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全体概要

会場 出展内容 ブース数
（小間／事業数）

①メイン会場 アピオ 【A アリーナ出展】 展示・体験・その他 96

②メイン会場 アピオ 【B 附属展示場出展】 飲食・販売・食体験 30

合計 126

③メイン会場 アピオ 【C イベント出展】 講演会等イベント 18

④サブ会場 アイーナ 【イベント出展のみ】 展示・体験・イベント 6

合計 24

■出展参加予定団体数

大 会 名 称 第16回食育推進全国大会inいわて

主 催 農林水産省、岩手県、第 16 回食育推進全国大会岩手県実行委員会

後 援
内閣府、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、
全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会

協 力
いわて牛普及推進協議会、いわてのお米ブランド化生産販売戦略推進協議会、岩手県漁業協
同組合連合会、岩手県チキン協同組合、岩手県都市ガス協会、岩手県養鶏協会、岩手県養
豚振興会

日 時
令和3年（2021年）6月26日（土）10:00～16:30（最終入場16:00）
令和3年（2021年）6月27日（日）10:00～16:00（最終入場15:30）

会 場

■メイン会場：岩手産業文化センター アピオ
〒020-0605

岩手県滝沢市砂込389-20

■サブ会場：いわて県民情報交流センター アイーナ
〒020-0045

岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1

来 場 見 込

20,000人
＊例年どおりの通常開催の場合の見込み人数であり、入場制限などの新型コロナウイルス感染症
対策の状況により変更となるものであること。

＊新型コロナウイルス感染症対策として、本計画書のとおりの人数制限等を行った場合は10,000人程度を見込む

入 場 料 無料

■開催概要
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メイン会場（岩手産業文化センター アピオ）

一般駐車場
（第２駐車場）

1400台

一般駐車場
（第１駐車場）

1,100台

会議棟

アリーナ
出展会場

附属展示場
出展会場

出展者用駐車場 A
300台 出展者用駐車場 B

100台

会議棟 アリーナ 附属展示場

■敷地全体図

■会場図

●会議棟
◇ステージコンテンツ
・開会式
・第5回食育活動表彰 表彰式
・学校給食シンポジウム
・カムカム食でフレイル・オーラルフレイル
予防し、健康寿命延伸！
・食育フォーラム
・映画「よみがえりのレシピ」上映会

●アリーナ
◇出展ブース：96ブース
◇ステージコンテンツ
・食とスポーツアスリートトークショー
トークゲスト 千葉真子氏
・踊ろう！食育ダンス
・明治食育セミナー
・復興五輪スペシャルトークショー
トークゲスト 丸山桂里奈氏
・キャラクターショー
・閉会式/引継式

●附属展示場
◇出展ブース：30ブース
◇ステージコンテンツ
・「岩手県食の匠」料理教室
～岩手の食文化を知ろう～
・岩手県都市ガス協会 料理教室
・料理教室～世界に誇る
「いわて三陸のガストロノミー」～
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サブ会場（いわて県民情報交流センター アイーナ）

7F 小田島組☆ほ～る

◇ステージコンテンツ
・いわてチキンフォーラム
・「食育」「体育」「歯育」
講演会

8F 会議室804B

◇ステージコンテンツ
・「食」×「環境」カフェ

6F 調理実習室

5F ギャラリーアイーナ（展示室1.2.3利用）

◇料理教室
・いわて春みどり親子料理教室
・ミルクマジック！！「乳和食」

◇ポスター展示
・全国都道府県食育取組活動
ポスター紹介

4F 県民プラザ（ABC連結利用）

◇体験・展示
・「君の描いた絵が動くよ！」
おえかきパラダイス
・いわてヘルスメイト6000人の
食育活動
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ステージイベントスケジュール：6/26（土）・6/27（日）

●6月26日（土） 10:00～16:30 ＊最終入場16:00（予定）

●6月27日（日） 10:00～16:00 ＊最終入場15:30（予定）
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会場レイアウト図：アリーナ

Ａ.食の発見エリア（食、健康 等） 52ブース
来場者に「食」、「健康」などに関わる情報を幅広く提供。

Ｃ.岩手からの発信エリア（食文化、魅力、震災復興 等） 22ブース
来場者に岩手の「食文化」、「魅力」、「震災復興」や、食に関する取組などを発信

Ｂ.食の発信エリア（日本の料理、食材、食文化 等） 22ブース
来場者に「日本の料理」、「食材」、「食文化」などを発信。
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会場レイアウト図：附属展示場

D.美味しさの実感エリア（食べる） 30ブース
来場者がさまざまな「美味しい食」を実感。
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