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資料４-１

平成２６年度における県の食育関連事業
(注 本表に掲載の事業は平成２６年度当初予算案の段階ですので、確定したものではありません。）

（単位：千円）

事業名 事業内容 予算額 担当課

新規 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 29,062 がん・

さあ始めよう！あ 小を目指すこととし、この目標の達成に向けて、「健やか力」 生活習

おもり「健活」推 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 慣病対

進事業 活」を推進する。 策課

(H26) 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への支援

③健診及びがん検診の普及啓発及び研修会、職域における実

態把握及び糖尿病に係る療養体制の全県的な普及

新規 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、 7,528
歯科口腔保健推 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

進事業 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

(H26) 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歯科疾患に関する実態調査の実施

④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

健康あおもり２１ これまで以上に県民一人ひとりが健やか力を高め、主体的 12,188
ステップアップ県 に健康づくりに取り組むことができるようにする。

民運動推進事業 ①県民が主体的に健康づくりに取組むことができるよう、県

(H25-26) 民の健やか力向上のための県民大会の実施

②血圧に関する正しい知識の普及啓発の実施

③ 20～ 30代の若年者の食生活等の調査・分析と若年者向け
メニュー集の作成

新規 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 10,091 こども

保育所発！子ど 肥満予防対策を進めるもの。 みらい

も元気スリムプラ ①保育所における肥満傾向のリサーチ 課

ン事業(H26-27) ②肥満防止保育プログラム・個別支援計画の 実践（県内 30
ヶ所の保育所で実施）

新規 ①「攻めの農林水産業」推進(地方)本部の運営 3,195 農林水

「攻めの農林水産 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

業」強化推進費 するための優良事例表彰の実施 課

(H26) 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
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事業名 事業内容 予算額 担当課

学校給食県産食 ①県産原料を使用した学校給食向け加工に向けた、関係者に 2,952 総合販

材消費拡大事業 よるワーキンググループを設置、仕様の検討、試作品の評 売戦略

(H24-26) 価等の実施。 課

②給食関係者向け県産品講習会の開催

新規 ①県産農林水産物を活用した、給食施設等で使える「だし」 10,102
味感を育む「だし パック及び小売用の「だし」計２種類の開発

活」事業 ②県栄養職員や給食施設担当者等を対象とする「だし」の活

(H26-27) 用に向けた会議等の開催、「だし」についての広報活動の

実施。

③給食施設向け「だし活」レシピの作成、レシピ活用料理の

提供等による「だし」の需要開拓

新規 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

野菜で健康大作 スのよい日本型食生活の啓発を実施。 全・安

戦事業 ①野菜を食べよう大作戦の展開 心推進

(H26-27) ・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

・元気な高齢者の食べている食事大調査の実施

新規 ①「青森県食育推進会議」「地域食育ネットワーク協議会」 4,899
次代へつなげる の運営

あおもり食育県民 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

運動充実事業 「青森県食育指導者研修会」の開催

(H26-28) ③市町村・民間団体が実施する食育事業への補助

新規 ①あおもり食育サポーターの活動推進 6,544
あおもり食育サポ ・あおもり食育サポーターによる食育活動の実施、教材の

ーター活動推進 貸出、資質向上研修会の開催、活動体制の強化、等

事業 ②県推進事業

(H26-27) ・食育サポーター制度の周知啓発等

新規 ①「青森県食の安全・安心対策本部会議」の運営 686
食の信頼確保推 ②食に関するリスクコミュニケーションの実施

進事業

(H26-30)

あおもり食命人育 ①あおもり食命人育成研修の実施 9,921
成事業(庁内ベン ②あおもり食命人合同発表会の開催

チャー事業) ③あおもり食命人発掘活動の実施

(H25-26) ④あおもり食命人情報の発信

未来へつなぐ中 ①正しい食と農の知識を持った農業者の育成・強化 2,162
南地域食と農を ②食と農を伝えるための実践活動の実施

育む支援事業(中 ・わくわくアグリスクール in中南の開催
南地域県民局) ・中南地域食育推進フォーラムの開催

(H25-26)
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事業名 事業内容 予算額 担当課

青森グリーン・ツ ①県グリーン・ツーリズム情報の受発信 6,815 構造政

ーリズム誘致促 ②国内外の教育旅行誘客コーディネーター設置、商談会開催 策課

進事業 などのマッチング活動の実施

(H25-26) ③学校・旅行エージェント訪問、モニターツアー開催などの

プロモーション活動の実施

④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農家民宿開業講座の開催 862
体制強化事業 ②農家民宿等を対象とした経営研修会、危機管理対策研修会

(H25-26) の開催

新規 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 3,551 りんご

青森りんご食育 践モデル地区の設置 果樹課

パワーアップ推進 ②知事直伝！『親子で学ぶアップルスクール』の開催

事業 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

(H26-27) 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

新規 （米粉用米の取組のみ記載） 総事業 農産園

地域循環型新規 米粉の地域内消費を拡大するため、加工者と実需者のマッ 費 芸課

需要米利用拡大 チングを進めるとともに、一般消費者や農業者に対し、米粉 3,500
事業 の機能性等をＰＲする。 米粉関

(H26-27) ①米粉消費拡大推進フォーラムの開催、米粉実需者との意見 連部分

交換 1,594
②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

ＰＲ

③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

など

中山間地域ふる ・農業用施設の機能維持や地域の「豊かな自然環境」・「生 1,202 農村整

さと水と土保全対 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

策事業 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
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事業名 事業内容 予算額 担当課

新規 ①おさかな自慢応援隊による誘客支援 6,333 水産振

青森の豊かな海 ・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

が創る「おさかな ②おさかなキッズ育成

自慢」ＰＲ推進事 ・地元の旬のおさかなを学び調理し、地域特産水産物への

業 理解と活用を促進

(H26-27) ・県産品フェア等におさかなキッズが参加し、地域特産水

産物情報を発信

③地域特産水産物情報収集・発信

・青森ならではの地域特産水産物と郷土料理の情報を発信

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 2,940
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育 2,360 スポー

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

(H19-) 指導内容、指導方法について研究等を行う。 課

①小学校、中学校、高等学校、各３校ずつ計９校における健

康教育の実践

②児童生徒の健康課題の把握

下北の子ども 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 2,670
ヘルスアップ事業 まえ、子どもたちを育む課程の生活習慣の改善を図るため、

（下北教育事務 親子や保護者を対象とした料理講習会や、レシピコンテスト、

所） 健康・運動習慣についての講習会を実施する。

(H25-26) １ 親子を対象とした取組

①下北食材を活用したヘルシーなご飯づくり親子講習会の開

催

②下北食材を活用したヘルシーなご飯レシピコンテスト開催

２ 保護者を対象とした取組

①生活習慣の見直しによる「意欲・体力・学力向上」講演会の

開催

②参観日等における健康教室への講師派遣事業（２ケ年で実

施）

新規 食育に関連した取組として、 22,597 スポー

子ども健康促進 ①あおもり型給食普及事業 のうち ツ健康

事業 ・あおもり型給食（減塩、野菜摂取等）の開発 17,202 課

(H26) ・栄養教諭等への研修会・講習会の開催 （生涯学 生涯学

・普及用映像資料作成 習 課 予 習課

②青森っ子健康サポート（ＳＳＳ）事業 算 に は

・青森県版栄養指導システム開発 食 育 以

③地域で進めるすくすく青森っ子育成事業【生涯学習課】 外含む)

・食卓からヘルスアップセミナー開催

・親子健康キャンプ

合 計 ※ 154,859

※ 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、合計値

が食育関連事業の総額とは限りません。


