
 

令和４年度第２回大分県食育推進会議 当日資料 

 

                日 時：令和５年２月２８日（火）10：00～12：00 

                   場 所：大分県水産会館 5 階 大会議室  

                     ＊参集とオンライン（Zoom）のハイブリット開催 

【次 第】 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１） 次世代へつなぐ食育推進事業の実施状況について（報告） 

  ア おおいた食の日イベントについて（ｐ1～2） 

  イ 朝シャキーン事業について（ｐ3～5、別添） 

  ウ 学校給食食育動画作成事業について（ｐ6～9） 

（２） 食育関連事業について（ｐ10～13） 

３ その他（ｐ14） 

４ 閉 会 

 

【参考資料】 

（１）大分県の食育推進体制（ｐ15） 

（２）大分県食育推進条例（ｐ16） 

（３）大分県食育推進会議運営要綱（ｐ17） 

 

 

 

  

  めじろん 

 



No 分野 団体・役職名 地域 氏名 出欠

1 大分市 宮脇
ミヤワキ

 雅士
マサシ

欠

2 株式会社 成美 豊後大野市 岩切
イワキリ

 知美
ト モ ミ

Web

3
一般社団法人 おおいたOrganic Market

代表理事
大分市 後藤

ゴ ト ウ

 亜紀子
ア キ コ

会場

4 大分市 石
イシ

動
ナイ

 敬子
ケ イ コ

Web

5
社会福祉法人法輪学園

日田市 岩橋
イワハシ

 道
ミチ

世
ヨ 会場

6 大分市 永野
ナ ガ ノ

 智子
ト モ コ

会場

7
オット・エ・セッテ大分

別府市 梯
カケハシ

  哲哉
テツヤ

会場

8 株式会社 久家本店 代表取締役 臼杵市 久家
ク ゲ

 里
サト

三
ゾウ

会場

9 (有)宝いも いもの力屋 代表取締役 豊後大野市 甲斐
カ イ

田
ダ

 八
ヤ

夜
ヨ

子
コ

会場

10 由布市 佐藤
サ トウ

 周二
シュウジ

欠

11 (有)賽屋 代表取締役 日田市 佐々木
サ サ キ

 美
ヨシ

徳
ノリ

Web

12 宇佐市 荷
ニ

宮
ミヤ

 みち恵
エ

欠

13
市町村

（１名）
臼杵市役所 産業観光課
食文化創造都市推進室

臼杵市 堤
ツツミ

 大地
ダイチ

会場

14
生活協同組合コープおおいた

常務理事 宅配事業本部
大分市 後藤

ゴ ト ウ

 秀樹
ヒデキ

Web

15 臼杵市 赤嶺
アカミネ

 祐司
ユウジ

Web

16 たばた牧場 代表 杵築市 田畑
タ バ タ

 修一
シュウイチ

会場

17
一般財団法人 農村商社わかば

竹田市 和田
ワ ダ

 猛
タケシ

Web

18
合同会社FUKUO

フードディレクター、代表
大分市 木村

キムラ

 真琴
マ コ ト

会場

19 農林業自営（しいたけ等） 国東市 林
ハヤシ

 浩昭
ヒロアキ

会場

20 別府大学短期大学部食物栄養科 教授 別府市 海陸
カイリク

 留美
ル ミ 会場

出席 17名（会場 11名･Web 6名） 欠席 3名

以下出席幹事
生活環境部

審議監
渡辺 栃彦

生活環境部 うつくし作戦推進課 佐藤 文彦

生活環境部 食品・生活衛生課
（総括）

菊池 祥子 （事務局）

教育庁 体育保健課
補佐（総括）

秋吉 陽子

地域農業振興課 止 勝幸

地域農業振興課 主幹（総括） （地域農業班）

地域農業振興課 主幹（総括） 前原 美恵子 （安全農業班）

水田畑地化・集落営農課 主任 財前 裕一

九州農政局大分県拠点地方参事官室
総括農政業務

管理官
大倉 啓児オブザーバー

調査・
研究・
情報

（３名）

家庭・
消費

（４名）

学校・
保育所

（２名）

地域・
食文化

（６名）

生産・
流通

（４名）

幹事代理

幹事

幹事代理

幹事



学ぼう！うすきの食（おおいた食の日イベント）報告

イベント概要事業実施状況
６月８日提案競技実施

参加企業数：２社
委託先企業：大分朝日放送株式会社

１１月１３日 参加者数：２１９名
１１月１９日 参加者数：４６名

郷土料理

味噌コース

醤油コース

有機野菜・漬物コース

臼杵煎餅コース
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学ぼう！うすきの食（おおいた食の日イベント）報告 R4.11.13,19 参加者アンケート結果

国の食育基本計画の目標である「月に１回以上、郷土料理や伝統料理を食べ
ていると答えた方」は、国の令和３年度の現状値では、61.7％。今回のアンケート
では、全体の89％と高い数字となった。

「いつも意識している」「時々意識している」を併せると92％の方が、産地や生産
者を意識しているという結果であった。

国の食育推進基本計画（Ｒ３現状値）では、74.8％の方が意識して選ぶと回答

0
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食文化を受け継ぐために必要なこと

（複数回答可、20歳以上、2,447名回答）
男性 女性

（農水省）食育に関する意識調査：Ｒ３．４月
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②食品を購入する際に、産地や生産者を意識して

農林水産物や食品を選んでますか

19才以下 20～39 40～59 60才以上 合計
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③郷土料理や伝統料理等を次世代に受けつくためには

どのようなことが必要だと思いますか

19才以下 20～39 40～59 60才以上 合計
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25

62

45

16
1
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①郷土料理や伝統料理をどのくらいの頻度で食べていますか？

