
 

　

　　　　　

食育の取り組み事例集
地域で食育に取り組もう!

（地域版食育推進計画策定団体・子ども食育応援団活動報告）

～心とからだと地域をはぐくむ食育～

「食」は生きる上での基本です。

「食育」は、「食」を通じて心とからだの健康を養い、人とのふれあいや自然の

恵みへの感謝、地域に伝わる食文化の伝承を通して、心身ともに健康で、豊かな人

間性と地域を「育む」ものです。

この事例集では、石川県内の様々な団体の食育の取り組みを紹介しています。
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１　地域版食育推進計画策定団体

　

＊地域版食育推進計画＊
地域のいろいろな団体等（町内会、公民館、女性団体、ＰＴＡ等）が地域で食

育を行うため、具体的な内容や目標を定めた計画を『地域版食育推進計画』とい

います。

地域版食育推進計画の策定には、４つのねらいがあります。

★食で地域のつながりを深める

★家庭での食育につなげる

★地域の郷土料理や食文化を継承する

★地場産業の振興を図る

認定された計画には、認定証が交付されます。なお、１、２年目の活動には、

支援金の助成があります。募集期間は、例年５月～７月上旬頃となっています。



　



（平成27年度認定）

穴水町住吉公民館（穴水町）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食の重要性を伝え、地域の特産物などの栽培を通じて、地域の食材と
食文化を次世代に伝える

２月２６日 味噌づくり体験

～代表者からのメッセージ～
「去年の味噌、おいしかったよ」と参加者

から声をかけられました。

これからも、食を通じた地域住民の交流を

図り、豊かな食生活が送れるように、取り組

んでいきたいと思います。

★参加者・協力者

住吉地区の方々（８名）

前日に大豆をきれいに洗い、水に一晩浸けた大豆を

柔らかくなるまで、釜で煮ました。

柔らかくなった大豆を機械でつぶします。

混ぜ合わせたものは各自で持ち帰り

半年間ねかせておいしい味噌の完成です。

つぶした大豆に、塩、糀をまんべんなく混ぜ合

わせます。
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（平成25年度認定）

幼保連携型認定こども園ひまわり ひまわり会（七尾市）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食の体験を通して、自然の恵みに感謝し、友達と協力し合って調理す

ることを楽しみ喜んで食べる。

地域の方と一緒に野菜の苗を植え、水やりや草むしりなどのお世話を

しながら、成長する様子を観察し収穫する喜びを感じる。

収穫した野菜を使い、カレーライスや焼き芋などを調理し味わう。

★参加者・協力者

幼保連携型認定こども園

ひまわり 園児

芋苗や夏野菜の苗植えをして、成長する様子をお絵
かきしたり、収穫を楽しみました。

オレンジの嗅覚体験をしました。子供達の前で

オレンジを切り、その断面を見せたり、皮に触
れ、匂いを嗅ぎ、楽しみました。

菜園で収穫した野菜で、カレーライス作り。

包丁を握る子供達の顔は真剣そのものです！

～代表者からのメッセージ～
食育体験で大切なことは、『人』と『食』。幼児期と

いう人としての基礎が育まれる大切な時期に、豊かな人間
関係の中で食を楽しむ体験は、生涯に渡って健康な心と身
体を作る上で貴重です。

野菜の苗植え、水やり、収穫、調理等様々な体験をした
子供達は、食への関心がより一層深まり、食べ物を大切に、
何より食べることに喜びを感じているようです。

これからも地域の方々の力をお借りしながら充実した食
育体験を行いたいと考えています。
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（平成30年度認定）

宝達小学校PTA（宝達志水町）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食を通じた地域のつながりを深める

・１月２４日 宝達葛の製造過程の見学と体験とくず湯の試飲

・３月 お世話になった地域の方に宝達葛とお礼の手紙を渡す

１月２４日 宝達葛会館にて

宝達葛の昔ながらの作り方を体験

３月 お世話になった皆さんへ

お礼の手紙を添えて宝達葛のプレゼント

★参加者・協力者

小学３年生９人

食育コーディネーター

★子ども食育応援団

宝達葛友の会

くず葉会

～代表者からのメッセージ～
今年も地域の皆さんの協力のもと、子ども

たちが町の特産品である宝達葛の歴史や作り

方を体験することができました。

コロナ禍で、くず餅作りはできませんでし

たが、お世話になっている地域の皆さんに宝

達葛のプレゼントを渡し、感謝を伝えること

ができました。
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（令和2年度認定）

カラフル・金沢 食育クラブ（金沢市）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食の体験活動を通じて食べ物の大切さを伝える

栽培→収穫→調理→食す→片づけの協働作業通じて豊かな心を育む

・５月～８月 野菜作り体験、収穫と調理実習

・９月～１０月 野菜の収穫、活用法を学ぶ

・１２月 野菜の活用、販売体験

★参加者・協力者

フリースクール生と支援員

みんなの畑農家の方々

食育コーディネーター

★子ども食育応援団

畑のサロン応援

１２月

野菜の有効活用や地域資源を利用して、みんなの

畑にて販売体験。地域の方々と交流しました。

５月～１０月

栽培計画→苗植

え→水やり（草

むしり等）→収

穫→メニュー考

案→調理実習→

皆で楽しく食し

→後片付けとい

う一連の流れを

協働作業で体験

することができ

ました。

～代表者からのメッセージ～
若い世代に少しでも自然に触れる体験を提

供し、自然の豊さや食の大切さを感じてほし

いと思います。また、畑での栽培計画から始

まり、調理実習や皆で食事をする楽しさ、そ

の後の片付けなどの協働作業を通じてコミュ

ニケーションを図り、豊な心を育めることを

願っています。
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（令和2年度認定）

朝活＠金沢（金沢市）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食べ物を無駄なく使いきることを学び、普段から意識し楽しく

生活に活かしていくコツを身につける

・１０月 ジビエふじこの「ジビエトーク」

・３月 みんなのモーニング

★参加者・協力者

一般参加者

（イベント累計参加者 ２２名）

講師：狩女の会ジビエふじこ氏

（福岡富士子氏）

１０月３０日（土）ふじこの「ジビエトーク」

穴水で活動されている狩女のジビエふじこ氏に

なぜ狩女として活躍されているのかを語っていただ

きました。

３月２３日（水）みんなのモーニング

それぞれのモーニングに関する話を参加者の

皆様に聴いてシェアしました。

１０月３０日（土）ふじこの「ジビエトーク」

この日初お披露目となった狩女の広場にて

～代表者からのメッセージ～
今回は狩女の会のジビエふじこ氏に穴水

で狩女として活動されている理由や苦労、現

在の社会課題についてその日お披露目となっ

た「狩女の広場」で熱く語っていただきまし

た。

また、みんなのモーニングについて語る会

では、それぞれの朝食に対する考え方や、豆

知識などの共有ができ、大変有意義な会とな

りました。
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（平成29年度認定）

ＮＰＯ法人学童会つるぎ（白山市）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

食の体験を通して食べ物の大切さや、食には多くの人が関わっている

ことに気づき、感謝の気持ちを持つ。

・１２月 国際交流調理実習（中国の方から教わる）

～代表者からのメッセージ～
中国の方の指導で本場の餃子と杏仁豆腐作

りを体験することができました。また、餃子

の具材には、地元の方の協力で、地域でとれ

た野菜を使わせていただきました。

来年度も多くの子どもたちに食育の体験を

おこないたいと思います。

餃子の材料を切り分け皮に包む工程

（地元の方から提供いただいた野菜を使用）

自分たちで作った餃子を揚げる調理を子供た

ちと行いました。

杏仁豆腐の作り方も教わりました。

★参加者・協力者

ピノキオクラブ・ピノキオクラブ第2

・ピノキオクラブ第3

の在籍児童・保護者・支援員

食育コーディネーター

★子ども食育応援団

白山農業協同組合

農事組合法人 井口グリーンワークス
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（平成29年度認定）

動橋児童センター（加賀市）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

①自ら調理する喜びを体験させる

②野菜の収穫の喜びを味わわせる

・４月 よもぎ摘み ・５～７月 野菜の苗植え

・７月 ジャガイモの収穫とお菓子作り

・８月 夏野菜の収穫と夏野菜カレー作り

・９月 石臼体験とおはぎ作り ・１１月 さつまいも掘り

・１１月 リンゴ狩りとお菓子作り ・１２月 栗のケーキ作り

・１月 新春の和菓子作り ・３月 いちご狩りと春の和菓子作り

★参加者・協力者

食育コーディネーター

地域の和菓子店

動橋げんきクラブ

保護者の皆様

★子ども食育応援団

さくらんぼの会

３月６日

春の和菓子

作り

９月１１日

石臼体験と

おはぎ作り

７月１３日

サツマイモの

苗植え

８月７日

夏野菜カレー

作り

～代表者からのメッセージ～
コロナウイルスの感染拡大防止のため、調理の参加者

は１０人までを基本にし、それ以上になるときは２部制

にして実施しました。作ったものは持ち帰ることにし、

行事を中止することがないよう努めました。地域活動ク

ラブ（動橋げんきクラブ）の協力で新たに「いちご狩

り」を実施することもできました。子どもたちの喜ぶ顔

が見られて本当に良かったと思います。
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（平成29年度認定）

