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１ 「食育」推進の担当窓口
「健康」についての窓口《管理栄養士・保健師等が健康面からの食育を推進しています。》
保健医療課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

岐阜保健所

健康増進課

各務原市那加不動丘1-1

058-380-3004

西濃保健所

健康増進課

大垣市江崎町422-3

0584-73-1111

関保健所

健康増進課

美濃市生櫛1612-2

0575-33-4011

可茂保健所

健康増進課

美濃加茂市古井町下古井2610-1

0574-25-3111

東濃保健所

健康増進課

多治見市上野町5-68-1

0572-23-1111

恵那保健所

健康増進課

恵那市長島町正家後田1067-71

0573-26-1111

飛騨保健所

健康増進課

高山市上岡本町7-468

0577-33-1111

岐阜市都通り2-19

058-252-7193

岐阜市健康増進課

「教育」についての窓口《学校教諭等が教育面からの食育を推進しています。》
教育総務課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

教職員課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

教育研修課

岐阜市薮田南5-9-1

058-271-3325

学校支援課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

社会教育文化課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

体育健康課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

教育支援課

岐阜市薮田南5-9-1

058-278-3057

西濃教育事務所

教育支援課

大垣市江崎町422-3

0584-73-1111

美濃教育事務所

教育支援課

美濃市生櫛1612-2

0575-33-4011

可茂教育事務所

教育支援課

美濃加茂市古井町下古井2610-1

0574-25-3111

東濃教育事務所

教育支援課

恵那市長島町正家後田1067-71

0573-26-1111

飛騨教育事務所

教育支援課

高山市上岡本町7-468

0577-33-1111
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岐阜教育事務所

「食農教育」についての窓口《農産物流通課・各農林事務所農業振興課の職員が食農教育を推進しています。》
農産物流通課

岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111

岐阜農林事務所

岐阜市薮田南5-14-53

058-278-0051

西濃農林事務所

大垣市江崎町422-3

0584-73-1111

揖斐農林事務所

揖斐郡揖斐川町上南方1-1

0585-23-1111

中濃農林事務所

美濃市生櫛1612-2

0575-33-4011

郡上農林事務所

郡上市八幡町初音1727-2

0575-67-1111

可茂農林事務所

美濃加茂市古井町下古井2610-1

0574-25-3111

東濃農林事務所

多治見市上野町5-68-1

0572-23-1111

恵那農林事務所

恵那市長島町正家後田1067-71

0573-26-1111

下呂農林事務所

下呂市萩原町羽根2605-1

0576-52-3111

飛騨農林事務所

高山市上岡本町7-468

0577-33-1111
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２ 「食育」推進の関係団体
「岐阜県食育推進会議」の構成委員
岐阜市立女子短期大学食物栄養学科
岐阜県保育研究協議会（公・私）
岐阜県幼稚園教育研究協議会（公・私）
岐阜県小中学校長会
岐阜県高等学校長協会
岐阜県ＰＴＡ連合会
一般財団法人岐阜県子ども会育成連合会
岐阜県学校栄養士会
岐阜県農業協同組合中央会
岐阜県女性農業経営アドバイザーいきいきネットワーク
一般社団法人岐阜県医師会
公益社団法人岐阜県歯科医師会
公益社団法人岐阜県栄養士会
市町村保健活動推進協議会保健師部会
市町村保健活動推進協議会栄養士部会
岐阜県食生活改善推進員協議会
一般社団法人岐阜県調理師連合会
全岐阜県生活協同組合連合会
岐阜県食品産業協議会
岐阜県卸売市場連合会
岐阜県大学保健管理研究会