19才以下 20～39 40～59 60才以上 計

36人

35人62人

22人

アンケート回答者年齢構成

19才以下 20～39 40～59 60才以上

１５５名回答
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朝シャキーン事業概要

①子供の朝食欠食率が増加傾向
②特に若い世代（20～39歳）で欠食者が多い

①生活習慣の乱れ
・夕食時刻が遅い
・就寝時刻が遅い
・起床時刻が遅い
・夜の間食が多い

57.3

73.8

94.0

68.8

81.8

94.1

50

100

20～39歳 40～64歳 65歳以上

朝食を毎日食べる県民の割合（％）

男性 女性

H28 県民健康意識行動調査

H30（動画を作成し啓発）
・PR動画を作成し、SNSキャンペーン

R1（具体的な取組を実施）
・大分駅前で県産品を使った朝食

メニューを試験的に販売

・対象とする学生の参加が少ない
・朝食を食べていない人へアプローチできていない

対象者のニーズを知り、対象者にあった効果的なアプローチが必要

青年期（高校生～大学生）

現状

原因

これまでの取組

取組における課題

ターゲット

実態調査実施（R2）

朝シャキーン実行委員会

・若者世代の食生活の課題
や、どのようなニーズがある
のかを調査 （協力校へアン
ケート調査）し、現状を把握。

・R2に学校関係者（高校・大学・専門学校等）、PTA連合、行政（大分市、地
域食育推進連絡協議会）等を委員とし設置。

・年２回会議を開催し、若者世代のニーズ調査や各組織での取組紹介、効
果的な取組について検討。

食育講座（R3）

・食育活動に取り組む学生団体
（県外）から先進事例を聞き、意見
を聴衆

・若者世代の現状、意見を反映させた朝食摂取を促すスタートブック（電子媒体）を分担して作成。
・電子媒体へ誘導するチラシを高校３年生に配布、ポスターを大学や専門学校に掲示。

イベントにてブース出展（R2・3）

・学校ごとの取組について展示物等掲載する
ブースを出展（R2）

・学校ごとに作成した食育媒体を展示するとともに、親子向けの会場に食
育体験コーナーを設け、参加校の生徒・学生が子ども向けの食育活動を
実施（R3）

食育講座・学生による学生向けの啓発活動（R4）

・講座を開催し、そこで教わったメニューを基に同世代向けの簡単朝食メニューを開発。
・農林水産祭で販売し、啓発活動を実施。

食生活スタートブックの作成、配布（R4）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

スター
トブッ

ク
分担
作成

①
検討

②
検討 修正 入稿 確認 完成

配布

大学
等に
発送

私立
高校
発送

公立
高校
発送

啓発
活動

説明
（講座）

試作 イベ
ント

啓発

朝食レシピコンテスト
（R3溝部学園主催）

・食品メーカー等と連携し、店舗等で啓発媒体の設置やイベントを実施。
・大学生とも連携し、大学内や周辺の駅等で街頭啓発も行った。

企業等との連携（R3・4）

朝食を毎日食べる高校２年生の割合（％）

R2 R3 R4
目標 - 89.6 90.2
実績 88.6 90.6 90.6

目標:第4期食育推進計画
学習習慣等実態調査より

高校生（２年生）の朝食摂取率は向上し、各年度の計画目標も達成している。

講座や啓発活動に参加した生徒・学生からは、「あまり朝食を食べる方ではないが、ちゃんと食べようと思っ
た」「他学とも連携して取組を進めていけるといい」といった意識改善がうかがえる声や啓発活動に積極的な
意見が多かった。各学校における取組にも「朝食摂取啓発」を組み込んでもらえており、引き続き「食生活ス
タートブック」等を用いて啓発を行う予定。
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＜令和４年度の取組＞

「食生活スタートブック」作成

若者世代の現状や意見を反映させた啓発媒体を作成。朝シャキーン実行委員会で項
目を検討し、作成ページを分担。作成部会を２回開催し、ページ内容について検討を重
ね、10月に完成。若者世代の目にとまりやすく、活用しやすいよう電子配信も実施中。

項目 分担

朝食の必要性（現状、食べるメリット） 県・地域食育推進連絡協議会

体格、食事量（BMI、１食あたりの目安） 大分市保健所

栄養バランス（主食・主菜・副菜） 福徳学院高等学校

コンビニ利用時の選び方 別府大学短期大学部

必須の調理器具（一人暮らし用） 宇佐産業科学高等学校

食材の保存方法（あまり食材、作り置き） 別府大学

朝食レシピ
（ごはんレシピ・パンレシピ・もう一品レシピ・理想系レシピ）

県
智泉福祉製菓専門学校

啓発チラシ（フローチャート） 別府溝部学園短期大学

当課ホームページ、SNS（Instagram）等で配信スタート（R4.10.14～）
啓発媒体（チラシ・ポスター）を関係機関へ発送、各種イベント等でも配布・啓発中

＊県内高校３年生には全員に、啓発チラシを配布

携帯等で閲覧可能 啓発チラシ（A4両面）

食育講座・農林水産祭での「朝シャキーンブース」出展

食育講座を開催し、そこで学んだメニューを基に学生が簡単朝食レシピを考え、
農林水産祭のブースで販売と啓発活動を行った。

農林水産祭 10月22・23日（土・日）
22日 別府大学短期大学部 「さばカツサラダクレープ」 100食販売
23日 別府大学 「お手軽サンドイッチ」 106食販売
■販売と併せて、「食生活スタートブック」の啓発や食育おもちゃをつかった

子ども向けのゲーム、パネル展示、アンケートを実施。
■別府溝部学園短期大学のブースでも「朝食」について啓発をしてもらった。

食育講座 7月16日（土） 生徒・学生23名参加

講話「食品の衛生管理について」
調理講座「身近な食材を美味しくオシャレに朝食アレンジ！」
講師：ボレロ食堂 店主 篠原健士 氏

講話「朝食の大切さについて」
講師：味の素株式会社 管理栄養士 内山真理恵氏

販売メニューの
レシピも配布
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街頭啓発（株式会社マルミヤストアより啓発品寄附）

おおいた食育ウィークに併せて11月17日に

別府大学駅と大分大学食堂周辺で街頭啓発
を実施
FESの学生にも協力いただき、計800部配布

【配布物】

食生活スタートブック啓発チラシ・啓発品（ポ
ケットティッシュ・野菜ジュース・スープの素等）

食品メーカー4社と連携した朝食イベント

11月20日（日）にトキハインダストリーあけのアクロスタウン店で朝食イベントを開催。
食品メーカー4社（味の素株式会社、味の素AGF株式会社、フジパン株式会社、雪印メグ
ミルク株式会社）と連携し、朝食クイズラリー（アンケート）やチラシの配布を行った。

