郷町給食センター 学級訪問栄養指導(小学生)

東郷町給食センター 学級訪問栄養指導(中学生)

豊田市 食育キャラクター「たべまる」の園訪問

豊橋市 ここにこ栄養相談 １２ページ参照

豊山町保健センター 食育ひろば(食育に関する人形劇、おにぎり作り等)

名古屋市立相生小学校 地域に学ぶ食の指導

西尾市 米粉を使ったアイデア料理コンテスト

半田市立小学校、中学校 食に関する指導

半田市立平地保育園 園児農業体験(サツマイモ作り等)

東浦町保健センター 男性健康づくり料理教室 １６ページ参照

(一社)愛知県歯科医師会 第5回もっと噛んで歯っピーレシピコンテスト

(一社)愛知県歯科医師会 平成２７年度愛知県歯科医師会　食育推進研修会 １８ページ参照

(公社)愛知県栄養士会 健康づくり提唱のつどい～野菜を食べよう2015～ １８ページ参照

岩倉市、食生活改善推進員 食生活改善推進員主催の栄養教室

岡崎市 メタボリックシンドローム予防のための料理教室 １７ページ参照

尾張旭市 あなたのためのちょいやせ道場

蟹江町保健センター 蟹江町健康まつり「活き生き元気コーナー」 １９ページ参照

小牧市 食育講演会「楽しく食べて、健康に！」

知立市保健センター、食育推進ボランティアグループ米
太郎、コープあいち、西三河農林水産事務所農政課

第２３回知立市福祉健康まつり食育コーナー

取組主体、団体名 取組名称

取組主体、団体名 取組名称

生活習慣病や過度な痩身等の予防
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愛知県【健康対策課、生活衛生課、食育推進課】、名古
屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市

食品表示法説明会 １９ページ参照

愛知県【生活衛生課】、(一社)愛知県食品衛生協会 自主衛生管理相談員研修会

愛知県【生活衛生課】、ＪＡあいち経済連、雪印メグミルク
豊橋工場

現地見学型リスクコミュニケーション

愛知消費者協会名古屋支部 正しい知識でノロウィルスをやっつけよう！ ２０ページ参照

愛知県【食育推進課】 一般消費者向けの食品表示研修会の実施

岩倉市 岩倉市食育シンポジウム「い・わ・く・ら」で始める　食が育む豊かな心！ ２０ページ参照

愛知県西三河農林水産事務所農政課 食育の日　庁内放送

刈谷市立双葉保育園 食育ボード、食品サンプル提示、給食レシピ紹介の設置 ２１ページ参照

小牧市 おうちでごはんの日　庁内放送

知立市 公用車の放送での啓発活動

飛島村 食育月間及び食育の日周知

西尾市立三和小学校 豊かな心を育む「バースデーランチ」 ２１ページ参照

日本労働組合総連合会愛知県連合会 連合男女平等月間キャンペーン街頭活動

日本労働組合総連合会愛知県連合会 連合愛知タウンミーティング「働くことを軸とする安心社会」Vol.4 ２３ページ参照

碧南市立鷲塚保育園 給食が楽しみになる環境づくり

碧南市立築山保育園 節分の豆まき会で「おにランチ」 ２２ページ参照

(公財)愛知県学校給食会 親子食育体験教室(れんこん堀り)

(公財)愛知県学校給食会、愛知県教育委員会 第１０回記念あいちの味覚たっぷり！わが家の愛であ朝ごはんコンテスト

(公財)愛知県健康づくり振興事業団
健康科学教室「牛乳ってすごい！～牛乳でバターづくり～」「発見！やさ
いのパワー～やさいクイズ・やさいジュースづくり～」

２６ページ参照

愛西市、ＪＡあいち海部 トマト・加工用トマト収穫体験・ケチャップづくり体験教室

愛西市教育委員会 親子教室「クリスマスケーキづくり」

愛西市農畜産業振興会 愛西市アグリぐるぐるスクール

愛西市立保育園 招待給食(親におにぎり等を食べてもらう)

一宮市 我が家の野菜料理コンテストいちのみや

一宮市立丹陽南小学校
地域食育応援隊(ボランティアゲストティーチャー)との協働による栽培・収
穫活動

２４ページ参照

ＮＰＯ法人だいずきっず、コーミ株式会社、西三河農林水
産事務所農政課

石釜組み立てとピザづくり ２８ページ参照

大口町立南保育園 南地域食育サポートの方との交流(カレーパーティー)

尾張旭市 地域ボランティアさんに教わりながらの米作り体験 ２３ページ参照

食の安全に関する信頼の構築

取組主体、団体名 取組名称

取組主体、団体名 取組名称

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

体験や交流を通じた食の理解促進
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尾張旭市学校給食センター 夏休み親子料理教室

