
要綱若しくは規則等による会議の設置状況

【都道府県】 　（令和４年3月末時点）

都道府県名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

北海道 どさんこ食育推進協議会 どさんこ食育推進協議会設置要領 平成22年7月23日
青森県 青森県食育推進会議 青森県食育推進会議設置要綱 平成18年6月1日
秋田県 ｢食の国あきた｣推進会議 ｢食の国あきた｣推進会議設置要綱 平成17年7月1日
山形県 食育県民運動・地産地消推進本部 食育県民運動・地産地消推進本部設置要綱 平成19年6月1日
福島県 福島県食育推進ネットワーク会議 福島県食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成19年10月30日
茨城県 食育推進部会 食育推進部会の設置及び運営に関する要領 令和４年１月２６日
栃木県 とちぎ食育推進連絡会 とちぎ食育推進連絡会設置要領 平成19年7月10日
埼玉県 埼玉県食育推進検討会議 埼玉県食育推進検討会議設置要綱 平成19年5月14日
千葉県 千葉県食育推進県民協議会 千葉県食育推進県民協議会設置要綱 平成18年9月1日
東京都 東京都食育推進協議会 東京都食育推進協議会設置要領 平成19年12月25日
神奈川県 かながわ食育推進県民会議 かながわ食育推進県民会議設置要綱 平成19年3月26日
新潟県 新潟県食育推進協議会 新潟県食育推進協議会設置要綱 平成18年2月9日
石川県 いしかわ食育推進委員会 いしかわ食育推進委員会設置要綱 平成23年7月1日
福井県 ふくいの食育・地産地消推進県民会議 ふくいの食育・地産地消推進県民会議規約 平成21年４月28日
山梨県 山梨県食育推進協議会 山梨県食育推進協議会規約 平成19年5月31日
長野県 信州の食を育む県民会議 信州の食を育む県民会議設置要綱 平成24年4月20日
静岡県 しずおか食育推進会議 しずおか食育推進会議設置要綱 平成18年10月18日

滋賀県食育推進計画策定会議 滋賀県食育推進計画策定会議設置要綱 平成18年6月5日
島根県 島根県食育・食の安全推進協議会 島根県食育・食の安全推進協議会設置要綱 平成19年5月25日
岡山県 岡山県食の安全・食育推進協議会 岡山県食の安全・食育推進協議会設置要綱 平成14年10月4日

山口県食育推進会議 山口県食育推進会議設置要綱 平成18年6月23日
徳島県 とくしま食育推進協議会 とくしま食育推進協議会設置要綱 平成30年7月17日
香川県 香川県食育推進会議 香川県食育推進会議設置要綱 平成18年2月13日

愛媛県
県民健康づくり運動推進会議専門委員
会食育推進部会

県民健康づくり運動推進会議規約 平成18年10月３日

高知県 高知県食育連携推進協議会 高知県食連携推進協議会設置要綱 平成21年4月1日
福岡県 食育・地産地消ふくおか県民会議 食育・地産地消ふくおか県民会議設置要綱 平成25年4月1日

食育ネットワークさが 食育ネットワークさが規約 平成18年4月29日

熊本県 熊本県健康食生活・食育推進連携会議
熊本県健康食生活・食育推進連携会議設置
要項

平成22年8月27日

宮崎県
宮崎県食の安全・安心対策会議
食育・地産地消専門部会

宮崎県食の安全・安心対策会議設置要綱 平成18年4月1日

かごしまの“食”交流推進会議 かごしまの“食”交流推進会議設置要領 平成19年5月28日
沖縄県 沖縄県食育推進本部 沖縄県食育推進本部設置規程 平成18年9月12日

【政令指定都市】 　（令和４年3月末時点）

政令指定都市名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

さいたま市 さいたま市健康づくり・食育推進協議会
さいたま市健康づくり・食育推進協議会設置
要綱

令和3年4月1日

横浜市 食育推進検討部会 食育推進検討部会設置要綱 令和3年3月23日
浜松市 浜松市食育推進連絡会 浜松市食育推進連絡会会則 平成29年4月1日
名古屋市 名古屋市食育推進懇談会 名古屋市食育推進懇談会開催規程 平成21年1月5日

京都市
京都市民健康づくり推進会議食育推進
部会

「京都市民健康づくり推進会議」開催要綱 平成15年1月28日

大阪市 第３次大阪市食育推進連絡調整会議 第３次大阪市食育推進連絡調整会議開催要綱 平成30年6月1日
堺市 堺市食育推進ネットワーク会議 堺市食育推進ネットワーク会議開催要綱 令和3年4月1日
神戸市 こうべ食育推進調整会議 こうべ食育推進調整会議開催要綱 令和3年8月1日

滋賀県

山口県

佐賀県

鹿児島県
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【市町村】 　（令和４年3月末時点）

都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

滝川市 滝川市食育推進市民会議 滝川市食育推進市民会議設置要綱 平成19年5月25日
深川市 深川市食育推進計画庁内実践委員会 深川市食育推進計画庁内実践委員会設置要綱 平成20年7月11日
南幌町 南幌町食育推進計画策定委員会 南幌町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成27年8月21日
江別市 江別市食育推進計画策定委員会 江別市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成23年6月29日

千歳市食育推進計画庁内検討会議 千歳市食育推進計画庁内検討会議設置要綱 平成20年5月1日

千歳市食育推進計画庁内検討会議作
業部会

千歳市食育推進計画庁内検討会議作業部
会運営要領

平成20年5月1日

恵庭市 恵庭市食育推進協議会 恵庭市食育推進協議会設置要綱 平成24年6月1日
北広島市 北広島市食育推進懇談会 北広島市食育推進懇談会設置要綱 平成23年4月1日
小樽市 小樽市健康増進計画評価会議 小樽市健康増進計画評価会議設置要綱 平成23年9月21日
寿都町 寿都町食育推進委員会 寿都町食育推進委員会設置規程 平成30年5月30日

喜茂別町
喜茂別町地域再生推進協議会食育推
進委員会

喜茂別町地域再生推進協議会食育推進委
員会設置要項

平成27年6月30日

苫小牧市 苫小牧市食育推進協議会 苫小牧市食育推進協議会設置要綱 平成28年12月15日
伊達市 健康づくり伊達21推進会議 健康づくり伊達21推進会議設置規程 平成16年6月1日
平取町 平取町食育推進計画運営委員会 平取町食育推進計画運営委員会設置要領 平成23年6月1日
函館市 函館市食育計画策定推進委員会 函館市食育計画策定推進委員会設置要綱 令和2年3月18日
福島町 福島町健康づくり推進協議会 福島町健康づくり推進協議会設置要綱 平成31年2月1日
知内町 健康増進計画策定委員会議 健康増進計画策定委員要綱 平成30年3月30日
士別市 士別市食育推進市民会議 士別市食育推進市民会議設置要綱 平成23年7月1日
名寄市 名寄市食育推進協議会 名寄市食育推進協議会設置要綱 平成20年9月1日
下川町 下川町食育推進計画町民委員会 下川町食育推進計画町民委員会設置要綱 平成27年8月7日
稚内市 稚内市食育推進会議 稚内市食育推進会議設置要綱 平成24年6月13日
北見市 北見市健康づくり推進協議会 北見市健康づくり推進協議会設置要綱 平成28年5月13日
網走市 網走市食育推進会議 網走市食育推進会議設置要綱 平成19年11月13日
紋別市 紋別市食育推進委員会 紋別市食育推進委員会設置要綱 平成23年6月28日
滝上町 滝上町食育推進ネットワーク会議 滝上町食育推進ネットワーク会議設置要領 令和2年5月25日
鹿追町 鹿追町健康づくり推進協議会 鹿追町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和63年5月19日
更別村 更別村食育推進計画策定委員会 更別村食育推進計画策定委員会設置要領 平成22年1月22日
幕別町 幕別町6次産業化・地産地消推進協議会 幕別町６次産業化・地産地消推進協議会規則 令和2年4月1日
広尾町 広尾町食育推進委員会 広尾町食育推進委員会設置要綱 平成26年4月1日

足寄町
足寄町健康づくり推進委員会「食育
ワーキング部会」

足寄町健康づくり推進委員会設置要綱 平成29年6月23日

釧路町 釧路町食育推進ネットワーク会議
釧路町食育推進ネットワーク会議の設置及び
運営等に関する要領

平成29年7月1日

浜中町 浜中町食育連携会議 浜中町食育連携会議設置要綱 令和元年１０月１日
別海町食育・地産地消推進計画策定
委員会

別海町食育・地産地消推進計画策定委員会
設置要綱

平成29年7月24日

別海町食育・地産地消推進計画策定
懇話会

別海町食育・地産地消推進計画策定懇話会
設置要綱

平成29年7月24日

中標津町食育推進連絡会議 中標津町食育推進連絡会議設置要綱 平成24年5月9日
中標津町地産地消推進協議会 中標津町地産地消推進協議会設置要綱 平成19年5月7日

平川市 平川市食育推進協議会 平川市食育推進協議会要綱 平成22年3月23日
藤崎町 藤崎町食育推進協議会 藤崎町食育推進協議会設置要綱 平成19年8月22日
横浜町 横浜町食育推進会議 横浜町食育推進会議設置要綱 平成24年2月14日
東北町 東北町食育推進協議会 東北町食育推進協議会設置要綱 平成20年4月1日
五戸町 五戸町食育推進委員会 五戸町食育推進委員会設置要綱 平成20年4月1日
田子町 田子町食育推進委員会 田子町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成28年7月27日
階上町 階上町食育推進協議会 階上町食育推進協議会設置要綱 平成19年8月1日
新郷村 新郷村食育推進委員会 新郷村食育推進委員会設置要綱 平成23年3月1日
盛岡市 盛岡市食育推進協議会 盛岡市食育推進協議会要領 平成21年9月16日
久慈市 久慈市健康づくり推進委員会 久慈市健康づくり推進委員会要綱 平成18年3月6日
宮古市 宮古市食育推進計画策定委員会 宮古市食育推進計画策定委員会要綱 平成20年8月8日
遠野市 遠野市食育推進ネットワーク会議 遠野市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成28年9月15日
一関市 一関市食育推進協議会 一関市食育推進協議会設置要綱 平成19年8月21日
陸前高田
市

陸前高田市健康づくり推進協議会 陸前高田市健康づくり推進協議会設置要綱 平成27年8月11日
二戸市 二戸市食育推進協議会 二戸市食育推進協議会設置要綱 平成23年4月1日
奥州市 奥州市食育推進協議会 奥州市食育推進協議会設置要綱 平成20年11月21日
滝沢市 滝沢市食育推進委員会 滝沢市食育推進委員会設置要綱 平成19年10月26日
岩手町 岩手町食育推進委員会 岩手町食育推進委員会設置要綱 平成28年6月1日
金ケ崎町 金ケ崎町健康づくり推進協議会 金ケ崎町健康づくり推進協議会規則 平成29年6月1日
大槌町 健康づくり連絡会 大槌町健康づくり連絡会設置要綱 令和元年７月16日
岩泉町 岩泉町健康づくり推進協議会 岩泉町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和53年11月24日
一戸町 一戸町食育推進ネットワーク会議 一戸町食育推進ネットワーク会議会則 平成19年6月19日
花巻市 花巻市健康づくり推進協議会 花巻市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年1月1日
北上市 北上市健康づくり推進協議会 北上市健康づくり推進協議会要綱 平成12年3月31日
紫波町 紫波町食育推進協議会 紫波町食育推進協議会設置要綱 平成19年5月7日
軽米町 軽米町食育推進計画策定委員会 軽米町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成20年12月24日
洋野町 洋野町食育推進計画策定委員会 洋野町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成24年8月31日
野田村 野田村健康づくり推進協議会 野田村健康づくり推進協議会設置要綱 昭和53年10月1日

別海町

北海道

岩手県

千歳市

中標津町

青森県
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

柴田町 柴田町食育推進連絡会議 柴田町食育推進連絡会議設置要領 平成29年4月1日
蔵王町 蔵王町健康づくり推進協議会 蔵王町健康づくり推進協議会要綱 平成28年6月17日

