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ブース風景・ホルトホールエントランス 

A-1 
公益社団法人 
全国調理師養成施設協会 
 
【調理師学校初！5分間の深イイ話】 

A-2 
NPO日本食育インストラクター協会 
 
【“食育”は「食卓」から〜みんなで考
えよう！食卓クイズ〜】 

A-3 
NPO法人日本食育協会 
 
【食育活動の実践と進め方】 

A-4 
全国栄養士養成専門学校協議会 
 
【「豆つかみゲーム」で正しい箸の使
い方を体験してみよう！】 

A-5 
公益社団法人 日本栄養士会 
 
【講話・栄養相談を実施。キウイ、
ヨーグルト、野菜飲料プレゼント】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 

                  

87 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

ブース風景・ホルトホールエントランス 

A-6 
一般社団法人  日本技能士会連合会 
 
公益社団法人  日本全職業調理師会 
 
 
【大分県各地の郷土料理を展示】 
 
【九州の食材を使用した会席料理2
コースを展示。（前菜からデザートま
でのコース料理1人前分）】 

A-7 
公益社団法人 日本調理師連合会 
 
【「和食」（ユネスコ無形文化遺産
の展示）】 

A-8 
(公財) 学校給食研究改善協会 
 
A-9 
(公社) 全国学校栄養士協議会 
 
【子供たちへの食育のさらなる充実
をめざして】 

A-10 

特定非営利活動法人 
 元気な120才を創る会 
 

【知的健康生活 〈錆びない！焦げ
ない！身体づくりAGE測定会〉】 

A-11 
全国学校給食協会 
 
【給食から食育を！】 
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ブース風景・ホルトホールエントランス 

A-12 
別府大学短期大学部 食物栄養科 
 
【食育ランド】 
「ゲームやおもちゃで食育を学ぼう」
食べ物の消化吸収や食中毒予防のポス
ター展示と3食的当てゲーム、箱の中
身当てクイズなど、学生が作成した食
育おもちゃでの体験を実施。料理の組
み合わせ方や栄養素について学生が来
場者に説明など。 

A-13 
フードバンクおおいた 
(大分県社会福祉協議会) 

 
【「もったいない」を「ありがと
う」に】 
フードバンクおおいたや県内の子供
食堂についての概要や現状などを来
場者に説明。 

A-14 

大分県生活学校運動 推進協議会 

 

【過去5年間の食品ロス調査結果】 

食を通じて地域活動の輪を広げよう〜
見直そう食生活、すすめよう食品ロス
削減〜 
過去5年間（平成25〜29年）の「食品
ロス削減」に関する実態調査結果の報
告 

A-15 
おおいた食品産業企業会 
 
【地域密着の食品産業企業の食育活
動】 
地域密着の食品産業企業の食育活動 
企業会や会員企業による食育への取組
をパネルで解説 

A-16 
大分市保健所健康課 
 
【みんなで楽しく食育クイズ 〜知
ろう！拡げよう！大分の食育〜】 
食育クイズの実施や市食育推進計画
紹介パネル、離乳食のすすめ方の啓
発、幼児食のフードモデルの展示な
ど。 
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ブース風景・ホルトホールエントランス 

A-17 
次期開催地 山梨県・ 甲府市 
 
【水と太陽とフルーツが育む健康・長
寿、山梨県・甲府市から未来へ】 

A-18 
(一社)大分県歯科医師会 
(公社)日本歯科医師会 
 
【知っていますか？「噛むことの大切
さ」】 
噛むと色が変わるガムを使用し、咬合
力の測定を実施。その後、歯科医師か
らのアドバイスや啓発用冊子、ハブラ
シなどの試供品の配布 

A-19 
大分県私立保育協議会 
大分県私立保育連盟 ((福)日本保育協会 
(公社)全国私立保育連盟) 
【四季を通して子ども達の食を育みま
す】 
私立認可保育園・認定こども園などの田
植え、稲刈り、芋掘り、調理などの四季
折々の活動を写真と説明文で紹介。フェ
ルト生地等を使ったサンドイッチ・まき
ずし作り体験や四季の食材の絵や写真を
見て名前を当てるカード遊びなど  

A-20 
キューピー株式会社 
日清オイリオグループ株式会社 
 
【あなたのカラダの健康維持に大切な
植物油・マヨネーズのご紹介】 
植物油とマヨネーズの新しい健康機能
や個人に合った食べ方を紹介  

A-21 
学校法人 後藤学校 楊志館高等学校 
 
【大分の食材を知ろう！】 
 
全国に誇れる大分県内の食材をまとめ
紹介するとともに、それらを使用した
レシピを配布  
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ブース風景・ホルトホールエントランス 

A-22 
昭和学園高等学校 
 
【「ひた」のおいしいを知る・学ぶ】 
森林が8割を占める日田盆地に育まれ
た日田の食文化に着目した学校での取
組や地域料理の紹介を展示。具体的に
は、ジビエ料理や川魚を使った料理講
習会の取組や若い世代には浸透してい
ない郷土料理の紹介など 。 

A-23 
生活協同組合コープおおいた 
 
【「エシカル消費」って何だろう？】 
日々の買い物について、少し意識を変
えれば、地球環境の改善・公正な社会
の仕組みづくり・豊かな地域づくりに
繋がる生協版「エシカル消費」につい
て、パネルやDVDを使用し、解説。 
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ブース風景・ホルトホール入口前 

B-1 
大分県豊後牛流通促進対策協議会・ 
大分県米ポークブランド普及促進 
協議会 
 
【美味しい県産肉が食卓に届くま
で】 
大分県産肉が食卓に届くまでをパネ
ルやビデオで紹介。豊後牛の試食や
大分県畜産公社の施設見学の申し込
み受付も併設 。 

B-2 
カゴメ株式会社 
【大分県×カゴメ まず野菜・もっと野菜プ
ロジェクト 〜手軽においしく野菜を食べよ
う〜】 
まず野菜・もっと野菜プロジェクト〜大
分県の野菜不足をゼロにする〜野菜摂取
350ｇ/日に向けた産官学連携ブース。別
府大学メニューコンテストグランプリの
「野菜たっぷりケークサレ」の試食や350
ｇ計量体験。他に「簡単野菜レシピ」や
美味しい減塩料理「うま塩レシピ」の紹
介など 。 

