
条例に基づく食育推進会議の設置状況

　（令和４年3月末時点）
都道府県名 条例の名称 公布年月日 施行年月日

岩手県 岩手県食の安全安心推進条例 平成22年7月9日 平成22年7月9日
食育推進会議条例 平成18年3月23日 平成18年4月1日
群馬県食品安全基本条例 平成16年3月24日 平成16年4月1日

富山県 富山県食育推進会議条例 平成17年9月30日 平成17年9月30日
岐阜県 岐阜県食育基本条例 平成17年12月15日 平成18年4月1日
愛知県 愛知県食育推進会議条例 平成18年3月28日 平成18年3月28日
大阪府 大阪府附属機関条例 平成24年11月1日 平成24年11月1日
兵庫県 食の安全安心と食育に関する条例 平成18年3月24日 平成18年4月1日
奈良県 奈良県食育推進会議条例 平成18年6月30日 平成18年6月30日
和歌山県 和歌山県食育推進会議条例 平成18年6月30日 平成18年6月30日
鳥取県 鳥取県附属機関条例 平成25年10月11日 平成25年10月11日
広島県 広島県食育基本条例 平成18年10月16日 平成18年10月16日

長崎県食育推進県民会議条例 平成18年3月31日 平成18年3月31日
大分県 大分県食育推進条例 平成27年12月24日 平成28年4月1日

【政令指定都市】 　（令和４年3月末時点）
政令指定都市名 条例の名称 公布年月日 施行年月日

札幌市 札幌市食育推進会議条例 平成19年3月8日 平成19年4月1日
仙台市 仙台市食育推進会議条例 平成18年3月17日 平成18年3月17日
千葉市 千葉市健康づくり推進協議会設置条例 平成22年3月23日 平成22年4月1日
川崎市 川崎市食育推進会議条例 平成19年3月20日 平成19年4月1日
相模原市 相模原市食育推進委員会条例 平成24年4月1日 平成24年4月1日
新潟市 新潟市食育推進条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
静岡市 静岡市附属機関設置条例 平成30年3月20日 平成30年4月1日
広島市 広島市食育推進会議条例 平成19年6月29日 平成19年7月1日
福岡市 福岡市食育推進会議条例 平成18年3月30日 平成18年4月1日
熊本市 熊本市附属機関設置条例 平成19年3月13日 平成19年4月1日

【市町村】 　（令和４年3月末時点）
都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日

芦別市 芦別市食育推進会議条例 平成18年6月19日 平成18年6月19日
余市町 余市町食育推進会議条例 平成31年3月22日 平成31年4月1日
旭川市 旭川市食育推進会議条例 平成18年3月24日 平成18年4月1日
東神楽町 東神楽町食育推進会議条例 平成25年3月26日 平成25年4月1日
中川町 中川町食育推進会議設置条例 平成18年3月17日 平成18年3月17日
湧別町 湧別町保健医療福祉協議会設置条例 平成26年9月19日 平成26年10月1日
弟子屈町 弟子屈町「元気てしかが２１」推進会議条例 平成27年3月10日 平成27年4月1日
黒石市 黒石市附属機関の設置に関する条例 平成22年7月16日 平成22年7月16日
鶴田町 鶴田町朝ごはん条例 平成16年3月22日 平成16年4月1日
むつ市 むつ市食育推進会議条例 平成24年9月27日 平成24年9月27日
名取市 名取市食育推進会議条例 平成18年9月22日 平成18年9月22日
大和町 大和町食育推進条例 平成20年3月7日 平成20年3月7日
大郷町 大郷町食育推進会議条例 平成21年12月15日 平成21年12月15日
富谷市 富谷市食育推進会議条例 平成20年6月17日 平成20年6月17日
美里町 美里町食育推進会議条例 平成19年9月27日 平成19年9月27日
登米市 登米市食育推進会議条例 平成19年3月8日 平成19年4月1日
石巻市 石巻市食育推進会議条例 平成20年3月26日 平成20年4月1日
気仙沼市 気仙沼市食育推進会議条例 平成19年10月10日 平成19年10月10日
大衡村 大衡村健康づくり推進協議会条例 平成30年3月6日 平成30年4月1日
白石市 白石市食育推進協議会設置条例 令和2年12月17日 令和3年4月1日
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都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日
尾花沢市 尾花沢市食育推進会議条例 平成19年6月4日 平成19年6月4日
真室川町 真室川町朝ごはん条例 平成29年6月26日 平成29年6月26日