川北町児童館（川北町）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

○栽培や収穫物を使った制作を通して食への関心を高める。

○家庭における食育につなげる。

・夏野菜の栽培（令和３年５月上旬～）

・収穫した夏野菜を使ったエコバックづくり（令和３年８月１９日）

・食育コーディネーターの方による「食品ロス」のお話（令和３年８月１９日）

★参加者・協力者

放課後児童クラブ ３・４年生

いしかわ食育コーディネーター

食生活改善推進委員

放課後児童クラブ支援員

「もったいないばあさん」の

絵本の読み聞かせ

苦手な野菜について

色々教えていただきました！

～代表者からのメッセージ～
「子ども達の食べ物の好き嫌いをもっと減

らしたい！」そんな想いから、環境問題にも

なっている“食品ロス(食べ残し)”について

食育コーディネーターの方からお話を聞きま

した。一人ひとりが大切な食べ物を無駄にし

ないという意識が高まったと同時に、これを

きっかけに食への感謝の気持ちを持ちつつ、

食を通して心身の健康と豊かな人間性を育ん

でいって欲しいです。
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（平成29年度認定）

川北町西部地区児童館（川北町）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

○栽培や収穫物を使った制作を通して食への関心を高める

○夏野菜の栽培（令和３年５月上旬）

○収穫した野菜を使ったエコバッグ作り（令和３年８月下旬）

～代表者からのメッセージ～
児童が種・苗植えから収穫まで大切に夏野

菜を育てました。毎日の水やりや、野菜の生

長の様子を楽しみに観察していた子どもたち。

たくさんの野菜が収穫できた時には大喜びで

した。

来年度も楽しく食の大切さを学べるような

活動を行っていきたいと思います。

★参加者・協力者

放課後児童クラブ ３・４年生

食生活改善推進員

食育コーディネーター

放課後児童クラブ支援員

５月１９日

夏野菜の苗や種を植えました！

６月２８日

オクラやなす、ピーマンを初めて収穫しま

した！たくさん採れたよ！

夏野菜の栽培
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（平成29年度認定）

川北町東部地区児童館（川北町）
団体名

私たちの

目 標

私たちの

主な取組

〇野菜の栽培や収穫物を使った制作を通して、食への関心を高める。

○夏野菜の栽培(令和３年５月上旬)
○収穫した野菜を使ったエコバッグ作り(令和３年８月下旬)

～代表者からのメッセージ～

子ども達自身で栽培した野菜を使ったエコ

バッグ作りを通して、収穫の喜びを味わうだ

けでなく、野菜を身近に感じることができた

ようです。いろいろな野菜の切り口など新た

な発見をしたり、野菜スタンプで制作を楽し

んだりと、更に食への興味や関心が高まる良

い機会となりました。

★参加者・協力者

・放課後児童クラブ３年生

・いしかわ食育コーディネーター

・食生活改善推進員

・放課後児童クラブ支援員

エコバッグ作り

野菜スタンプで、かわいいバッグが

できたよ！

スタンプでお花や模様が作れたよ。

エコバッグ作り、楽しいね♪
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２　子ども食育応援団

＊子ども食育応援団＊

子どもに関係する「地域版食育推進計画」の取り組みに協力す

る事業者や関係団体等を子ども食育応援団といいます。

認定された団体には、認定証が交付されます。



　



（平成30年度認定）

（平成30年度認定）

宝達小学校PTA

宝達葛の魅力を知ってもらうため、宝達葛を利用した

調理法を教える

くず葉会（宝達志水町）
事業者等

私たちの応援する

地域版食育推進計画

私たちの

応援する内容

宝達小学校PTA

宝達葛の生産を昔ながらの技術で製法している工程を

伝える

宝達葛友の会（宝達志水町）
事業者等

★団体構成人数 ４人

★代表者からのメッセージ

宝達葛は、現在も昔ながらの製法で生産し

ています。町の特産品でもある宝達葛を地域

に残すために、地域の子どもたちに宝達葛の

歴史や製法を伝えていきたいです。

１月２４日 宝達葛会館にて

宝達葛の歴史を伝えています

★団体構成人数 ５人

★代表者からのメッセージ

今年も調理実習は出来ませんでしたが、地

域に親しまれてきた宝達葛を使ったくず湯の

試飲で、子どもたちにおいしさを伝えること

ができました。

１月２４日 宝達葛会館にて

宝達葛で作ったくず湯の試飲

私たちの応援する

地域版食育推進計画

私たちの

応援する内容
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（平成29年度認定）

（平成29年度認定）

カラフル・金沢 食育クラブ

畑のサロン応援隊（金沢市）
事業者等

私たちの応援する

地域版食育推進計画

私たちの

応援する内容

動橋児童センター

動橋児童センターの実施する調理など体験行事の応援

〇ジャガイモの種イモ植え 〇ジャガイモのお菓子作り

〇夏野菜カレー作り 〇リンゴのお菓子作り

〇サツマイモのお菓子作り

さくらんぼの会（加賀市）
事業者等

★団体構成人数 ２人

★代表者からのメッセージ

４人兄弟の参加があり、上の子は下の子に教える姿、下の子
は上の子に教えてもらいながらクッキングを楽しむ姿はとても
微笑ましかったです。
また、家に持ち帰って食べることとなったが、クッキングの

ことなど、おしゃべりを楽しみながら親子で食べる姿を想像す
ると、心温まる思いがしました。
５年間、クッキングのお手伝いをしてきたが子供達の楽しそ

うにクッキングをする姿にいつも元気をもらい、楽しい時間を
過ごすことができました。

７月３日

菜園から収穫したジャガイモで

たこ焼き風のお菓子を作る

私たちの応援する

地域版食育推進計画

私たちの

応援する内容

〇みんなの畑での野菜の苗植えや収穫体験

〇農家の方々との交流

★団体構成人数 ５人

★代表者からのメッセージ

フリースクールでは他者と交流しづらいと

いう生徒達ですが、自然な環境の中でとても

生き生きと活動していました。食育活動を通

じて様々な経験を積み、今後も健やかな成長

を応援していきたいと思います。
９月みんなの畑でさつまいも堀り体験。いもを食

す以外にも、茎を調理(きんぴら)、創作(リース)に

活用。葉は乾燥させて肥料に使用。農家の方から

資源の有効活用について学びました。
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参考

[参考１] 地域版食育推進計画認定一覧(平成19年度～令和3年度)

[参考２] 子ども食育応援団認定一覧(平成19年度～令和3年度)

[参考３] 優良地域版食育推進計画知事表彰

団体一覧(平成20年度～令和3年度)



　