B-3 
別府大学・食物栄養科学部 
 
【大分県×カゴメ まず野菜・もっと野菜プ
ロジェクト 〜手軽においしく野菜を食べよ
う〜】 
 

B-4 
みそ健康づくり委員会 
 
【みそ玉ワークショップ・全国各地
のみそ食べ比べ】 
 
全国各地の味噌を知ってもらうこと
を目的にみそ玉づくり体験を実施。  

B-5 
別府大学短期大学部食物栄養科 
 育ドル娘 
 
【学んで得する災害時の知識】 
学んで得する災害時の知識〜ポリ袋で料
理をつくってみよう〜 
ポリ袋を使った枝豆ごはんとさきいかご
飯の調理体験。鶏のからあげ、味噌汁、
野菜の炒め物などポリ袋を使った調理の
デモンストレーションを実施。また、病
気の方が被災地で食事療法を継続出来る
よう、レトルト食品や備蓄食を用いた食
事例の紹介。 
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第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

ブース風景・ホルトホール入口前 

B-6 
国東半島宇佐地域世界農業遺産 
 
【世界農業遺産って何だろう？国東
半島宇佐地域の食文化を知ろう！】 
国東半島宇佐地域世界農業遺産の概要と
地域の食文化をパネルや製品を展示して
紹介。 

B-7 
おおいたOrganic Market 
【〜食べ物は誰がどこで〜 オーガ
ニック屋台村と自然循環体験】 
たこ焼き、やきそば、アメリカンドッグ
などのお祭りの食を有機・自然栽培の
オーガニック食材で提供。身近な食べ物
を知る契機として、パン工房hibino杉田
久美子氏による「おおいたの小麦 粒か
らパンになるまで」、(株)GOROCUBA片山
吾郎氏による「ホールフードカカオと
チョコレート」のワークショップを開催。 
他に田んぼの生物を知る「タッチプー
ル」や「種の交換会」などを実施  

B-8 
株式会社 伊藤園 
 
【伊藤園 お茶のおいしい入れ方体
験】 

B-9 
タマゴ科学研究会 
 
【タマゴの美味しさと健康効果につ
いて楽しく学ぼう！】 
 

卵の最新研究や全国47都道府県の
ご当地「卵料理」を紹介。卵の秘密
が簡単にわかる豆知識クイズも実施。  

B-10 
たばた牧場  ※6/23（土）のみ 
 
【牛の赤ちゃんと触れ合ってみません
か？】 
杵築市で飼養されている本物の仔牛
に「ほ乳体験」を通した学びの体験
を提供 。 
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ブース風景・ホルトホール入口前 

B-11 
発酵麹ラボ 
 
【触れて、比べて「こうじ」を学ぼ
う !!】 
醤油と酢の味比べ、糀商品の試食・
試飲、５人の専門家による講話と参
加者との交流会の開催など。  

B-12 
(公財)大分県学校給食会 
都道府県学校給食会 
 
【「学校給食の歴史と現在」・「豊の
魚クイズ 〜目指せ！お魚名人！
〜」】 
「年代別献立レプリカ」と「学校給食に関
するパネル」を展示し、学校給食の変遷を
紹介。レプリカは、昭和2年、昭和30年、
昭和38年、昭和54年、平成15年の5種類。
また大分県で獲れる11種類の魚と寿司を組
み合わせたクイズの実施 

B-13 
(学)服部学園服部栄養専門学校 
HATTORI食育クラブ 
 
【ハットリ食育クイズ】 

B-14 
一般財団法人 日本食生活協会 
 
【「減塩 & 野菜を食べよう運動」の
推進】 

B-15 
全国食生活改善推進員協議会 
 
【「減塩 & 野菜を食べよう運動」の
推進】 
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第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

ブース風景・ホルトホール入口前 

B-16 
大分県食生活改善推進協議会 
 
【「減塩 & 野菜を食べよう運動」の
推進】 
 

B-17 
日本醤油協会・ 
大分県味噌醤油工業協同組合 
 
【「しょうゆもの知り博士の出前授
業」紹介としょうゆの味見体験】 

B-18 
(一社)全国削節工業協会 
(一社)日本鰹節協会 
 
【かつお節・削りぶしを上手に使っ
て広がる美味しさ】 
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第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

ブース風景・JR大分駅上野の森口（南口）広場 

C-1 
大分県漁業協同組合 
 
【見て触って大分県産魚貝類を感じ
る体験ゾーン（タッチプール）】 
県内で水揚げ、養殖されている魚貝
類とのふれあい体験 

C-2 
九州農政局 
農林水産省食文化・市場開拓課 
 
【和食・食文化の伝承】 
和食を中心として、食文化の伝承をテーマ
にパネル展示及びパネルを使ったクイズを
実施。また、箸置き作り体験や箸を使った
豆運び体験などを実施。消費者相談コー
ナーも設置 

C-3 
内閣府食品安全委員会 
【共に考えよう、食の科学】 
 
 
消費者庁 
【食品安全に関する情報提供、食品
ロス問題の普及啓発、食品表示制度
について】 
 
 

C-4 
NPO法人 日本綜合医学会 
 
【食を基本とした疾病予防と国民の健
康増進に貢献する総合医学会】 

C-5 
東京都中央卸売市場 
 
【今年10月11日にいよいよ開場す
る豊洲市場についてご紹介しま
す！】 
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C-6 
玖珠町大麦プロジェクト研究会 
 
【大麦のことをもっと知ってほしい！
玖珠町より全国に発信！】 
玖珠産大麦を使用した「麦ごはん」と
「麦湯」の試食体験。「麦ごはん」は、
ニーズが高まりつつあるもち性麦と2
年連続特Aランクを獲得した玖珠米の
組み合わせで提供。 

C-7 
(一社)日本ソース工業会 
 
【ソースクイズに挑戦！ 〜“ウス
ターソース類”は魅力がいっぱい〜】 

C-8 
NPO法人 日本茶インストラクター 
協会大分県支部 
 
【学んで楽しもう県産茶】 

C-9 

NPO法人 キッズエクスプレス21 
 実行委員会 
 
【乳幼児の食育応援キャンペーン 
2017−2018】 

C-10 
キッズキッチン協会 
 
【子どもの料理体験 野菜のごまあ
えをつくろう】 
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C-11 
（株）メイト  
 