桑折町 桑折町健康づくり推進協議会設置条例 平成21年4月1日 平成21年4月1日

川俣町 川俣町付属機関の設置に関する条例 平成28年9月23日 平成28年9月23日
大玉村 大玉村健康づくり推進協議会設置条例 昭和62年3月16日 昭和62年4月1日
石川町 石川町健康づくり推進協議会設置条例 昭和54年4月1日 昭和54年4月1日
古殿町 古殿町健康づくり推進協議会条例 昭和54年3月15日 昭和54年3月15日
小野町 小野町健康づくり推進協議会設置条例 昭和54年3月20日 昭和54年4月1日
泉崎村 泉崎村健康づくり推進協議会設置条例 昭和53年12月22日 昭和54年1月1日
矢吹町 矢吹町健康づくり推進協議会条例 昭和54年12月24日 昭和54年12月24日
塙町 塙町健康づくり推進協議会設置条例 令和2年3月10日 令和2年4月1日
喜多方市 喜多方市食育推進会議条例 平成24年3月22日 平成27年4月1日
猪苗代町 猪苗代町健康づくり推進協議会設置条例 平成16年4月1日 平成16年4月1日
会津美里町 会津美里町健康づくり推進協議会条例 平成17年10月1日 平成17年10月1日
飯舘村 飯舘村健康づくり推進協議会設置条例 平成19年2月14日 平成19年4月1日
茨城町 茨城町健康づくり推進協議会条例 平成21年3月27日 平成21年3月27日
城里町 城里町食育推進会議設置条例 平成20年3月25日 平成20年4月1日
龍ケ崎市 龍ケ崎市健康づくり推進協議会条例 平成26年3月28日 平成26年6月1日

小美玉市
小美玉市健康増進計画及び食育推進計画
策定等委員会設置条例

平成26年9月26日 平成26年9月26日

水戸市 水戸市健康づくり推進協議会条例 昭和62年3月30日 昭和62年4月1日
坂東市 坂東市健康づくり推進協議会条例 平成17年3月22日 平成17年3月22日
稲敷市 稲敷市健康づくり推進協議会条例 平成29年9月29日 平成29年10月1日

美浦村
美浦村健康づくり推進協議会の組織及び
運営に関する条例

昭和58年6月16日 昭和58年6月16日

常総市 常総市健康づくり推進協議会設置条例 平成17年12月28日 平成18年1月1日

石岡市 石岡市健康づくり推進協議会条例 平成25年3月21日 平成25年4月1日

宇都宮市 宇都宮市食育推進会議条例 平成18年3月24日 平成18年4月1日
小山市 小山市地産地消及び食育の推進に関する条例 平成23年6月28日 平成23年6月28日
那須塩原市 那須塩原市食育推進条例 令和3年3月1日 令和3年4月1日
高根沢町 高根沢町ハートごはん条例 平成19年9月14日 平成19年9月14日
前橋市 前橋市食育推進会議条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日
高崎市 高崎市食育推進会議条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
大泉町 大泉町健康づくり推進協議会設置条例 令和元年12月18日 令和2年4月1日
川越市 川越市健康づくり推進協議会条例 平成26年6月25日 平成26年6月25日
川口市 川口市地域保健審議会条例 平成29年12月26日 平成30年4月1日
本庄市 本庄市健康づくり推進総合計画審議会条例 平成26年3月28日 平成26年3月28日
春日部市 春日部市健康づくり推進審議会条例 平成28年6月16日 平成28年7月1日
狭山市 狭山市健康づくり審議会条例 平成25年6月25日 平成25年6月25日
深谷市 深谷市健康づくり推進条例 平成30年3月23日 平成30年4月1日
上尾市 上尾市健康づくり推進協議会条例 平成26年3月28日 平成26年7月1日
越谷市 越谷市保健衛生審議会条例 平成15年3月31日 平成15年4月1日