○平成１９年度認定団体（１４団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

1 輪島公民館 （輪島市）

･ お米が大変な手間と愛情をもってつくられ
ることを知り、食に感謝する

･ 作物は多くの人の手と愛情によりつくられ
ることを知り、食への関心と興味、喜び、感
謝を学ぶ

･ 田植え・稲刈りの体験
･ もちつきの体験

･ 畑の整地・草刈りの体験
･ 野菜苗の植付・収穫の体験
･ 収穫した野菜の調理実習の開催

平成19年5月1日
～平成26年3月31日

･ 河井小学校児童、河合保育
所園児

2
輪島市子ども育成会
連絡協議会

（輪島市）
･ 地域の漁師に学ぶ魚の知識を通じて地域
のつながりを深める

･ 魚介類の荷さばきの体験
･ 魚介類を使う郷土料理の調理実習の開催

平成19年12月1日
～令和6年3月31日

･ 輪島市河井と鳳至、輪島崎
地区の親子

3 まない親子クラブ （穴水町）
･ 地域に伝わる味噌づくりを通じて地域のつ
ながりを深める

･ 味噌づくりの体験
･ 野菜づくりの体験
･ 自家製味噌で味噌汁づくり体験

平成19年6月1日
～平成26年3月31日

･ まない親子クラブ会員
･ 地域の親子

4 金ヶ崎公民館 （七尾市）
食育教室を通して地域住民との交流を図る
と共に、食の大切さについて学ぶ

・震災食づくり
・豆乳プリンパフェつくり＆販売体験
・元気な大人になるための食育講座

平成19年5月1日
～平成30年3月31日

･ 金ケ崎地区の子ども、地域
住民など50名

5
山王小学校ＰＴＡ食
育委員会

（七尾市）
食に関する体験により、好ましい食習慣を
自ら取得し、進んで実践していく力、すなわ
ち「人間力」を育てる。

･ 給食試食会の開催
・地域で採れる野菜等の収穫体験
・食文化の継承

平成18年4月24日
～平成30年3月31日

･ 山王小学校児童とその保護
者、教職員
･ 山王小学校下住民

6 豊川公民館 （七尾市）
･ ｢しっかりと朝ごはんを食べよう！｣をテー
マに各自が食事を楽しく食べることを学ぶ

･ みんなで作る・食べる楽しみの実感体験
･ 家庭版食育計画・我が家のほのぼの食育
プランの実践

平成19年10月1日
～平成24年3月31日

･ 豊川地域の子ども

7
土田地区食生活改
善グループ

（志賀町）
･ 子どもに、地域の郷土料理や食文化を継
承する
･ 家庭における食育を推進する

･ 郷土料理伝承教室の開催
･ 食の大切さ等の講習会の開催

平成19年7月1日
～平成24年3月31日

･ 土田地区児童

8 相見小学校ＰＴＡ （宝達志水町）
･ ｢はやね　はやおき　朝ごはん｣運動を推
進する

･ 古代米の田植え・稲刈りの体験
･ 桜餅づくり体験
･ もちつき大会の開催

平成19年5月15日
～平成25年3月31日

･ 相見小学校児童
･ 相見保育所園児
･ 今浜苑通所者

9 天神町内会 （中能登町）
･ 畑作を通じて地域のつながりを深める
･ 健全な食生活を送る力を身につける

･ 生活習慣病予防健康食育講座の開催
･ いちご・えんどう・特産白ネギ等の栽培の
体験と調理実習の開催
･ 我が家のほのぼの食育プランの実践

平成19年8月1日
～平成24年3月31日

･ 天神地区住民

10
兵庫町ひまわり子ど
も会

（羽咋市）
･ 地域の特産物を栽培から収穫、調理体験
を通して、食の大切さや楽しさを子どもに伝
える

･ 地元特産野菜（スイカ・メロン）の栽培体験
･ 地場の野菜等を使う調理実習の開催

平成19年4月1日
～平成24年3月31日

･ ひまわり子ども会員
･ 兵庫町住民

11 御手洗公民館 （白山市）
･ 昔の面影が薄らぐ中で御手洗地区の食材
や郷土料理の良さを子どもに伝える

･ 特産の｢からし菜｣の栽培・漬け物づくり体験
･ 伝統保存食｢てんばおくもじ｣づくりの体験
･ かぼちゃ等の栽培体験
･ 昔ながらの祭り料理の調理体験

平成19年5月1日
～平成22年5月31日

･ 御手洗地区の子ども

12 蝶屋公民館 （白山市）
･ 地域の大人が農業体験を通じて食の大切
さを子どもに伝える

･ 稲(もち米)の栽培の体験
･ もちつきの体験
･ かきもちつくりの体験
･ 縄ないの体験

平成19年5月1日
～平成24年3月31日

･ 蝶屋地区の子ども

13 根上校下婦人会 （能美市）
･ 孤食・個食・小食ではない食事の楽しみを
知ってもらう

･ 地場の食材を使う調理実習の開催
･ ｢家族が揃い食事をする大切さ｣などの講
話の実施

平成19年12月22日
～平成24年3月31日

･ 根上地区小学校低学年の親
子

14 おんぶにだっこの会 （加賀市）
･ 子どもが自分で料理を作れるようにする
･ 旬の野菜・地場の食材を知る

･ 地場の食材を使う調理実習の開催
･ 「朝ごはんをきちんと食べよう」などの講話
の実施

平成19年12月1日
～平成20年5月31日

･ 片山津児童センター施設利
用児童

[参考１] 地域版食育推進計画認定一覧（平成19年度～令和3年度）
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○平成２０年度認定団体（１４団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

15 上岩屋町町内会 （能登町）

・地域の季節の食材を使った「郷土料理」調
理体験やそれを味わうことで、四季にあった
地産地消を再考し、健康を維持するための
食生活を学ぶ。

・そば打ち、秋の食材（キノコ等）を味わう体
験
・もちつき体験、わが家の雑煮談義

平成20年10月1日
～平成24年3月31日

・上岩屋町町内会住民（幼児
から高齢者）

16
宇出津野球スポーツ
少年団

（能登町）
・さつまいも作りや試食会を通じて食を通じ
た地域のつながりを深め、食事の大切さを
考える

・さつまいも苗植え・収穫・試食体験
・魚釣り・調理・食体験・鏡開きで餅つき体験
・朝食実態調査、スポーツと食生活に関する
学習会の実施

平成20年6月1日
～平成24年3月31日

・能登町宇出津野球スポーツ
少年団員、能登町スポーツ少
年団能登支部員、保護者、指
導者

17 アリスの会 （能登町）
・地域の食材に触れたり、食の体験を通じて
親子で地域とのつながりを深める

・地元食材を用いた調理体験
・親子で食について絵本などで学ぶ体験

平成20年6月1日
～平成24年3月31日

・アリスの会会員
・不動寺地区の親子

18 高階公民館 （七尾市）

・食を通じた地域の繋がりを深める
・地場産業の振興を図る
・地域で自立できる食育、農業、地域づくり
を目指す

・菜の花栽培や栽培後の田で稲を栽培する
体験
・栽培した菜種から菜種油を搾り、地域食材
を調理する体験

平成19年9月10日
～平成23年3月31日

・高階保育園
・高階小学校
・高階地区住民

19
敷浪地区生きがいセ
ンター

（宝達志水町）
・食を通じた地域の繋がりを深め、米の地産
地消を推進し、地域の活性化を図る

・稲の栽培の体験
・収穫した米を用いたもちつき大会の開催
・カルタ（朝ごはんカルタ）大会の開催

平成20年5月10日
～平成25年3月31日

・敷浪地区住民

20 堀松小学校ＰＴＡ （志賀町）
・「はやね、はやおき、朝ごはん」運動の推
進
・稲作りを通じて、地域との繋がりを深める

・稲の栽培の体験
・赤飯づくりやもちつき体験
・年間を通じて食に関する生活アンケートを
実施

平成20年4月20日
～平成25年3月31日

・堀松小学校児童・ＰＴＡ・校下
住民

21 北安田西区町内会 （白山市）
・食の体験活動を通して、地域ぐるみで「食」
の大切さを子ども達と親に伝える

・稲の栽培の体験
・餅つき体験
・いちご収穫体験
・さつまいも定植・収穫体験

平成20年4月1日
～平成23年12月31日

・北安田西区町内会の子ども、
保護者

22
キッズネットワーク大
徳

（金沢市）
・食育に関心を持つ
・地元の食材や料理に関心を持ち、食べ物
の大切さを知りおいしく食べる

・地元食材を用いた調理体験
平成20年4月1日
～平成24年3月31日

・大徳地区の子ども、その家族

23 一木公民館 （白山市）
・野菜やハーブ栽培、子どもや高齢者の健
康増進のための料理教室、健康調査、広報
活動を通して食育の大切さの啓発を図る

・野菜作り体験
・昔から地域に伝わる料理・加工品づくり体
験
・食育講演会

平成20年5月1日
～平成24年3月31日

・子供会（親子）、壮年会、老人
会、地区女性

24 石川公民館 （白山市）
地産地消を体験してもらい、心豊かな子ども
を育む。

・おにぎり教室（小学1年生対象）
・子ども居場所づくり夏休み料理教室
・男の料理教室
・子どもジオベンチャー

平成20年5月1日
～平成29年3月31日

・石川地区住民46名

25 東陵食育の会 （小松市）
食の楽しさ大切さを知り、食への関心を高
める。

・親子食育講話・実習
・高齢者の食育体験
・学童児童食育講話・実習
・東陵文化祭でパネル展示･試食

平成20年8月10日
～平成29年3月31日

・東陵地区学童児童、一般親
子

26 川北小学校ＰＴＡ （川北町）

・米づくりにおける工夫と苦労を知り収穫に
感謝する
・生活リズム確立のため「はやね、はやお
き、朝ごはん」運動を推進する

・稲の栽培体験
・お米を使った朝ごはん献立づくりと調理体
験

平成20年5月1日
～平成21年3月31日

・川北小学校５年生とその保
護者

27 リバティｆａｍ （能美市） ・郷土の食文化を継承する ・地元食材を用いた調理体験
平成20年10月1日
～平成24年3月31日

・能美市内の親子

28 しらゆり会 （能美市） ・地場の食材を知る ・地元食材を用いた調理体験
平成20年10月1日
～平成24年3月31日

・能美市内の親子
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○平成２1年度認定団体（１０団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