大河原町 大河原町食育推進ネットワーク会議
大河原町食育推進ネットワーク会議設置要
綱

平成23年10月1日

村田町 村田町食育推進会議 村田町食育推進会議設置要綱 平成23年5月13日
亘理町 亘理町食育推進会議 亘理町食育推進会議設置要綱 平成23年12月1日
塩竈市 塩竈市食育推進ネットワーク会議 塩竈市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成19年5月28日

利府町
第３期健康日本２１利府町計画及び利
府町食育推進計画策定懇話会

第３期健康日本21利府町計画及び利府町食
育推進計画策定懇話会設置要綱

平成28年4月1日

大崎市 大崎市食育推進協議会 大崎市食育推進協議会設置規則 令和2年3月16日
加美町 加美町食育推進検討会議 加美町食育推進検討会議設置要綱 平成20年6月23日
色麻町 色麻町健康増進・食育推進委員会 色麻町健康増進・食育推進委員会設置要綱 平成26年4月1日
涌谷町 涌谷町食育推進協議会 涌谷町食育推進協議会設置要綱 平成21年4月1日
栗原市 栗原市食育推進委員会 栗原市食育推進委員会設置要綱 平成21年9月25日

東松島市 東松島市食育推進協議会
東松島市食育推進協議会に関する管理運営
規則

令和2年3月31日

女川町 女川町食育推進会議 女川町食育推進会議設置要綱 平成20年11月1日
七ヶ浜町 七ヶ浜町食育推進会議 七ヶ浜町食育推進会議設置要綱 平成21年4月1日
多賀城市 多賀城市健康づくり推進協議会 多賀城市健康づくり推進協議会設置要綱 平成12年9月1日

秋田市 秋田市食育推進計画策定検討委員会
秋田市食育推進計画策定検討委員会設置
要綱

令和2年11月4日

能代市 能代市食育推進会議 能代市食育推進会議設置要綱 平成23年4月1日
横手市 横手市食育推進協議会 横手市食育推進協議会設置要綱 平成22年12月22日
大館市 大館市食育推進委員会 大館市食育推進委員会設置要綱 平成27年10月1日
潟上市 潟上市食育推進会議 潟上市食育推進会議規則 令和2年3月24日
大仙市 大仙市食育推進会議 大仙市食育推進会議要綱 平成20年7月23日
北秋田市 北秋田市食育推進委員会 北秋田市食育推進委員会設置要綱 平成24年3月30日
にかほ市 にかほ市食育推進計画策定委員会 にかほ市食育推進計画策定委員会設置要綱 令和2年1月24日
仙北市 仙北市食育推進会議 仙北市食育推進会議設置要綱 平成24年7月11日

小坂町
小坂町「食育」「地産地消」「６次産業
化」推進協議会

小坂町「食育」「地産地消」「６次産業化」推進
計画

平成31年4月1日

三種町 三種町食育推進計画策定委員会 三種町食育推進計画策定委員会設置要項 令和3年10月1日
八峰町 八峰町食育推進計画策定委員会 八峰町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成22年3月1日
五城目町 五城目町食育推進会議 五城目町食育推進会議設置要綱 平成21年4月1日

井川町
井川町健康増進計画及び食育推進計
画並びに自殺対策計画策定委員会

井川町健康増進計画及び食育推進計画並び
に自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年12月1日

八郎潟町
八郎潟町健康増進計画及び食育推進
計画策定委員会

八郎潟町健康増進計画及び食育推進計画策
定委員会設置要綱

平成25年11月1日

大潟村 大潟村食農推進会議 大潟村食農推進会議設置要綱 平成24年10月23日
美郷町 美郷町食育推進計画策定委員会 美郷町食育推進計画策定委員会設置要綱 令和2年9月1日
山形市 山形市食育・地産地消推進本部 山形市食育・地産地消推進本部設置要綱 平成25年4月1日
上山市 上山市食育等推進協議会 上山市食育等推進協議会設置要綱 令和元年6月10日
天童市 天童市食育推進委員会 天童市食育推進委員会設置要綱 平成22年4月1日
中山町 中山町食育・地産地消推進協議会 中山町食育・地産地消推進協議会設置規約 平成25年6月1日
寒河江市 寒河江市食育・地産地消推進会議 寒河江市食育・地産地消推進会議設置要綱 令和2年4月1日
河北町 河北町食育推進会議 河北町食育推進会議設置規則 平成21年4月1日
米沢市 米沢市食育推進協議会 米沢市食育推進協議会設置要綱 平成23年9月22日

高畠町 高畠町食育・地産地消推進協議会
高畠町食育・地産地消推進計画推進協議会
設置規程

平成26年7月10日

川西町 食育推進計画推進委員会 食育推進計画推進委員会設置要綱 平成26年6月20日

長井市
第２次長井市食育推進計画策定委員
会

第２次長井市食育推進計画策定委員会設置
要綱

平成30年9月25日

白鷹町 白鷹町食育・地産地消推進協議会
令和３年度白鷹町食育・地産地消推進協議
会設置要綱

令和3年6月22日

飯豊町 飯豊町食育・地産地消推進委員会 飯豊町食育・地産地消推進委員会設置要綱 令和2年2月25日
酒田市 酒田市食育・地産地消推進委員会 酒田市食育・地産地消推進委員会設置要綱 平成23年7月27日
三川町 三川町食のまちづくり推進協議会 三川町食のまちづくり推進協議会設置要綱 平成21年3月31日

宮城県

秋田県

山形県
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二本松市 二本松市健康づくり推進協議会 二本松市健康づくり推進協議会要綱 平成17年12月1日

伊達市 伊達市健康づくり推進協議会 伊達市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年1月1日

本宮市
第2次本宮市健康増進・食育推進計画
検討委員会

第2次本宮市健康増進・食育推進計画検討
委員会設置要綱

平成29年6月13日

本宮市 本宮市保健福祉行政推進協議会 本宮市保健福祉推進協議会要綱 平成19年1月1日

国見町
国見町保健と福祉の地域づくり推進協
議会　食育推進専門委員会

国見町保健と福祉の地域づくり推進協議会
等設置要綱

平成31年3月1日

鏡石町 健康づくり推進協議会 健康づくり推進協議会設置規則 平成24年9月1日
平田村 健康ひらた２１進行管理委員会 健康ひらた２１進行管理委員会設置要綱 平成16年2月1日

白河市 白河市食育推進庁内委員会 白河市食育推進庁内委員会設置要領 平成23年4月11日

西郷村 西郷村健康づくり推進協議会 西郷村健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年4月1日

中島村 中島村健康づくり推進委員会 中島村健康づくり推進委員会設置要綱 平成29年1月10日

棚倉町 棚倉町健康づくり推進協議会 棚倉町健康づくり推進協議会設置要綱 平成27年4月1日

矢祭町 矢祭町健康づくり推進協議会 矢祭町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和59年12月25日

鮫川村 鮫川村健康づくり推進協議会 鮫川村健康づくり推進協議会設置規則 昭和55年3月14日

会津若松市食育ネットワーク
会津若松市食育ネットワーク事業負担金交
付要綱

平成29年4月1日

会津若松市食育推進計画検討会議
会津若松市食育推進計画検討会議設置要
綱

令和3年8月2日

北塩原村 食育推進連絡部会 北塩原村食育推進連絡部会設置要綱 平成31年1月27日
西会津町 西会津町食育推進委員会 西会津町食育推進委員会設置要綱 平成19年12月25日

会津坂下町 会津坂下町食育推進会議 会津坂下町食育推進会議設置要綱 平成26年4月1日

下郷町 下郷町健康づくり推進協議会 下郷町健康づくり推進協議会設置要綱 平成28年10月1日

檜枝岐村
檜枝岐っ子のすこやかな未来を考える
会

檜枝岐っ子のすこやかな未来を考える会設
置要項

平成27年4月20日

只見町 健康づくり推進協議会 健康づくり推進協議会設置規則 令和2年4月1日
相馬市 相馬市健康づくり推進協議会 相馬市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和54年10月1日

庁内食育推進会議 庁内食育推進会議設置要綱 平成22年7月23日
南相馬市健康づくり推進協議会 南相馬市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年3月29日

広野町 広野町健康づくり事業推進協議会 広野町健康づくり事業推進協議会設置要綱 昭和57年4月1日
楢葉町 楢葉町健康づくり推進会議 楢葉町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和54年6月25日

川内村
川内村次世代育成支援行動計画等策
定委員会

川内村次世代育成支援行動計画等策定委
員会設置要綱

平成27年3月16日

双葉町 双葉町健康づくり推進協議会 双葉町健康づくり推進協議会設置要綱 平成30年12月6日
浪江町 浪江町健康づくり推進協議会 健康づくり推進協議会規則 昭和54年4月1日
葛尾村 葛尾村健康づくり推進協議会 葛尾村健康づくり推進協議会規則 平成22年4月1日

新地町
新地町保健計画（健康しんち２１）策定
委員会

新地町保健計画（健康しんち２１）策定委員会
設置要綱

平成14年6月5日

福島市 福島市食育推進委員会 福島市食育推進委員会設置要綱 平成22年7月28日
郡山市 郡山市健康づくり推進懇談会 郡山市健康づくり推進懇談会開催要綱 平成30年9月1日
いわき市 いわき市食育推進協議部会 いわき市食育推進協議部会設置要綱 平成21年6月1日
常陸太田市 健康づくり推進協議会 常陸太田市健康づくり推進協議会設置要綱 平成27年9月1日
行方市 行方市健康づくり推進協議会 行方市健康づくり推進協議会設置要綱 平成25年6月7日
神栖市 神栖市健康づくり推進協議会 神栖市健康づくり推進協議会規則 令和2年3月31日
牛久市 牛久市食育推進委員会 牛久市食育推進委員会設置要綱 平成24年7月1日
利根町 利根町健康づくり推進協議会 利根町健康づくり推進協議会設置規則 平成22年4月1日
取手市 取手市食育事業庁内推進会議 取手市食育事業庁内推進会議設置要綱 平成29年10月1日
土浦市 健康つちうら２１計画推進委員会 健康つちうら２１計画推進委員会設置要綱 平成25年4月1日

阿見町 あみ健康づくりプラン２１推進委員会
あみ健康づくりプラン２１推進委員会に関する
規則

平成16年7月1日

東海村 東海村健康づくり推進協議会 東海村健康づくり推進協議会規則 昭和59年6月1日

ひたちなか
市

ひたちなか市健康づくり推進協議会 ひたちなか市健康づくり推進協議会設置要綱 平成6年11月1日

笠間市 笠間市健康づくり推進協議会 笠間市健康づくり推進協議会要綱 平成23年4月1日
鹿嶋市 鹿嶋市健康づくり推進協議会 鹿嶋市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和55年9月22日
古河市 古河市健康づくり推進協議会 古河市健康づくり推進協議会規則 平成22年1月29日
下妻市 下妻市健康づくり推進協議会 下妻市健康づくり推進協議会設置要綱 平成29年4月1日
那珂市 那珂市健康増進計画推進委員会 那珂市健康増進計画推進委員会設置要綱 平成30年6月1日
大洗町 大洗町健康づくり推進協議会 大洗町健康づくり推進協議会会則 平成30年10月23日
結城市 結城市健康づくり推進協議会 結城市健康づくり推進協議会設置要項 平成5年4月1日
筑西市 筑西市健康づくり推進協議会 筑西市健康づくり推進協議会規則 平成17年3月27日
桜川市 桜川市健康づくり推進協議会 桜川市健康づくり推進協議会規則 平成17年10月1日
高萩市 高萩市健康づくり推進協議会 健康づくり推進協議会設置要綱 平成29年6月1日
河内町 河内町健康づくり推進協議会 河内町健康づくり推進協議会設置規則 令和元年10月1日
つくばみら
い市

つくばみらい市健康づくり推進協議会 つくばみらい市健康づくり推進協議会要綱 平成18年3月27日

茨城県

福島県

南相馬市

会津若松市
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上三川町 上三川町食育フェスタ実行委員会 上三川町食育フェスタ実行委員会設置規程 平成27年7月1日
鹿沼市 鹿沼市食育推進連絡会議 鹿沼市食育推進本部設置要綱 平成18年8月24日
日光市 日光市食育推進計画協議会 日光市食育推進計画協議会設置要綱 平成21年7月24日
真岡市 真岡市食育推進協議会 真岡市食育推進協議会設置要綱 平成28年3月31日
益子町 益子町食育推進会議 益子町食育推進会議要綱 平成19年2月26日