朝霞市 朝霞市健康づくり推進協議会条例 平成25年1月15日 平成25年1月15日
新座市 新座市健康づくり推進協議会条例 平成26年3月25日 平成26年4月1日
久喜市 久喜市健康増進・食育推進会議条例 平成29年3月22日 平成31年4月1日
富士見市 富士見市健康づくり審議会条例 平成26年3月25日 平成26年4月1日
坂戸市 坂戸市健康なまちづくり審議会条例 平成26年9月30日 平成26年9月30日
鶴ヶ島市 鶴ヶ島市健康づくり推進協議会条例 平成28年3月24日 平成28年4月1日
ふじみ野市 ふじみ野市元気・健康づくり推進市民会議条例 平成26年6月26日 平成26年7月1日
三芳町 三芳町健康づくり推進条例 平成26年9月19日 平成26年10月1日
小川町 小川町健康づくり推進会議条例 平成26年3月12日 平成26年4月1日
ときがわ町 ときがわ町健康づくり推進条例 平成30年12月19日 平成30年12月19日
横瀬町 横瀬町保健福祉審議会条例 平成30年12月10日 平成31年4月1日
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都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日

松戸市 松戸市食育推進会議条例 平成26年12月25日 平成27年4月1日
神崎町 神崎町健康づくり推進協議会条例 昭和54年7月1日 昭和54年7月1日
横芝光町 横芝光町附属機関に関する条例 令和2年4月1日 令和2年4月1日
墨田区 墨田区附属機関の設置に関する条例 平成25年3月28日 平成25年4月1日
小金井市 小金井市食育推進基本条例 平成25年3月7日 平成25年9月6日
日野市 日野市みんなですすめる食育条例 平成21年3月31日 平成21年4月1日
横須賀市 保健医療対策協議会条例 平成24年3月29日 平成24年4月1日
平塚市 平塚市食育推進会議条例 平成25年3月22日 平成25年4月1日
鎌倉市 鎌倉市食育推進会議条例 平成24年2月24日 平成24年4月1日
小田原市 小田原市附属機関設置条例 平成28年3月30日 平成28年4月1日
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市付属機関設置条例 平成31年3月25日 令和元年8月1日
秦野市 秦野市附属機関の設置等に関する条例 平成26年9月5日 平成26年9月5日
厚木市 厚木市附属機関の設置に関する条例 平成30年4月1日 平成30年4月1日
開成町 開成町健康づくり推進協議会条例 平成23年4月1日 平成23年4月1日
村上市 村上市健康づくり推進対策委員会条例 平成25年10月1日 平成25年10月1日
関川村 関川村健康づくり推進協議会設置条例 昭和53年9月29日 昭和53年9月29日
新発田市 新発田市食の循環によるまちづくり条例 平成20年12月22日 平成21年1月1日

三条市
三条市食育の推進と農業の振興に関する
条例

平成21年4月1日 平成21年4月1日

長岡市 長岡市食育基本条例 平成26年3月31日 平成26年4月1日
見附市 見附市健幸基本条例 平成24年3月22日 平成24年4月1日
柏崎市 新潟県柏崎市食育推進会議設置条例 平成25年12月18日 平成26年4月1日
上越市 上越市食育推進条例 平成18年6月23日 平成18年7月1日
滑川市 滑川市食育推進条例 平成23年3月31日 平成23年3月31日
小矢部市 小矢部市食育推進会議条例 平成23年3月28日 平成23年3月28日
射水市 射水市食育推進会議条例 平成26年9月19日 平成26年9月19日
入善町 入善町食育推進会議条例 平成18年12月18日 平成18年12月18日
高岡市 高岡市食育推進会議条例 平成30年3月23日 平成30年4月1日

石川県 宝達志水町 宝達志水町朝ごはん条例 平成17年3月1日 平成17年3月1日
小浜市 小浜市食育推進会議条例 平成19年6月22日 平成19年6月22日
大野市 大野市食育推進会議条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
勝山市 勝山市食育推進会議設置条例 平成25年3月29日 平成25年4月1日
あわら市 あわら市食育推進会議条例 平成22年9月27日 平成22年9月27日
越前市 越前市食と農の創造条例 平成21年3月24日 平成21年4月1日
富士吉田市 富士吉田市食育推進会議条例 平成26年3月28日 平成26年4月1日
山梨市 山梨市食育推進会議条例 平成18年3月28日 平成18年4月1日

