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４ 食育を広めるために 

 

(1)食育にかかる人材の育成 

取組内容 実施主体 

○ 学校における食に関する指導体制の充実 

・「学ぶ食フォーラム」開催(19.11.27 名古屋国際会議場) 

対象：教職員等 〔P.10 参照〕 

・幼稚園における職員研修の実施 

〔外部講師による食育の知識の研修、地域住民の協力による伝統

的なおやつづくり など〕 

・小学校における食に関する指導体制の整備(西尾市立寺津小学校) 

○ 食育カリキュラム作成 

  ・各学年に食育の時間を設定(週２時間程度) 

  ・各学年に基本となる単元を設定 

 ○ 地域人材の発掘とデータバンク化 

野菜先生、昔のおやつ先生、稲作先生、 

郷土料理先生など 

○ 学年別、単元別教材・指導資料の蓄積 

専用準備室を設置し、全校体制で収集整備 

○ 学級担任による食育実践 

学校栄養職員と養護教諭の授業への応援体制を確立 

○ 教科部の一つとして食育部を設置 

定期的な情報交換・情報収集と職員研修を実施  

【教育委員会】 

 

【愛知県国公立幼稚

園長会】 

 

【愛知県小中学校長

会】 

 

○ 管理栄養士・栄養士の研修と配置の推進 

・保健所・市町村等栄養士を対象に研修会開催(2回) 

・食育推進学校栄養職員研修会実施(19.12.25 愛知県学校給食総合セ

ンター)  参加者(84 名) 〔P.45 参照〕 

【健康福祉部】 

【愛知県学校給食会】 

 

○ 食に関する専門学科で学ぶ高校生等への指導 

・家庭に関する学科で栄養士や調理師等による授業を実施した。ま

た豊かな食生活を目指した供応食等の調理実習を実施した。 

・看護や福祉に関する学科で食生活と健康との関わりを視点とした

授業を実施し、生活習慣病の予防等を理解させた。 

【教育委員会】 

 

【教育委員会】 

○ 食育推進にあたるボランティア等の育成と活動の推進 

・食生活改善推進員指導者養成研修会開催（13回） 

・愛知県食育推進ボランティア研修会等の開催(19.9.7 岡崎市 研修

会(参加者 178 名)、20.2.14 岡崎市 活動報告会(参加者 100 名)) 

・農業体験や伝承料理を指導する「豊かな食と農の伝道者」(110 名)、

【健康福祉部】 

【農林水産部】 

 

【農林水産部】 
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「農村輝きネット・あいちの技人」（146 名）を育成 

・森林指導者養成研修開催(19.7.27 岡崎市 始め２回) 

参加者(計 50 名) 

・様々な機会に得た知識や経験で、他の人々の学習活動を支援する生

涯学習支援ボランティアを登録し、市町村教育委員会に情報を提供し

ている。 

〔「食生活・料理」の活動分野に登録している生涯学習支援ボラ

ンティアが地域で「食育についての講和」や「料理教室」など

の講師として活動している。〕 

・「輝きネット・あいちの技人」認定式開催(19.8.28 愛知県立農業大 

学校) 新規認定者(25 名) 

 

【農林水産部】 

 

【教育委員会】 

 

 

 

 

 

【農村輝きネット・あい

ち】 

 

(2)食育ネットワークの構築 

取組内容 実施主体 

○ 市町村との連携による食育の推進 

・地域食育推進市町村連絡会議の設置(19.4)県内７地域 

・第１回 8020 あいちプロジェクト事業実施(19.11.10 安城市 始め２

回) 参加者：一般県民、市町村担当者(約 350 名)〔再掲〕 

・名古屋市との連携により「くすりと食品の相互作用」配布(19.9.27

～30「なごや食フェスタ 2007」(入場者 800 名)〔再掲〕 

【農林水産部】 

【愛知県歯科医師会・

健康福祉部】 

【愛知県薬剤師会】 

 

○ イベントの開催や情報交流の促進 

・「みんなで進めよう あいちの食育県民大会」開催(19.6.7 名古屋

市) 参加者：関係団体、大学、NPO、市町村等(2,158 名) 

・地域の食育推進「食と農の交流フォーラム」開催(19.8.27～20.1.19) 

県内７地域で開催 

参加者：地域住民、農業者等(5,610 名) 

・ふるさと農林水産フェア・秋開催(19.10.5～7 名古屋市)〔P.38 参

照〕 

・第２回 8020 健口フェスティバル実施(19.11.11 愛知県歯科医師会

館) 参加者：一般県民(約 1,000 名)〔再掲〕 

・食育シンポジウム「食育とお口の健康」開催(20.1.31 愛知県歯科

医師会館)  

参加者：歯科医、歯科衛生士、栄養士、食生活改善推進員、農業

関係者、養護教諭等(481 名)  

・「母と子の健康支援セミナー公開講座」開催(19.6.14 名古屋市)  

  参加者：100 名 〔P.13 参照〕 

【農林水産部】 

 

【農林水産部】 

 

 

【農林水産部】 

 

【愛知県歯科医師会】 

 

【愛知県歯科医師会】 

 

 

 

【愛知県薬剤師会】 
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・「くすりと食品の相互作用」配布(19.9.27～30「なごや食フェスタ