茂木町 茂木町食育推進会議 茂木町食育推進会議設置要綱 平成27年4月1日
芳賀町 芳賀町食育推進計画策定委員会 芳賀町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成20年6月19日
栃木市 栃木市農業振興推進会議 栃木市農業振興推進会議設置要綱 平成28年7月26日
下野市 下野市食育・地産地消推進協議会 下野市食育・地産地消推進協議会設置要綱 平成30年11月1日
壬生町 壬生町食育推進委員会 壬生町食育推進委員会設置要綱 平成23年4月1日
野木町 野木町地産地消・食育推進協議会 野木町地産地消・食育推進協議会設置要綱 平成21年2月11日
矢板市 矢板市食育推進計画策定委員会 矢板市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成26年2月26日

大田原市
大田原市食育・地産地消推進計画策
定委員会

大田原市食育・地産地消推進計画策定委員
会設置要領

平成24年11月1日

那須町 那須町食育推進計画策定部会 那須町食育推進計画策定部会設置要綱 平成23年3月29日
足利市 足利市健康づくり推進協議会 足利市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和61年7月1日
佐野市 佐野市食育推進会議 佐野市食育推進会議設置要領 平成20年6月16日
桐生市 桐生市健康づくり推進協議会 桐生市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年4月1日
伊勢崎市 伊勢崎市健康づくり推進協議会 伊勢崎市健康づくり推進協議会規則 平成17年3月28日
太田市 太田市健康づくり推進協議会 太田市健康づくり推進協議会設置要綱 平成20年8月1日
渋川市 渋川市食育推進ネットワーク庁内会議 渋川市食育推進ネットワーク庁内会議設置要綱 平成28年2月26日

藤岡市 ふじおか健康２１夢プラン
ふじおか健康２１夢プラン推進ネットワーク会
議設置要綱

平成15年10月16日

富岡市 富岡市食育推進委員会 富岡市食育推進委員会要綱 平成21年5月1日
安中市 安中市健康づくり推進協議会 安中市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年3月18日
下仁田町 下仁田町食育推進計画実行委員会 下仁田町食育推進計画実行委員会要綱 平成25年5月31日
片品村 片品村食育推進委員会 片品村食育推進委員会設置要綱 平成28年1月4日
館林市 館林市健康づくり推進懇話会 館林市健康づくり推進懇話会設置要綱 昭和62年9月17日
邑楽町 邑楽町健康増進計画策定懇談会 邑楽町健康増進計画策定懇談会設置要綱 平成27年10月19日
甘楽町 甘楽町健康づくり推進協議会 甘楽町健康づくり推進協議会設置要綱 平成24年7月12日
みなかみ町 みなかみ町食育推進検討委員会 みなかみ町食育推進検討委員会設置要項 平成21年10月5日
玉村町 玉村町食育推進委員会 玉村町食育推進委員会設置要綱 平成21年4月1日
板倉町 板倉町健康づくり推進協議会 板倉町健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年6月1日
千代田町 千代田町健康づくり推進協議会 千代田町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和61年4月1日
上野村 上野村健康づくり推進協議会 上野村健康づくり推進協議会設置要綱 昭和54年4月1日
明和町 明和町健康づくり推進協議会 明和町健康づくり推進協議会設置要綱 平成20年3月31日
昭和村 昭和村健康づくり推進協議会 昭和村健康づくり推進協議会設置要綱 昭和54年4月1日
行田市 行田市健康づくり推進協議会 行田市健康づくり推進協議会要綱 昭和59年4月1日

飯能市健康づくり推進庁内検討会議 飯能市健康づくり推進庁内検討会議設置規程 平成20年4月1日
飯能市健康・体力づくり飯能市民会議 飯能市健康・体力づくり飯能市民会議設置要綱 平成22年7月1日

加須市
「埼玉一の健康寿命のまち」推進部会
食生活・栄養ワーキンググループ

加須市健康づくり推進委員会設置要綱 平成24年8月20日

羽生市 羽生市健康づくり推進協議会 羽生市健康づくり推進協議会要綱 平成26年4月1日
鴻巣市 鴻巣市食育庁内推進委員会 鴻巣市食育庁内推進委員会設置要綱 平成23年9月22日

草加市健康づくり推進委員会 草加市健康づくり推進委員会設置要綱 平成26年3月28日
草加市健康づくり向上委員会 草加市健康づくり向上委員会設置要綱 平成26年3月28日

蕨市 蕨市健康づくり推進会議 蕨市健康づくり推進会議設置要綱 平成25年5月21日
戸田市 戸田市健康なまちづくり推進庁内会議 戸田市健康なまちづくり推進庁内会議要綱 平成26年6月13日
入間市 入間市食育推進連絡会 入間市食育推進連絡会要綱 平成22年4月1日
志木市 志木市健康づくり市民推進協議会 志木市健康づくり市民推進協議会設置要綱 平成25年4月1日
和光市 食育コンソーシアム会議 食育コンソーシアム会議推進委員会設置要綱 平成30年4月2日
北本市 北本市健康・体力づくり市民会議 北本市健康・体力づくり市民会議規則 昭和56年12月25日

八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会 八潮市健康と福祉のまちづくり推進協議会規則 昭和57年4月1日
八潮市食育推進計画策定庁内検討会議 八潮市食育推進計画策定庁内検討会議設置要綱 平成21年6月12日

三郷市 三郷市健康増進・食育推進計画推進会議 三郷市健康増進・食育推進計画推進会議規定 平成19年3月15日
蓮田市 蓮田市食育推進員連絡会議 蓮田市食育推進員に関する要綱 平成31年4月17日
幸手市 幸手市健康づくり推進会議 幸手市健康づくり推進会議要綱 平成23年7月1日
日高市 日高市健康づくり推進会議 日高市健康づくり推進会議設置要綱 平成21年11月19日

吉川市食育推進協議会 吉川市食育推進協議会設置要綱 平成21年3月3日
吉川市食育推進庁内連絡会議 吉川市食育推進庁内会議設置規則 平成27年1月29日
白岡市はぴすイッチ会議 白岡市はぴすイッチ会議設置要綱 平成27年4月1日
白岡市健康づくり推進計画庁内検討委
員会

白岡市健康づくり推進計画庁内検討委員会
設置規程

平成25年8月1日

越生町
越生町健康増進計画・食育推進計画
庁内策定委員会

越生町健康増進計画・食育推進計画庁内策
定委員会設置要綱

令和２年１０月

鳩山町 はとやま健康向上委員会 はとやま健康向上委員会設置要綱 平成24年4月1日
寄居町 寄居町健康づくり推進協議会 寄居町健康づくり推進協議会設置要綱 平成29年4月1日
宮代町 宮代町健康づくり推進委員会 宮代町健康づくり推進委員会設置要綱 令和元年11月7日

杉戸町
杉戸町健康増進計画・食育推進計画
庁内検討会議

杉戸町健康増進計画・食育推進計画庁内検
討会議設置規程

令和3年4月8日

八潮市

栃木県

埼玉県

群馬県

白岡市

吉川市

飯能市

草加市
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

市川市 市川市食育推進関係機関連絡会 市川市食育推進関係機関連絡会に関する要綱 平成23年8月25日

船橋市
ふなばし健やかプラン２１推進評価委
員会

ふなばし健やかプラン２１推進評価委員会設
置要綱

平成17年5月9日

木更津市 木更津市食育推進協議会 木更津市食育推進協議会設置要綱 令和3年4月16日
成田市 成田市食育推進計画策定委員会 成田市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成28年12月
習志野市 習志野市食育推進会議 習志野市食育推進会議設置要領 平成27年4月1日
八千代市 やちよ食育ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会 やちよ食育ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会設置要領 平成23年6月1日

鎌ケ谷市
鎌ケ谷市健康づくり推進協議会食育推
進部会

鎌ケ谷市健康づくり推進協議会専門部会設
置要綱

平成25年3月1日

八街市 八街市健康づくり推進協議会 八街市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和53年10月31日
印西市健康増進計画及び食育推進計
画推進会議

印西市健康増進計画及び食育推進計画推進
会議設置要綱

平成24年12月18日

印西市健康づくり推進協議会 印西市健康づくり推進協議会設置規則 平成3年3月30日
白井市 白井市栄養士連絡会 白井市栄養士連絡会設置要綱 平成29年5月1日
南房総市 南房総市健康づくり推進協議会 南房総市健康づくり推進協議会設置要綱 平成28年10月1日
匝瑳市 匝瑳市食育推進協議会 匝瑳市食育推進協議会規則 平成23年6月1日
香取市 健康づくり推進協議会 香取市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年3月27日
白子町 白子町健康増進計画策定委員会 白子町健康増進計画策定委員会設置規則 平成28年10月1日
長南町 長南町食育推進協議会 長南町食育推進協議会設置要綱 平成28年4月1日

市原市 おいしい“わ”－クショップ
「いちはら健倖まちづくりプラン」ワークショッ
プ設置要領

平成30年6月25日

九十九里
町

九十九里町健康増進計画策定委員会 九十九里町健康増進計画策定委員会設置要綱 平成30年5月1日
袖ケ浦市 袖ケ浦市食育推進部会 袖ケ浦市食育推進部会設置要綱 令和2年10月28日
いすみ市 いすみ市食育推進計画策定検討委員会 いすみ市食育推進計画策定検討委員会設置要綱 令和3年4月1日

勝浦市
勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策
計画策定委員会

勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画
策定委員会設置要綱

平成30年10月1日

御宿町
御宿町健康増進計画・食育推進計画・
自殺対策計画検討委員会

御宿町健康増進計画・食育推進計画・自殺
対策計画検討委員会設置要綱

平成30年5月23日

酒々井町 酒々井町健康増進計画策定懇談会 酒々井町健康増進計画策定懇談会開催要綱 平成29年10月1日
鋸南町 鋸南町健康増進計画策定委員会 鋸南町健康増進計画策定委員会設置要綱 令和2年4月1日
千代田区 千代田区食育推進検討会 千代田区食育推進検討会設置要綱 平成18年5月29日
中央区 中央区健康・食育プラン推進委員会 中央区健康・食育プラン推進委員会設置要綱 平成14年11月1日
港区 港区学校教育食育推進指針委員会 港区学校教育における食育推進委員会設置要綱 平成29年10月5日

新宿区健康づくり行動計画推進協議会 新宿区健康づくり行動計画推進協議会設置要綱 平成20年4月1日

新宿区健康づくり庁内推進会議 新宿区健康づくり庁内推進会議設置要綱 平成27年8月4日
台東区 台東区庁内食育推進会議 台東区庁内食育推進会議設置要綱 平成30年8月1日
目黒区 目黒区食育推進連絡会 目黒区食育推進連絡会設置要綱 令和元年6月1日
世田谷区 世田谷区食育推進会議 世田谷区食育推進会議設置要綱 平成24年8月1日
豊島区 豊島区庁内食育推進連絡会議 豊島区庁内食育推進連絡会議設置要綱 平成27年4月1日
板橋区 板橋区食育推進連携会議 板橋区食育推進連携会議設置要領 令和3年4月1日
練馬区 練馬区食育推進ネットワーク会議 練馬区食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成19年7月1日

足立区
糖尿病対策アクションプラン　おいしい
給食・食育推進部会

糖尿病対策アクションプラン　おいしい給食・
食育推進部会設置要綱

平成31年4月22日

葛飾区 葛飾区食育推進委員会 葛飾区食育推進委員会設置要綱 平成19年4月1日
江戸川区 江戸川区食育推進連絡会 江戸川区食育推進連絡会設置要綱 平成22年3月1日
八王子市 八王子市食育推進会議 八王子市食育推進会議開催要綱 平成27年4月1日
立川市 立川市栄養連絡会 立川市栄養連絡会設置要綱 平成16年4月1日
青梅市 青梅市食育推進会議 青梅市食育推進会議設置要綱 平成23年4月1日