長野市
長野市執行機関の附属機関の設置等に関
する条例

平成27年3月27日 平成28年4月1日

安曇野市 安曇野市食育推進会議条例 平成20年3月26日 平成20年4月1日
須坂市 須坂市健康づくり推進協議会条例 平成9年3月28日 平成9年4月1日
南箕輪村 南箕輪村農と食の審議会条例 平成21年12月18日 平成21年12月18日
池田町 あづみ野池田いきいき食育条例 令和3年9月22日 令和3年11月1日
岐阜市 岐阜市食育推進会議条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日
羽島市 羽島市健幸づくり条例 平成26年3月26日 平成26年4月1日
瑞穂市 瑞穂市附属機関設置条例 平成20年9月30日 平成20年10月1日
大垣市 大垣市食育推進会議設置条例 平成19年3月16日 平成19年4月1日
輪之内町 輪之内町食育推進条例 平成25年3月21日 平成25年3月21日
美濃加茂市 附属機関の設置に関する条例 平成23年3月25日 平成23年4月1日
下呂市 下呂市健康づくり推進協議会設置条例 平成25年3月21日 平成25年3月21日
三島市 三島市食育基本条例 平成21年3月24日 平成21年4月1日
伊豆市 伊豆市食育推進会議条例 平成20年6月27日 平成20年7月1日
長泉町 長泉町食育推進会議条例 平成25年3月27日 平成25年4月1日
富士市 富士市食育推進会議条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
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都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日
春日井市 春日井市附属機関設置条例 平成27年3月20日 平成27年4月1日
小牧市 小牧市食育推進会議条例 平成29年3月28日 平成29年4月1日
日進市 日進市附属機関の設置に関する条例 平成26年12月19日 平成26年12月19日
清須市 清須市食育推進会議設置条例 平成20年3月28日 平成20年4月1日
大府市 「健康都市おおぶ」推進会議条例 平成30年3月27日 平成30年4月1日
岡崎市 岡崎市食育推進会議条例 平成19年6月26日 平成19年8月17日
知立市 知立市保健対策推進会議条例 平成26年3月26日 平成26年4月1日
豊田市 豊田市食育推進会議条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日
みよし市 みよし市食育推進会議条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
四日市市 四日市市食育推進会議設置条例 平成19年6月28日 平成19年7月1日
名張市 名張市ばりばり食育条例 平成25年10月2日 平成26年4月1日
野洲市 野洲市附属機関設置条例 平成30年3月28日 平成30年3月28日
米原市 米原市付属機関設置条例 平成28年3月24日 平成28年4月1日
長浜市 長浜市附属機関設置条例 平成25年10月1日 平成25年10月1日

京都府 木津川市 木津川市健康づくり推進協議会条例 平成25年3月29日 平成25年4月1日
高槻市 高槻市附属機関設置条例 平成24年12月19日 平成25年4月1日
枚方市 枚方市附属機関条例 平成24年9月13日 平成24年9月13日
和泉市 和泉市附属機関に関する条例 平成24年6月29日 平成24年6月29日
門真市 門真市附属機関に関する条例 平成25年3月28日 平成25年4月1日
交野市 交野市健康づくり推進委員会条例 平成25年3月1日 平成25年4月1日
河内長野
市