【朝シャキーン事業関連メディア情報】
・NHKニュース 11月17日放送（昼、夕方）
・TOSニュース 11月21日放送（昼）
・大分合同新聞 10月16日、11月22日掲載
・読売、毎日、西日本新聞 10月16日掲載
・食品新聞（Yahoo!ニュース）11月22日配信
・OBSラジオ 11月29日 生放送

参加者にはお土産も

ごはんレシピカードの作成（食生活スタートブック啓発）

新米の時期に合わせて、ごはんにぴったりな簡単レシピを 料理家 田中みどり氏に
ご考案いただき、3種のレシピカードを作成（片面は食生活スタートブックの啓発）。
農林水産祭等のお米の啓発ブースでも配布を行った。

大分駅デジタルサイネージで放映

11月の「おおいた食の日」「おおいた食育ウィーク」

に併せてポスターを放映。 「食生活スタートブック」
のQRコードを添付し、配信についてもお知らせした。

県立図書館で
ブースを設置中

県立図書館では月ごとにテーマ
を決めて企画展示等を行ってい
る。

R5.2.8～約1ヶ月間

食育ブースを設置し、食に関す
る本とともに「食生活スタート
ブック」大判パネルやレシピカー
ドを設置し、来館者に啓発中。
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学校給食食育動画制作事業（学校給食での地産地消の推進）

給食時間を活用した食育実施例

さつまいも（甘太くん）
を題材にした食育動画の視聴

給食メニューの提供

食育の掘り下げ
校内掲示板によるおしらせ
保護者向けレシピ等の提供

大分県の学校給食の現状

0%
20%
40%
60%
80%

100%

米 牛乳 肉 魚 野菜

学校給食地場産物活用率（食材別）

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

84.2
85.8

94.8

70%
80%
90%

100%

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３

「食育の日」の取組小学校

コロナ感染症の拡大により、飲食店への販売が
低下した県産高級食材の提供があり、毎月１回
の「食育の日」の取組は増加しているが、食材別
では、野菜の活用率は低下

動画視聴予定調査結果（９月実施）：学校栄養士等による回答

＊給食時間に動画を利用して食育を実施することはできるか

＊Ｒ４に動画を作成した品目以外に、動画を作成してほしい品目はありますか

＊自由意見

できる：２６４校

できない：１３校

給食を活用した食育を実施できない理由

「給食時間に動画をながせない（学校の方針）」
「学校での検討が必要。来年度は活用可能」

5
9

4 4

9

4 4

14

5 6 5
動画制作にリクエスト

のあった４６名の学校
栄養士の回答で希望
が多かったもの

＊１０分は長いです。５分程度が良いです。

＊学校あての通知がほしい。通知文書にＱＲコードなどを入れてもらえると、保護
者向けにも情報発信ができる。

＊黙食を実施している。給食室前の掲示で食育を実施していたが、ＩＣＴを活用し
た動画等があるととても助かります。
＊ＣＤやＤＶＤで配布して貰いたい。
＊給食時間中の動画配信は難しいので、１月の給食週間中の集会で活用したい
＊子供達は動画が大好きなので、食に関する指導に大変役立つと思います。

＊コロナ感染症への対策として黙食を実施している。動画を見た後に生徒に意見
や感想を聞くことが難しい。動画だけで完結できるようにしてほしい。

＊年間を通じて使える品目の動画を作成してほしい。１１月に限らず使いたいの
で。

Ｒ5年度 動画の時間については、検討が必要
撮影品目はリクエストも加味し決定

小学校で食育を担当
している学校栄養士
を中心にアンケートを
実施

（今回のアンケートを受けて、Ｒ４年度も動画が１０分程度になる場合は
二部構成にし、途中で視聴を止めても利用できるよう編集した）

＜動画を活用した食育の実施について＞
学校給食を利用した食育を推進するため、給食で日常的に使用で

きる県産品５品 について、１品 ５ １０分程度の動画を作
成。給食での県産品の提供に合わせ視聴を行うことで、食育に取
り組む小学校を増やし、地場産物の活用率向上や食文化等につい
ての理解促進を図る。

有効回答数：６６件 給食セ
ンター所属の学校栄養士の
回答有り
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学校給食食育動画配信の周知及び動画の概要等

＊１１月以降の給食で使用することを想定し、撮影期間は、約半年。１１月の食育ウィークにあわせてYouTube配信を開始
＊令和４年度は、６ の栄養教諭研修会で周知するとともに、１１ には、学校 あてに 育動画の配信のお知らせを った。
＊１月２６日に行われた学校給食振興大会で教育庁体育保健課から動画配信について周知した。

学校給食食育動画制作事業（学校給食での地産地消の推進）

7



学校給食食育動画制作事業（学校給食での地産地消の推進）
動画活用調査結果（２月実施中）：学校栄養士等による回答

＊動画を利用して食育を実施しましたか

＊YouTube配信について
今の子どもたちには、身近な手段で良かった
現場の教員の負担になるので、データで配付してほしい

＊５分～１０分という時間が使いやすかった
＊授業や給食などでは活用が難しく、全校集会での利用となった
＊動画を見た後、家に帰って保護者と今度買いに行こうという話ができた

活用した方の意見

＊身近な食材がなく、利用しなかった（市の食材がなかった）
＊動画があることを知らなかった
＊給食の時間に動画を見るようになっていない
＊今年度は使えなかったが、次年度は使用したいと思っている
＊１０分を超える動画は、少し長い
＊動画を見る時間の確保が難しい

活用しなかった方の意見

＊給食時間以外での活用方法、追加の活動

令和５年度の撮影品目候補

令和４年度の撮影場所

＊保健給食集会の児童発表に活用した
＊地域の農産物を学ぶための長期休暇中の課題として活用した
＊全校生徒が参加したお魚料理教室で活用した
（大分県水産養殖協議会、県南部振興局、市水産課等が参加）
＊調理実習の時間に、使用する食材を学ぶために活用した