府中市
府中市保健計画・食育推進計画推進協議
会

府中市保健計画・食育推進計画推進協議会規則 平成27年4月28日

昭島市 昭島市栄養連絡会 昭島市栄養連絡会要領 平成16年7月1日
調布市 調布市栄養士業務連絡会 調布市栄養士業務連絡会設置要領 平成23年度

町田市食育推進計画策定及び推進委員会
町田市食育推進計画策定及び推進委員会設置要
綱

平成24年11月1日

町田市食育推進庁内連絡会 町田市食育推進庁内連絡会設置要領 平成24年8月29日
国立市 国立市栄養連絡会議 国立市栄養連絡会議設置要領 平成22年4月1日
狛江市 狛江市食育推進庁内連絡会 狛江市食育推進庁内連絡会設置要綱 平成21年5月26日
東大和市 東大和市食育推進ネットワーク会議 東大和市食育推進ネットワーク会議設置要領 平成21年6月25日

武蔵村山市市民健康づくり推進協議会 武蔵村山市市民健康づくり推進協議会 平成30年7月19日

武蔵村山市栄養連絡会 武蔵村山市栄養連絡会設置要綱 平成24年9月28日

第3次多摩市食育推進計画庁内連絡
会・幹事会

第３次多摩市食育推進計画庁内連絡会設置
要綱

平成30年3月30日

多摩市食育ネットワーク推進連絡協議会 多摩市食育ネットワーク推進連絡協議会要綱 平成30年3月30日
稲城市 稲城市食育推進計画策定委員会 稲城市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成18年12月5日
檜原村 檜原村健康ひのはら２１計画策定委員会 檜原村健康ひのはら２１計画策定委員会条例 平成24年7月1日
奥多摩町 奥多摩町食育推進協議会 奥多摩町食育推進協議会設置要綱第26号 平成22年9月14日

新島村 新島村食育推進計画策定委員会 新島村食育推進計画策定委員会設置要綱 令和2年12月1日

神津島村 食育推進協議会 神津島村健康づくり推進協議会設置要綱 平成19年4月1日

八丈町
八丈町健康と長寿の島づくり推進協議
会食育推進部会

八丈町健康と長寿の島づくり推進協議会食
育推進部会要綱

平成21年4月1日

東京都

町田市

印西市

武蔵村山市

千葉県

新宿区

多摩市
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

藤沢市 藤沢市食育推進会議 藤沢市食育推進会議設置要綱 平成20年4月1日
逗子市 逗子市食育推進懇話会 逗子市食育推進懇話会運営要綱 平成23年4月1日
三浦市 三浦市食育推進連絡会 三浦市食育推進連絡会設置要領 平成27年8月24日

大和市
大和市食育・歯及び口腔の健康づくり
推進会議

大和市食育・歯及び口腔の健康づくり推進会
議設置要領

平成28年10月1日

伊勢原市 伊勢原市食育推進連絡会議 伊勢原市食育推進連絡会議設置要綱 平成21年9月1日
座間市 健康なまちづくり推進委員会 座間市健康なまちづくり推進委員会設置要綱 平成14年5月8日
南足柄市 南足柄市げんき計画推進会議 南足柄市げんき計画推進会議設置要綱 平成17年6月1日
綾瀬市 綾瀬市庁内食育推進会議 綾瀬市庁内食育推進会議要領 平成19年7月2日

葉山町
葉山町健康増進計画・食育推進計画
策定委員会

葉山町健康増進計画・食育推進計画策定委
員会規則

平成24年4月1日

寒川町 さむかわ元気プラン推進委員会 さむかわ元気プラン推進委員会設置要綱 平成24年7月31日
大磯町 大磯町スポーツ健康会議 大磯町スポーツ健康会議規則 平成28年3月31日

中井町 中井町健康増進計画推進委員会 中井町健康増進計画推進委員会設置要綱 平成26年5月7日

大井町
大井町健康増進計画・食育推進計画
策定委員会

大井町健康増進計画・食育推進計画策定委
員会設置要綱

平成25年6月20日

松田町
松田町健康増進計画・食育推進計画
策定委員会

松田町健康増進計画・食育推進計画策定委
員会設置要綱

平成25年7月1日

山北町
山北町健康増進計画・食育推進計画
策定委員会

山北町健康増進計画・食育推進計画策定委
員会設置要綱

平成25年8月21日

山北町
山北町健康増進計画・食育推進計画
推進協議会

山北町健康増進計画・食育推進計画推進協
議会設置要綱

平成30年1月26日

箱根町
箱根町健康増進計画・食育推進計画
策定委員会

箱根町健康増進計画・食育推進計画策定委
員会規則

令和2年4月1日

真鶴町
真鶴町健康づくり計画・食育推進計画
策定委員会

真鶴町健康づくり計画・食育推進計画策定委
員会設置規程

平成25年4月1日

湯河原町
湯河原町健康増進計画・食育推進計
画推進委員会

湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進
委員会設置要綱

平成28年8月16日

愛川町 愛川町健康プラン推進委員会 愛川町健康プラン推進委員会規則 平成26年3月31日

清川村
清川村健康増進計画・食育推進計画
推進協議会

清川村健康増進計画・食育推進計画推進協
議会設置要綱

平成22年5月7日

粟島浦村 粟島浦村健康づくり推進協議会 粟島浦村健康づくり推進協議会設置要綱 平成22年3月23日
阿賀野市食育推進協議会 阿賀野市食育推進協議会設置要綱 平成20年1月22日
阿賀野市食育ネットワーク委員会 阿賀野市食育ネットワーク委員会設置要綱 平成20年1月22日

胎内市 食育推進ネットワーク会議 胎内市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成25年3月14日
聖籠町 聖籠町健康づくり推進協議会 聖籠町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和53年8月1日

五泉市食育推進委員会 五泉市食育推進委員会設置要綱 平成18年6月29日
五泉市食育推進検討委員会 五泉市食育推進検討委員会設置要綱 平成18年6月29日

燕市 燕市食育推進ワーキング会議 燕市食育推進ワーキング会議設置要綱 平成30年1月12日
弥彦村 弥彦村食育推進協議会 弥彦村食育推進協議会設置要綱 平成19年9月21日
出雲崎町 出雲崎町健康づくり推進協議会 出雲崎町健康づくり推進協議会要綱 平成19年3月
小千谷市 小千谷市健康づくり推進協議会 小千谷市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和63年4月1日
魚沼市 食まちうおぬまネットワーク推進協議会 食まちうおぬまネットワーク推進協議会設置要綱 平成28年4月28日
南魚沼市 南魚沼市健康まちづくり食育推進会議 南魚沼市健康まちづくり食育推進会議設置要綱 平成21年4月1日

湯沢町 湯沢町ファミリー健康プラン推進委員会
湯沢町ファミリー健康プラン（健康づくり）推進
委員会設置要綱

平成19年4月1日

十日町市 十日町市健康づくり協議会 十日町市健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年4月1日
刈羽村 健康づくり推進協議会 刈羽村健康づくり推進協議会設置要綱 令和2年5月18日
妙高市 妙高市健康づくり推進協議会 妙高市健康づくり推進協議会設置要綱 平成14年10月1日
魚津市 魚津市食育推進委員会 魚津市食育推進委員会設置要綱 平成23年4月1日
黒部市 黒部市食育推進計画策定委員会 黒部市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成23年3月1日
砺波市 砺波市食育推進会議 砺波市食育推進会議設置要綱 平成24年1月31日
南砺市 南砺市食育会議 南砺市食育会議設置要綱 平成27年6月18日

舟橋村
舟橋村食育推進計画策定・事業推進
委員会

舟橋村食育推進計画策定・事業推進委員会
設置要綱

平成25年2月12日

立山町 立山町食育推進計画策定委員会 立山町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成21年4月1日
朝日町 朝日町食育推進計画策定委員会 朝日町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成26年3月24日

神奈川県

五泉市

新潟県

阿賀野市

富山県
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

金沢市 金沢市食育推進実践本部 金沢市食育推進実践本部設置要綱 平成19年6月18日
七尾市 七尾市食育推進連絡会 七尾市食育推進連絡会設置要綱 令和3年4月1日

小松市 小松市健康づくり推進協議会
小松市健康づくり推進協議会運営要領
（小松市健康づくり推進協議会運営要綱）

平成20年4月1日
（平成27年7月1日より要
綱として制定）
※協議会の設置は昭和54
年

輪島市 輪島市食育推進専門部会 輪島市健康づくり推進協議会設置要綱 平成24年4月12日
珠洲市 珠洲市食育推進計画策定委員会 珠洲市食育推進計画策定委員会要綱 平成26年8月20日
能美市 能美市食育推進連絡会 能美市食育推進連絡会実施要領 平成18年5月1日
野々市市 野々市市食育事業推進委員会 野々市市食育事業推進委員会設置要綱 平成24年1月4日

内灘町
内灘町健康づくり推進協議会協議会食
育専門部会

内灘町健康づくり推進協議会 平成21年7月1日

津幡町 津幡町食育推進連絡会 津幡町健康づくり推進協議会規則 平成22年6月1日
志賀町 志賀町食育ネットワーク会議 志賀町食育ネットワーク会議実施要項 平成24年4月1日
中能登町 中能登町食育推進計画策定委員会 中能登町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成30年4月1日
穴水町 穴水町食育推進委員会 穴水町食育推進委員会設置要綱 令和2年4月1日
能登町 能登町食育推進計画検討委員会 能登町食育推進計画検討委員会設置要綱 平成21年6月1日
福井市 福井市食育推進会議 福井市食育推進会議設置要領 平成19年2月1日
坂井市 坂井市食育推進会議 坂井市食育推進会議設置要網 平成20年6月20日
鯖江市 元気さばえ食育推進会議 元気さばえ食育推進会議設置要綱 平成23年7月19日
永平寺町 永平寺町食育・地産地消推進委員会 永平寺町食育・地産地消推進委員会設置要綱 平成21年7月31日
越前町 越前町地産地消食育推進協議会 越前町地産地消食育推進協議会規約 平成17年4月1日
甲府市 甲府市食育推進計画協議会 甲府市食育推進計画協議会設置要綱 平成30年4月25日
都留市 都留市健康づくり推進協議会 都留市健康づくり推進協議会設置要綱 昭和54年4月1日
韮崎市 韮崎市食育推進委員会 韮崎市食育推進委員会設置要綱 平成30年3月28日
南アルプス
市

南アルプス市健康づくり推進協議会 南アルプス市健康づくり推進協議会設置要綱 平成15年12月16日
北杜市 北杜市食育・地産地消推進協議会 北杜市食育・地産地消推進協議会設置要綱 平成22年4月14日
甲斐市 甲斐市保健福祉推進協議会 甲斐市保健福祉推進協議会設置要綱 平成16年9月1日
笛吹市 笛吹市健康づくり推進協議会 笛吹市健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年7月15日
上野原市 上野原市健康づくり推進協議会 上野原市健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年2月13日

甲州市
甲州市健康づくり推進協議会食育推進
専門部会

甲州市健康づくり推進協議会食育推進専門
部会設置要綱

令和元年７月１日

中央市 中央市健康づくり推進協議会 中央市健康づくり推進協議会設置運営要綱 平成18年2月20日
身延町 身延町健康づくり推進協議会 身延町健康づくり推進協議会設置要綱 平成26年3月1日
富士川町 富士川町食育推進協議会 富士川町食育推進協議会設置要綱 平成28年9月30日
昭和町 昭和町食育推進協議会 昭和町食育推進協議会設置要綱 平成27年12月22日
西桂町 西桂町食育推進計画策定委員会 西桂町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成25年2月18日

忍野村
忍野村健康増進計画及び忍野村地域
福祉計画策定委員会

忍野村健康増進計画及び忍野村地域福祉計
画策定委員会設置要綱

平成29年7月27日

山中湖村 山中湖村健康づくり推進協議会 山中湖村健康づくり推進協議会設置要綱 平成5年4月1日

富士河口湖
町

富士河口湖町食育推進計画策定委員会 富士河口湖町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成23年7月1日