参考資料
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岐阜県食育応援企業

岐阜県食育応援企業（H29.3現在）
雪印メグミルク株式会社中部総括支店
株式会社明治中部支社
株式会社アクトス
株式会社クレスト
株式会社サラダコスモちこり村
ギトー食品株式会社
飛騨ミート農業協同組合連合会
マックスバリュ中部株式会社
中日本ダイカスト工業株式会社
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近年の社会経済情勢のめまぐるしい変化に伴い、日々の忙しい生活を送る中、私たちは、
毎日の「食」の大切さを忘れがちになっている。人々の暮らしにおいては、食生活をめぐる
環境の変化により、栄養の偏りや不規則な食事が原因となって、肥満や生活習慣病の増加な
ど様々な問題が生じている。
このような状況の下、すべての県民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと豊
かに暮らすためには、
「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
「食」を生み出す「農」
の重要性を認識しながら健全な食生活を実践することができる人を育てる食育を推進する必
要性が高まっている。
食育とは、「食」を通して生きる力を育むことであり、生涯にわたる健全な心と身体を培
い豊かな人間性を育むことは、県民にとって最も大切な願いの一つである。
このため、家庭、学校、保育所、医療機関、農林水産業者、食品関連事業者、消費者団体、
行政機関等食育に関わるすべての関係者が、食育が心身の健康の増進と豊かな人間形成の基
本であることを認識し、相互理解を深めながら、それぞれの立場で食育の推進に努力してい
く必要がある。
ここに、すべての県民の参加と協働により、食育の推進を図り、もって県民の健康で豊か
な生活の確保に寄与するため、この条例を制定する。
第一章 総則
（目的）
第一条 この条例は、食育が心身の健康の増進と豊かな人間形成の基本であるという認識の
下に食育の推進に関する基本方針を定め、並びに県の責務並びに県民、教育関係者、農林
水産業者及び食品関連事業者の役割を明らかにするとともに、食育の推進のための施策の
基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もっ
て県民の健康で豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。
（定義）
第二条 この条例において「教育関係者」とは、教育並びに保育、介護その他の社会福祉、
医療及び保健（以下「教育等」という。
）に関する職務に従事する者並びに教育等に関す
る団体をいう。
２ この条例において「農林水産業者」とは、農業（畜産業を含む。
）、林業又は水産業を営
む者及び農林水産業に関する団体をいう。
３ この条例において「食品関連事業者」とは、食品の製造、加工、流通、販売又は食事の
提供（以下「食品関連事業」という。）を行う事業者及び食品関連事業に関する団体をいう。
（基本方針）
第三条 食育の推進は、食に関する知識及び食を選択する力を習得することにより、県民の
心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。
２ 食育の推進は、伝統的な食文化及び地域の特性に十分配慮した上で、地域と調和のとれ
た食料の生産と消費を目指すことにより、地域の活性化及び食料自給率の向上に資するこ
とを旨として、行われなければならない。
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食育の推進は、県民、関係団体等の自発的意思を尊重するとともに、県、県民、教育関
係者、農林水産業者、食品関連事業者等すべての関係者の連携と相互理解の下に行われな
ければならない。
（県の責務）
第四条 県は、前条に定める基本方針にのっとり、岐阜県食品安全基本条例（平成十五年岐
阜県条例第七十五号）に基づく施策との連携を図りながら、食育の推進のための総合的な
施策を策定し、及び実施しなければならない。
（県民の役割）
第五条 県民は、食育において、家庭が重要な役割を担っていることを認識した上で、食に
関する知識を深めるとともに、家庭、職場及び地域社会において、自ら健全な食生活の実
現を図るよう努めるものとする。
（教育関係者の役割）
第六条 教育関係者は、食育における教育の重要性を認識した上で、あらゆる機会と場所を
利用して、それぞれの分野において、積極的に食育の推進を図るよう努めるものとする。
（農林水産業者の役割）
第七条 農林水産業者は、食育における食料生産の重要性を認識した上で、安全な食料の供
給を行うとともに、様々な体験活動等を通じて、県民の自然の恩恵についての理解や食に
対する感謝の念が深まるよう努めるものとする。
（食品関連事業者の役割）
第八条 食品関連事業者は、食育において、食品の安全性の確保が健全な食生活の基礎であ
ることを認識した上で、食に関する幅広い情報の開示を行うとともに、安全な食品の提供
