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開催結果報告書

主　催 ： 農林水産省、愛知県、第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会

常滑市セントレア5丁目10番1号
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第17回食育推進全国大会 in あいち全体概要

第17回食育推進全国大会 in あいち大会名称

開催日時

無 料

２日間合計：23,515人 （6月18日（土）：8,479人、6月19日（日）：15,036人）

●農林水産省
●愛知県
●第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会

“SHIN化”する「いきいき食育」あいちから
～健康な体、豊かな心、環境に優しい暮らし～

●2021年度からスタートした第４次愛知県食育推進計画である
　「あいち食育いきいきプラン2025」では、これまで継続してきた
　「体」・「心」・「環境」・「支える」の４つの食育の取組を継承するとともに、
　健全な食生活の実践力を高めていくこととしている。

●中止となった第15回大会で培った、食育関係者の連携を一層強化する
　機会とするとともに、県民が「食」に関する深い学びや新たな発見が
　できる場として位置づける。また、「あいちの食育」の理念を全国に向けて発信し、
　食育の取組に対する機運を高めていく。

●全国に誇る愛知の豊かな農林水産物やこれまで育んできた食文化など、
　あいちの「食」の魅力を県内外に広くPRし、需要拡大につなげる機会としても
　活用する。

食育を通じた交流と学びの場
食育活動に取り組む団体、企業及び個人等の多様な取組主体が
連携・協力してすすめてきた「あいちの食育」を通じて、
新しい時代の食育のあり方について提案し、
幅広い世代の全国の仲間と学びあう場とする。

あいちの「食」の魅力を体感する場
自然と地域文化の融合で作り上げてきた愛知の郷土料理、
モノづくりの知恵を生かした愛知の発酵文化、
豊かな風土が作り上げた愛知の農林水産物など、
あいちの「食」の魅力を体感し、「食」への関心や理解を深める場とする。

●食育活動表彰
●学生レシピコンテスト
●ステージイベント
●ふるまいコーナー

●食育に関する172ブースの出展
　（内訳：展示・体験 144ブース 飲食・販売 28ブース）
●本県農林水産業のPRや県産品の販売
●会議室イベント(シンポジウム等 ８団体)

2022年６月18日（土）10:00～17:00　
2022年６月19日（日）10:00～16:00

Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） 常滑市セントレア5丁目10番1号
展示ホールＡ・会議室

大会テーマ

大会開催の目的

大会コンセプト

主な内容

入場料

来場者

主 催

会 場
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第17回食育推進全国大会 in あいち 第17回食育推進全国大会 in あいち

大会テーマには、第４次愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプラン2025」
のキーワードである “ SHIN化” を取り入れ、食への「愛」、活きる「力」を念頭に
「あいちから」にも２つの意味を込めました。

“SHIN化”とは？

「新化」･･･ 時代に合わせた変化
「進化」･･･ 多様な発展
「深化」･･･ 質の向上
「伸化」･･･ 横展開のつながり

「 S」･･･ Sustainable (持続可能な)
「H」･･･ Healthy (健康な)
「 I 」･･･ Interesting (興味深い)
「N」･･･ Network (連携)

全体概要

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）会場アクセス 大会テーマ

大会ロゴ

鉄 道

車

名古屋方面 知多半島道路

約20分 約15分 約1分 約1分

半田中央JCTで
セントレア方面に

りんくう本線
料金所を通過し
空港島へ

セントレア東IC
で降りる

愛知県国際展示場
Aichi Sky Expo

300円/1H　上限:800円/24H （承認を受けた場合のみ）

展示ホールA
開会式、メインステージ、
食育ひろば、ふるまいコーナー、
食育展示・体験・販売ブース

シンポジウム、講演会、体験など

会議室

「愛知県から」というfrom(フロム)の意味
「愛知の力」というpower(パワー)の意味

“あいちから”に込めた2つの意味
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第17回食育推進全国大会 in あいち第17回食育推進全国大会 in あいち大会プログラム

タイムテーブル 6月18日土　10：00～17：00 タイムテーブル 6月19日日　10：00～16：00
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第17回食育推進全国大会 in あいち 第17回食育推進全国大会 in あいち会場レイアウト図

❶ 配信基地＋クルー控室

※10,000m²

❷ 国 関係者控室

❸ 運営本部・施工業者控室

❼ 運営事務局 倉庫①

11 出展者控室

12 レシピコンテスト出場者控室

13 チコちゃん控室

14 VIP出控え

15 出演者控室

❽ 運営事務局 倉庫②

❾ 運営事務局 倉庫③ 県職員・ボランティア荷物置場兼用

❹ 食育活動表彰受賞者控室

❺ 国・県来賓控室、
レシピコンテスト審査員室

6/18 開会式用
6/19 レシピコンテスト審査員室

10 レシピコンテスト審査員室、
県控室

6/18レシピコンテスト審査員室
6/19県控室
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県来賓控室・絵画コンクール受賞者控室、
引継式控室

6/18 開会式用・絵画コンクール受賞者控室
6/19 引継式控室

附室番号 使用用途 備 考

❶ L3～L4

シンポジウム等会場
❷ L5～L6

❸ L1

❹ L2

❺ S1 国 VIP控室

❻ S2 国 関係者控室

❼ S3 県 関係者控室

番 号 部屋名 使用用途

会議室 展示ホールA
ホールＡ外の飲食スペース

AICHI SKY EXPO メインエントランス

会場
出入口メイン

出入口

一般来場者
close

会
議
室

ホ
ー
ル
A

飲食スペース