29 門前食育グループ （輪島市）

・子どもが食について興味を持ち、基本的な
食習慣を身につける
・若い親世代が豊かな食を体験することに
より、次世代に食を伝える力を養う

・食育料理教室の開催
平成21年6月1日
～平成25年3月31日

・輪島市内の未就園児と保護
者

30 知ろう会 （珠洲市）

・小学生と保護者が地元の暮らしや歴史を
学ぶ
・山野草の知識を深める体験をする
・地元の人達が交流しながら、暮らしと食を
次代へつなぐ大切さを考える

・山野草の学習、調理、試食体験
・地域の暮らしの歴史散策

平成21年6月1日
～平成24年3月31日

・上戸地区児童保護者
・珠洲市内児童保護者
・知ろう会員

31
能登町立柳田公民
館

（能登町）

・子どもが地域の人たちと共に行う農業体
験、収穫、料理を通じて食の大切さを学ぶ
・土に触れる機会を増やし、野菜を育てる楽
しさを親子で味わう

・野菜の植え付け
・収穫と調理実習
・特産品、地場産を使った調理や加工品づくり
・収穫感謝祭の開催

平成21年4月1日
～平成23年10月31日

・笹舟子供会
・公民館管轄内の子供会

32
中能登町立たきお児
童館

（中能登町） ・食を通じた地域のつながりを深める

・畑作り
・野菜を植え育て、収穫して調理
・餅米稲刈り体験、餅つき参加
・親子パンづくりを通して食のあり方を話し合う
・食育講座

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

・小学生
・中学生

33 壱ツ屋子供会 （川北町）
・食の体験活動を通して、地域ぐるみで「食」
の大切さを子どもに伝える

・８月　　地産地消料理会
・１１月　大根の収穫

平成21年7月1日
～平成24年3月31日

・壱ツ屋子ども会員

34 学童クラブ庄キッズ （加賀市）
・地域の産物や自分の健康に目を向け、体
験を通して食への感謝の心をはぐくむ

・７月　　畑の見学・収穫・調理実習（おやつ
について）
・１２月　調理体験（朝食について）

平成21年7月18日
～平成22年3月31日

・学童クラブ児童
・地域の子どもと保護者

35 学童クラブつかたに （加賀市）
・収穫体験と調理実習 ・１０月　紙芝居と調理

・１２月　クリスマス会
平成21年4月1日
～平成25年3月31日

・学童クラブの子ども達

36
能美市ジュニアボラ
ンティアクラブ

（能美市）
・食の体験活動を通して、地域ぐるみで「食」
の大切さを子どもに伝える

・１０月　郷土料理を習う
・１１月　里山の恵の収穫や見学

平成21年4月1日
～平成22年3月31日

・会員
・地域住民

37
のみ　子育てネット
ワーク

（能美市）

・食べることを楽しむ企画を通して、美味しく
食べる幸せを感じながら、人と人とがつなが
る喜びや、互いに地域で育まれる子とを体
感する

・アウトドア・段ボールピザの集い
・子どもに食べさせたい料理の学習会
・梅ジュースと梅酒づくり
・岩魚つかみ裁き串刺し
・大根の花プロジェクト第２段

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

・能美市の親子・家族
・能美市民
・メンバー

38 那谷食育の会 （小松市）
・食を通じて健康づくりや食文化の継承につ
なげる

・６月頃　柿の葉寿司の調理体験
・６月頃　おやつ・ジュースについて
・６月１０月１１月　調理実習
・６月１０月１１月　食事バランスガイドの学
習

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

・那谷校下小学生
・那谷校下住民
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○平成２２年度認定団体（８団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

39 穴水おひさまくらぶ （穴水町）
・地域住民のつながりを通し、食物の育つ過
程を体験する

・４月　食育の打合せ。じゃが芋の種植え
・６月　じゃが芋を収穫し食べる。夏野菜を
植える
・８月　夏野菜を収穫する。収穫した野菜を
使いカレーパーティーをする
・９月　冬野菜の種を蒔く
・12月　冬野菜を収穫し収穫祭をする
・３月　次回の計画をたてる

平成22年4月1日
～平成26年3月31日

・放課後児童クラブ（穴水おひ
さまくらぶ）と地域住民

40 南中央町子ども会 （羽咋市）
・調理体験や旬の野菜を通して食の大切さ
を子どもに伝える

・４月　おにぎり作りとお花見会
・７月　カレーライスクッキング
・11月　旬の野菜や栄養と健康の学習会
・２月　桜もち作りと茶道教室

平成22年4月1日
～平成25年3月31日

・南中央町子ども会員および
保護者等

41
白山市立舘畑公民
館

（白山市）
・米づくりやりんごの栽培体験から収穫に感
謝することを通して、地域の世代間の
つながりを深める。

（１）米づくり体験
・田植え体験　　５月
・稲刈り、はさ干し、脱穀体験　９月中旬
・収穫したもち米でのもちつき体験、会食
１１月
（２）アップルファーム
・りんご狩り、ジャム作りの体験　　１０月

平成22年5月1日
～平成24年3月31日

舘畑地域の子どもとその保護
者

42
白山市立鶴来公民
館

（白山市） ・食を通し、地域住民のつながりを深める。
・親子そば打ち体験
・親子茶道教室
・親子料理教室

平成22年6月1日
～平成29年3月31日

地域住民、子ども、保護者など

43 いのくち遊美の里会 （白山市）
・食に関する体験を通じて、次第になくなる
（薄くなりつつある）地区の子どもと子ども、
子どもと大人のつながりを深める。

（１）昔ながらの稲作の体験
　　・田植え　５月
　　・稲刈り　９月
　　・餅つき　１２月
　
（２）収穫体験と共に、地域の環境を良くする
取り組み
　　・アケビ、ブドウの管理、収穫体験
　　・さつまいもの植栽、収穫体験

平成22年5月1日
～令和4年3月31日

地域住民（子ども、保護者な
ど）、金沢大学里地里山応援
隊 約50名

44 矢沢町食育の会 （小松市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・地域の郷土料理や食文化を伝承する

・町内の老人会に毎月季節の料理をふるま
う
・子ども会行事でスイートポテト作り体験

平成22年4月1日
～令和4年3月31日

矢沢町子供会、保護者、老人
会等

45 犬丸・荒屋食育の会 （小松市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・地域の郷土料理や食文化を伝承する

・食育かるたと野菜たっぷり料理教室
・高齢者の低栄養予防の講話と食事

平成22年4月1日
～平成29年3月31日

児童センター親子、校下の高
齢者

46 郷土の食を伝える会 （小松市） ・地域の郷土料理や食文化を継承する。
・郷土の旬の夏野菜を使った料理教室
・冬野菜と肉を使った料理教室

平成22年7月1日
～平成31年3月31日

校下住民、親子

16



○平成２３年度認定団体（６団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

47 彩漆会 （輪島市）
・地域の親子が地場産業である輪島塗を使
い食事をすることで食事環境、文化をはぐく
み伝えていく。

７月　打ち合わせ
８月　①輪島流おもてなし
　　・輪島塗御膳に盛付け
　　　（献立：カレーライスと地物夏野菜）
　　・輪島塗の器と料理の説明
　　・輪島塗の文化紹介
　　　（媒体：輪島塗作家の紙芝居）
　　・交流、片付け指導
１１月下旬　②いしかわ食育推進大会に参
加
　　・食育活動発表
　　・カフェでおもてなし
１２月　　報告会

平成23年7月20日
～平成25年3月31日

輪島市児童センターを利用す
る親子及参加を希望する地域
の親子
こどもの城児童合唱団

48 輪島市阿岸公民館 （輪島市）

・阿岸地区に伝わるそば作り体験をとおし
て、子どもたちと保護者が地域の人達との
つながりを深めながら、食を次代につなぐ大
切さについて考える。

７月　準備・打ち合わせ
８月　そばの話①、　種まき
１０月下旬 そばの話②、刈り取り・はざか
け
１１月中旬 そばの話③、石臼でそば粉に
挽く
１１月下旬　　収穫祭、そば打ち・試食
１２月　反省会

平成23年7月1日
～平成25年3月31日

阿岸地区に住む小学生及び
保護者及び地域の子ども達

49 じどうかんげんきっず （珠洲市）

・さつまいもってどんな土地にでもできるの
か？どうしたら育つのか？地域の方々のい
ろんな知恵や優しい心を感じ、「食べられる」
「いただく」ということに感謝する心を養う

〈児童館での体験〉
５月～９月　児童館の空き地にさつまいもの
苗を植え育てる体験
９月～１０月　収穫を体験し、育ち具合を知
る、
　地域と一緒にさつま芋を使い料理作りを体
験し、　畑作りやお世話になった地域の方を
招き、感謝していただく
〈家庭での体験と発表〉
１０月～３月　収穫したさつまいもを持ち帰り
保護者と我が家の一品料理を作る、さつま
いもを使った我が家の一品料理を紹介する