【メイトは子どもたちの“楽しく食
べる”を応援します】 

C-12 
JA全農おおいた 
 
【〜乗ってみよう!農業機械〜】 
現代農業に必要不可欠な農業機械の市場
体験 

C-13 
(一社)日本昆布協会 
 
【うま味 健康と美容に昆布！】 

C-14 
(一社)日本キッズ食育協会 
 青空キッチン 大分チーム 
 
【キッズうどん道場 〜粉から作れる
レシピ付き〜】 
さらさらの粉の状態から麺になるまで、
子供が体験できるワークショップを実
施  

C-15 
大分県椎茸農業協同組合 
 
【〜日本一の大分県産乾しいたけ!
触って学んで食べてみよう!〜】 
大分県が日本一の生産量を誇る乾し
いたけの駒打ち体験やつかみどり、
バター焼きの試食体験など  
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C-16 
(一社)日本畜産副産物協会 
後援：(公社)日本食肉協議会 
 
【畜産副産物って何？】 

C-17 
（株）明治 
 
【身近な食べ物を通して考える明治
の食育】 

C-18 
南日本ハム株式会社 
 
【食べること、楽しもう！】 

C-19・20 
キューピー株式会社 
 
【おいしさが育む、たいせつなもの。】 

C-21 
健康円 
 
【血管年齢測定&食事相談 〜食改善
で、真の健康をお届けする〜】 
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ブース風景・JRおおいたシティ シティ屋上ひろば 

D-1 
三信化工（株） 
 
【「うつわを通じた文化・環境・大
切にすることへの気づき」ワーク
ショップの開催】 

D-2 
(公社)京都府茶業会議所 
 
【宇治抹茶体験教室 お茶を学び、
自分で点てて呑んでみよう。】 
日本を代表する宇治抹茶の体験教室
を開催。教室の合間には、玉露の試
飲も有り。  

D-3 
(公社)大分県看護協会 
 
【これから先も、ずっと元気 !!】 
糖尿病予防の生活指導や血圧・体脂
肪測定・血管老化度チェックなどを
実施  

D-4 
公益社団法人 中央果実協会 
 
【毎日果実200グラムで健康な食生
活を！】 

D-5 
独立行政法人 
農畜産業振興機構 
 
【農畜産物（食肉、牛乳・乳製品、
野菜、砂糖、でん粉）の正しい知識
を広げよう！】 
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D-6 
大分県牛乳協会 
 
【骨 元気ですか!？ やっぱ牛乳
でしょ!!】 
手首で簡単に骨の健康度を測定。 

D-7 
(一社)日本乳業協会 
 
【牛乳・乳製品でおいしく楽しく健
康に】 

D-8 
日本食品保健指導士会 
 
【サプリメントの上手な使い方を学ぼ
う！】 

D-9 
(一社)日本食品添加物協会 
 
【もっと知ってほしい 食品添加物の
あれこれ】 

D-10 
(一社)日本農林規格協会 
【JAS協会】 
  
【JASマークは安全・安心の認証マーク】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ブース風景・JRおおいたシティ シティ屋上ひろば 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

D-11 
ふくい大豆な会 
 
【健康長寿を支える大豆の使者とし
て大豆製品を全国に発信してまいり
ます。】 

D-12 
食育＆箸育・出前授業 
「お箸知育教室」の兵左衛門 
 
【安心・安全で持ち易く使い易いお
箸と正しいお箸使いが体験できま
す】 

D-13 
国立研究開発法人 医療基盤・ 健康・栄養
研究所国立健康・栄養 研究所 
 
【健康づくりと栄養に取り組んでもうすぐ
1世紀】 

D-14 
厚生労働省 
 
【食事を、おいしくバランスよく適切
な食生活で健康寿命をのばそう！】 

D-15 
文部科学省 
 
【学校給食と学校における食育の推
進】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 

                  

102 

ブース風景・JRおおいたシティ シティ屋上ひろば 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

D-16 
学習院女子大学 
フードコンシャスネスプロジェクト 
 
【味わい教育・感じるとおいしくなる魔法】 

D-17 
文部科学省後援事業 家庭料理検定 
 
【家庭料理にチャレンジ！ クロス
ワードパズルを解いてみよう！】 

D-18 
岡山県岡山市 
 
【桃太郎のまち おかやまから食育の
取組を紹介します】 

D-19 
長野県松本市 
 
【松本市の食育と食品ロス削減の取り
組み】 

D-20 
墨田区 保健計画課 
 
【手間をかけて みんなでつくる すみ
だの食育】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ブース風景・JRおおいたシティ シティ屋上ひろば 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

D-21 
すみだ食育goodネット 
 
【食育でみんながつくる笑顔の環】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ブース風景・JRおおいたシティ シティ屋上ひろば 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

E-1 
希望食品株式会社 
 
【災害への備え いさという時に役
立つ食品】 

E-2 
（株）玄米酵素 
 
【日本の伝統、発酵食の力！】 

E-3 
株式会社 實埜邑(みののむら) 

 
【美味しい 安心 ノンカフェイン！ 
大豆コーヒー「そいかふぇ」オープ
ン】 

E-4 
JAグループ和歌山 
 
【梅、新しょうが加工講習会。旬の特
産物である青梅・新しょうがの機能性
や加工方法をご紹介いたします！】 

E-5 
沖縄県漁業協同組合連合会 
(JF沖縄漁連) 

 
【沖縄の海で育った食物繊維豊富な
生もずくが「乾燥もずく」へ】 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ブース風景・JR大分駅府内中央口（北口）広場 



第12回食育推進全国大会inおかや 出展ブース 

E-6 
一般社団法人 
和食文化国民会議 
 
【伝えよう、和食文化を。】 

E-7 
オールおおいた 
 
【登場!大蒸釜 】 
別府鉄輪温泉にある地獄蒸釜を同ス
ケールで再現した大蒸釜を使って、蒸
し料理体験を実施。  

E-8 
おおいたマルシェ 
 
【おおいたの美味しい!楽しい!大集合
〜身近でとれたものだから、新鮮・
安心〜 】 
穫れたての新鮮野菜や、地元の素材
を活かした加工品の販売。  

E-9 
大分県高等学校教育研究会農業部会 
 
【高校生マルシェ 】 
県内の農業高校生が日頃の実習を通じ
て生産した農産物や加工品の販売を実
施。  

E-10 
たけたの食べ方編集室 
 
【パエリア、焼き菓子、郷土料理
‥‥竹田の恵みを味わおう!】 
国内シェア8割超のサフラン、炭酸温
泉水でブイヨンをとった竹田パエリ
アの実演販売をはじめ焼き菓子や郷
土料理の販売やパネル展示など  