丹波山村 丹波山村健康づくり計画策定委員会 丹波山村健康づくり計画策定委員会設置要綱 平成22年10月25日
小海町 小海町保健推進協議会 小海町保健推進協議会設置規則 昭和58年1月20日
佐久穂町 佐久穂町食育推進委員会 佐久穂町食育推進委員会設置要綱 平成22年5月26日
伊那市 伊那市食育推進会議 伊那市食育推進会議要綱 平成20年5月1日
駒ヶ根市 駒ヶ根市食育推進会議 駒ヶ根市食育推進会議設置要綱 平成19年5月25日
辰野町 辰野町食育推進会議 辰野町食育推進会議設置要綱 平成26年1月30日
飯島町 飯島町食育推進ネットワーク会議 飯島町食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成20年8月28日
中川村 中川村食育推進懇話会 中川村食育推進懇話会設置要綱 平成19年3月28日
大町市 大町市食育推進協議会 大町市食育推進協議会設置要綱 平成19年5月18日
松川村 松川村食育推進協議会 松川村食育推進協議会設置規程 平成23年6月8日
松本市 松本市食育推進計画庁内推進会議 松本市食育推進計画庁内推進会議設置要綱 平成20年4月17日
千曲市 千曲市食育推進会議 千曲市食育推進会議要領 平成28年11月1日
飯綱町 飯綱町食育推進会議 飯綱町食育推進会議設置要綱 平成26年12月1日
白馬村 白馬村食育推進会議 白馬村食育推進会議設置要綱 平成23年6月29日
高森町 高森町食育推進会議 高森町食育推進会議設置要綱 平成22年3月25日
東御市 東御市食育推進市民会議 東御市食育推進市民会議設置要綱 平成21年5月1日
木曽町 木曽町食育推進連絡会議 木曽町食育推進連絡会議設置要綱 平成20年4月1日
高山村 高山村食育推進協議会 高山村食育推進協議会設置要綱 平成21年7月1日
岡谷市 岡谷市健康づくり推進協議会 岡谷市健康づくり推進協議会設置要綱 令和元年8月29日

福井県

山梨県

長野県

石川県
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

山県市 山県市健康山県２１推進委員会 山県市健康山県２１推進委員会設置要綱 平成22年3月23日
本巣市 本巣市健康づくり推進協議会 本巣市健康づくり推進協議会要綱 平成16年4月1日
海津市 海津市健康づくり推進協議会 海津市健康づくり推進協議会要綱 平成17年3月28日
養老町 養老町健康づくり推進協議会 養老町健康づくり推進協議会設置要綱 平成22年10月1日
関ケ原町 ヘルスプランせきがはら推進会議 ヘルスプランせきがはら推進会議設置要綱 平成25年3月29日
神戸町 神戸町すこやかプラン２１策定委員会 神戸町すこやかプラン２１策定委員会設置要綱 平成23年11月1日

安八町
健康あんぱち２１（第３次計画）策定委
員会

健康あんぱち２１（第３次計画）策定委員会設
置要綱

平成30年7月26日

大野町 大野町健康づくり推進協議会 大野町健康づくり推進協議会設置要綱 平成31年3月26日
郡上市 郡上市食育推進会議 郡上市食育推進会議設置要綱 平成23年5月2日
可児市 可児市食育推進委員会 可児市食育推進協議会設置要綱 平成25年5月1日
坂祝町 坂祝町地域福祉計画評価委員会 坂祝町地域福祉計画策定委員会設置要綱 平成25年6月18日
八百津町 八百津町保健福祉推進協議会 八百津町保健福祉推進協議会設置要綱 平成30年4月1日

御嵩町
御嵩町健康増進計画・食育推進計画・
自殺対策計画策定委員会

御嵩町健康増進計画・食育推進計画・自殺
対策計画策定委員会設置要綱

平成20年9月1日

多治見市 たじみ健康ハッピープラン推進会議 たじみ健康ハッピープラン推進会議設置要綱 平成25年4月1日
土岐市 土岐市健康づくり計画策定委員会 土岐市健康づくり計画策定委員会設置要綱 平成27年6月10日
恵那市 恵那市健康づくり推進協議会 恵那市健康づくり推進協議会設置規程 平成31年2月26日
高山市 高山市食育推進計画検討会議 高山市食育推進計画検討会議設置要綱 平成19年7月26日

東伊豆町食育推進スタッフ会議 東伊豆町食育推進スタッフ会議設置要領 平成23年6月1日
東伊豆町食育推進作業部会 東伊豆町食育推進作業部会設置要領 平成23年6月1日

熱海市 熱海市食育推進会議 熱海市食育推進会議設置要綱 平成20年4月1日
御殿場市食育推進庁内連絡会議 御殿場市食育推進庁内連絡会議設置規定 平成23年8月1日
御殿場市食育推進懇話会 御殿場市食育推進懇話会設置要綱 平成23年8月1日

小山町 小山町健康づくり推進協議会 小山町健康づくり推進協議会規約 平成18年4月1日
沼津市 沼津市食育推進連絡会 沼津市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成20年4月1日
函南町 函南町食育推進委員会 函南町食育推進委員会設置要領 平成17年9月28日
清水町 清水町食育推進委員会 清水町食育推進委員会設置要綱 平成21年4月1日

島田市食育推進委員会 島田市食育推進委員会要綱 平成21年4月1日
島田市食育推進計画管理委員会 島田市食育推進計画管理委員会要綱 平成22年5月1日

藤枝市 食育ネットワーク会議 食育ネットワーク会議開催要綱 平成29年2月1日
牧之原市 牧之原市食育推進会議 食育推進会議設置要領 平成19年8月1日
吉田町 吉田町食育推進連絡会議 吉田町食育推進連絡会議設置要綱 平成19年4月1日
掛川市 掛川市食育推進庁内連絡会 掛川市食育推進庁内連絡会規程 平成28年2月26日
袋井市 袋井市栄養士等連絡会 袋井市栄養士等連絡会設置要領 平成18年1月11日
湖西市 湖西市食育推進連絡会 湖西市食育連絡会実施要綱 平成23年9月12日
菊川市 菊川市健康づくり推進協議会 菊川市健康づくり推進協議会要綱 平成18年1月17日
森町 森町食育推進連絡会 森町食育推進連絡会設置規則 令和3年7月2日
一宮市 一宮市食育推進連絡会議 一宮市食育推進連絡会議設置要綱 令和3年4月1日

瀬戸市
「第２次瀬戸市食育推進計画」推進検
討会

「第２次瀬戸市食育推進計画」推進検討会設
置要領

平成29年5月15日

犬山市 犬山市食育推進連絡会 犬山市食育推進連絡会設置要綱 平成20年5月15日
江南市 江南市食育推進計画連絡会議 江南市食育推進計画連絡会議設置要綱 平成19年6月1日

稲沢市保健対策推進協議会 稲沢市保健対策推進協議会設置要綱
昭和58年4月1日
(改正：平成30年4月1
日）

稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会 稲沢市野菜摂取・減塩推進協議会設置要綱 令和元年6月13日

尾張旭市 尾張旭市食育推進会議 尾張旭市食育推進会議設置要綱
平成23年5月31日
（改訂：令和３年4月1

岩倉市 岩倉市食育推進計画に係る懇談会 岩倉市食育推進計画に係る懇談会設置要綱 令和元年10月18日
北名古屋市 北名古屋市食育推進計画策定連絡会 北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱 平成30年6月19日
長久手市 長久手食育推進支援会議 長久手食育推進支援会議設置要綱 平成28年10月1日
東郷町 いきいき東郷21推進協議会 いきいき東郷21推進協議会設置要綱 平成25年4月1日
愛西市 愛西市食育推進会議 愛西市食育推進会議設置要綱 平成21年11月1日
飛島村 飛島村食育担当者連絡会議 飛島村食育担当者連絡会議設置要領 平成24年11月1日
東海市 東海市健康づくり推進会議 東海市健康づくり推進会議設置要綱 平成18年6月1日
知多市 知多市健康づくり推進会議 知多市健康づくり推進会議設置要綱 平成22年7月1日
阿久比町 阿久比町食育推進委員会 阿久比町食育推進委員会設置要綱 平成24年4月1日
東浦町 東浦町食育推進連絡会 東浦町食育推進連絡会設置要領 平成23年1月4日

美浜町
美浜町第２次健康づくり計画元気ばん
ざい！みはま２１計画策定委員会

美浜町第２次健康づくり計画元気ばんざい！
みはま２１計画策定要綱

平成26年7月31日

武豊町 武豊町食育推進計画策定検討会 武豊町食育推進計画策定検討会設置要綱 平成22年10月7日
碧南市 碧南市食育推進会議 碧南市食育推進会議設置要綱 平成20年6月30日
安城市 安城市食育推進会議 安城市食育推進会議設置要綱 平成20年4月1日
西尾市 西尾市食育推進会議 西尾市食育推進会議規則 平成21年6月1日
高浜市 高浜市こども食育推進協議会 高浜市こども食育推進協議会設置要綱 平成18年7月1日
幸田町 幸田町食育推進会議 幸田町食育推進会議設置要綱 平成20年4月1日
新城市 新城市地産地消食育推進協議会 新城市地産地消食育推進協議会規約 平成30年5月10日
豊根村 豊根村健康づくり推進協議会 豊根村健康づくり推進協議会規則 平成15年7月1日

蒲郡市 蒲郡市食育推進計画推進委員会 蒲郡市食育推進計画推進委員会設置要領
平成29年9月1日
(改訂：令和3年4月1日）

田原市 田原市食育推進会議 田原市食育推進会議設置要領 平成19年11月22日

岐阜県

御殿場市

島田市静岡県

東伊豆町

愛知県

稲沢市

9 / 15



都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

伊勢市 伊勢市食育推進庁内検討会議 伊勢市食育推進庁内検討会議設置要綱 平成18年12月13日
多気町 多気町食育推進会議 多気町食育推進会議設置要綱 平成19年3月23日

川越町 川越町食育推進協議会 川越町食育推進協議会規則 令和2年3月31日

朝日町
学校と地域で育む豊かな食体験活動
推進委員会

学校と地域で育む豊かな食体験活動推進委
員会規則

平成20年3月19日

大津市食育推進計画庁内推進委員会 大津市食育推進計画庁内推進委員会設置要領 平成20年7月1日

大津市食育推進ネットワーク会議 大津市食育推進ネットワーク会議開催要領 平成25年2月1日
草津市 草津市食育推進懇話会 草津市食育推進懇話会開催要綱 平成26年7月1日

守山市 守山市健康づくり推進協議会 守山市健康づくり推進協議会設置要綱 令和3年4月1日

栗東市 栗東市食育推進計画事務局会議 栗東市食育推進計画事務局会議設置規定 令和2年3月31日
甲賀市 甲賀市健康づくり推進協議会 甲賀市健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年4月1日

湖南市
湖南市健康こなん２１計画 自殺対策計
画 推進会議

湖南市健康こなん21計画 自殺対策計画推進
会議設置要綱

令和元年9月9日

近江八幡市 近江八幡市食育推進委員会 近江八幡市食育推進委員会設置要綱 平成29年8月1日
東近江市 東近江市民健康づくり推進協議会 東近江市民健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年2月11日

日野町
日野町健康づくり・食育計画策定委員
会

日野町健康づくり・食育計画策定委員会運営
規則

令和元年12月25日

竜王町 竜王町食育推進計画策定委員会 竜王町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成22年9月30日
彦根市 彦根市食育推進委員会 「彦根市食育推進委員会」設置要綱 平成26年8月1日
愛荘町 食育検討部会 愛荘町給食センター運営委員会規則 平成23年12月1日
豊郷町 豊郷町健康づくり推進協議会 豊郷町健康づくり推進協議会設置運営要綱 平成6年4月1日

甲良町 甲良町食育健康推進委員会
甲良町食育推進計画および甲良町健康増進
計画策定委員会設置要綱

平成22年7月1日

多賀町
多賀町健康づくり推進協議会 食育推
進部会

多賀町健康づくり推進協議会設置運営要綱 平成30年4月1日

高島市 高島市食育推進協議会 高島市食育推進協議会設置要綱 平成20年6月1日
長岡京市 長岡京市食育推進委員会 長岡京市食育推進委員会設置要綱 平成23年4月1日
宇治市 宇治市健康づくり・食育推進協議会 宇治市健康づくり・食育推進協議会設置要項 平成26年7月1日

