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資料４－１

平成２７年度における県の食育関連事業

（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

新規 「健康あおもり２１（第２次）に掲げる「早世の減少」に 24,340 がん・

健やか力総合推 ついて、職域をターゲットにして働き盛り世代の健康づくり 生活習

進事業 を推進することが最も効果的であるため、職域における人財 慣病対

(H27～28） 養成や健康づくりのための取組を行う。 策課

①健康に関する各種データの収集及び分析方法の検討及び職

域における健やか力の向上を図るための健康リーダーの養

成の実施

②県内スポーツ店を拠点としたウォーキングの情報発信、ウ

ォーキング・ジョギングの実施及び地域・職域における正

しい食生活の普及・啓発の実施

③保険者における禁煙治療保健適用外の若者の喫煙に対する

支援体制の構築、喫煙関係各調査、受動喫煙防止のための

正しい知識の普及の実施

さあ始めよう！あ 早世の減少と健康寿命の延伸により全国との健康格差の縮 36,050
おもり「健活」推 小をめざすこととし、この目標達成に向けて、「健やか力」

進事業 を身につけ向上していくことができるよう人財育成等の「健

（H26～27） 活」を推進する、

①「健やか力」を普及啓発するための健康教育サポーターの

育成強化及び情報発信、「健やか力検定」の実施

②地域及び職域のトップセミナーや健康づくり関係者への研

究会の開催、各市町村における地域診断の支援

③がんをはじめとする生活習慣病の予防と早期発見・早期治

療ためのがん健診等の普及啓発及び研修会、肝炎対策及び

糖尿病に係る療養体制の全県的な普及

歯科口腔保健推 歯科口腔保健に関する地域の中長期的な課題等を把握し、 8,031
進事業 関係機関に対する支援及び連絡体制を整え、県民一人ひとり

(H26～27) の状況にあった口腔ケア方法等の生活習慣の実践の普及を図

る。

①口腔保健支援センター設置推進事業の実施

②歯周病等予防に関する意識付けと普及啓発等キャンペーン

の実施

③幼稚園、保育所、小中学校の指導者、民間企業等の事業所

を対象とした訪問歯科保健指導の実施
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（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

保育所発！子ど 就学前児童の肥満を予防するため、保育所をモデルとして 8,881 こども

も元気スリムプラ 肥満予防対策を進めるもの。 みらい

ン事業(H26-27) ①保育所における肥満傾向のリサーチ 課

②肥満予防保育プログラム・個別支援計画の実践（県内 30
ヶ所の保育所で実施）

「攻めの農林水産 ①「攻めの農林水産業」推進(地方)本部の運営 3,249 農林水

業」強化推進 ②「攻めの農林水産業」に対する生産者等の取組意欲を喚起 産政策

(H25～) するための優良事例表彰の実施 課

③消費者の視点に立った幅広い「攻めの農林水産業」の情報

発信 など

新規 ①冷凍カット用等、給食向けにニーズがあるものの県産品の 2,420 総合販

学校給食県産品 供給力が不十分な野菜の生産拡大や新規生産の推進 売戦略

供給・利用拡大 ②学校栄養士を対象に、地元食材への理解を深めてもらうた 課

事業 めの講座等の開催

(H27-29)