尾張旭市学校給食センター あったらいいなこんな給食

尾張旭市学校給食センター 食育講演会

株式会社昭和、碧南水族館、水産試験場内水面漁業
研究所、西三河農林水産事務所農政課

碧南水族館でのうなぎ食育教室 ２５ページ参照

刈谷市 地域の企業との収穫体験 ２４ページ参照

刈谷市 子育てカレッジ「大人のための食まるファイブ～食育ってなあに？～」

刈谷市 親子農業体験教室・親子農作物収穫体験教室

刈谷市 パパと作ろう！しょくまるヘルシー餃子

刈谷市南部子育て支援センター 畑の栽培や収穫を通して野菜に親しもう

刈谷市立かりがね保育園 夏野菜を育てて食べよう

刈谷市立さくら保育園 保育園での野菜の栽培

刈谷市立東刈谷保育園 保育園での夏野菜の栽培

刈谷市立日高保育園 保育園での野菜の栽培

刈谷市立富士松北保育園 刈谷の「大根」を育てよう！食べよう！

刈谷市立富士松南保育園 「このお米は何になるのかな？これはお餅になるんだよ！」

幸田町 夏休み子ども農業体験教室

したら保健福祉センターいきいきしたら計画こども部会 おいしい味探し体験３「みそ・おやき作り体験」

新城市食育推進協議会 親子食育体験「野菜スイーツ作り教室」「プランター野菜作り教室」

生活協同組合コープあいち こんにゃくを自分で作ってみよう

瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会 小学生農業体験(田植えから稲刈り)

瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会 親子農業体験(米作り、野菜作り、イモ作り、餅つき)

武豊町家庭教育協議会 田んぼの教育

武豊町農業委員会 保育園児、小学生等のさつまいも作り体験

田原市、日本野菜ソムリエ協会 キッズ野菜ソムリエ講座 ２６ページ参照

東郷町 東郷町ふるさと農園

飛島村 収穫体験学習(とうもろこし、じゃがいも)

飛島村 農業祭、健康福祉祭での農産物を使ったジャム等の試食

豊川市 食育キッチンファームの開催

豊根村 山里食育まつりin茶臼山高原いも煮会

西尾市 小学生の稲づくり農業体験

西尾市 稲刈りと五平餅づくり体験

西尾市 マイ竿づくりとハゼ釣り体験 ２７ページ参照

西尾市 親子で手作りケチャップとピザづくり教室

西尾市 にしお食育街頭キャンペーン

半田市板山地区農業者有志 どろんこアカデミー ２５ページ参照

半田市児童体験農業実行委員会他 児童体験農業(稲作体験等)

半田市成岩児童センター ＪＡ食農講座(大豆から豆腐とおからサラダ)

半田市農業経営士会 食のフェステバル(講演・調理実習)

半田市立岩滑こども園 野菜等の栽培、収穫体験

取組主体、団体名 取組名称
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碧南市社会福祉協議会西端保育園 西端下区再青会の方たちとのじゃがいも掘り

美浜町都市農村交流協議会
美浜の海で生きている魚のつかみ取り体験！イルカとウミガメに触って
写真も撮ろう！

２７ページ参照

守口大根漬物組合、(株)扶桑守口食品、扶桑町 守口大根収穫体験及び粕漬け体験学習

愛知県【園芸農産課】 茶育教室～お茶による「こころの種まき」～ ２８ページ参照

愛知県【園芸農産課】 愛知県茶会の開催

(公財)愛知県学校給食会、愛知県教育委員会 学校給食献立コンクール

(公財)愛知県学校給食会 愛知の郷土料理講習会

大口町立北保育園 食育指導(身体の機能とうんちについて)他 ２９ページ参照

大治町保健推進員 はるちゃんレシピ・赤しそスイーツレシピ夏休みおやこクッキング教室 ３２ページ参照

尾張旭市 農政講座(手作りみそ作り、いちじくジャム作り、米粉ピザ作り)

尾張旭市 ふれあい給食

尾張旭市学校給食センター 皆が食べられる学校給食の日 ２９ページ参照

尾張旭市学校給食センター クリスマス親子料理教室

蟹江町給食センター 町民を対象とした給食試食会 ３１ページ参照

刈谷市
親子で体験「おこしもの」づくり～おこしものでしょくまるファイブを作ってみ
よう～

刈谷市学校給食センター リーフレットで学校給食の歴史と地元産食材について紹介

刈谷市教育委員会 食物アレルギーへの理解促進のための紙芝居の読み聞かせ ３０ページ参照

江南市立学校給食センター 日本各地に伝わる食材を知り、郷土料理を味わおう ３０ページ参照

小牧市 小牧市生活改善実行グループ料理教室 ３１ページ参照

飛島村 学校給食への地元農産物の導入

半田市食生活改善推進員連絡協議会 郷土の味　再発見！アレンジ箱寿司教室

弥富市４Ｈクラブ 弥富市４Ｈクラブ　もちつき会

愛知県【環境活動推進課】 環境学習に関する資料等の活用推進

刈谷市 パパと作ろう！エコ・クッキング講座

刈谷市教育委員会 給食における食べ残しを減らす指導 ３３ページ参照

ごみゼロ社会推進あいち県民会議 先進事例の視察

西尾市 親子でエコ・クッキング ３３ページ参照

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「もったいない」意識の浸透と実践

取組主体、団体名 取組名称

取組主体、団体名 取組名称

食文化や食事作法等の理解と継承

取組主体、団体名 取組名称
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愛知県【園芸農産課】 小麦品種「きぬあかり」の普及推進 ３４ページ参照