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ブース風景・JR大分駅府内中央口（北口）広場 
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E-11 
別府溝部学園高等学校食物科 
 
【高校生レストラン】 
調理師のたまご達が、大分の食をベースに
「MIZOBEの華麗（カレー）なるトリニー
タ丼」、「じゃがチーボール」、「大分県
産しいたけのジャージーやせうま」。
「MIZOBEのコーヒー」の4品を提供。地
産地消や共食、伝統的な食文化を学生が学
び、次世代へつながる食育活動を実施。 

E-12 
おおいたAFF女性ネットワーク 
 

【大分県郷土料理大集合!（23日のみ） 】 
「 AFF 」 は 、 Agriculture （ 農 業 ） 、
Forestry（林業）、Fisheries（水産業）の頭
文字をとったもの。だんご汁、たこ飯、と
り天からやせうままで大分県が誇る各地の
郷土料理を提供。 

NPO法人 地域の宝育成支援 センター 
 

【こども屋台大集合!（24日のみ） 】 
過去5回開催されたこども屋台選手権の中
から県内の精鋭7部隊が集結。小学生が中
心となって、地元の食材を使った創作料理
を提供 。 

ブース風景・JR大分駅府内中央口（北口）広場 
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E-12 23日（土）おおいたAFF女性ネットワーク 出展者メニュー 
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E-12 24日（日）こども屋台 出展者メニュー 



第12回食育推進全国大会inおかやま 出展ブース 

ブース風景・JR大分駅府内中央口（北口）広場 
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E-16 

人吉RC（ロータリークラブ） 

 

【〜登場!命のキッチンカー〜 】 

人吉の郷土料理「つぼん汁」や寄せ豆腐、
だし巻きたまご、牛丼などの食の提供。 

E-14 
田北調理師専門学校 
 
【〜田北学生が贈る浪漫食堂諭吉むすび
〜 】 
学生自らが福沢諭吉の文献を紐解き、諭吉の
食の好み、明治時代初期の食生活を調査。 
その調査をもとに、オリジナルの「おむす
び」を考案・調理。肉巻き焼きカレーむすび、
牛しぐれむすび、田北プリンなどを提供 。 

E-15 

別府溝部学園短期大学食物 栄養科 

 

【〜大分のめぐみたっぷり!手作りおやつ

〜】 

大麦のスノーボール（焼き菓子）やコンコ
ンブル（パン）などの提供 。 

 

E-13 
福徳学院高等学校 
 
【うま塩ラーメン登場!（23日のみ） 】 
食塩を使う代わりに昆布やタカノツメなど
の香辛料でダシを取ることで、市版の即席
ラーメン１食に含まれる塩分を半分以下に
減らした減塩ラーメンを提供。 

百姓市場 
 
【簡単!野菜で朝食〜諭吉も驚く現代版朝ご
はんのすすめ〜（24日のみ） 】 
大分県産のウィートグラスや野菜を使用し
たスムージーの提供 。 



第13回食育推進全国大会inおおいた 

実施概要 

日       時：平成30年6月23日（土）    12：00〜13：30 

テ  ー  マ：ロングテーブルをみんなで囲もう! 

ゲ  ス  ト：葛西 紀明氏（ソチオリンピック銀メダリスト)  

※葛西紀明氏 ※会場風景 

イベント概要 

 ソチオリンピック銀メダリストの葛西紀明氏も参加して、JR大分駅北口広場の食べるゾーンで行わ
れた共食イベント。 
 テーブルを参加者みんなで囲み、大分の郷土料理、やせうま、ひじき飯、とり天、吉野のとりめし、
だんご汁、たこ飯、さざえ飯、ごまだし、雪ん子寿しの9品から、それぞれ好みの料理を選んで食べ
た。 
 葛西紀明選手と同じ空間で食事ができるとあり、100席限定のイベントではあったがすぐに満員に
なった。参加者は大分の郷土料理と集まった方との会話を楽しみながら、食事をしていた。 

※食事風景 ※会場雑観 
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JR大分駅府内中央口広場（北口）ロングテーブル 



第13回食育推進全国大会inおおいた 

実施概要 

日       時：平成30年6月24日（日）  12：00〜13：30 

テ  ー  マ：ロングテーブルをみんなで囲もう! 

ゲ  ス  ト：平野 レミ氏（シャンソン歌手、料理愛好家） 

※平野レミ氏 ※会場風景 

イベント概要 

 料理愛好家の平野レミ氏も参加して、JR大分駅北口広場の食べるゾーンで行われたイベント。 

 テーブルを参加者みんなで囲み、各ブースで販売されている学生や子ども達の創作料理を味わった。 

平野レミさんと同じ空間で食事ができるとあり、 100席限定のイベントではあったがすぐに満員に

なった。 

 参加者は平野レミさんの「いただきます」のかけ声の後、参加者は回りの方々との会話を楽しみな

がらの食事を行った。 

※食事風景 ※食事風景 
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JR大分駅府内中央口広場（北口）ロングテーブル 



第13回食育推進全国大会inおおいた 
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ロングテーブル チラシ 

ロングテーブル ランチョンマット 

JR大分駅府内中央口広場（北口）ロングテーブル 



大分合同新聞 平成29年5月9日 

大分合同新聞 夕刊 平成30年5月8日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

114 



大分合同新聞 平成30年5月30日 

西日本新聞 平成30年5月30日 

毎日新聞 平成30年5月30日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 
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朝日新聞 平成30年5月30日 

読売新聞 平成30年5月30日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

          116 



毎日新聞 平成30年6月1日 

大分合同新聞 平成30年6月13日 

大分合同新聞 平成30年6月13日 

新聞記事 第13回食育推進全国大会inおおいた 
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大分合同新聞 平成30年6月21日 

朝日新聞 平成30年6月19日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

毎日新聞 平成30年6月13日 

大分合同新聞 平成30年6月20日 
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大分合同新聞 平成30年6月22日 

大分合同新聞 平成30年6月22日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

大分合同新聞 全面広告 平成30年6月22日 
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大分合同新聞 全面広告 平成30年6月22日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 
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大分合同新聞 全面広告 平成30年6月22日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 
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毎日新聞 平成30年6月22日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

朝日新聞 平成30年6月23日 
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毎日新聞 平成30年6月23日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

毎日新聞 平成30年6月24日 

          124 



大分合同新聞 平成30年6月24日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

読売新聞 平成30年6月24日 

          125 



第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

朝日新聞 平成30年6月25日 

日本農業新聞 平成30年6月24日 
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大分合同新聞 平成30年6月25日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