16

13

動画の使用

使用した 使用していない

0
2
4
6
8

10

使用品目

＊自由意見
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（１）次世代へつなぐ食育推進事業の実施状況について

　ウ　学校給食食育動画作成事業（事前資料ｐ１～３）に対する質問・意見等

番号 質問・提案者 回答所属 回答

1 和田委員

動画の作成については、企画提案競技を実施、７社から参加申込がありま
した。
事前審査を通過した４社について１０分間のプレゼンテーションを行ってい
ただき、外部審査員を含む５名の審査員により審査していただいた結果、株
式会社トスプロに委託しています。

2 木村委員

3 田畑委員

4 石動委員

現在、学校で食育に取り組んでいただいている栄養教諭の方に、事業実施
後のアンケートをお願いしています。
すべての回答をいただいたわけではありませんが、使用した感想等もいた
だいています。
→資料p８

5 後藤（亜）委員
当事業は、給食での地産地消を進めることを目的にしていますが、この動
画をきっかけとして、地域の食や食文化にも興味を持ってもらえるよう内容
を工夫していきたいと考えています。

令和４年度第２回食育推進会議事前質問・意見一覧表（１）

質問・提案等

動画作成大賛成です。ただ「こどもだまし」な内容にならないように、作成にあたってはきちんとコストをかけて、しかるべき人に依頼して作成した
方が良いと思います。

食品・生活衛生課

農水産物に偏ってる。畜産（牛・豚・鶏・養鶏）やできれば醸造まで取り入れて給食に入っている食材を網羅した上で給食を通した地産地消を学
べる動画にしていただきたい。農水産物に偏らざるをえない場合はその理由を教えていただきたい。

給食時間を利用した食育の実施を考えて作成しました。生産現場を５分と
いう短い時間でまとめるため、畜産分野をどうまとめるのか。飼育の現状を
見た直後に、実食することを考えると、現場の栄養教諭に負担がかかりす
ぎるのではないかという迷いもあり、１年目は農水産物となりました。２年目
の品目リストにも畜産物を上げていませんが、委員の意見も参考に作成品
目について委託先と協議を進めていきたいと考えています。特に、牛乳に
ついては本事業の中で取り上げていきたい品目と考えています。

牛乳や牛肉についても動画を作ってほしい。

給食のメニューと動画とがリンクして、子ども達が地元の食材について興味を持つきっかけとなる素晴らしい取り組みだと思います。

各小学校に動画を配布することにより、食育の日をはじめ、食育への取り組みが県内全体でカリキュラムとして統一されることで、先生や給食担
当の方などの食育活動の準備時間が減り、学校側としては負担が軽くなったのではないかと考えますが、実際にそのような声は届いているので
しょうか？

食育活動がしたくても、実際には日々の業務で手が回らない、食育はどうしても後回しになってしまう、という小学校の現場の声もあることを伺っ
ております。子ども達が食を学べる時間がどの小学校でも平等にあってほしい、と感じています。

故郷のことを誇りにも思える内容みてなればとても良い取り組みだと思いました。
食べ物はどこで誰はどんな風にどんな思いで作って誰が料理して口に入るのか知る機会を持つと感謝出来るし想像力が広がると思います。
それに加えて、食べ物の産地になる地理的文化的歴史的背景も加えて説明することが風土を理解する上で大事だと思います。最終的に食べ物
は全ての教科に結びつくと思います。学校での学びはもちろん発展的な展開に繋がるような動画だといいなと思います。豊後風土記も取り上げ
てほしいです。
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R4年度食育関連事業一覧 R5.3.31見込

項目名
指標・実績

（上段：目標、
 下段：実績）

項目名
指標・実績

（上段：目標、
 下段：実績）

５．５（％） 2

５．２（％） 2.2

- 6

- 11

- -

- -

2

2

3

9

60% 2

100% 2

3% 56

5.9% 56

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

9
２　魅力あふれる”地域の
食”づくり（地域での取組）

(1)地産地消の推進 B R4 大分県 993 おおいた食の地産地消推進事業
①県産食材の利用促進
②若年層への地産地消の意識づけ

・カボスの生産振興ならびに流通改善及び宣伝による消費の拡大に関する事
業
・有名料理家を講師としたかぼす料理教室（8～9月　1回）
・調理師専門学校や教育機関（幼稚園、高校、大学）等と連携したかぼす料理
教室の実施

- -

農林水産部 地域農業振興課

農林水産部
おおいたブランド推進

課

①県産食材を利用した料理を提供する飲食店の情報発信
②地産地消商品開発コンテストの実施

- -

8
２　魅力あふれる”地域の
食”づくり（地域での取組）

(1)地産地消の推進
A
継

28

大分県
カボス
振興協
議会

3,250
The・おおいたブランド流通販売戦略
推進事業
（カボス振興対策）

県を代表する産品の「大分かぼす」を全国にＰＲし、需
要拡大を図る（カボス振興協議会負担金）。

福祉保健部 健康づくり支援課

7
２　魅力あふれる”地域の
食”づくり（地域での取組）

(1)地産地消の推進 B H17 大分県 1,883 生きる力をはぐくむ食育推進事業

子どもたちに望ましい食習慣と自己管理能力を身に付
けさせるため、学校、家庭、地域が連携しながら食育
の推進を図るとともに、地場産物を活用するなど、安
全・安心な学校給食の提供を目指す。

・第63回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会の大分県開催
・栄養教諭を活用した学校教育活動全体での食育の推進
・学校、家庭及び地域と連携した食育の推進
・地場産物を活用した学校給食をとおした食育推進
・食育推進、衛生管理や食物アレルギーに関する研修会の開催
・安全・安心学校給食対策事業
・学校給食地場産物活用促進事業