河内長野市附属機関設置条例 平成24年12月21日 平成24年12月21日

大阪狭山
市

大阪狭山市附属機関設置条例 平成25年3月27日 平成25年3月27日

太子町 太子町健康づくり推進会議条例 平成26年12月26日 平成27年1月1日
田尻町 田尻町附属機関条例 平成25年3月22日 平成25年4月1日
摂津市 摂津市附属機関に関する条例 平成26年3月31日 平成26年4月1日
泉大津市 泉大津市附属機関設置条例 令和2年2月28日 令和2年4月1日
宝塚市 宝塚市食育推進会議条例 平成22年3月31日 平成22年4月1日
三田市 三田市食育推進会議条例 平成24年3月26日 平成24年4月1日
川西市 川西市付属機関に関する条例 平成22年3月29日 平成22年4月1日
加古川市 加古川市附属機関の設置に関する条例 平成29年3月31日 平成29年4月1日
宍粟市 宍粟市健康づくり推進協議会条例 平成29年3月10日 平成29年4月1日
丹波市 丹波市食育推進会議設置条例 平成18年9月29日 平成18年9月29日
姫路市 姫路市食育推進会議条例 平成19年3月28日 平成19年4月1日
西宮市 西宮市附属機関条例 平成25年7月10日 平成25年8月1日
奈良市 奈良市附属機関設置条例 平成27年4月1日 平成27年4月1日
御所市 御所市健康づくり推進協議会条例 平成24年9月19日 平成24年9月19日
田原本町 田原本町食育推進会議設置条例 平成26年9月16日 平成26年9月16日
広陵町 広陵町食育推進会議設置条例 平成27年6月22日 平成27年6月22日
三宅町 三宅町健康づくり推進協議会設置条例 平成26年3月31日 平成26年3月31日
和歌山市 和歌山市食育推進会議条例 平成25年3月26日 平成25年4月1日
紀の川市 紀の川市食育推進会議条例 平成19年9月27日 平成19年9月27日
田辺市 田辺市食育推進会議条例 平成25年3月29日 平成25年4月1日
出雲市 出雲市食育のまちづくり条例 平成18年4月1日 平成18年4月1日
益田市 益田市附属機関設置条例 平成25年3月28日 平成25年3月28日
吉賀町 吉賀町食育ネットワーク会議条例 平成23年9月21日 平成23年9月21日
倉敷市 倉敷市食育推進会議条例 平成18年12月28日 平成18年12月28日
備前市 備前市健康づくり推進協議会条例 平成21年3月19日 平成21年3月19日
総社市 総社市医療費適正化推進委員会設置条例 平成25年3月25日 平成25年4月1日

広島県 大崎上島町
大崎上島町健康増進計画策定推進委員
会設置条例

平成27年3月20日 平成27年4月1日

愛知県

三重県

滋賀県

大阪府

奈良県

和歌山県

島根県

岡山県

兵庫県
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都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日
美祢市 美祢市健康づくり推進協議会条例 平成20年7月1日 平成20年7月1日