読売新聞 平成30年6月27日 

          127 



大分合同新聞 夕刊 平成30年6月28日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

大分合同新聞 平成30年7月2日 
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西日本新聞 平成30年7月4日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

大分合同新聞 平成30年7月13日 
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大分合同新聞 平成30年7月27日 

第13回食育推進全国大会inおおいた 新聞記事 

読売新聞 平成30年8月20日 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

●アンケート有効回答数：2024枚 

回答者について 

■性別 

■職業 ■住所 

■年齢 

●住所内訳（大分県外） 

東京都 50 

宮崎県 44 

福岡県 23 

福島県 23 

茨城県 15 

長崎県 14 

熊本県 9 

岡山県 6 

兵庫県 5 

佐賀県 3 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

■Q1. 今回の食育推進全国大会の開催を何で知りましたか?(複数回答可)  

通りがかり 78 

歩得 66 

小学校プリント 26 

食改で 20 

通勤途中に 18 

職場が会場付近なので 16 

子どもが通っている学校が出店するため 12 

NPO食育インストラクター協会より 11 

対馬市食育推進科さんのすすめで参加 9 

食推 6 

近所にすんでいたので 5 

学校給食会から 3 

ホルトホール大分 2 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

■ Q.2-1 「食育推進全国大会」にご来場 
いただく前から食育に関心はありましたか?  

■Q.2-2 Q.2-1で関心がなかったとお答え 
 の方 → 今大会に参加して「食育」に関心が 
 持てるようになりましたか?   

■Q.3-1 「食育」の意味をご存知でしたか?  ■Q.3-2 本大会に参加して、今後どのように「
食育」に取り組みたいと思いましたか?  

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

■ Q.4-1 現在のご自身の食生活について 
どうお考えですか?  

■Q.4-2 現在、食事バランスガイドを参考に 
した食生活をしていますか?  

■Q.4-3 今後、ご自身の食生活について 
どのようにしたいと思いますか?  

■Q.5本大会に参加して、食文化や地産池消に 
関心が高まりましたか?  

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

■ Q.6 本大会に参加して、いつもと違った 
メニューの料理を作りたいと思いましたか?  

■Q.7-1 地域の特色を活かした魅力ある農林水
産物・食品(地域産品)を日頃どの程度購入して
いますか?  

■Q.7-2 来場をきっかけに「地域産品」に 
対する意識は変わりましたか?  

■Q.8-1 本日のイベントはお楽しみいただけま
したか?  

実際に購入するか 
は分からない 4% 

あまり購入したい 
とは思わない 0% 

特に意識は 
変わらなかった 
3% 

第13回食育推進全国大会inおおいた 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 大会アンケート 

アンケート結果 

■ Q.8-2 本大会で、有意義だったと思うブース展示やイベント(講演・ステージ)について  

子ども屋台選手権 189 
葛西選手の講演 120 
平野レミさんのトークショー 98 
豊漁豊作大くじ大会 56 
お茶の入れ方が参考になった 45 
ロングテーブル 35 
開会式 25 
コープおおいた 22 
キッチンスタジオに参加できた事が新たな勉強になりました 20 
カゴメブース 18 
色々なブースがあり日頃気付いていないことにふれる事ができて良かったです。 15 
すべて色んなメニューなどおしえてもらい良かった 12 
駅前での大分の産品のマルシェ。駅前での高校生の新作メニュー。 11 
親子で楽しめるブースもあって良かった 8 
お神楽がとても良かったです 3 
季節のすごろく 2 
給食の歴史など 2 
郷土料理展示 2 
D-17 検定があるのを知らなかった。とても身近で役に立ちそうだと思った。 1 
県内だけでは体験できないブースもあって勉強になった 1 
子どもが体験できるものがいろいろあってよかったです。 1 
こんぶ 1 
時間がなくて皆見る事は出来ませんでしたけど、イベント・展示良かったんではないかと思います。 1 
地元食材を使ったブース。大麦の展示 1 
消費者庁のブース 1 
シンポジウム「食育って何ですか？」竹下先生のお話し（本もよみました）も良かったですが、それ以上
に時松さんの話しは良かったです。 

1 

食育クイズはおもしろかった 1 
食事がおいしかった 1 
ホルトホール301での食事のバランス、食材のカルタ、アミュプラザでの健康チェックがとてもいい機会
になりました。 

1 

大会議室にてのシンポジウム。食べて学ぶ日本の文化。 1 
いろいろな体験 1 
体験ゾーン全般 1 
正しく知ろうスポーツ栄養・高齢者のための栄養・食生活について 1 
短大のメニュー、カロリー計算など（ホルトホール3F） 1 
小さい子どもをつれて参加ができて良かったです 1 
茶飲みくらべ→福岡や鹿児島が有名だけど大分の茶もとてもおいしいのでブランド化していけば良いと思
います。 

1 

うどん作り体験 1 
南高梅の梅ジュース作り 1 
平山先生の50°洗い低温蒸し。食材の扱いに注意して今も50°洗いをしていますが、これを続けて健康に
注意して行こうと思います。 

1 

ブリなどの魚介類に子供が喜びました 1 
プリン 1 
別府大学のイベント 1 
干ししいたけのブース 1 
本物の牛と娘が触れ合えた 1 
豆つかみ 1 
こうじ屋の浅利さんのお話し 1 
良かったのでもっとイベントをしてほしい 1 
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アンケート結果 

■ Q.9 食育を推進するにあたり、どのような課題を感じていますか?  