八幡市市民健康づくり推進協議会 八幡市市民健康づくり推進協議会設置規則 昭和53年11月1日
やわたスマートウェルネスシティ推進協
議会

やわたスマートウェルネスシティ推進協議会
設置要領 平成28年4月1日

城陽市 城陽市食育連携会議 城陽市食育連携会議内規 平成26年10月28日

久御山町
久御山町食育推進プロジェクトチーム
会議・ワーキングチーム会議

久御山町食育推進プロジェクトチーム設置要
綱

平成19年5月1日

京田辺市 京田辺市健康づくり推進協議会 京田辺市健康づくり推進協議会規則 平成26年3月28日
精華町 精華町食育推進庁内連絡調整会議 精華町食育推進庁内連絡調整会議規約 平成21年7月6日
和束町 和束町地産地消推進連絡調整会議 和束町地産地消推進協議会設置要綱 平成24年6月12日

南丹市
南丹市健康増進・食育推進計画庁内
推進委員会

南丹市健康増進・食育推進計画庁内推進委
員会設置規定

平成24年9月11日

京丹後市 京丹後市食育推進ネットワーク
京丹後市食育推進ネットワーク設置要綱（内
規）

平成29年6月1日

京丹波町 京丹波町食育推進連絡会 京丹波町食育推進連絡会要項 平成28年4月1日
豊中市 豊中市食育推進部会 豊中市食育推進部会設置要綱 令和3年2月16日

食育推進計画策定に関する懇話会 食育推進計画策定に関する懇話会設置要綱 平成19年5月10日
東大阪市食育推進ネットワーク会議 東大阪市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成20年7月23日

能勢町 能勢町食育・食農推進会議 能勢町食育・食農推進会議　設置要綱 平成29年4月3日
吹田市 吹田市健康・医療のまちづくり推進本 吹田市健康・医療のまちづくり推進本部設置要領 令和元年10月1日

茨木市食育推進会議・実務者会議 茨木市食育推進会議設置要綱 平成27年4月1日
茨木市食育推進ネットワーク 茨木市食育推進ネットワーク規約 平成28年7月1日

島本町 島本町食育推進連絡会 島本町食育推進連絡会設置要綱 平成27年6月1日
寝屋川市 寝屋川市食育関係機関会議 寝屋川市食育関係機関会議設置要綱 令和1年12月6日
大東市 大東市食育推進連絡会 大東市食育推進連絡会設置要綱 平成21年3月19日
四條畷市 四條畷市食育推進会議 四條畷市食育推進関係会議要領 平成20年4月1日
河南町 河南町健康増進計画策定委員会 河南町健康増進計画策定委員会規則 平成25年10月11日

泉佐野市健康増進計画・食育推進計
画庁内推進会議

泉佐野市健康増進計画・食育推進計画庁内
推進会議設置要綱

令和元年7月9日

泉佐野市健康増進計画・食育推進計
画策定委員会

泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定
委員会設置要綱

令和元年10月11日

岸和田市 ウエルエージングきしわだ推進協議会 ウエルエージングきしわだ推進協議会規約 平成25年8月22日
阪南市 阪南市健康づくり推進協議会 阪南市健康づくり推進協議会設置要綱 平成30年10月1日

岬町
岬町第２次健康増進計画及び食育推
進計画策定ワーキング会議

岬町健康づくり委員会規約 平成26年4月1日

富田林市 富田林市保健事業推進協議会 富田林市保健事業推進協議会設置要綱 令和元年12月18日

枚方市 枚方市食育推進ネットワーク会議 枚方市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成19年1月31日

大阪狭山
市

大阪狭山市健康大阪さやま21計画・食
育推進計画策定委員会

大阪狭山市健康大阪さやま21計画・食育推
進計画策定委員会規則

令和2年3月31日

熊取町 熊取町食育推進担当者連絡会議 熊取町食育推進担当者連絡会議開催要領 平成23年8月17日

大津市

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

東大阪市

茨木市

泉佐野市

八幡市
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

尼崎市 尼崎市食育推進懇話会 尼崎市食育推進懇話会設置要綱 平成21年4月1日
伊丹市 伊丹市保健医療推進協議会食育部会 伊丹市保健医療推進協議会設置要綱 平成22年4月1日
高砂市 高砂市食育推進連絡会議 高砂市食育推進連絡会議設置要綱 平成23年4月1日

加東市 加東市健康づくり推進協議会 加東市健康づくり推進協議会規則 平成18年3月20日

神河町
神河町健康増進・食育推進計画策定
委員会

神河町健康増進・食育推進計画策定委員会
設置要綱

平成23年5月26日

市川町
市川町健康増進・食育推進計画策定
委員会

市川町健康増進・食育推進計画策定委員会
設置要綱

平成25年11月22日

福崎町 福崎町食育推進委員会 福崎町食育推進委員会設置要綱 平成23年5月1日
たつの市 たつの市食育推進連絡会議 たつの市食育推進会議設置要綱 平成21年4月1日
太子町 太子町食育推進会議 太子町食育推進会議設置要綱 平成25年12月16日
相生市 相生市食育推進協議会 相生市食育推進計画実施要綱 平成21年5月1日
上郡町 上郡町健康なまちづくり推進協議会 上郡町健康なまちづくり推進協議会運営規則 平成28年3月10日
養父市 養父市健康づくり推進協議会 養父市健康づくり推進協議会運営規則 平成26年4月1日

洲本市
洲本市生活習慣病予防対策推進委員
会

健康すもと２１（第２次）計画推進委員会設置
要綱

平成25年8月14日

香美町 香美町健康づくり推進協議会 香美町健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年4月1日
淡路市 健康淡路21計画推進協議会 健康淡路21計画推進協議会設置要綱 平成31年3月28日
多可町 多可町健康づくり推進協議会 多可町健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年11月1日

芦屋市
芦屋市健康増進・食育推進計画推進
委員会

芦屋市健康増進・食育推進計画推進委員会
設置要綱

平成31年4月1日

稲美町 稲美町健康づくり推進協議会 稲美町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和61年3月26日

大和高田
市

大和高田市健康づくり推進協議会 大和高田市健康づくり推進協議会設置要綱 平成3年3月14日

天理市 健康づくり計画てんり推進委員会 「健康づくり計画てんり」策定委員会設置要綱 平成25年4月1日
桜井市 桜井市健康づくり推進協議会 桜井市健康づくり推進協議会要綱 昭和62年10月1日
五條市 五條市食育推進委員会 五條市食育推進委員会設置要綱 平成29年4月14日
生駒市 いこま食育ラウンドテーブル 「いこま食育ラウンドテーブル」設置要綱 平成20年10月1日
葛城市 葛城市健康増進計画推進協議会 葛城市健康増進計画推進協議会設置要綱 平成24年3月30日
平群町 平群町食育推進計画策定委員会 平群町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成21年4月1日
斑鳩町 斑鳩町食育推進計画策定懇話会 斑鳩町食育推進計画策定懇話会設置要綱 平成23年6月27日
三郷町 三郷町健康づくり推進協議会 三郷町健康づくり推進協議会設置要綱 昭和61年8月1日
川西町 川西町健康づくり推進協議会 川西町健康づくり推進協議会規則 昭和63年11月1日
曽爾村 曽爾村健康づくり推進協議会 曽爾村健康づくり推進協議会設置要綱 平成8年3月1日
御杖村 御杖村健康づくり推進協議会 御杖村健康づくり推進協議会規約 昭和63年3月1日
高取町 高取町健康づくり推進協議会 高取町健康づくり推進協議会規約 平成元年9月29日
明日香村 明日香村食育推進検討会 明日香村食育推進検討会実施要領 平成24年4月1日
上牧町 上牧町民健康づくり推進協議会 上牧町民健康づくり推進協議会設置要綱 平成30年3月1日
吉野町 吉野町健康づくり推進協議会 吉野町健康づくり推進協議会要綱 昭和60年4月1日
大淀町 大淀町食育ネットワーク連絡会 大淀町健康増進事業実施要綱 平成24年3月2日

黒滝村 黒滝村食育推進会議
健康くろたき２１（第2次）
（黒滝村第2次健康増進計画及び第1次食育
推進計画）

平成25年4月1日

野迫川村 野迫川村健康・安全・食育委員会 野迫川村健康・安全・食育委員会規約 平成20年12月22日

十津川村 十津川村保健事業推進協議会
十津川村第2次健康増進計画及び食育推進
計画

平成29年4月1日

川上村 川上村健康づくり推進協議会 川上村健康づくり推進協議会要綱 平成12年4月1日

下北山村 下北山村健康づくり推進協議会 下北山村健康づくり推進協議会規約 昭和60年3月20日

東吉野村 東吉野村健康づくり推進協議会 東吉野村健康づくり推進協議会要綱 平成11年3月1日
海南市食育推進本部 海南市食育推進本部設置要綱 平成20年4月1日
海南市食育推進会議 海南市食育推進会議要綱 平成30年11月1日

御坊市 御坊市食育推進協議会 御坊市食育推進協議会設置要綱 平成30年4月1日
美浜町 美浜町食育推進協議会 美浜町食育推進協議会設置要綱 平成26年8月8日
日高町 日高町食育推進協議会 日高町食育推進協議会設置要綱 平成26年7月1日
由良町 由良町食育推進協議会 由良町食育推進協議会設置要綱 平成24年3月9日
印南町 印南町食育推進会議 印南町食育推進会議設置要綱 平成24年6月14日
みなべ町 みなべ町食育推進協議会 みなべ町食育推進協議会設置要綱 平成28年3月22日
日高川町 日高川町食育推進協議会 日高川町食育推進協議会設置要綱 平成25年3月1日
上富田町 上富田町食育推進委員会 上富田町食育推進委員会設置要綱 平成24年10月23日
鳥取市 鳥取市食育推進連絡会 鳥取市食育推進連絡会設置要綱 平成20年5月14日
岩美町 岩美町食育推進会議 岩美町食育推進会議設置要綱 令和3年10月15日
北栄町 健康計画推進委員会 北栄町健康計画委員会設置要綱 平成17年10月1日
伯耆町 伯耆町食育推進計画策定委員会 伯耆町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成27年11月20日
琴浦町 琴浦町食育推進委員会 琴浦町食育推進員会設置要綱 平成30年2月1日
湯梨浜町 湯梨浜町健康ゆりはま計画策定委員 湯梨浜町健康ゆりはま計画策定委員会設置要綱 平成17年6月30日
境港市 境港市健康づくり推進計画策定委員会 境港市健康づくり推進計画策定委員会設置要綱 平成30年5月1日
南部町 南部町健康なまちづくり協議会 南部町健康なまちづくり協議会設置要綱 平成31年1月9日

日南町 にこにこ健康にちなん21推進委員会 にこにこ健康にちなん21推進委員会設置要綱 令和2年9月10日

奈良県

兵庫県

和歌山県

海南市

鳥取県
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

浜田市 浜田市食育推進ネットワーク会議 浜田市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成21年4月1日

大田市
大田市保健対策推進協議会
健康増進・食育推進専門部会

大田市保健対策推進協議会
健康増進・食育推進専門部会設置要綱

令和2年4月1日

安来市 安来市食育推進会議 安来市食育推進会議設置要綱 平成30年8月1日
江津市 江津市食育推進会議 江津市食育推進会議設置要綱 平成23年4月1日
雲南市 雲南市食育推進プロジェクトチーム 雲南市食育推進プロジェクトチーム要綱 平成26年3月26日
奥出雲町 奥出雲町食育推進委員会 奥出雲町食育推進委員会設置要綱 平成24年3月23日
飯南町 飯南町健康なまちづくり推進協議会 飯南町健康なまちづくり推進協議会設置規則 平成17年1月1日
邑南町 邑南町食育推進会議 邑南町食育推進会議設置要綱 平成30年9月20日
津和野町

津和野町食と農のまちづくり推進委員
会

津和野町食と農のまちづくり推進委員会設置規則 平成30年3月13日
玉野市 玉野市食育推進協議会 玉野市食育推進協議会規約 平成20年9月2日
瀬戸内市 瀬戸内市食育推進委員会 瀬戸内市食育推進委員会規程 平成21年5月15日
吉備中央町 吉備中央町保健福祉委員会 吉備中央町保健福祉委員会規則 平成16年10月1日
赤磐市 地域医療ミィーティング推進協議会 赤磐市健康増進計画策定委員会要綱 平成18年4月1日
和気町 和気町健康づくり推進協議会 和気町健康づくり推進協議会規則 平成18年3月1日