(公財)愛知県学校給食会 親子工場見学会～うずら卵のルーツを探ろう～ ３４ページ参照

安城市 地産地消紙芝居「安城はおいしいものでい～っぱい」の作成及び披露

安城市 安城出身料理研究家寺田真二郎さんによる地産地消推進イベント ３５ページ参照

尾張旭市観光協会、尾張旭市商工会、ＪＡあいち尾東、
尾張旭市

市役所ロビーにて特産品販売

刈谷市
地元の食材をつかって親子で作ろう！「究極のしょくまる包料理！～食
まる５人をそろえよう～」コンテスト

刈谷市
親子で楽しくクッキング！～しょくまるファイブと一緒に学ぶ　バランスの
良い食事～

３５ページ参照

小牧市 地元のお祭りでの地元野菜の販売

ＪＡあいち尾東、名古屋産業大学、尾張旭市 田んぼアート

生活協同組合コープあいち 稲作体験交流会

豊川市 農作物や加工品のＰＲのための農業市の開催

豊橋田原広域農業推進会議 食農教育推進事業(トマト選果場見学と高濃度ミニトマトの収穫等)

西尾市 地産地消料理教室「江戸時代の料理に学ぶ」

西尾市 和食の食文化をいただきます ３６ページ参照

西尾市 地産地消料理教室

碧南市 へきなん美人レシピコンテスト ３６ページ参照

愛知県【水産課】、県内漁業者 資源管理の取組の推進 ３７ページ参照

愛知県【資源循環推進課】 多量排出事業者における産業廃棄物処理計画書の作成

生活協同組合コープあいち フードバンク活動応援募金 ３７ページ参照

愛知県漁業士協議会、愛知県【水産課】 食育活動に取り組む農林関係指導者の育成と活動促進 ３９ページ参照

愛知県【食育推進課】
「全国都市緑化あいちフェア」で、愛知県食育推進ボランティアが大活躍～実
りの秋を味わう「親子料理教室」、食について楽しく学ぶ「食育広場」～

３８ページ参照

愛知県【食育推進課】 あいち食育いきいきミーティングの開催

(公財)愛知県学校給食会 なんの花かな？クイズカード ４０ページ参照

岩倉市 食生活改善推進員研修会

岩倉市、食生活改善推進員 愛知県食育推進ボランティアとして「ふれあい市場まつり2015」に参加

岩倉市、食生活改善推進員 野菜料理プラス一品の取り組み ４０ページ参照

尾張旭市学校給食センター 給食センターの見学

刈谷市教育委員会 各校の食育推進事例を学校間で共有

取組主体、団体名 取組名称

農林水産業への理解と地産地消の一層の推進

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

取組主体、団体名 取組名称

食育を支える取組

食育にかかる人材の育成と活動の充実
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生活協同組合コープあいち コープあいち食育読本　子育てイキイキＢＯＯＫ食育って楽しい！

東海市　東海市健康づくり食生活改善協議会　NPO
Let’s 食の絆

食の活動拠点　とまと記念館 ３９ページ参照

津島市 食生活改善推進員の活動援助と養成講座

農村輝きネット・あいち 輝きネット・あいちの技人認定式及び研修会

みよし市食育推進会議 産業フェスタでの食生活診断実施

あいち尾東農業協同組合、尾張旭市 いちじく畑の見学 ４１ページ参照

安城市 食育推進会議の開催

安城市 旬の野菜を使ったレシピを市の公式ウェブサイトへ掲載 ４２ページ参照

安城市農畜産物特産品協議会 産官学連携事業　安城産きゅうりを使ったレシピ開発と普及啓発

岩倉市、保健推進員、食生活改善推進員 保健推進員活動における栄養教室

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)

蒲郡市農林水産まつり実行協議会 第３５回蒲郡市農林水産まつり＆食育フェスタ ４２ページ参照

北名古屋市保健センター スーパーマーケットでの野菜を食べようキャンペーン ４１ページ参照

小牧市 いきいきこまき(食育ブース)

丹羽郡大口町 食育担当実務者連絡会議

愛知県【食育推進課】 いいともあいち運動シンボルマークの貼付促進 ４３ページ参照

愛知県【食育推進課】 ６次産業化・地産地消ビジネスフェアの開催

愛知県【食育推進課】 いいともあいち推進店の登録推進

愛知県【食育推進課】 あいちの農林水産フェアの開催

愛知県【農林水産部各課】 あいちの農林水産物ＰＲ強化月間～あいちはあいちでいただくぜ～ ４３ページ参照

取組主体、団体名 取組名称

取組主体、団体名 取組名称

いいともあいち運動の推進

取組主体、団体名 取組名称

関係者の役割分担とネットワークの充実