栄養のバランス 153 
子供の頃から食に対する意識をもたせる 107 
時間がなくて料理が作れない。食事の時間 90 
若い世代、無関心層への働きかけ 83 
朝ごはんをあまり食べてくれない 20 
大人への食育→機会が少ない 10 
大人達への周知 10 
カロリー 8 
食育を学校ですべき 4 
たべすぎないように気をつけたい 3 
言うは易く行うのは難しいです。昔の食事に戻れればよいのですが 1 
意識を高める 1 
忙しいお母さん方が多く、食がどんどん簡単化していること。添加物の多い加工食品が多いこと 1 
もっと色々と勉強したい 1 
売っている物の改善、日本の添加物など 1 
栄養面、カロリーなどをバランスよくとれるように、これからもう少し考えて作りたいと思いました。 1 
大人はもうダメなので、子どもに向けるイベントがいいと思う。 1 
親である大人が自ら意識を高く持つことが重要と思いました。 1 
偏りがちな食事になりやすく、年をとると手間のかかる事はしたくなくなる 1 
学校等で子どもたちは学ぶ機会が多いイメージがあるが、大人が学ぶ機会は少ないと思う。このようなイベントを今
後も継続してほしい 

1 

国のルール、制度 1 
減塩、添加物とりすぎなど 1 
現在の若い人はあまりにも出来あいに頼ってる気がします 1 
子どもたちの食に対する興味をどうもたせていくのかを親としても考えたい 1 
言葉では知っていても、なかなかしっかりとはできていないので、今後は少しでも意識できればと思います。 1 
0才〜2才の方と一緒にしてくれる講師をさがしている 1 
時間、仕事 1 
まず自身を整えること 1 
自分の体は自分の食べた物で出来ているという事を親子でまなぶ場がほしい。病気にならないと気にしない人が多い。 1 
自分の身を守る大切な事だと思っています。ありがとうございました。 1 
市民にもっとわかりやすく冊子とかくばればよいのでは？少し分かりづらいかも 1 
食費が上がる、手間がかかる 1 
食品に関する情報をどこで得るのが一番信頼できるか 1 
食欲がない人にどう食べさせるか（老人、子供） 1 
生活時間と食事 1 
摂取量の把握の仕方 1 
どれもよかったです。全部まわりました。 1 
楽しむ 1 
もっとみんな楽しめたらいいと思う 1 
食べさせてみて実感すること 1 
食べる事に対するありがたさを教える難しさ 1 
作る時間の確保 1 
手軽な食品に手がいきがちですが、スローフードを見直していきたい 1 
手探りで何をすればわからない点と個人で進められる事には限界があると感じています。 1 
取り組み方がよく分からない 1 
テレビ等でダイエットの番組ばかりが多すぎる 1 
年代に関係なく健康の為に食を真剣に考えていってもらえる様にしていく 1 
農育からの取り組みを考えている。いかに安心安全な野菜を育て、それを用いての食事に向けて 1 
農業→農法について本来の農法（自然、無肥料、無農薬）が一般に浸透し、普通に事前の農作物が手に入る仕組みと
本来日本人が摂るべき食事法の習慣化をすすめること 

1 

農水省の一部職員の心のこもっていない業務対応・態度、心して業務に臨むべきです。 1 
働くお母さんが増えた為か、子供の食生活が偏っていると思います。 1 
早寝早起き、朝ごはんを小学校低学年から 1 
日頃から目にすることができるよう機会をどんどん増やしてほしいです 1 
一人暮らしの学生、特に大学生などの若い世代はコンビニなどで食事をすませることがあるので、そういった人たち
にバランスの良い食事を提供できる場所があればと思う。 

1 

一人で食事をとる家庭も多い 1 
孫。食の作りほめてならっている 1 
オーガニック野菜の価格 1 
私は対馬市より遠い場所から来ましたけど、来たかいがありました。目で見て耳で聞き良かったと思いました。 1 
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アンケート結果 

■ Q.10 次回の食育推進全国大会に期待すること、改善すべきこと  

もう少し涼しい時がいいです。もっと日陰が欲しい。 20 

もっと地元テレビやラジオでイベント告知があればと思います 18 

また大分にきてください。 12 

また九州でして下さい 10 

時間延長 6 

安全はもちろんだが、成人病にどのくらいの量をどのくらい食べると良いかとか、あきない料理方法 1 

案内図の充実。展示会場に案内図がもっとあると嬉しいです。（特にホール内とか...） 1 

大人はもちろんですが、若いお母さん、子どもたちが楽しく参加できるような大会にしてほしいです 1 

親子で体験できるブースの充実と若者が参加体験できるブースが欲しいと思います。 1 

会場も広く、それぞれのブースにて楽しめました。関係者の皆様にはお疲れ様でした。 1 

過疎地での生活につながる様な物の発掘 1 

ホルト側にも食事コーナーを作って欲しかった。半々とかが良いのでは？ 1 

国主導の部分をへらし、地元主導でするべきだと思う！ 1 

健康に大切な食事のあり方、仕方。夜遅くまで働くひとの食生活のあり方 1 

広報が足りない 1 

子どもが遊べる広場があったら嬉しいです 1 

この様な子どもが体験して参加できるイベントはとても有意義だと思っています 1 

今回のままで十分です 1 

もう少し種類があったほうがいいかなと思いました。 1 

食事スペースをもう少し広くお願いします 1 

整理券をくばっているブースは配布済みなどの表示を大きくしてはいかがですか？ 1 

席の数が少ない。イスの間隔(後ろとの)がせまいので広くして欲しい 1 

この大会開催の情報が浸透していない。※行政が民間団体をもっと利用すべき 1 

小さいイベントでもいいので各地で毎年やってほしい 1 

続いてほしい 1 

デザイン 1 

パンフレットの内容が会場にくるまでHPしかなかったので、学校等で配布してほしかった。会場図が欲
しい。 

1 

ブースに番号を掲示（A-13みたいな）して欲しい 1 

ブースが広くて時間がほしくて全体をみてませんが、自分の食生活を充実していきたいと思います。 1 

もっとブースを増やして欲しい 1 

皆さんの発表大変皆さん良く勉強されてますね。私自身でも大変勉強になりました。ありがとうござい
ました。 

1 

とっても良いです 1 
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第13回食育推進全国大会大分県実行委員会設置要綱 

  

（名称） 

第１条 本会は、第13回食育推進全国大会大分県実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、平成30年度に開催する第13回食育推進全国大会（以下「全国大会」という。）を

円滑に開催することを目的とする。 

（協議事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 （１）全国大会の総合企画に関すること 

 （２）全国大会の開催および運営に関すること。 

 （３）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（構成） 

第４条 実行委員会は、別表１に掲げる団体及び組織の役職員をもって構成する。 

（役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

   会長  １名 

   副会長 ２名 

   監事  ２名 

 ２ 会長は、大分県知事をもって充てる。 

 ３ 副会長及び監事は、委員の互選により選出する。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 ３ 監事は、会計を監査する。 