平成23年4月1日
～平成24年3月31日

珠洲市内の子どもとその保護
者

50
七尾みなと放課後児
童クラブ

（七尾市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もに伝える

・プランターでの野菜作り
・いろいろな食材を使ったクッキング教室

平成23年6月1日
～平成29年3月31日

七尾みなと放課後児童クラブ
児童

51 西ノ村子供会 （白山市）

・地域の子どもたちとおじいちゃん・おばあ
ちゃんが一緒に昔ながらの手法で田植えを
行い、農業の大切さ、たいへんさ、食べる事
への感謝の心を知る。

（１）    田植え体験
田んぼを借り、もち米用の稲を植え、稲刈り
までの長い期間にいろいろな苦労がある
事、お米を食べるまでの間にたくさんの技術
が必要である事を知って欲しい。
（２）　餅つき体験
自分たちで植え、育て、刈り取った稲からと
れたお米を使い、餅つきを行う。また、ご協
力いただいたおじいちゃん・おばあちゃん・
お父さん・お母さんにお餅を振る舞い、「あり
がとう」と感謝される大切さを知って欲しい。
田植え・・５月
草取り等・・７月〜９月
稲刈り・架かけ・・９月
精米・餅つき・・１２月

平成23年5月1日
～平成24年3月31日

白山市明島町の西ノ村子供会
に所属する小学生およびその
保護者
約２０名

52 ミミズさんの畑 （小松市） ・家庭における食育につなげる。

農作物の栽培や収穫に関わり、それを使っ
た料理を作って食べる体験を通して、食に
関心を持ち、感謝の気持ちを育む。
４月：にんじん・レタスの収穫
　　　にんじんの種まき
　　　収穫したレタスでサンドイッチ作り
　　　畑でサンドイッチパーティー
５月：いちご狩り
　　　「いちごの一生」をパネルシアター
　　　いちごワッフル作り
７月：ごまの苗を配布し、育て方を指導（各
家庭で育てる）
８月：スイカ狩り
１０月：にんじん収穫祭
　　　人参を使った調理実習、食育劇

平成23年4月1日
～平成25年3月31日

こまつ親子劇場会員の親子、
地域住民
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○平成２４年度認定団体（１０団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

53
みらい子育てネット
輪島　たんぽぽクラ
ブ

（輪島市）
・地元の食文化の良さを実感し、食への関
心を高める。また、体験を通して食の楽しさ
を実感し、家庭での食習慣の充実を図る。

７月初旬
　関係機関が集まり、計画の検討
８月頃

「地物野菜で”じわもんピザ”を作ろう」収
穫体験：農園で地物野菜の収穫を体験、調
理体験：収穫した野菜を使ってオリジナルピ
ザを作る
１１月頃
　「地元の魚で郷土料理を作ろう」
漁業体験：地元で捕れる魚を学ぶ、調理体
験：魚のさばき方、郷土料理を作る
３月頃
　今年度の振り返りと次年度の計画作り

平成24年7月1日
～平成27年3月31日

みらい子育てネット輪島たんぽ
ぽクラブ、市内小学生

54
能登町立高倉公民
館

（能登町）
・食の大切さや楽しさを子どもに伝える。
・郷土の食文化を継承する。

８月上旬　夏休みのおやつ作り①
　おやつ作り体験、自分のおやつを考える
８月下旬　夏休みのおやつ作り②
　おやつ作り体験、自分のおやつを調べる
１０月～１２月 地域の料理を覚える（２回程
度）

地元でとれる魚のさばき方（イカ・あじ等）、
さばいた魚を使った調理実習

平成24年7月1日
～平成25年3月31日

高倉地区小学生・子育て中の
父母

55 七尾市中島児童館 （七尾市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もに伝える。

・児童館のミニ畑で野菜作り
・児童館のミニ畑で収穫した野菜でクッキン
グ教室
・地域特産野菜のお話と栽培の体験
・地域特産野菜を用いた料理作り

平成24年4月1日
～平成29年3月31日

中島児童館の来館者、指導
者、みらい子育てネット

56 七尾市御祓児童館 （七尾市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もに伝える。

親子で夏野菜カレー作り
平成24年4月1日
～平成29年3月31日

御祓児童館の来館児童、みら
い子育てネットみそぎクラブ
（親子）

57
粟ノ保保育所保護者
会

（羽咋市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もと保護者に伝える。

４月～９月中旬　５回
じゃが芋・野菜の苗植え、秋野菜の種ま

き、苗植え
４月～２月下旬　５回

桜の花と葉の塩漬け、カレー作り、めった
汁クッキング
食の学習　３回
　じゃが芋観察会、食のマナー講座

平成25年4月1日
～平成26年3月31日

保育所全児童

58
西北台保育所保護
者会

（羽咋市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もと保護者に伝える。

４月～９月中旬　５回
じゃが芋・野菜の苗植え、秋野菜の種ま

き、苗植え
４月～２月下旬　５回

桜の花と葉の塩漬け、カレー作り、めった
汁クッキング
食の学習　３回
　じゃが芋観察会、食のマナー講座

平成25年4月1日
～平成27年3月31日

保育所全児童

59
余喜保育所保護者
会

（羽咋市）
・食の体験を通して、食べ物の大切さを子ど
もと保護者に伝える。

４月～９月中旬　５回
じゃが芋・野菜の苗植え、秋野菜の種ま

き、苗植え
４月～２月下旬　５回

桜の花と葉の塩漬け、カレー作り、めった
汁クッキング
食の学習　３回
　じゃが芋観察会、食のマナー講座

平成25年4月1日
～平成27年3月31日

保育所全児童

60 杉野屋子供会 （宝達志水町） ・地域の郷土料理や食文化を継承する。

７月初旬　１回
　笹をとり、洗って冷凍保存
７月初旬、８月初旬　　２回

笹を使って伝承遊び（笹舟作り、笹アメ、
笹笛）
８月初旬、１０月下旬、３月中旬　各１回

笹寿司作り、笹もち作り(地域ふれあいの
つどい）、笹箕寿司（６年生を送る会）

平成25年6月1日
～平成27年3月31日

杉野屋子供会19名、保護者

61
石川県立志賀高等
学校PTA

（志賀町）
・食の体験を通じた地域のつながりを深め
る。

６月下旬頃
食を楽しむ料理講習会の開催(調理実習

を通しての地域住民と高校生の交流）
９月７日（金）

学校祭で地元食材を使ったメニューの試
食コーナー設営（地域住民と高校生との交
流）
１０月上旬
　地域の生産者から栽培・収穫・加工等につ
いて学習

地域を見つめ直す郷土食豊かな食育の実
践(地場産物を使用した調理実習）

平成24年6月1日
～平成27年3月31日

高校生

62 泉台町会 （能美市）
・食物を栽培し、収穫した物を調理・試食し、
世代間の交流を深める。

・さつまいもの苗植え、収穫、調理体験
平成24年5月1日
～平成29年3月31日

こども会、地域住民
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○平成２５年度認定団体（７団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

63
珠洲市立若山公民
館

（珠洲市）
食を通じて地域の繋がりを深めながら、郷
土料理や食文化を継承し、家庭における食
育に繋げる

４月中旬
地域の方と関係機関の担当者で話し合い
５月上旬～中旬　８月上旬～中旬
体験：　山菜の収穫保存、北山菜の種まき
９月下旬～１０月上旬
北山菜を収穫、調理 保存していた山菜を
入れて餅つき
１２月中
反省と計画：体験の振り返りと次年度につい
ての話し合い

平成25年4月1日
～平成27年2月28日

若山地区の小学校5、6年生
12名

64
輪島市もんぜん児童
館

（輪島市）
食体験を通じて食への関心を深め、家庭で
の基本的な食習慣へ繋げる

7月上旬
関係機関の担当者を交え今後の計画を検
討
8月
畑で野菜の収穫を体験し、その野菜を使っ
たピザ作りで調理体験
11月
そばうち体験、調理試食
3月
実施内容振り返りと次年度計画