阿武町 阿武町健康づくり推進協議会設置条例
平成31年4月1日
（改正）

平成31年4月1日

山陽小野田
市

山陽小野田市食育推進会議条例 平成31年3月25日 平成31年3月25日

徳島県 阿南市 阿南市健康づくり推進協議会設置条例 平成16年3月29日 平成16年4月1日
松山市 松山市食育推進会議条例 平成18年12月25日 平成18年12月25日
宇和島市 宇和島市食育推進会議設置条例 平成20年3月21日 平成20年4月1日
今治市 今治市食と農のまちづくり条例 平成18年9月29日 平成18年9月29日
伊予市 伊予市健康づくり・食育推進協議会条例 平成29年6月23日 平成29年6月23日
東温市 東温市食育推進会議条例 平成24年3月23日 平成24年4月1日
高知市 高知市食育推進会議条例 平成30年1月1日 平成30年1月1日
南国市 南国市食育のまちづくり条例 平成17年12月22日 平成17年12月22日
四万十市 四万十市健康増進計画策定委員会条例 平成26年4月1日 平成26年4月1日
筑紫野市 筑紫野市健康づくり推進協議会設置条例 平成10年3月30日 平成10年3月30日
水巻町 水巻町民の健康づくり推進協議会条例 平成13年12月27日 平成14年4月1日
うきは市 うきは市食と農と健康を結ぶ食育推進条例 平成18年9月28日 平成18年9月28日
筑後市 ちっごの生命をつなぐ食育条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日
上毛町 上毛町食育のまちづくり条例 平成20年9月22日 平成20年9月22日
柳川市 柳川市食育推進条例 平成22年7月16日 平成22年7月16日
飯塚市 飯塚市附属機関の設置に関する条例 平成18年3月26日 平成18年3月26日
福津市 福津市食育推進条例 平成23年3月25日 平成23年4月1日
大牟田市 大牟田市健康福祉推進会議条例 令和元年6月28日 令和元年9月1日
みやま市 みやま市食育推進会議条例 平成27年7月1日 平成27年7月1日
苅田町 苅田町食育推進会議設置条例 平成27年9月18日 平成27年9月18日
糸島市 糸島市農力を育む基本条例 平成22年1月1日 平成22年1月1日
那珂川市 那珂川市地域保健推進委員会設置条例 平成19年3月29日 平成19年4月1日
篠栗町 篠栗町健康づくり推進協議会条例 平成30年6月15日 平成30年7月1日
朝倉市 朝倉市農林行政審議会条例 平成18年3月20日 平成18年3月20日
芦屋町 芦屋町健康づくり推進協議会設置条例 平成17年3月28日 平成17年4月1日
伊万里市 伊万里市食のまちづくり推進条例 平成19年3月24日 平成19年4月1日
嬉野市 嬉野市食育推進会議条例 平成20年3月24日 平成20年3月24日
長崎市 長崎市食育推進会議条例 平成18年9月27日 平成18年11月１日
佐世保市 佐世保市食育推進会議条例 平成18年3月27日 平成18年6月1日
島原市 島原市食育推進会議条例 平成21年3月30日 平成21年4月1日
諫早市 諫早市食育推進会議条例 平成19年3月29日 平成19年4月1日
大村市 大村市食育推進市民会議条例 平成19年3月22日 平成19年4月1日
平戸市 平戸市食育推進会議条例 平成21年3月23日 平成21年4月1日
対馬市 対馬市食育推進会議条例 平成21年3月31日 平成21年4月1日
五島市 五島市食育推進会議条例 平成23年3月29日 平成23年4月1日
西海市 西海市食育推進会議条例 平成20年3月28日 平成20年3月28日
南島原市 南島原市健康づくり推進協議会条例 平成28年3月23日 平成28年4月1日
東彼杵町 東彼杵町食育推進会議設置条例 平成29年3月29日 平成29年4月1日

人吉市
人吉市健康と笑顔のまちづくり推進委員会
設置条例

平成25年9月26日 平成25年9月26日

宇土市
宇土市健康増進・食育推進協議会設置条
例

令和3年4月1日 令和3年4月1日

天草市 天草市健康づくり審議会条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日
多良木町 多良木町健康づくり推進協議会設置条例 昭和54年3月24日 昭和54年4月1日
あさぎり町 あさぎり町保健福祉計画策定委員会条例 平成15年4月1日 平成15年4月1日
御船町 御船町健康づくり推進協議会設置条例 昭和53年9月28日 昭和53年9月28日
水俣市 水俣市健康づくり条例 平成31年3月22日 平成31年3月22日

大分県 佐伯市 佐伯市食育推進会議条例 平成20年12月26日 平成20年12月26日
垂水市 垂水市食育推進会議条例 平成27年3月20日 平成27年4月1日
曽於市 曽於市食育まちづくり推進基本条例 平成20年3月31日 平成20年4月1日

長崎県

熊本県

鹿児島県

山口県

愛媛県

高知県

佐賀県

福岡県
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都道府県名 市町村名 条例の名称 公布年月日 施行年月日
沖縄市 沖縄市食育推進会議条例 平成20年3月26日 平成20年4月1日
読谷村 読谷村食育推進会議条例 平成20年6月30日 平成20年8月1日
宮古島市 宮古島市食育推進会議条例 平成22年10月1日 平成22年10月1日
宜野湾市 宜野湾市食育推進会議条例 平成24年3月30日 平成24年3月30日

豊見城市
豊見城市食育推進会議の設置に関する条
例

平成24年7月23日 平成24年7月23日

嘉手納町 嘉手納町健康づくり推進協議会設置条例 平成17年3月29日 平成17年4月1日
伊江村 伊江村健康づくり推進協議会設置条例 平成28年3月25日 平成28年4月1日

沖縄県
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