（企画委員） 

第７条 実行委員会に、企画委員を置く。また、必要に応じ委員とは別にオブザーバーを置くことができ

る。 

 ２ 企画委員は、実行委員会の事業計画及び事業の円滑な推進方策について企画委員会を開催して、検

討し、実行委員会に提言する。 

（任期） 

第８条 会長、副会長、監事及び委員の任期は、実行委員会が設立された日から第12条の規定により解散

する日までとする。 

（会議） 

第９条 実行委員会の会議は、会長、副会長、監事及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を議

決する。 
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第13回食育推進全国大会inおおいた 実行委員会設置要綱 

（１）実行委員会設置要綱の制定及び変更に関する事項 

 （２）全国大会の基本方針に関する事項 

 （３）事業計画及び予算に関する事項 

（４）事業報告及び決算に関する事項 

 （５）その他必要な事項 

 ２ 会議は、必要に応じて会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 

 ３ 会議は、会長が議長を務める。 

 ４ 委員が会議に出席できないときは、委員の所属機関又は団体から代理人を出席させ、又は議決権の

行使を委任することができる。 

 ５ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

 ６ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。 

 ７ 会長が必要と認めたときは、委員に対し、書面により意見を求め、その回答をもって会議の審議に

代えることができる。 

 ８ 前項の規定に関わらず、会長は、緊急を要するときは、会議で審議すべき事項を専決することがで

きる。なお、専決した事項については、次の会議に報告するものとする。 

（事務局） 

第10条 実行委員会の事務を処理するため、大分県生活環境部食品・生活衛生課に事務局を設置する。 

（経費） 

第11条 実行委員会の経費は、負担金及びその他収入をもって充てる。 

（解散） 

第12条 実行委員会は、第２条の目的を達成した後、速やかに事業報告及び決算報告を行い、解散する。 

（残余財産） 

第13条 全国大会終了後、残余財産がある場合は、大分県に帰属するものとする。 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成29年7月31日から施行する。 
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委　員
1 学校法人 岩尾昭和学園　昭和学園高等学校 　　校　　 　長    　 　 山本　省悟／岡崎　浩晴

2 大分県立宇佐産業科学高等学校 　　校　　 　長    　 　 三代　順一　

3 大分県立大分東高等学校 　　校　　 　長    　 　 甲斐　良治

4 国立大学法人 大分大学（教育学部） 　　教　　 　授　   　 住田　実

5 学校法人 後藤学園　専門学校 国際調理フラワーカレッジ 　　校　　 　長　  　 河野　成美

6 学校法人 後藤学園　楊志館高等学校 　　校　　 　長　   　　 髙橋　正直

7 学校法人 城南学園  福徳学院高等学校 　　学　校　長      　  坂田　一郎 

8 学校法人 扇城学園　東九州短期大学 　　学　　 　長   　　　 梅高　賢正

9 学校法人 扇城学園　東九州龍谷高等学校 　　学  校  長      　  宇都宮　俊一

10 学校法人 田北学院 　　学  校  長      　  津田　剛

11 学校法人 別府大学（食物栄養科学部） 　　学　　　 長   　　　 佐藤　瑠威

12 別府大学短期大学部（食物栄養科） 　　学　 　　長   　　　 仲嶺　まり子

13 別府溝部学園高等学校 　　校　 　　長    　 　 佐藤　清信

14 別府溝部学園短期大学（食物栄養学科） 　　学　 　　長   　　　 溝部 　仁

15 一般社団法人 大分県医師会 　　会　 　　長　　　　 近藤　稔

16 公益社団法人 大分県栄養士会 　　会　 　　長　　　 　 安部　澄子／土谷　洋子

17 公益社団法人 大分県看護協会 　　会　 　　長　　　 　 竹中　愛子

18 一般社団法人 大分県歯科医師会 　　会　 　　長　　　 　 長尾　博通

19 社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 　　会　 　　長　　　　 髙橋　勉／草野　俊介