平成25年7月1日
～平成29年3月31日

門前地区在住の小学生とその
親

65
まつなみキッズセン
ター

（能登町）
・子供たちに食の大切さや楽しさを伝える
・郷土の食文化を継承する

7月6日～12月上旬
お弁当作り（基本の調理体験）
自分でお弁当を作り上げる
12月上旬
クリスマスケーキ作り
2月
長い海苔巻きづくり

平成25年7月6日
～平成27年2月28日

小学生・幼児とその保護者

66 のとべしも児童館 （中能登町） 家庭における食育に繋げる

4月中旬～5月中旬
お菓子作り体験
6月
おやき作り体験
11月中旬～12月下旬
地元野菜（さつまいも）について学習

平成24年4月1日
～平成27年3月31日

児童館小学生20名

67
幼保連携型認定こど
も園ひまわり ひまわ
り会

（七尾市）
食の体験を通して、自然の恵みに感謝し、
友達と協力し合って調理することを楽しみ喜
んで食べる。

・地域の方と一緒に芋苗と夏野菜の苗植え
と水やり・収穫
・菜園で収穫した野菜を使ってカレーライス
作り
・梅干し作り
・収穫したさつま芋を使って焼き芋会

平成25年5月9日
～令和6年3月31日

幼保連携型認定こども園　園
児、保育教諭、栄養士、地域
の方、保護者

68
川北親子食育
ふれあいサロン

（川北町） 家庭における食育につなげる

・豆腐レアチーズケーキ調理体験
・かぼちゃのおやきの調理体験
・ヨーグルトフレンチトーストの調理体験
・手づかみお焼きの調理体験

平成25年4月1日
～平成29年3月31日

川北町内在住の親子

69
能美柚ゆうゆう倶楽
部

（能美市） 食を通じた地域のつながりを深める
・ゆずかきもち作り
・ゆず染め教室
・ゆずアロマ教室

平成25年7月1日
～平成29年3月31日

能美柚ゆうゆう倶楽部会員と
能美市民
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○平成２６年度認定団体（１４団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

70
相見保育所保護者
会

（宝達志水町） 地域の郷土料理や食文化を継承する

・夏野菜のカレー作り
・ライスせんべいづくり
・特産イチジクジャム作り
・笹を使った押しずし作り

平成26年5月1日
～平成28年3月31日

４歳児２３名、５歳児１６名、保
護者、保育士、調理師、栄養
士

71 邑知学童保育クラブ （羽咋市） 家庭における食育につなげる
・夏野菜カレー作り
・ワッフル作り

平成26年7月1日
～平成30年3月31日

小学生

72 大聖寺くらぶ （加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

・小学校での親子食育
・保育園での夏野菜カレー作り体験と野菜
紙芝居
・小学校での餅つき体験
・小学校で大豆の学習

平成26年4月1日
～平成29年3月31日

保育園児、小学生、児童館利
用者

73
中央保育所保護者
会

（宝達志水町）
育てて食べる体験を通し、生きる心、豊かな
心を育む。

・稲作づくり（種まき、田植え）
・じゃがいもを植える
・収穫した米でおにぎり作り
・笹を使った手まり寿し作り

平成26年5月1日
～平成28年3月31日

４歳児１６名、５歳児２３名、保
護者、保育士、栄養士、調理
師

74
津幡町立条南小学
校PTA

（津幡町）

津幡町食育基本計画「たのしい・おいしい・
げんき」の輪を通し、人と人をつなぐ食の輪
をめざし、家庭・学校・地域を中心に体験を
取り入れた食育を推進する。食を通じた地
域のつながりを深める。家庭における食育
につなげる。地場産業の振興を図る。

・もち米の田植え体験
・もち米の稲刈り・収穫体験
・餅つき調理体験

平成27年4月20日
～平成27年11月30日

条南小学校の生徒、地域住民
延べ260人

75 天神山小学校ＰＴＡ （七尾市） 食の体験を通して食べ物の大切さを伝える

・さつま芋の苗植え
・さつま芋の収穫
・クッキング教室
・食生活を学ぶ「早寝・早起き・朝ごはん」

平成26年7月1日
～平成31年3月31日

天神山小学校児童及び保護
者、地域住民

. 76
七尾みなとこども園
保護者会

（七尾市） 食を通じた地域のつながりを深める
・野菜づくり体験
・梅を用いたクッキング
・味噌づくり体験

平成26年7月1日
～平成31年3月31日

園児・ほほえみクラブ（地域の
お年寄りのみなさん）

77
能登町立三波公民
館

（能登町） 食を通じた地域のつながりを深める

・サツマイモの苗植えから収穫まで
・地元野菜の試食
・ソバ栽培から収穫まで
・収穫野菜の調理
・そばうち体験

平成26年4月1日
～平成28年3月31 日

三波地区の子供とその保護
者、地域住民

78 羽咋学童保育クラブ （羽咋市） 家庭における食育につなげる
・夏野菜カレー作り
・ワッフル作り

平成26年7月1日
～平成30年3月31日

小学生

79
羽咋ゆりっこ児童ク
ラブ

（羽咋市） 家庭における食育につなげる
・バランス良い食事づくり
・食事のマナーについて

平成26年7月1日
～平成28年3月31日

小学生

80
御手洗地域ふれあい
支え合い部

（白山市） 食を通じた地域のつながりを深める

・野菜栽培
・収穫した野菜を使った給食会
・農園でとれたかぼちゃを使ったハロウィン
パーティー

平成26年4月1日
～平成29年3月31日

ははまなす保育園児、御手洗
喜米会、地域住民約100名

81
東みなとこども園保
護者会

（七尾市） 食を通じた地域のつながりを深める
・梅ジュース・梅干しづくり
・夏野菜を使ったカレーライスづくり
・だしってなぁに？手打ちうどん作り体験

平成26年4月1日
～平成31年3月31日

園児・保護者・地域のみなさん

82 ふくいリトルクラブ （志賀町） 食を通じた地域のつながりを深める

・地域住民との交流（田んぼ周囲の花植え）
・収穫した野菜を流しそうめんと一緒に流し
味わう
・特産品（ころ柿）についての学習と、ころ柿
を使った調理実習

平成26年4月1日
～平成28年3月31日

福井地区の子ども、地域住民

83 瑞穂学童保育クラブ （羽咋市） 家庭における食育につなげる
・夏野菜カレー作り
・牛乳パックを使った押し寿司作り

平成26年7月1日
～平成30年3月31日

小学生
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○平成２７年度認定団体（４団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

64 穴水町住吉公民館 （穴水町） 食を通じた地域のつながりを深める 漁業体験と調理体験
平成27年9月1日
～令和4年3月31日

住吉地区の子ども、地域住民
など100名

65
学童保育もりもりくら
ぶ

（津幡町）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

・ポップコーン＆さつまいも苗植え
・ポップコーンの収穫体験
・餅つき・おにぎり等の調理体験

平成27年5月22日
～平成28年10月31日

児童52名

86 太陽の子クラブ （輪島市）
地元の食文化の良さを実感し、食への関心
を高める。また、体験を通して食への楽しさ
を実感し、家庭での食習慣の充実を図る。

・わじま調味料(塩・いしる)を使用した料理
作り
・節分にむけたのりまき作り

平成27年7月1日
～平成29年3月31日

市内乳幼児と小学生親子
42名

87
津幡町立刈安小学
校PTA

（津幡町）

津幡町食育基本計画「たのしい・おいしい・
げんき」の推進を目標に、人と人をつなぐ食
の輪をめざし、家庭・学校・地域の連携によ
る体験活動を取り入れた活動を展開する。
地産地消の実践を学ぶ。

・大豆の種まき体験
・生育観察、草取り
・大豆の収穫体験と豆たたき
・味噌作り

平成27年5月28日
～平成29年2月28日

刈安地区の子ども、地域住民

○平成２８年度認定団体（１４団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

88 動橋すくすくクラブ （加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．調理体験：お月見白玉団子(南瓜や豆腐
入り)、クリスマスクッキー
３．茶話会
４．収穫体験：南瓜の収穫

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子（未就園児
等）

89 加賀おやこ劇場 （加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる
・地域の郷土料理や食文化を継承する

１．調理体験：クッキー、きのこ汁作り、流し
そうめん

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子

90
片山津育児サークル
にょきにょき倶楽部

（加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．調理体験：甘酒、塩クレープの調理

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子

91
作見ひまわりサーク
ル

（加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．茶話会：子どもの歯とおかし、おやつの
選び方

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子（未就園児
等）

92

公益社団法人加賀
市シルバー人材セン
ター(旧：シルバー農
園下福田）

（加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・地場産業の振興を図る

１．栽培体験：漬け物用大根の栽培、収穫
２．調理体験：大根干し、漬け込み

平成28年4月1日
～令和2年3月31日

加賀市在住の主婦及び男性

93
大聖寺どんぐりひろ
ば

（加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．調理体験：ポップコーン作り
３．茶話会：子どもの食の悩み相談

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子（未就園児
等）

94 橋立にこにこクラブ （加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．調理体験：焼き芋作り
３．茶話会

平成28年4月1日
～令和3年3月31日

加賀市在住の親子（未就園児
等）

95 百笑の郷 （加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる
・地域の郷土料理や食文化を継承する