を図るよう努めるものとする。
（市町村との連携）
第九条 県は、食育の推進に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するため、市町
村との密接な連携を図るものとする。
（国等との協力）
第十条 県は、食育の推進に関して広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地
方公共団体（以下「国等」という。）と協力して、その推進に努めるものとする。
２ 県は、食育の推進を図るため必要があると認めるときは、国等に対し必要な措置を講ず
るよう要請するものとする。
（財政上の措置）
第十一条 県は、食育の推進のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 施策の基本となる事項
（家庭、職場及び地域社会における食育の推進）
第十二条 県は、家庭、職場及び地域社会における食育の推進を図るため、管理栄養士等と
連携しながら適切な栄養管理に関する知識を普及し、食育に関する専門的知識を有する者
を養成し、食に関する理解を深めながら親子で食を楽しむ機会を提供する等により、県民
の健全な食習慣の確立がなされるよう必要な措置を講ずるものとする。
（学校、保育所、医療機関等における食育の推進）
第十三条 県は、学校、保育所、医療機関等における効果的な食育の推進を図るため、栄養
教諭、栄養職員、管理栄養士等を適切に配置し、及び医師、歯科医師等と連携しながら食
と健康に関する知識を更に高めるとともに、教育の一環として積極的に農場における実習
等に取り組み、食料の生産から消費に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うこと等
により、県民の心身の健康を確保するよう必要な措置を講ずるものとする。
（生産者と消費者との交流の促進）
第十四条 県は、生産者と消費者との交流の促進等により、両者の信頼関係を構築するとと
もに、消費者の生産者に対する感謝の念や理解を深めつつ、相互の連携が図られるよう必
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要な措置を講ずるものとする。
（農林水産業の活性化及び農林水産業者への支援）
第十五条 県は、安全な食料の安定的な供給の重要性を認識するとともに、農林水産業の活
性化を図るため、生産基盤の整備を推進し、及び農林水産業者の経営基盤の強化を促進す
るよう必要な措置を講ずるものとする。
（地産地消の促進）
第十六条 県は、それぞれの地域で生産された農林水産物の学校給食における利用の推進等
により、県内で生産された農林水産物が県内において積極的に消費されるよう必要な措置
を講ずるものとする。
（食文化の継承のための支援）
第十七条 県は、地域の特色ある伝統的な食文化の継承を推進し、及び優れた食文化を引き
継ぐための活動を支援するよう必要な措置を講ずるものとする。
（食育の推進に関する普及啓発）
第十八条 県は、効果的な食育の推進を図るため、関係者相互の意見及び情報を交換する会
議の開催等により、その普及啓発を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
（県民の意見の反映）
第十九条 県は、食育の推進のための施策の策定に当たっては、その施策に関する情報を県
民に提供し、並びに県民が意見を述べる機会を設けることにより、その施策の策定の過程
における公正性及び透明性を確保するとともに、その施策が県民の意見を適切に反映した
ものになるよう必要な措置を講ずるものとする。
第三章 施策の推進
（推進体制の整備）
第二十条 県は、食育の推進に関する施策を積極的に実施するための体制を整備するものと
する。
（基本計画）
第二十一条 知事は、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、岐阜
県食育推進基本計画（以下「基本計画」という。
）を定めなければならない。
２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食育の推進に関する目標
二 食育の推進に関する施策の方針
三 食農教育の推進に関する施策
四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する
ために必要な事項
３ 知事は、基本計画を定め、又は変更するに当たっては、県民、教育関係者、農林水産業
者、食品関連事業者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
（年次報告等）
第二十二条 知事は、議会に対し、毎年度、県が食育の推進に関して講じた施策に関する報
告をしなければならない。
２ 知事は、前項の報告を、毎年度、公表しなければならない。
附 則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
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