20 公益社団法人 大分県薬剤師会 　　会　 　　長　　　 　 安東　哲也 

21 大分県学校栄養士研究会 　　会　　　 長 河野　富久美／佐藤　由美子

22 公益財団法人 大分県学校給食会 　  理  事  長 若杉　正幸／木津　博文

23 大分県高等学校教育研究会家庭部会 　　会　　 　長   　 　 江藤　義／吉野　昭子

24 大分県高等学校教育研究会農業部会 　　会　 　　長　　　 　 甲斐　良治

25 大分県国公立幼稚園・こども園会 　　会　 　　長　　　 　 武津　智美／伊藤　浩

26 大分県小学校長会 　　会　 　　長　　　 　 山岡  聡／堤　郁夫

27 大分県私立幼稚園連合会 　　会　 　　長　　　 　 土居 孝信 

28 大分県中学校長会 　　会　 　　長　　　 　 小野  精一／藤沢　純一

29 大分県認定こども園連合会 　　会　 　　長　　　 　 正本　秀崇

30 大分県PTA連合会 　　会　 　　長　　　 　 疋田　啓二

31 大分県保育連合会 　　会　　 　長　   　　 佐藤　成己

32 おおいたAFF女性ネットワーク 　　会　　 　長　　   　 下川　愛子

33 大分県牛乳協会 　　会　　 　長　　　 古山　信介

34 大分県漁業協同組合 　代表理事組合長　　山本　勇

35 大分県椎茸農業協同組合 　代表理事組合長 阿部　良秀　

36 株式会社 大分県畜産公社 　代表取締役専務 坂本　美智雄

37 大分県農業協同組合 　代表理事理事長　　 穴見　修一／力德　昌史

38 大分県農業協同組合中央会 　　会　 　　長 二宮　伊作

39 大分県野菜・果実消費拡大推進協議会 　　会　 　　長　　　 　 高野　久雄／川野　英明

40 「The・おおいた」ブランド流通対策本部 　　本　部　長　　　 中島　英司　

41 一般社団法人 大分学研究会 　　代 表 理 事     　 楢本　譲司

42 大分県食生活改善推進協議会 　　会　　　 長 荷宮　みち惠　　

43 大分県生活学校運動推進協議会 　　会　　 　長　　　  小野　ひさえ

44 一般社団法人 大分県地域婦人団体連合会 　　会　　 　長　　　  後藤　ミツノ／安部　志津子

45 大分県生活協同組合連合会 　　会 長 理 事 　 　  青木 博範 

46 公益社団法人 大分県物産協会 　　会　　　 長　　   赤松　健一郎 

47 九州旅客鉄道株式会社 　　大 分 駅 長 沓掛　和弘／下村　直己

48 株式会社 JR大分シティ 　代表取締役社長　　関　信介／津髙　守

49 公益社団法人 ツーリズムおおいた 　　会　　　 長　　　 幸重　綱二

50 大分県商工会議所連合会 　　会　　　 長　　　　　姫野　淸高／吉村　恭彰

51 大分県商工会連合会 　　会　　　 長　　　　　森竹　治一

52 一般社団法人 大分県食品衛生協会 　　会　　　 長　　　　　小手川　励人

53 大分県食品産業協議会 　　会　　　 長　　　　 田口　芳信

54 おおいた食品産業企業会 　　会　　　 長　　　　　小手川　強二

55 株式会社 エフエム大分 　　取締役社長　　　　　丸山　健

56 大分朝日放送株式会社 　　報道制作局長　　 草場　淳

57 大分ケーブルテレコム株式会社 　代表取締役社長　  中谷 博之

58 大分合同新聞社 　取締役編集局長　　　　佐藤　政昭／小田　圭之介

59 株式会社 大分放送 取締役報道制作局長羽田野　哲彦

60 株式会社 テレビ大分 取締役報道制作局長　　　林　泰江

61 日本放送協会大分放送局 　　放 送 部 長　　　　佐藤　雄二／小川　和男

62 大分県 　　県　知  事  　     広瀬　勝貞

63 大分県教育庁 　　教　育　長　　　 工藤　利明

64 大分県市長会 　　会　　　 長　　　　　佐藤　樹一郎

65 大分県食育推進会議 　　会　　　 長　　　　　林　浩昭

66 大分県町村会 　　会　　　 長　　　　　藤本　昭夫

67 大分市 　　市　　　 長　　　　　佐藤　樹一郎

68 九州農政局 　　局　　　 長　　　　　金丸　康夫／石井　俊道

第13回食育推進全国大会　大分県実行委員会名簿　（※連名は交代があった委員）
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第13回食育推進全国大会inおおいた 会議の開催について 

第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 

全体会議・企画委員会等の開催について 

  

１ 第13回食育推進全国大会企画委員会準備会 

  日 時：平成29年6月5日（月）14:00～16:00 

  場 所：大分県庁新館131会議室 

  議 事：・第13回食育推進全国大会大分県実行委員会設置要綱（案）について 

      ・過去の開催事例について 

      ・今後のスケジュールについて 

 

２ 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会企画委員会 第1回会議 

  日 時：平成29年7月18日（火）14:00～16:00 

  場 所：大分県庁新館133会議室 

  議 事：・第13回食育推進全国大会実行委員会について 

      ・会場ゾーニング案 

      ・ターゲット 

  

３ 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 第1回会議 

  日 時：平成29年7月31日（月）15:00～16:00 

  場 所：トキハ会館5Ｆローズの間 

  出席者：58名 

  議 事：・会則及び役員承認 

      ・食育推進全国大会について 

      ・大分県大会について 

      ・今後のスケジュールについて 

  

４ 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会企画委員会 第2回会議 

  日 時：平成29年9月25日（月）10:00～12:00 

  場 所：大分県庁者新館131会議室 

  議 事：・企画書素案について 

      ・大会テーマについて 

      ・大会プログラムについて 

  

５ 食育推進全国大会に係る食育推進会議委員との協議 

  日 時：平成29年11月15日（水）14:30～16:30 

  場 所：アイネス大会議室 

  議 事：・第13回食育推進全国大会について 
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６ 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会企画委員会 第3回会議 

  日 時：平成29年12月12日（火）10:00～12:00 

  場 所：大分県庁者新館133会議室 

  議 事：・企画書案について 

      ・平成30年度収支予算案について 

  

７ 食育推進全国大会に係る食育推進会議委員との協議 

  日 時：平成29年12月18日（月）13:00～17:00 

  場 所：大分県市町村会館61会議室 

  議 事：企画書案について 

  

８ 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 第2回会議 

  日 時：平成29年12月22日（金）15:00～16:00 

  場 所：トキハ会館ローズの間 

  出席者：52名 

  議 事：・企画書案について 

      ・平成30年度収支予算案について 

  

９ 食育推進全国大会に係る食育推進会議委員との協議 

  日 時：平成30年2月20日（火）14:00～17:00 

  場 所：J:COMホルトホール大分405会議室 

  議 事：・大会プログラムのブラッシュアップについて 

  

10 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会企画委員会 第4回会議 

  日 時：平成30年5月10日（木）10:00～12:00 

  場 所：大分県庁舎新館133会議室 

  議 事：・大会プログラム 

      ・出展状況 

      ・告知等気運醸成 

  

11 食育推進全国大会に係る食育推進会議委員との協議 

  日 時：平成30年5月17日（木）13:30～15:30 

  場 所：大分県市町村会館63会議室 

  議 事：・推進会議委員の出展等取組について 

 

会議の開催について 
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12 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 第3回会議 

  日 時：平成30年5月24日（木）15:30～16:30 

  場 所：トキハ会館ローズの間 

  出席者：50名 

  議 事：・大会概要 

      ・実行委員会関係出展等状況 

      ・気運醸成に向けた取組 

  

13 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会企画委員会 第5回会議（予定） 

  日 時：平成30年9月25日（火）13:30～15:00 

  場 所：大分県市町村会館61会議室 

  議 事：・第13回食育推進全国大会inおおいた 事業報告 

       ・第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 収支決算（案）について 

  

14 第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 第4回会議（予定） 

    日 時：平成30年10月15日（月）15:00～16:00 

    場 所：トキハ会館ローズの間 

   議 事：・第13回食育推進全国大会inおおいた 事業報告 

       ・第13回食育推進全国大会大分県実行委員会 収支決算（案）について 

 

会議の開催について 



【講演内容等について】 

講演等の出演者の当日の発言内容については、農林水産省および大分県がすべて責任を持つものではなく、また、出展団体の活動等について、施策

上助長しているものではありません。 

【記録画像について】 

掲載写真において、 被写体に個人が特定される画像が含まれているため、 解像度を下げて掲載している頁があることをご了承ください。 

【団体名について】 

本文中では、略称を用いている場合がありますので、ご了承ください。 
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みんなでかたろう食育のすすめ〜うまい!

楽しい!元気な大分〜 

農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 

T E L : 0 3 - 3 5 0 2 - 8 1 1 1     
F A X： 0 3 - 6 7 4 4 - 1 9 7 4  

大分県 生活環境部 食品・生活衛生課 

T E L : 0 9 7 - 5 0 6 - ３０５８     
FAX：０９７-５０６-１７４３  