- -

- -大分県 800 生涯健康「元気な食卓」推進事業

教育庁 体育保健課

・消費者を対象とした食品表示や食物アレルギー等に関する研修会の実施（3
回）
・夏休み親子食の安全・安心教室の実施（20組）

・新規事業者や新任者を対象とした食品適正表示基礎講習会の実施（1回）
・食品衛生責任者更新講習会における講習の実施（14支部×4回）

消費者等の理解度向上割合

不適正表示件数

食生活改善推進員の特性を活かし県産品を活用した
調理実習などを行い、生涯健康「元気な食卓」の普及
と実践の定着化を図る。

食生活改善推進員により、第二次生涯健康県おおいた21の目標達成に向け
た普及啓発と伝承料理の調査研究の中からテーマを選択し、県下において創
意工夫して実施する。

6
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(3)生涯を通じた食育の推進 B H14

大分県 1,715
食の安全・安心推進事業
（食の安全確保対策）
（食の信頼性確保対策）

食品の安全・安心に係る消費者向けの研修会や食品
関連事業者と消費者を対象としたリスクコミュニケー
ションの実施により、食の知識や安全性に関する相互
理解を深める。

食品関連事業者を対象に、適正表示に関する理解を
深める講習会や適正表示相談会を実施し、適正表示
推進者の育成を図る。

5
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(3)生涯を通じた食育の推進
A
継

H17

R2 大分県 3,250 住民参画型介護予防継続支援事業
専門職と連携しながら地域の高齢者が主体的に介護
予防活動を継続できるよう体制整備する。

福祉保健部 高齢者福祉課

食育推進会議開催回数

（１）住民参画型介護予防推進検討委員会の開催（年４回）
（２）介護予防多職種連携推進会議・研修会の開催（年３回）

- -

大分県

推進地域における中等度・高度肥満傾向児出現
率（％）

身体計測等によるデータに基づいた実態調査
（回）

担当課

食育体験ツアー実施回数

福祉保健部 こども・家庭支援課

生活環境部 食品・生活衛生課

消費者等を対象とした研修会の開催回数

食品表示適正化に向けた普及啓発回数

- 朝食の無料提供を行う小中学校数4,431 子どもの朝食支援事業
小中学生を対象に、関係企業・団体や地域の子ども食
堂と連携して朝食の無料提供を行い、子どもの基本的
生活習慣の定着や食育の推進を図る。

モデルとなる小・中学校の希望する児童・生徒を対象に朝食の無償提供を行
い、子どもの基本的生活習慣の定着や食育の推進を図る。

事業のねらい R４事業計画

大分県 2,015 スクールヘルスサポート事業

児童生徒の健康課題の解決に向けて、全体指導によ
る健康意識の改善を引き続き行いながら、家庭と連携
して、個に応じた対策を進めることで、生涯にわたる健
康づくりの基盤を形成する。

・モデル地域による事業実施　（モデル地域：日出町）
・健康診断、身体測定等による実態把握
・中等度・高度肥満の児童生徒に対し、医療機関への受診勧奨
・郡市医師会等との連携
・学校内での個別支援計画の作成
・親子すこやか教室の開催
・スクールヘルスサポート事業実践事例集の作成

事
業
番
号

基本的な視点 体系

事
業
種
別

事
業
開
始

年
度

4
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(3)生涯を通じた食育の推進
Ａ
継

R3

1
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(1)乳幼児・児童・思春期にお
ける食育の推進

A
継

R2

2
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(1)乳幼児・児童・思春期にお
ける食育の推進

A
継

R3

3
１　健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組）

(2)青・壮・高年期における食
育の推進

Ａ
継

事
業
主
体

R4
事業費
（千円）

事業名
（個別事業名）

21,499

次世代へつなぐ食育推進事業
（食育のネットワークの構築）
（第４期大分県食育推進計画に基づく
取組）

①⑦地域での食育活動の活性化
②関係者と連携して食育の推進を図る
③～⑥第４期大分県食育推進計画に基づく食育の推
進

①おおいた食育人材バンクの運営
②関係者との連携強化
　・食育推進会議（委員２０名）２回
　・食育推進幹事会１回
　・市町村食育推進状況の情報共有
③高校・大学等と連携した朝食喫食率向上に向けた取組
④県産食材活用や郷土料理の普及（動画作成、キャンペーン）
⑤「えらぶ・つくる・たべる」食育の実体験と情報発信
⑥学校給食食育動画作成事業
⑦世界農業遺産推進事業（食育ツアー）

食育活動参加者数 生活環境部 食品・生活衛生課

2,800

3,477

教育庁 体育保健課

Ｒ４活動指標と実績Ｒ４成果指標と実績

部局

大分県
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R4年度食育関連事業一覧 R5.3.31見込

項目名
指標・実績

（上段：目標、
 下段：実績）

項目名
指標・実績

（上段：目標、
 下段：実績）

担当課事業のねらい R４事業計画

事
業
番
号

基本的な視点 体系

事
業
種
別

事
業
開
始

年
度

事
業
主
体

R4
事業費
（千円）

事業名
（個別事業名）

Ｒ４活動指標と実績Ｒ４成果指標と実績

部局

- -

- -

- -

- -

- 10

- 15

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 170

- 150

250 1

232 1

生活環境部 うつくし作戦推進課

①環境教育アドバイザーの派遣 - 環境教育アドバイザー派遣回数

- -

未来の環境を守る人づくり事業
①環境教育アドバイザーを派遣し、食を含めた環境に
関しての演題等を行い、環境意識の向上を図る。

生活環境部 うつくし作戦推進課

大分県 9,972 GAPを活かす産地育成事業
安全・安心な農産物等の生産や農業生産の経営改善
等を図るため、ＪＧＡＰの認証取得に向けた取組を支援
する。

農林水産部 地域農業振興課

１　JGAP認証取得のための支援
２　ＪＧＡＰ残留農薬検査補助
３　ＧＡＰの理解促進
　・農業者へのＧＡＰの理解促進セミナーの開催
　・ＧＡＰ指導者となる人材育成のための研修費
４　ＪＧＡＰの活かし方見える化事業

ＪＧＡＰ認証農家数（戸） ＧＡＰ啓発セミナー開催数（回）18
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(3)環境と調和のとれた農林水
産業の推進