2007」(入場者 800 名)〔再掲〕 

・「病態から見る健康食品－影響と相互作用－」第３版出版 

  配布先：「第 40 回東海薬剤師学術大会」(19.12.3 四日市市 500

部)、愛知県薬剤師会会員(2,800 部)〔再掲〕 

・「農とくらしの研究発表大会 2008」を開催(20.1.23 愛知県立農業大

学校) 

参加者：農村輝きネット・あいちのグループ員等(250 名) 

【愛知県薬剤師会】 

 

【愛知県薬剤師会】 

 

 

【農村輝きネット・あい

ち】 

○ 食育に関する総合情報サイトの開設等 

・Web ページ「食育ネットあいち」開設(19.12～) 

〔県民の知りたい情報や県民に知らせたい情報などを掲載〕 

・家庭や地域へタイムリーに食育の情報を発信するため、ホームペー

ジを開設(18.11～) 

 

【農林水産部】 

 

【愛知県栄養教諭・学校

栄養職員研究協議会】 

 

(3)食育の普及・啓発等 

取組内容 実施主体 

○ 食育啓発資材の作成・配布 

・「あいち産業労働ニュース」発行 

 配布先：中小企業関係団体、労働関係団体、市町村、県議会等 

(毎月発行 5,200 部うち印刷物 1,200 部 電子ﾒｰﾙ・FAX

等 4,000 部) 

〔19.5.15「食育に取り組みましょう！」掲載〕 

・「食事バランスガイド」啓発クリアファイルの作成・配布 

配布先：市町村、関係団体等(5,000 枚)〔再掲〕 

・「おうちでごはんの日」啓発ポスター作成・配布 

  配布先：市町村、関係団体等(8,000 部) 〔再掲〕 

・食育啓発用資材の作成・配布 配布先:イベント等で参加者に配布 

  〔食育標語入りﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ 20,000 個〕 

・「いいともあいち推進店」にシンボルマーク 

のついたのぼり・卓上のぼり・壁掛けパネル・ 

ステッカー・スポッター等を提供 

・教材用ランチョンマット作成・配布 

 配布先：全会員 

・農業教育用資料「愛知の農業」作成・配布 

配布先：県内全小学校５年生(80,000 部) 

【産業労働部】 

 

 

 

 

【農林水産部】 

 

【農林水産部】 

 

【農林水産部】 

 

【農林水産部】 

 

 

【愛知県栄養教諭・学校

栄養職員研究協議会】 

【愛知県農業協同組

合中央会】 
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・農産物直売場情報紙「フレ（愛知県版）」編集・発行 

  配布先：ＪＡが関係する県内約 50 の産直施設に設置し無償配布 

(20.2.1 発行 30,000 部)   

・献立集「あったらいいな！こんな給食」の作成・配布 

配布先：県内の学校栄養職員全員 

・学校関係者のための食育支援ガイド作成(19.12)  

 配布先：行政関係、関係団体等(4,000 部)〔再掲〕 

【愛知県農業協同組

合中央会】 

 

【愛知県学校給食会】 

 

【愛知県歯科医師会】 

 

○ 食育に関する優良事例表彰等の実施 

・食育標語の募集・表彰(19.2.28～3.31 募集、19.4.13 審査会) 

〔P.49 参照〕 

・愛知県学校給食優良学校等の表彰 優良学校等６校 

「第 56 回愛知県学校給食研究大会」(20.1.25 名古屋市)で表彰 

【農林水産部】 

 

【教育委員会】 

○ 食育に関する調査の実施 

・「学校給食週間」期間中の各学校における取組を調査 

・学校給食に使用する地場産物及び県内産物の使用状況を調査 

・県立高等学校１年生を対象に食事調査を実施 

・朝食の摂取状況とその内容などについて調査実施 

  〔18.9 と 19.12 の結果を比較〕〔P.８参照〕 

・小中学校長会給食委員会で“学校給食・「食」に関する実態調査”

実施(19.7 上～中旬) 

  対象者：①県内小学校２年･５年、中学校１年の児童生徒及びそ

の保護者を抽出 

②上記各校の担任及び校長 

  〔調査結果の冊子を県内全小中学校に配付〕 

・8020 表彰者追跡調査実施（19.11～19.12） 

  対象者：平成元年、平成 13･14 年に 8020 表彰を受けた者（計 2,391

人） 

  〔歯の状態、食生活、生活習慣、全身の健康状態等について聞き

取り調査〕 

・食育に関する意識調査実施(19.9.30) 

対象者：漢方研修会及び女性薬剤師会研修会参加の会員(100 名) 

・地場産物利用促進に向けたアンケート調査実施(19.8.1～20.1.31) 

  対象：食品産業者(300 企業) 

【教育委員会】 

【教育委員会】 

【教育委員会】 

【愛知県栄養教諭・学校

栄養職員研究協議会】 

【愛知県小中学校長

会】 

 

 

 

 

【愛知県歯科医師会・

健康福祉部】 

 

 

 

【愛知県薬剤師会】 

 

【愛知県食品産業協

議会】 
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健康健康健康健康とととと    豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心    食食食食にありにありにありにあり    

                （（（（一般一般一般一般のののの部部部部））））    

食育標語 

朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん    毎日食毎日食毎日食毎日食べてべてべてべて    元気元気元気元気なななな子子子子    

                 （（（（子子子子どものどものどものどもの部部部部））））    