味感を育む「だし ①県産農林水産物を活用した、小売用・給食施設用のだし商 10,024
活」事業 品の開発と販売支援

(H26-27) ②栄養教諭や地域の行政栄養士等を対象とした「だし」の活

用に向けたシンポジウム等の開催、「だし」についての広

報活動の実施

③一般向け「だし活」レシピの作成、量販店におけるだしの

試飲など「だし」の需要開拓

野菜で健康大作 健康の維持に欠かせない野菜の摂取量増加と、栄養バラン 10,000 食の安

戦事業 スのよい日本型食生活の啓発を実施。 全・安

(H26-27) ①野菜を食べよう大作戦の展開 心推進

・野菜を食べよう協力店づくり 課

・野菜を食べようキャンペーンの実施

・野菜を食べよう推進大会の開催

②野菜で元気になれる地域の食啓発

・元気な高齢者が勧める日本型食生活の啓発

次代へつなげる ①「青森県食育推進会議」「地域食育ネットワーク協議会」 6,052
あおもり食育県民 の運営

運動充実事業 ②地域で活躍する食育指導者の指導力向上を目的とした

(H26-28) 「青森県食育指導者研修会」の開催

③市町村・民間団体が実施する食育事業への補助

あおもり食育サポ ①あおもり食育サポーターの活動推進 6,468
ーター活動推進 ・あおもり食育サポーターによる食育活動の実施、教材の

事業 貸出、資質向上研修会の開催、活動体制の強化、等

(H26-27) ②県推進事業

・食育サポーター制度の周知啓発等
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（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

食の信頼確保推 ①「青森県食の安全・安心対策本部会議」の運営 697 食の安

進事業 ②食の安全に関するリスクコミュニケーションの実施 全・安

(H26-30) 心推進

新規 「あおもり食命人」の組織化を促し、「あおもり食命人」を 9,000 課

あおもり食命人自 対象とした高度な研修を実施してスキルアップを図りなが

立活動支援事業 ら、「あおもり食命人」が自立して食育活動などの地域貢献

(H27-28) 活動を実施できる体制を構築する。

①あおもり食命人の組織化・自立化への支援

・ミーティングによる今後の方針や行動計画の検討

・地域貢献活動の実施

②あおもり食命人のスキルアップ

・食命人のスキルアップ研修の実施

・第５期「あおもり食命人」育成研修の実施

③ PR活動による意識啓発
・「あおもり食命人の食フェア」の開催

・パンフレットなどを活用した周知活動

新規 ①国内外の教育旅行誘客のコーディネーターを設置し、学校 12,359 構造政

グリーン・ツーリ ・旅行エージェント等へのプロモーション活動の実施 策課

ズム新規需要創 ②インターネットやガイドブック等を活用した県グリーン・

出事業 ツーリズム情報の発信

(H27-28) ③県と関係機関が一体となった誘客促進活動の実施

農家民宿等受入 ①農家民宿を実践する農家の掘り起こしと育成を図るための 854
体制強化事業 農家民宿開業講座の開催

(H25-27) ②農業体験や農家民宿を実践する農家のおもてなし力や経営

能力等の工場を図るための研修会の開催

青森りんご食育 ①青森りんごシニアマスター等を活用した青森りんご食育実 2,955 りんご

パワーアップ推進 践モデル地区の設置 果樹課

事業 ②知事直伝！『親子で学ぶアップルスクール』の開催

(H26-27) ③学校関係者を対象とした青森りんご食育の研修会の開催

④青森りんご食育に関する教材の作成及び活動事例・情報の

提供

地域循環型新規 米粉用米の安定生産のため、米粉加工業者と実需者のマッ 3,160 農産園

需要米利用拡大 チングを進め、消費者へ米粉の機能性や商品等をＰＲし、米 芸課

事業 粉の地域内消費の促進に取り組む。 米粉関連部分

(H26-27) ①県内の道の駅・米粉製造業者との協働による米粉利用拡大 1,594
ＰＲ

②米粉製造業者と実需者とのマッチングによる米粉の地域内

消費の拡大
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（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