A
継

R2

①県内のスーパー等と連携し、10月の食品ロス削減月間において、期限切れ
前の食品を購入するようにポスターやPOPを掲示する消費・賞味期限前食品
購入キャンペーンの実施。
②未利用食品を有効活用するための県下一斉フードドライブを実施。
③食品ロス削減に関する推進的な役割を担う者の連鎖を作るための食品ロス
削減推進サポーター制度の推進。

- -16
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(2)環境に配慮した食生活の
推進

A
継

H25 大分県 2,181
3R普及推進事業
（食品ロス削減の推進）

①～③子どもたちを含めた県民への食品ロス削減意
識の醸成を図る。

17
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(2)環境に配慮した食生活の
推進

A
継

H23 大分県 4,148

14
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(1)農林漁業者等による体験
活動の推進

B

農林水産部 森との共生推進室

大分ジ
ビエ振
興協議

会

1,822 大分ジビエ普及推進事業

大分県
椎茸振
興協議

会

1,620 椎茸振興対策事業

しいたけ生産者の技術向上を図るための生産対策や、
消費者との関係強化を図る消費拡大対策を通して、し
いたけ産業の振興を図り、生産者の所得向上に寄与
する。

大分しいたけ食の伝道師による料理教室等の実施（9回）
イベントでの情報提供（全国乾しいたけ振興大会等）

学校給食でのジビエ利用の定着及び食育の推進を図
る。

学校給食でジビエを使用する際に必要となる経費を支援
（ジビエ肉代、教材や講師招聘など食育関連経費）

15
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(1)農林漁業者等による体験
活動の推進

A
特

R3

-

（1）酪農体験教育
・幼稚園、小学校への訪問
・牧場への受入体験　・酪農ツアー 等
（2）酪農イベント
（3）事業実施推進（事業計画の立案、体験準備打ち合わせなど）

- 酪農体験イベント回数（回） 農林水産部
畜産振興課
畜産技術室

農林水産部 林産振興室

大分県
漁業協
同組合

等

3,605 県産水産物流通拡大推進事業

県内消費対策として大分県栄養士会を通じた食生活
改善推進員への魚食レシピの伝達による魚食普及活
動や「おおいた県産魚の日」を活用した県産魚ＰＲ活動
を行い、県産魚消費拡大を図る。

農林水産物 漁業管理課
・市民向けお魚教室の実施
・小中高校での水産料理教室の実施

- -

-

12
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(1)農林漁業者等による体験
活動の推進

B H28

大分県
酪農業
協同組

合

1,582 牛乳消費拡大推進事業
県産牛乳の消費拡大に向け、牛乳や酪農に対して理
解醸成を図るため、酪農体験教育等への支援を実施
する。

13
３　食を育む環境との共生
（次世代へつなぐ取組）

(1)農林漁業者等による体験
活動の推進

A
継

R1

農林水産部
水田畑地化・集落営

農課

11
２　魅力あふれる”地域の
食”づくり（地域での取組）

(3)健康を支える社会環境の
整備

A
継

R2 大分県 5,399
おおいた食の環境整備事業
（うま塩×まず野菜、もっと野菜）

これまでの高血圧対策（うま塩プロジェクト）と野菜摂取
増進の取組（まず野菜、もっと野菜プロジェクト）を兼ね
備えた中食や外食の拡大推進、県民への普及啓発を
通して、食の環境整備を図る。

①「うま塩もっと野菜推進部会」の開催
②健康で美味しい食事を選べる機会の拡充
　・「食の健康応援団」の拡充と普及
　・「うま塩もっと野菜スタンプラリー」利用者の増加
③「うま塩もっと野菜」の推進
　・「うま塩」と「まず野菜、もっと野菜」の一体的な普及啓発による取組強化
　・うま塩もっと野菜レシピのＳＮＳ配信とＰＲ動画の拡散

- -

- -

大分県
農業協
同組合
中央会

福祉保健部 健康づくり支援課

3,105
米麦大豆等生産流通対策事業
（米消費拡大推進事業）

県産米のおいしさや良さを、各種イベント等を通じて広
く県民にＰＲし、更なる家庭用向け消費を喚起するとと
もに、日本型食生活（米飯食）の持つ健康で、充実した
食生活の重要性の周知を図り、県産米の消費拡大に
つなげる。

日本型食生活啓発（以下の取組）を通じて県産米の消費拡大に寄与する。
・県内保育園・幼稚園でのおにぎり教室（20ヶ所程度）
・フードバンクおおいたへの米寄贈（1回）
・県内イベントでの県産米提供（3回、大分県農林水産祭等）
・健康アプリ「おおいた歩得」利用者プレゼントへの県産米の提供（2回分）
・「カフェ＆ダイニングみのりみのる」で新米フェア（来店者へ無料配布）1回）
・大分駅ビル・商業施設などで、デジタルサイネージを活用した広報活動の実
施（3ヶ月間掲載）
・和食フォーラム参加者へ米提供（1回）
・おむすびの日にあわせた地元紙への広告掲載（1回、大分合同新聞）

10
２　魅力あふれる”地域の
食”づくり（地域での取組）

(1)地産地消の推進 B 29

11



（２）食育関連事業について

　令和４年度食育関連事業（事前資料ｐ４～５）に対する質問・意見等

番号 事業番号 事業名 質問・提案等 質問・提案者 回答所属 回答

6 2 子どもの朝食支援事業

朝食の中身の検証も必要ということで過去はその内容もアンケートを取って菓子パンや栄
養補助食品が多く内容の指導も必要という方向性になっていたが前回はそのアンケートは
プライバシーに関わるとしてそこまでしない方針。事業の内容を後退させて課題解決に向
かっていかない姿勢は改善して頂きたい。できる方法を見つけて質を上げてほしい。会議
の意味がなくなってしまう。

後藤（亜）委員 こども・家庭支援課

朝食支援事業は朝食を食べられない児童をターゲットに、朝食を提供を行
うことを目的にしています。食材については、グリーンコープとの協定して無
償で提供いただているため、朝食内容をこちらから指定することはできませ
んが、なるべく子どもの栄養バランスを考えた内容を提供できるようにした
いと思います。