健康はつらつ早島21計画策定委員会 健康はつらつ早島21計画策定委員会設置要綱 令和元年7月18日
早島町立学校食育推進委員会設置規則
早島町立学校食育推進委員会専門部会設置要綱

浅口市 浅口市民健康増進対策協議会 浅口市民健康増進対策協議会規則 平成18年3月21日

矢掛町
健康やかげ21・食育推進計画策定委
員会

健康やかげ21・食育推進計画策定委員会設
置要綱

令和2年8月20日

高梁市 すこやかプラン２１推進委員会 すこやかプラン２１推進委員会設置要綱 平成18年6月21日

新見市 新見市健康づくり連絡会 新見市健康づくり連絡会実施要項 平成27年7月28日

真庭市 真庭市食育・健康づくり実行委員会 真庭市食育・健康づくり実行委員会設置規程 平成28年3月31日
津山市 津山市健康づくり推進審議会 津山市健康づくり推進審議会規則 平成14年4月1日

美作市
美作市健康増進・食育推進計画策定
委員会

美作市健康増進・食育推進計画策定委員会
設置要綱

平成22年1月13日

久米南町 久米南町健康づくり推進協議会 久米南町健康づくり推進協議会設置要綱 平成30年4月1日

美咲町 美咲町保健福祉総合計画策定委員会
美咲町保健福祉総合計画策定委員会設置
要綱

平成26年2月8日

勝央町
いきいき金太郎健康の郷づくり推進会
議

いきいき金太郎健康の郷づくり推進会議規約 平成13年1月31日

大竹市健康増進計画及び大竹市食育
推進計画策定委員会

大竹市健康増進計画及び大竹市食育推進計
画策定委員会設置要領

平成25年5月21日制定

大竹市専門委員設置要綱 平成25年6月28日制定

府中町
第２次府中町健康増進計画・食育推進
計画推進ネットワーク

第２次府中町健康増進計画・食育推進計画
推進ネットワーク設置要綱

平成26年6月5日

海田町 健康かいた21推進協議会 健康かいた21推進協議会設置要綱 平成26年4月1日

江田島市
江田島市健康づくり推進協議会　食育
専門委員会

江田島市健康づくり推進協議会設置要綱 平成30年3月30日

竹原市 竹原市食育推進行動計画検討委員会
竹原市食育推進行動計画検討委員会設置
要綱

平成24年6月14日

竹原市 たけはら食育未来会議 たけはら食育未来会議設置要綱 平成25年4月1日

東広島市 東広島市健康増進対策推進会議 東広島市健康増進対策推進会議規則 平成31年4月1日

三原市
三原市総合保健福祉計画推進等委員
会

三原市総合保健福祉計画推進等委員会設
置要綱

平成24年5月1日

世羅町 世羅町食育推進計画策定委員会 世羅町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成27年10月1日

神石高原
町

神石高原町食育推進ネットワーク協議
会

神石高原町食育推進ネットワーク協議会設
置要綱

平成20年12月8日

神石高原
町

神石高原町食育のまちづくり検討委員
会

神石高原町食育のまちづくり検討委員会設
置要綱

平成19年5月1日

府中市 食育推進委員会 府中市食育推進体制整備要綱 平成18年3月23日
庄原市 庄原市食育計画策定推進委員会 庄原市食育計画策定推進委員会設置要綱 平成20年7月18日
福山市 ふくやま健康・食育市民会議(ﾌｸｲｸ21） ふくやま健康・食育市民会議規約 平成25年8月2日

大竹市

広島県

早島町立学校食育推進委員会 平成26年4月1日

岡山県

早島町

島根県
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

下関市 下関市食育推進会議 下関市食育推進会議設置要綱 平成19年6月27日

宇部市
宇部市健康づくり推進ワーキンググ
ループ会議

宇部市健康づくり推進ワーキンググループ会
議設置要綱

平成29年5月1日

山口市 山口市健康づくり推進協議会 山口市健康づくり推進協議会設置要綱 平成17年10月1日
萩市 萩市健康福祉推進協議会 萩市健康福祉推進協議会設置要綱 平成17年7月1日

健やかほうふ２１計画（第２次）策定委
員会

健やかほうふ２１計画（第２次）策定委員会設
置要綱

平成26年6月1日

健やかほうふ２１計画（第２次）策定庁
内委員会

健やかほうふ２１計画（第２次）策定庁内委員
会設置要綱

平成27年1月1日

健やかほうふ２１計画（第２次）推進委
員会

健やかほうふ２１計画（第２次）推進委員会設
置要綱

平成28年4月1日

健やかほうふ２１計画（第２次）推進庁
内委員会

健やかほうふ２１計画（第２次）推進庁内委員
会設置要綱

平成28年8月1日

下松市食育推進連絡会議 下松市食育推進連絡会議設置要綱 平成21年10月14日
下松市健康づくり推進協議会 下松市健康づくり推進協議会設置規則 令和3年4月1日

岩国市
岩国市健康づくり計画いきいき・わくわ
く・にっこり岩国推進部会（市民部会）

岩国市健康づくり計画いきいき・わくわく・にっ
こり岩国推進部会（市民部会）開催要網

平成31年4月1日

光市 光市健康づくり推進計画市民協議会 光市健康づくり推進計画市民協議会設置要綱 平成28年5月1日

長門市 長門市食育推進会議 長門市食育推進会議設置要綱
平成20年7月30日
（平成22年3月26日改正）

柳井市 柳井市健康づくり推進協議会 柳井市健康づくり推進協議会要綱 平成17年2月21日

周南市 周南市健康づくり推進協議会 周南市健康づくり推進協議会設置要綱
平成15年4月21日
（平成31年4月1日改
正）周防大島

町
周防大島町健康増進計画推進委員会 周防大島町健康増進計画推進委員会設置要綱 令和2年7月28日

和木町 和木町健康づくり推進協議会 和木町健康づくり推進協議会設置規定 昭和53年4月1日
上関町 上関町健康づくり推進協議会 上関町健康づくり推進協議会設置要綱 平成11年4月1日
田布施町 田布施町健康づくり推進協議会 田布施町健康づくり推進協議会要綱 平成23年6月1日
平生町 平生町健康づくり推進協議会 平生町健康づくり推進協議会設置要綱 平成25年4月1日
徳島市 徳島市食育推進連絡会 徳島市食育推進連絡会設置要項 平成20年8月1日

鳴門市食育推進連絡会 鳴門市食育推進計画策定委員設置要綱 平成21年7月
鳴門市食育推進ワーキンググループ 鳴門市食育推進計画策定委員設置要綱 平成21年7月

小松島市 小松島市学校食育推進委員会 小松島市学校食育推進委員会規約 平成20年6月26日
阿波市 阿波市健康づくり推進委員会 阿波市健康づくり推進委員会設置要綱 平成23月7月1日
美馬市 健康みま２１推進協議会 健康みま２１推進協議会設置要領 平成20年11月1日
三好市 三好市学校食育推進委員会 三好市学校食育推進委員会規約 平成22年10月29日
上板町 上板町食育推進協議会 上板町食育推進協議会会則 平成23年8月24日
つるぎ町 つるぎ町食育推進委員会 つるぎ町食育推進委員会規約 平成24年4月1日
上勝町 上勝町学校食育推進委員会 上勝町学校食育推進委員会規約 平成23年4月1日
藍住町 藍住町食育推進計画策定委員会 藍住町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成23年3月31日

神山町
夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計
画推進委員会

夢・元気・笑顔～健康かみやま２１～計画推
進委員会実施要領

平成23年10月1日

海陽町 海陽町学校食育推進委員会 海陽町学校食育推進委員会規約 平成24年7月13日
美波町 美波町健康づくりを考える会 美波町健康づくりを考える会の要綱 平成30年11月1日
三木町 三木町健康づくり推進協議会 三木町健康づくり推進協議会設置要綱 平成13年4月1日
まんのう町 まんのう町食育推進協議会 まんのう町食育推進協議会設置要綱 平成19年6月28日
小豆島町 小豆島町の福祉と医療の推進会議 小豆島町の福祉と医療の推進会議設置要綱 平成23年9月20日
直島町 直島町健康づくり推進協議会 直島町健康づくり推進協議会設置要綱 平成21年2月10日
四国中央市 四国中央市健康づくり推進協議会 四国中央市健康づくり推進協議会要綱 平成26年7月1日

新居浜市健康都市づくり推進協議会 新居浜市健康都市づくり推進要綱 昭和61年4月1日
新居浜市健康都市づくり推進委員会 新居浜市健康都市づくり推進委員会運営要綱 昭和61年4月1日

久万高原町
久万高原町健康づくり・食育推進協議
会

久万高原町健康づくり・食育推進協議会設置要綱 平成28年4月1日
松前町健康づくり計画推進委員会 松前町健康づくり計画推進委員会設置要綱 平成25年7月1日
松前町健康づくり計画推進部会 松前町健康づくり計画推進部会設置要領 平成25年7月1日

大洲市 大洲市食育推進会議 大洲市食育推進会議設置要綱 平成19年10月1日
八幡浜市 八幡浜市の食育をすすめる会 八幡浜市の食育をすすめる会設置要綱 平成26年6月9日
西予市 西予市食育推進会議 西予市食育推進会議設置要綱 平成20年6月5日
伊方町 伊方町健康づくり推進協議会 伊方町健康づくり推進協議会専門部会設置要綱 平成25年4月1日
愛南町 愛南町食育推進協議会 愛南町懇話会等の設置及び運用に関する要綱 平成22年4月1日
西条市 西条市健康づくり推進協議会 西条市健康づくり推進協議会設置規程 平成17年4月1日

砥部町
砥部町健康づくり計画及び食育推進計
画策定委員会

砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策
定委員会規則

平成26年4月1日

上島町 上島町健康づくり推進会議 上島町健康づくり推進会議設置要綱 平成26年7月1日
内子町 内子町健康づくり推進協議会 内子町健康づくり推進協議会規則 平成17年1月1日
松野町 松野町健康づくり推進協議会 松野町健康づくり推進協議会設置要綱 令和2年1月1日

防府市

鳴門市

新居浜市

松前町

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

下松市
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

安芸市 安芸市食生活改善推進協議会 安芸市食生活改善推進協議会会則 昭和59年10月31日
芸西村 芸西村食生活改善推進協議会 芸西村食生活改善推進協議会会則 平成25年4月19日
香南市 香南市食育推進会議 香南市食育推進会議設置要綱 平成22年4月30日
香美市 香美市食育推進協議会 香美市食育推進協議会設置要綱 平成24年4月1日
大豊町 大豊町健康増進計画策定委員会 大豊町健康増進計画策定委員会設置要綱 令和元年7月1日

土佐市 土佐市食育推進協議会 土佐市食育推進協議会設置要綱 平成23年6月1日
いの町 いの町健康づくり推進協議会 いの町健康づくり推進協議会要綱 平成16年11月25日

佐川町健康づくり推進委員会 佐川町健康づくり推進委員会設置要綱 平成24年8月1日
佐川町食生活改善推進協議会 佐川町食生活改善推進協議会規約 昭和59年3月19日

越知町 越知町健康づくり推進協議会 越知町健康づくり推進協議会設置要綱 平成22年3月24日
須崎市 須崎市健康増進計画策定等作業部会 須崎市健康増進計画策定等作業部会要綱 平成24年6月1日
津野町 津野町食生活改善推進協議会 津野町食生活改善推進協議会会則 平成17年4月27日
宿毛市 宿毛市食生活改善推進協議会 宿毛市食生活改善推進協議会規約 昭和63年4月7日

土佐清水
市

土佐清水市健康づくり推進計画策定委
員会

土佐清水市健康増進計画及び特定健康診査
等実施計画食育推進計画策定委員会設置
要綱

平成25年2月1日

大月町 大月町食生活改善推進協議会 大月町食生活改善推進協議会設置要綱 平成16年4月1日
三原村 三原村食生活改善推進協議会 三原村食生活改善推進協議会会則 平成14年4月1日