１．調理体験：野外料理体験（薪で炊飯、
ダッチオーブンを使った調理）、地元食材を
使った料理教室
２．餅つき体験

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

石川県内の小学生など

96
山代育児サークルの
びのびCLUB

（加賀市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．食育講演会
２．調理体験：ひな寿司、スープ作り

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

加賀市在住の親子（未就園児
等）

97 山ん中たまご園 （加賀市）

・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる
・地域の郷土料理や食文化を継承する
・地場産業の振興を図る

１．調理体験
２．交流会、試食会
３．その他：にわとりとのふれ合い体験

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

石川県民

98 横山剣道教室 （かほく市） 地域の郷土料理や食文化を継承する
１．郷土料理や伝統料理の講話：地域の方
による講話
２．調理体験：郷土料理や伝統料理

平成28年12月1日
～平成30年3月31日

横山剣道教室会員、剣道教室
保護者会、かほく市食生活改
善推進協議会

99
白山市立吉野保育
所保護者会

（白山市） 食を通じて地域とのつながりを深める

１．栽培体験：ＪＡ職員に指導を受け、菜園
に苗植え
２．調理体験：収穫した野菜を使って調理、
ふれあい食事会
３．餅つき体験：収穫したヨモギを使った餅
つき

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

吉野保育所園児、保育所保護
者、子ども食育応援団、ＪＡ職
員、吉野食生活改善推進員、
地域住民

100
上熊野ふらっとサロ
ン

（志賀町） 食を通じて地域のつながりを深める
１．餅つき体験：地元で採れたよもぎを使用
２．調理体験：夏野菜を使ったカレー作り
３．郷土料理や行事食の伝承

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

上熊野地区の子ども、地域住
民、子ども食育応援団、老人
会、公民館

101
とりや放課後児童ク
ラブ

（中能登町） 家庭における食育につなげる
１．食育講座：食に関するｸｲｽﾞ・ｹﾞｰﾑ等
２．調理体験：お米の研ぎ方、おはぎ作り、
出汁についての話、味噌汁作り

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

とりや放課後児童クラブ児童、
食生活改善推進員
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○平成２９年度認定団体（８団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

102 NPOみんなの畑の会 （金沢市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．.栽培・収穫体験
　　いちご狩り、たけのこ掘り、さつま
　　いも掘り、しいたけの種付け
２．.調理体験
　　料理教室、焼き芋会、ジビエ鍋
３．食育講話

平成29年4月1日
～令和2年3月31日

金沢市の保育園児、小学生等

103 動橋児童センター （加賀市） 家庭における食育につなげる
１．.野菜の栽培体験
２．調理体験
３．食育講話

平成29年4月1日
～令和4年3月31日

児童センターを利用する児童

104 南中央町親子会 （羽咋市）

・調理体験や旬の野菜づくりを通して、食の
大切さを子どもに教える
・食育に関心を持つ人を増やし、家庭におけ
る食育につなげる

１．野菜の栽培体験
２．調理体験
　　地元の方による郷土料理の料理
　　教室
３．郷土料理の講話

平成29年4月1日
～平成31年3月31日

南中央町の親子

105
特定非営利活動法
人学童会つるぎ（旧：
ピノキオクラブ）

（白山市）
食の体験を通して、食べ物の大切さや食に
は多くの人が関わっていることに気付き、感
謝の気持ちを持つ

１．野菜の栽培・収穫体験
２．市場見学
３．調理体験
４．その他
　　野菜の育ち方をまとめた壁面制作と
　　農家の方へのお礼カード作り

平成29年7月1日
～令和4年3月31日

地域の児童等

106
中庄町加賀丸いも娯
楽会

（能美市）
・食を通じた地域のつながりを深める
・地域の郷土料理や食文化を継承する
・地場産業の振興を図る

１．丸いもの栽培・収穫体験
２．調理体験
　　丸いも入りそうめん、丸いも入り餅等

平成29年4月1日
～令和2年3月31日

中庄町の町民等

107 川北町児童館 （川北町） 家庭における食育につなげる

１．野菜の栽培・収穫体験
２．調理体験
　　収穫した夏野菜を使った料理、笹ず
　　し、米粉を使ったケーキ

平成29年7月1日
～令和4年3月31日

児童館に通う児童

108
川北町西部地区児
童館

（川北町） 家庭における食育につなげる

１．野菜の栽培・収穫体験
２．調理体験
　　収穫した夏野菜を使った料理、笹ず
　　し、米粉を使ったケーキ

平成29年7月1日
～令和4年3月31日

児童館に通う児童

109
川北町東部地区児
童館

（川北町） 家庭における食育につなげる

１．野菜の栽培・収穫体験
２．調理体験
　　収穫した夏野菜を使った料理、笹ず
　　し、米粉を使ったケーキ

平成29年7月1日
～令和4年3月31日

児童館に通う児童

○平成３０年度認定団体（１０団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

110
特定非営利活動法
人いしかわ在宅支援
ねっと

金沢市
・食を通じた地域のつながりを深める
・地域の郷土料理や食文化を継承する

１．野菜の収穫体験
２．加賀野菜を使った調理体験
３.看護師による減塩についての講話

平成30年7月1日
～令和2年3月31日

地域住民、在宅支援ねっと利
用者

111
かなふ食育クッキン
グクラブ

金沢市 ・食を通じた地域のつながりを深める
１．野菜の収穫と調理体験
２．流しそうめん大会
３．食育講習会

平成30年7月1日
～令和4年3月31日

発達障害対応のフリースクー
ルに通う高校生及び保護者

112
南部食育の会 姫
ちゃん

金沢市
・食を通じた地域のつながりを深める
・地域の郷土料理や食文化を継承する

１．季節の行事食をつくる
２．地域の食材を使った郷土料理つくり
３．栽培し収穫した野菜でおやこ調理体験

平成30年6月20日
～平成31年3月31日

地域住民、グループホーム遊
子苑利用者

113
グループ小まめ 事
業部

小松市
・食べ物の大切さを子ども達とその保護者
に伝える

１．地元の食材を使った食事の無料提供
２．地元の食材を使った親子お菓子教室

平成30年7月1日
～令和2年3月31日

小松市在住の親子

114 小松おやこ劇場 小松市 ・食を通じた地域のつながりを深める
１．ピザ作り体験
２．そうめん流し
３．味噌つくり

平成30年4月1日
～令和2年3月31日

参加者を募集して実施

115 子育てサロン 加賀市
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１.フルーツポンチや行事食の調理体験
平成30年6月21日
～令和2年3月11日

地域の親子

116
しぜんのまなびや本
舗

加賀市 ・食を通じた地域のつながりを深める
１．手作り味噌を使った五平餅作り（里山の
竹で竹串つくり、くるみを拾ってクルミ味噌つ
くり）

平成30年7月1日
～令和3年3月31日

育児サークルの親子、ガール
スカウトの児童

117
こすもす地域活動ク
ラブ

羽咋市
・食を通じた地域のつながりを深める・家庭
における食育につなげる・地域の郷土料理
や食文化を継承する

１．さつまいもの栽培・収穫・観察・調理体験
２．笹を使った郷土料理（笹ずし）の親子調
理実習
３．釜土炊きご飯つくり

平成30年5月1日
～令和3年3月31日

こすもす保育園に通う親子

118 美食college 野々市市 ・食を通じた地域のつながりを深める
１．砂糖を使わないスイーツ作り
２．食生活の講話と料理教室
３．食の大切輪を深める交流会

平成30年7月10日
～令和2年3月31日

金沢工業大学の学生及び教
員

119
志加浦すこやかサー
クル

志賀町
・食を通じた地域のつながりを深める
・家庭における食育につなげる

１．旬の食材を使った朝食作り
２．減塩や生活習慣病についての講話、料
理教室

平成30年4月1日
～令和3年3月31日

志加浦地区の子ども、地域住
民

120 宝達小学校ＰＴＡ 宝達志水町 ・食を通じた地域のつながりを深める
１．宝達くずの製法工程を学ぶ
２．宝達くずを使った調理体験
３．地域の高齢者と調理体験

平成30年4月1日
～令和4年3月31日

宝達小学校の児童
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○令和元年度認定団体（６団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

121 竹と僕らの物語 金沢市 ・農林漁業体験を経験した県民を増やす 筍のアルミ焼き、竹炭を使ったバーベキュー
平成31年4月1日
～令和4年3月31日

地域住民と子どもたち

122
特定非営利活動法
人アグリファイブ

金沢市
・農林漁業体験を経験した県民を増やす
・食品の安全性について基礎的な知識を
持っている県民を増やす

旬の野菜のおいしい食べ方の学習会、野菜
収穫等の農作業体験、野菜のレシピ考案と
調理実習

令和元年8月1日
～令和2年3月31日

地域住民と子どもたち

123
みんなの畑虹っ子ク
ラブ

七尾市
・食の大切さを伝えながら、地域のつながり
を深める

田圃で運動会、田植えや稲刈り、大豆や野
菜作り、収穫祭、親子で料理教室

平成31年4月1日
～令和2年3月31日

地域住民と子どもたち

124
和倉放課後児童クラ
ブ

七尾市 ・家庭における食育につなげる
野菜の栽培と収穫、食育講話会、郷土料理
の講話と調理実習

令和元年8月1日
～令和4年3月31日

和倉放課後児童クラブの児童

125 のはらの会 加賀市
・地域の郷土料理や食文化を継承する
・地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な
料理を食べている県民を増やす