中山間ふるさと水 ・農業用施設の機能維持や地域の「豊かな自然環境」・「生 1,634 農村整

と土保全対策事 活環境」等の保全といった多面的機能の良好な発揮に関す 備課

業 る集落活動への支援など

(H5-) ・食育に関連した具体的な取組として

①米づくりに必要な農業用水や農業水利施設の役割を学ぶ

ための見学会

②“きれいな水”の大切さを理解してもらうための生き物

観察会などを実施

青森の豊かな海 ①おさかな自慢応援隊による誘客支援 4,980 水産振

が創る「おさかな ・おさかな自慢応援隊による情報発信と郷土料理教室の開催 興課

自慢」ＰＲ推進事 ②おさかなキッズ育成

業 ・地元の旬のおさかなを学び調理し、地域特産水産物への

(H26-27) 理解と活用を促進

③地域特産水産物情報

・青森ならではの地域特産水産物と郷土料理の情報発信

漁業の担い手確 ①小中学生を対象に啓発体験学習の実施 2,945
保・育成事業 ②水産教室用パンフレット作成

(H24-29)

いきいき青森っ子 健康教育実践研究校の指定により、本県における健康教 2,290 ス ポ

健康づくり事業 育の在り方、進め方の協議及び健康課題解決のための具体 ー ツ

(H19-) 的な指導内容、指導方法について研究等を行う。 健 康

①小学校、中学校、高等学校、各３校ずつ計９校における 課

健 康教育の実践

②児童生徒の健康課題の把握

子ども健康促進 食育に関連した取組として、 (食育に関 ス ポ

事業 ①あおもり型給食普及事業【スポーツ健康課】 連した取 ー ツ

(H26-27) ・レシピ集の作成と配布 組のみ) 健 康

・小中学校教員を対象とする研修会・講習会の開催 9,599 課

・学校給食をとおした子ども、保護者への普及啓発 のうち 生 涯

②青森っ子健康サポート（ＳＳＳ）事業【スポーツ健康課】 8.274 学 習

・食育実践発表会 【スポ 課

・モデル地域の指定 ーツ健

・栄養管理システムを運用した個別指導の成果検証 康課】

③地域で進めるすくすく青森っ子育成事業【生涯学習課】 1,325
・食卓からヘルスアップセミナー開催 【生涯

・親子健康キャンプ 学習課】
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（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

下北地域健康な ①健康づくりの気運醸成事業 3,168 下北地

ま ちづ く り 事業 ・下北地域健康アップフォーラムの開催 域県民

（健康アップ体制 ・市町村職員を対象としたメディコトリム 局地域

推進事業） ②社会資源が少ない地域における健康教養普及定着事業 福祉部

(H26-27) ・保育所・学校関係、職域関係等と連携した健康教育の実

施

・健康教材（リーフレット、DVD）を活用した健康教育
の実施

③小児肥満の原因を探るための地域ケアシステムの構築事業

・継続的に子どもの体格や生活習慣の情報を収集・分析す

る体制の構築

下北地域健康な 健康的な中食向けの中間素材の開発を行い、地元スーパー 3,078
まちづくり事業（お 等へ提案することにより、中食を食べながらも健康的になれ

いしい＆ヘルシー る環境づくりを行う。

スマート下北事

業）

(H26-27）

下北地域健康な 下北地域の児童生徒の肥満傾向児出現率が高い状況等を踏 2,473 下北教

ま ちづ く り 事業 まえ、子どもたちを育む家庭の生活習慣の改善を図るため、 育事務

（下北の子どもと 若者や高校生を対象としたレシピコンテストや参観日等にお 所

家庭のヘルスアッ ける健康教室を実施する。

プ事業）

(H26-27)

新規 ①下北地域の直売所を活性化するため、活性化戦略を策定す 1,769 下北地

下北産直「元気ア るほか、直売所の運営及び野菜の生産と消費拡大等に向けた 域県民

ップ」応援事業 研修会を開催する。 局地域

(H27～28) ②また、各直売所において、安全・安心な下北産野菜のＰＲ 農林水

活動を行うとともに、地産地消をより勧めるための一手法と 産部

して、直売所スタンプラリーを実施する

※ 複数のメニューからなる事業の場合、食育以外のメニューの予算額も含んでいるため、すべて

が食育関連の事業費とは限りません。