黒潮町
黒潮町健康増進計画・食育推進計画
運営審議会

黒潮町健康増進計画・食育推進計画運営審
議会設置要綱

平成26年2月1日

久留米市 久留米市食育推進会議 久留米市食育推進会議設置要綱 平成18年7月24日

小郡市
小郡市健康増進計画・小郡市食育推
進計画策定会議

小郡市健康増進計画・小郡市食育推進計画
策定会議設置要綱

平成28年4月1日

大刀洗町 大刀洗町食育推進協議会 大刀洗町食育推進協議会規約 平成21年4月1日
筑前町 筑前町食育推進委員会 筑前町食育推進委員会設置要綱 平成20年6月1日
東峰村 東峰村食育推進委員会 東峰村食育推進委員会規約 平成23年12月1日
春日市 春日市食育推進連絡会 春日市食育推進連絡会設置要綱 平成25年4月1日
大野城市 健康食育推進委員会 健康食育推進委員会設置要綱 平成27年8月31日
宗像市 宗像市健康づくり推進協議会 宗像市健康づくり推進協議会規則 平成15年4月1日
古賀市 健康づくり推進協議会 古賀市健康づくり推進協議会設置要綱 平成18年3月1日
宇美町 宇美町食育・地産地消推進会議 宇美町食育・地産地消推進会議要綱 平成28年6月10日
岡垣町 岡垣町学校給食連絡協議会 岡垣町学校給食連絡協議会設置要綱 平成14年4月30日
豊前市 豊前市食育推進会議 豊前市食育推進会議規約 平成21年12月21日
直方市 直方市食育推進協議会 直方市食育推進協議会設置要綱 平成25年3月27日
志免町 志免町健康づくり推進協議会 志免町健康づくり推進協議会規則 昭和58年4月１日
太宰府市 太宰府市健康づくり推進協議会 太宰府市健康づくり推進協議会規則 昭和59年9月14日
須恵町 須恵町健康づくり町民会議 須恵町健康づくり町民会議規則 昭和63年7月26日
粕屋町 粕屋町保健事業計画推進協議会 粕屋町保健事業計画推進協議会設置要綱 平成16年3月26日
新宮町 新宮町健康増進計画推進委員会 新宮町健康増進計画推進委員会設置要綱 平成31年1月4日
柳川市 柳川市子ども・子育て会議 子ども・子育て支援事業計画 平成27年4月1日
中間市 中間市民の健康づくり推進協議会 中間市民の健康づくり推進協議会設置要綱 平成23年4月1日

遠賀町 遠賀町健康づくり推進協議会 遠賀町健康づくり推進協議会設置規則 平成28年4月1日

佐賀市食育推進基本計画策定委員会 佐賀市食育推進基本計画設置要綱 令和3年4月30日
佐賀市食育推進協議会 佐賀市食育推進協議会（さがん食ネット）設置要綱 平成21年5月26日

唐津市 唐津市食育推進ネットワーク会議 唐津市食育推進ネットワーク会議設置要綱 平成24年6月5日
多久市 多久市食育推進協議会 多久市食育推進協議会設置要綱 平成22年8月30日
武雄市 武雄市食育推進協議会 武雄市食育推進協議会設置要綱 平成28年4月1日
小城市 小城市食育推進計画策定委員会 小城市食育推進計画策定委員会設置要綱 平成21年7月1日
神埼市 神埼市食育推進協議会 神埼市食育推進協議会要綱 平成28年2月15日
江北町 江北町食育推進会議 江北町食育推進会議設置要綱 平成23年4月1日
白石町 白石町食育推進協議会 白石町食育推進協議会設置要綱 平成27年8月20日
太良町 太良町食育推進会議 太良町食育推進会議設置要綱 平成23年3月18日
みやき町 みやき町食育推進基本計画策定委員会 みやき町食育推進計画策定委員会設置要綱 平成29年6月1日

長崎県 佐々町
佐々町健康増進計画及び佐々町食育
推進計画策定委員会

佐々町健康増進計画策定委員会及び佐々町
食育推進計画策定委員会設置要綱

令和元年12月2日

荒尾市 荒尾市健康増進計画委員会 荒尾市健康増進計画委員会設置要綱 平成23年6月21日
水俣市 水俣市食育推進検討会 水俣市食育推進検討会設置要綱 平成26年12月26日

玉名市 玉名市健康づくり推進協議会
玉名市健康づくり推進協議会の組織及び運
営に関する規則

平成17年10月3日

山鹿市 山鹿市健康づくり推進協議会 山鹿市健康づくり推進協議会規程 平成17年1月15日
菊池市 学校食育推進委員会 菊池市学校食育推進委員会設置要綱 平成27年7月1日施行
合志市 合志市健康づくり推進協議会 合志市健康づくり推進協議会設置要綱 平成25年2月25日

上天草市 健康づくり推進計画推進委員会
上天草市健康づくり推進計画推進委員会設
置要綱

平成21年4月10日

宇城市 宇城市食育推進委員会 宇城市食育推進委員会設置要綱 平成24年4月1日
阿蘇市 阿蘇市食育推進委員会 阿蘇市食育推進委員会運営要綱 平成21年4月1日
玉東町 玉東町食育推進計画策定委員会 玉東町食育推進計画策定会議設置要綱 平成21年4月22日

南関町
南関町健康増進・食育推進計画策定
委員会

南関町健康増進・食育推進計画策定委員会
設置要綱

平成20年4月1日施行

長洲町 長洲町食育推進委員会 長洲町食育推進委員会設置要綱 令和3年7月1日
大津町 大津町健康づくり推進計画策定委員会 大津町健康づくり推進計画策定委員会設置要項 平成20年1月4日
菊陽町 菊陽町健康づくり推進協議会 菊陽町健康づくり推進協議会設置要綱 平成7年6月21日
津奈木町 津奈木町食育計画推進部会 津奈木町食育計画推進部会設置要綱 平成28年3月15日
八代市 八代市健康づくり推進協議会 八代市健康づくり推進協議会設置要領 平成30年4月1日

佐賀市

熊本県

福岡県

佐賀県

高知県

佐川町
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都道府県名 市町村名 会議体または組織体の名称 基となる要綱若しくは規則 設置年月日

竹田市 竹田市食育推進委員会 竹田市食育推進委員会設置要綱 平成23年2月17日
宇佐市 宇佐市食育推進会議 宇佐市食育推進会議設置要綱 平成22年4月27日
豊後大野市 豊後大野市食育推進協議会 豊後大野市食育推進協議会設置要綱 平成22年5月18日
国東市 国東市食育推進会議 国東市食育推進会議規約 平成28年10月12日
九重町 健康づくり推進会議 健康づくり推進会議設置要綱 平成17年7月1日

日出町
第２次いきいき日出町健康・食育プラン
リーダー等会議

第２次いきいき日出町健康・食育プランリー
ダー等会議設置要綱

令和元年1月15日

宮崎市 宮崎市食育・地産地消推進会議 宮崎市食育・地産地消推進会議設置要綱 平成27年4月1日

都城市
都城市食育・地産地消推進計画改定
検討会

都城市食育・地産地消推進計画改定検討会
設置要綱

令和元年10月17日施行
令和元年8月2日から適用

小林市
小林市立小・中学校における食育推進
委員会

小林市食育推進委員会設置要綱 平成24年9月28日

日向市
日向市食育・地産地消推進計画策定
委員会

日向市食育・地産地消推進計画策定委員会
設置要綱

平成25年3月15日

えびの市
えびの市食育・地産地消推進計画策定
諮問会議

えびの市食育・地産地消推進計画策定諮問
会議設置要綱

平成29年1月1日

三股町
三股町食育・地産地消推進計画策定
委員会

三股町食育・地産地消推進計画策定委員会
設置要綱

令和3年10月5日

高原町 高原町食育・地産地消推進協議会 高原町食育・地産地消推進協議会規約 平成21年11月30日

西米良村 西米良村食育・地産地消推進協議会
「西米良村食育・地産地消推進協議会」設置
要綱

平成22年2月1日

日之影町 日之影町食育・地産地消推進委員会 日之影町食育・地産地消推進委員会設置要領 平成28年10月1日
日南市 日南市食育・地産地消推進会議 日南市食育・地産地消推進会議設置要領 平成22年1月19日
延岡市 延岡市食育・地産地消推進会議 延岡市食育・地産地消推進会議設置要綱 平成31年3月8日

綾町
綾町食育・地産地消推進計画策定委
員会

綾町食育・地産地消推進計画策定委員会設
置要綱

平成23年9月30日

高鍋町
高鍋町健康づくり・食育推進計画策定
委員会

高鍋町健康づくり・食育推進計画策定委員会
設置要綱

令和3年7月1日

西都市
西都市食育・地産地消推進計画策定
委員会

西都市食育・地産地消推進計画策定委員会
設置要綱

平成30年4月1日

高千穂町 高千穂町食育・地産地消推進会議 高千穂町食育・地産地消推進会議設置要領 令和4年1月18日

五ヶ瀬町
五ヶ瀬町食育・地産地消推進計画策定
委員会

五ヶ瀬町食育・地産地消推進計画策定委員
会設置要綱

令和3年12月1日

鹿児島市食育推進委員会 鹿児島市食育推進委員会設置要綱 平成21年4月21日
鹿児島市食育推進連絡会議 鹿児島市食育推進連絡会議設置要綱 平成21年5月13日
鹿児島市食育推進ネットワーク 鹿児島市食育推進ネットワーク規約 平成22年6月30日

日置市 日置市食育推進協議会 日置市食育推進協議会設置要綱 平成18年12月1日
南さつま市 南さつま市食育推進協議会 南さつま市食育推進協議会設置要綱 平成22年9月14日
出水市 出水市食育・地産地消推進協議会 出水市食育・地産地消推進協議会規約 平成20年11月26日

薩摩川内市
薩摩川内市食育・地産地消推進協議
会

薩摩川内市食育・地産地消推進協議会設置要綱 平成23年11月1日

さつま町
さつま町６次産業化・食育・地産地消推
進協議会

さつま町６次産業化・食育・地産地消推進協
議会設置要綱

令和元年5月23日

伊佐市 伊佐市食育推進協議会 伊佐市食育推進協議会規約 平成22年9月1日
鹿屋市 かのや食と農交流推進協議会 かのや食と農交流推進協議会設置要綱 平成23年4月1日
西之表市 西之表市地産地消推進協議会 西之表市地産地消推進協議会規約 平成18年12月15日
伊仙町 伊仙町食育推進協議会 伊仙町食育推進協議会規約 平成22年7月16日
石垣市 石垣市食育推進協議会 石垣市食育推進協議会設置要綱 平成20年3月26日
浦添市 浦添市健康づくり推進協議会 浦添市健康づくり推進協議会規則 平成31年4月1日
久米島町 久米島町健康づくり推進協議会 久米島町健康づくり推進協議会要綱 平成16年4月5日
糸満市 糸満市食育・地産地消推進協議会 糸満市食育・地産地消推進協議会設置要綱 平成29年5月18日
うるま市 うるま市健康づくり推進協議会 うるま市健康づくり推進協議会設置規則 平成29年4月24日
西原町 西原町健康づくり推進協議会 西原町健康づくり推進協議会要綱 平成11年11月24日
与那国町 与那国町食育推進会議 与那国町食育推進会議設置要綱 平成30年4月1日
北中城村 北中城村食育計画策定部会 北中城村食育推進計画策定実施要領 平成30年4月1日
北谷町 北谷町健康づくり推進協議会 北谷町健康づくり推進協議会規則 平成5年4月1日
大宜味村 大宜味村健康づくり推進協議会 大宜味村健康づくり推進協議会設置要綱 平成13年6月26日
八重瀬町 八重瀬町健康づくり推進協議会 八重瀬町健康づくり推進協議会設置要綱 令和2年1月8日

南大東村 南大東村食育推進協議会 南大東村食育推進協議会設置要綱 令和2年3月1日

伊平屋村 伊平屋村健康づくり推進協議会 伊平屋村健康づくり推進協議会設置要綱 平成21年3月18日

久米島町 久米島町食育推進計画策定委員会 久米島町食育推進計画策定委員会運営規則 令和3年10月1日
伊是名村 伊是名村健康増進計画策定委員会 伊是名村健康増進計画策定委員会設置要綱 令和3年4月1日

那覇市 那覇市保健所運営協議会 那覇市保健所運営協議会規則 平成25年4月1日

沖縄県

大分県

宮崎県

鹿児島市

鹿児島県
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