7 7 生きる力をはぐくむ食育推進事業

「栄養教諭を活用した学校教育活動全体での食育の推進」「学校、家庭及び地域と連携し
た食育の推進」とありますが、学校での栄養教諭の先生方の取り組みや、家庭や地域との
連携方法など、給食の時間以外にも、具体的にどのような取り組みが行われているのお伺
いしたいです。

石動委員 体育保健課

栄養教諭は、学級担任等と連携し、家庭科など教科等の時間において、朝
食の大切さや栄養バランスのよい食生活等の指導を行っています。また、
健康課題を有する児童生徒に対し、必要に応じて個別に相談指導にあたっ
ています。
家庭との連携では、食育通信等の発行により、保護者に授業で学習したこ
とを共有したり、食生活の留意点を発信するなどしています。また、長期休
業前に、児童生徒に対し生活習慣等の指導を行い、自身が決めた目標を
実践できているか保護者のコメントをいただくなど、家庭が関わる工夫をし
ている事例があります。
地域との連携では、地元の生産者の方を招いて苦労や経験談をお話して
いただくなどの取組がなされています。

8 9 おおいた食の地産地消推進事業
近年の新潟の取組が活発なので。
新潟ガストロノミーアワード
https://www.niigata-gastronomy-award.jp/

梯委員 地域農業振興課

当該事業では、県産農林水産物の地産地消や消費拡大を図るため、「とよ
の食彩愛用店（地産地消推進店）の推進」および「地産地消商品開発コンテ
ストの開催」に取り組んでいます。
新潟ｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰｱﾜｰﾄﾞは、県観光協会等が主催しており、取組を参考にさせ
ていただきます。なお、現時点では、本県ではこのような表彰は検討してい
ません。

9 10
米麦大豆等生産流通対策事業
（米消費拡大推進事業）

「体系／(2)食文化の継承と発展」とあるが、事業のねらい・計画の中に大分県らしい食文
化の継承と発展について見受けられない。県産品の米提供以外で大分県の「食文化の継
承と発展」に意識した点を教えていただきたい。

木村委員
水田畑地化・
集落営農課

体系の「(2)食文化の継承と発展」を「(1)地産地消の推進」へと変更します。
以前は、小学生への米飯定着への取組や学校給食技術向上会の開催等
で県産食材を用いた和食料理（食文化）の推進を図っていたが、現在は米
提供が事業のメインとなっています。その当時に設定した体系が未修正で
あったため変更します。

令和４年度第２回食育推進会議事前質問・意見一覧表（２）
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（２）食育関連事業について

　令和４年度食育関連事業（事前資料ｐ４～５）に対する質問・意見等

10 17 未来の環境を守る人づくり事業
環境教育アドバイザーとはどんな方向性でどのような指導をするのか知りたい。
本質的な内容まで迫るのか
グリーンビジネスの理論にのっかって話すのかとても責任があると思います。

後藤（亜）委員 うつくし作戦推進課

近年、地球温暖化や海洋プラスチックごみなどの環境問題が深刻さを増し
ている中、環境に優しい製品やサービスの提供、すなわちグリーンビジネス
にも注目が集まっています。
環境教育アドバイザー制度は、環境に関する専門的な知識や活動経験を
持つ環境教育アドバイザーを学校や企業などへ派遣し、あらゆる世代にお
ける環境に関する知識の普及を図ることにより、環境保全活動を通じて地
域を活性化する県民運動「おおいたうつくし作戦」の推進に向けた自主的、
主体的な取組を促進することを目的とした制度となっています。
本事業は、環境に関する本質的な話にも触れますが、まずは環境への関
心が薄い方にも興味を持ってもらえるような、環境学習の初期段階の事業
として位置づけております。

11 18 ＧＡＰを活かす産地育成事業

次世代へ繋ぐ取り組みがJGAPの理解と結びつきません。安全の内容が農産物の品質に
ついて触れられていません。
有機農産物や自然栽培や自然農についての理解を広げないとこれからの農業について生
産者も消費者も選択の幅や自由が奪われます。

後藤（亜）委員 地域農業振興課

　ＧＡＰの取り組みには食品安全の分野だけではなく環境保全や労働安
全、人権保護、農業経営の分野の取り組みも含まれており、持続可能な農
業の実施のためにＧＡＰはとても参考になる取り組みです。
　ただし、ＧＡＰの取り組みは栽培技術を向上させる直接的な効果はありま
せんので、ＧＡＰに取り組むことで農産物の品質が必ずしも向上するとは限
らないものです。

　また、ＧＡＰに含まれる環境保全の取り組みでは有機栽培や化学農薬の
使用量を減らす目的で総合的病害虫・雑草管理（IPM）の推進も含まれてお
り、県内ではＪＧＡＰ認証を取得している農業者で有機ＪＡＳ認証を取得して
いる方もいます。

　ＧＡＰは食の安全・安心に限らず、持続可能な農業のために必要な取り組
みを学習し、実施するための教科書のような位置づけと考えて頂き、有機
農業を行っている農業者を含め、多くの農業者に取り組んで頂きたいと考え
ています。

12 -
食を育む環境との共生（次世代へつなぐ
取組）

次世代へ繋ぐ取り組みの中に生産現場へのアプローチが無さすぎます。
全ての根本的な解決策は現場に子どもを連れて行くだけではなく、食の全ての流れを理解
するためのカリキュラムを丁寧に作るべき。

例えば米作りも田植えと稲刈りだけでやってしまうと「お米ってすごく簡単に出来るんだね」
という誤解を与えている事例もあります。
時間と努力と知恵があって初めて食べ物が手に入ることを実感したら食品ロス農園問題も
解決は根本的なところからできます。
次世代に椎茸やかぼすの販路拡大のアイデアを出してもらう、何がすごいのかもっと知っ
て学んでもらうことが有れば当事者として広報を担う人に育ちます。給食はその意識を育
てる機会でもあります。
部署の取り組みの連携を持って、効果的になおかつ同じ目標をシンプルに掲げる計画を
練ることが必要だと思います。あんまりにも縦割りです。

後藤（亜）委員 事務局

コロナ禍でなかなか生産者から直接お話してもらう機会も制限されていまし
たが、これから制限等も少しずつ緩和されていくと思うので事業の進め方に
ついて検討していく必要があると思っています。
また、動画等を上手に活用することで全ての工程に時間が割けなくても映
像を見てもらうことはできるかと思いますのでその点も工夫して行く予定で
す。
また、部局を超えた連携ということで各地域協議会においても今回いただい
たご意見を共有し、事業に反映させていきたいと思います。

令和４年度第２回食育推進会議事前質問・意見一覧表（３）
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その他の意見・質問等

番号 質問・提案者 回答所属 回答

13 木村委員 事務局
事業を行う際は関連事業を調べて連携できるか検討していきたいと思いま
す。

14 後藤（亜）委員 事務局

弁当の日の実施には、子どもが自分で作った弁当を持参するにあたり、家
庭環境への配慮が必要となることから、県下全域での「弁当の日」の推進
はしておらず、各学校毎の取組となっています。
今回食育推進会議委員の市町村枠は、食文化創造都市に認定された臼杵
市に入ってもらいました。委員以外の市町村でも食育活動に力を入れてい
るところはあるので情報共有を図り、よい部分を県でも取り入れていきたい
と思います。

高齢者の食育も以前までその専門的な活動をされた方がいたので今の現場の様子で課題解決の計画がなされていました。佐伯市の弁当の日
を条例にしたところ10年経ったら料理ができて自立の一歩を踏み出すことができる子どもがたくさん生まれています。大分県の条例に組み込め
ば食育の事業や本当に子どもを育てて行くことが実現できます。先進事例の専門家が会議のメンバーにいないことも問題ではないかと思いま
す。
食育はイベントだけ、講演会だけで実現できるものではなく、日常的に出来るだけ多くの人を巻き込む仕組みを作って何年も継続させて行くこと
で初めて意識を変えることができる取り組みです。
給食はその一つですが、受け身でない取り組みも必要だと思います。

意見・提案等

大分県の食文化や食歴史を学ぶ事業が無い。大分県埋蔵文化センターや市町村歴史資料館等は独自で食のイベントを行っているが、県の食
育事業としても教育委員会（県文化課や各市町村の文化財課等）との連携した事業があると良い。

令和４年度第２回食育推進会議事前質問・意見一覧表（４）
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（大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程に基づきH28.4.1設置）

食の安全確保・食育推進本部会議

食の安全・安心の確保のため及び食育の推進のための総合的な施策を推進する

＜構成＞本部長 ：副知事
副本部長 ：生活環境部長・農林水産部長
本部員 ：企画振興部長・福祉保健部長・商工観光労働部長・教育長・警察本部生活安全部長
事務局 ：生活環境部

食の安全確保・食育推進本部

食の安全確保推進幹事会

食の安全・安心に関する事項及び関係部局
における具体的対策を検討するとともに、関
係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：２２の関係各課室長

食育推進幹事会

食育の推進に関する基本的事項及び関係
部局における具体的対策を検討するととも
に、関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：１９の関係各課室長

食の安全・安心確保に関する情報を共有し相互
理解を深め、施策について意見を表明する

＜構成＞消費者、生産・製造者、流通・販売者の
代表及び学識経験者等

食品安全推進県民会議
（条例に基づきH17.10.1設置）

食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的
な実施を図る

＜内容＞食育推進計画の作成及びその実施の
推進に関する事項の審議

＜構成＞家庭・消費、学校･保育所、地域・食文化、
市町村・県、生産・流通、調査･研究・情報
等各分野の関係者

食育推進会議
（大分県食育推進条例に基づきH28.4.1設置）

施策の提言 施策の提言
施策の提示
情報の公開

施策の提示
情報の公開

大分県の食育推進体制

地域食育推進連絡協議会
（県下６地域）

地域における食育活動の活性化を図る

＜構成＞保健所・振興局・教育事務所・市町村

連携

連携

食の安全・安心マスコット
めぐみちゃん
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○大分県食育推進条例 
平成二十七年十二月二十四日 
大分県条例第五十号 
大分県食育推進条例をここに公布する。 
大分県食育推進条例 
目次 
前文 
第一章 総則(第一条―第九条) 
第二章 基本的施策(第十条―第十八条) 
第三章 大分県食育推進会議等(第十九条・第二十条) 
 
第三章 大分県食育推進会議等 
(大分県食育推進会議) 
第十九条 食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため、食育基本法(平
成十七年法律第六十三号)第三十二条第一項の規定に基づき、大分県食育推進会議(以下「食

育推進会議」という。)を置く。 
2 食育推進会議は、大分県食育推進計画を作成し、及びその実施の推進に関する事項を審

議する。 
3 食育推進会議は、委員二十五人以内で組織する。 
4 委員は、食育に関して知識と経験を有する者のうちから、知事が任命する。 
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
6 委員は、再任されることができる。 
7 前各項に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 
 
附 則 
(施行期日) 
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 
(経過措置) 
2 この条例の施行の際現に作成されている食育の推進に関する県の基本的な計画は、第十

九条第二項の規定により作成された大分県食育推進計画とみなす。 
3 この条例の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、第十九条第五項の規定にかかわ

らず、平成二十九年七月三十一日までとする。 
(大分県食の安全・安心推進条例の一部改正) 
4 大分県食の安全・安心推進条例(平成十七年大分県条例第十九号)の一部を次のように改

正する。 
〔次のよう〕略 
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大分県食育推進会議運営要綱 

 

（目的） 

第１条 大分県食育推進条例により設置された食育推進会議の組織及び運営に関

して必要な事項を定める。 

 

（構成） 

第２条 委員は、次に掲げる分野から知事が委嘱する。 

 （１）家庭・消費 

 （２）学校・保育所 

 （３）地域・食文化 

 （４）市町村・県 

  （５）生産・流通 

  （６）調査・研究・情報 

 

（会長等） 

第３条 推進会議には、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 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。 

 

（会議）  

第４条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見

を聴き、 又は説明を求めることができる。 

３ 推進会議は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

４ 推進会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

（庶務） 

第５条 推進会議の庶務は、大分県生活環境部食品・生活衛生課において処理す

る。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、

別に定める。 

 

 

    附 則 

  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
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