散策しながら植物講話、小学生と山菜てん
ぷら作り、野菜作りと収穫、伝統産業(山中
塗器)を使った調理実習

平成31年4月1日
～令和4年3月31日

地元の方々に声かけして子ど
もを募る

126
護美ワーキンググ
ループ

能美市
・食品ロスの削減のため何らかの行動をし
ている県民を増やす

夏野菜を使った料理講習会、大根もちと大
根の葉のふりかけ作りの出前講座

平成31年4月1日
～令和3年3月31日

地域の住民、小学生、幼児

○令和２年度認定団体（３団体）

認定
番号

団体名称 （市町名） 目標 取組内容
取組期間

(※令和4年3月31日時点)
計画に参画する住民等

127
カラフル・金沢　食育
クラブ

金沢市
・栄養バランスに配慮した食生活を実践する
県実を増やす

腸内環境に関する講話、郷土の食材につい
ての講話、野菜の収穫体験

令和2年8月1日
～令和4年3月31日

フリースクールに通う中高生と
その保護者

128 朝活＠金沢 金沢市
・食品ロスの削減のため何らかの行動をし
ている県民を増やす

食品ロスについて考える、食文化について
考える

令和2年10月1日
～令和4年3月31日

朝活参集者

129
にじいろ　ひなたぼっ
こ

七尾市
休耕田を活用して米や野菜作りをしている
方々

・米や野菜や果物の収穫体験、収穫物で味
噌や菓子作り、食品ロスやフードバンクの学
習

令和2年8月1日
～令和3年2月19日

フリースクール等に通う児童と
その保護者、地域の高齢者
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○平成１９年度認定団体（１１団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1001 石川県漁業協同組合 輪島支所 （輪島市）
･ 陸揚げした地場の魚介類の紹介
･ 魚介類を使う郷土料理の調理方法の指導

平成19年12月1日
～令和6年3月31日

輪島市子ども育成会連絡協議会

1002 ㈱プラザ ダイヤス （七尾市）
･ 野菜の販売方法の指導
･ 野菜等の流通についての紹介

平成19年5月1日
～平成24年3月31日

金ヶ崎公民館

1003
元気な豊川っ子の食育サポート
隊

（七尾市）
･ 朝ごはんのメニューの紹介
･ バランスの取れた食事の紹介

平成19年10月1日
～平成24年3月31日

豊川公民館

1004 悠々サロングループ （志賀町） ･ 土田地区の郷土料理の調理方法の指導
平成19年7月1日
～平成24年3月31日

土田地区食生活改善グループ

1005 徳光野菜婦人部 （白山市）

･ 伝統保存食「てんばおくもじ（からし菜を使う漬け物）」づくり
の指導
・栽培した野菜の調理・加工体験指導
・伝承料理づくりの指導

平成19年5月1日
～平成22年5月31日

御手洗公民館

1006 手取自然農法の会 （白山市）
･ 稲(もち米)を育てる方法の指導
･ 縄ないの指導

平成19年5月1日
～平成24年3月31日

蝶屋公民館

1007 農事組合法人 井関生産組合 （白山市） ･ かきもちつくりの指導
平成19年5月1日
～平成24年3月31日

蝶屋公民館

1008 蝶屋女性サークル （白山市）
･ もちつきの指導
・かきもちつくりの指導

平成19年5月1日
～平成24年3月31日

蝶屋公民館

1009 蝶屋健老会 （白山市）
･ もちつきの指導
･ 縄ないの指導

平成19年5月1日
～平成24年3月31日

蝶屋公民館

1010 ビスの会 （能美市）
･ 地場の食材を使う調理方法の指導
･ ｢家族が揃い食事をする大切さ｣などの講話の講師

平成19年12月22日
～平成24年3月31日

根上校下婦人会

1011 すいーとぽてとの会 （加賀市）
・地場の食材を使う調理方法の指導
・「朝ごはんをきちんと食べよう」などの講話の講師

平成19年12月1日
～平成20年5月31日

おんぶにだっこの会

○平成２０年度認定団体（７団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1012 菜の花プロジェクト高階 （七尾市）
・稲を育てる方法の指導
・自分たちでつくった菜種油を使った調理指導

平成19年9月10日
～平成23年3月31日

高階公民館

1013 伝承料理てんばの会 （白山市）
・栽培した野菜の調理・加工体験の指導
・伝承料理づくりの指導
・でんば菜（特産のからし菜）の栽培及び加工体験指導

平成20年5月1日
～平成22年5月31日

御手洗公民館

1014 多福かぼちゃ友の会 （白山市） ・かぼちゃの栽培及び調理体験の指導
平成20年5月1日
～平成22年5月31日

御手洗公民館

1015 御手洗アグリ塾 （白山市） ・野菜の栽培及び調理・加工体験の指導
平成20年5月1日
～平成22年5月31日

御手洗公民館

1016 御手洗地区社会福祉協議会 （白山市）
・栽培した野菜の調理・加工体験の指導
・伝承料理づくりの指導

平成20年5月1日
～平成22年5月31日

御手洗公民館

1017 石川県漁協女性部金沢港支部 （金沢市） ・地元食材を用いた郷土料理の調理指導
平成20年4月1日
～平成24年3月31日

キッズネットワーク大徳

1018 JA根上女性部 （能美市） ・地元食材を用いた調理方法の指導
平成20年10月1日
～平成24年3月31日

しらゆり会

[参考２] 子ども食育応援団認定一覧（平成19年度～令和3年度）
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○平成２１年度認定団体（１８団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1019
能都農業青年会議

（能登町）

・さつま芋の苗植え
・さつま芋の栽培管理
・さつま芋の収穫と試食
・報告会

平成20年6月1日
～平成24年3月31日

宇出津野球スポーツ少年団

1020 笹川食育サポート隊 （能登町）

・野菜の植え付け
・収穫と調理実習
・特産品や地場産を使った調理や加工品作り
・収穫感謝祭の開催

平成21年4月1日
～平成23年10月31日

能登町柳田公民館

1021 洋菓子喫茶　ベルン （羽咋市）
・お菓子作りの指導
・収穫物の購入及び食材に活用

平成21年5月1日
～平成24年3月31日

兵庫町ひまわり子ども会

1022 児童館畑作るまいか隊 （中能登町）
・野菜の苗植え指導
・稲刈り指導
・郷土料理体験指導に関わる

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

中能登町立たきお児童館

1023
白山市食生活改善推進協議会
一木グループ

（白山市）
・包丁の使い方、ご飯の炊き方の体験
・昔の料理の体験

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立一木公民館

1024 石川ふれあい農園同好会 （白山市）
・ふれあい農園で収穫した野菜を公民館事業、石川小学校、
石川保育所に提供

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1025 健康づくり推進員 （白山市） ・料理教室の開催支援
平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1026 石川っ子ジュニア文化サークル （白山市） ・ふれあい農園での野菜収穫体験や地引網体験の協力
平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1027 石川地区町内会長会 （白山市） ・料理教室の開催支援
平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1028 石川地区社会福祉協議会 （白山市） ・ふれあい農園での野菜収穫体験や地引網体験の協力
平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1029 石川地区壮年会 （白山市） ・料理教室の開催支援
平成21年4月1日
～平成24年3月31日

白山市立石川公民館

1030 和会
ナゴミカイ

（西軽海４丁目） （小松市） ・講話、調理実習
平成21年4月1日
～平成29年3月31日

東陵食育の会

1031 東陵畑の会 （小松市） ・講話、調理実習
平成21年4月1日
～平成29年3月31日

東陵食育の会

1032 すみれ会 （川北町） ・収穫体験と地産地消調理実習
平成21年7月1日
～平成24年3月31日

壱ッ屋子供会

1033 庄っ子クラブ （加賀市）
・調理体験の支援
・食事、おやつについてのおはなし

平成21年7月18日
～平成22年3月31日

学童クラブ庄キッズ

1034 さくら会 （加賀市） ・収穫体験と調理実習（かぼちゃ、じゃがいも）
平成21年4月1日
～平成25年3月31日

学童クラブつかたに

1035 つぼみの会 （能美市） ・調理実習
平成21年4月1日
～平成22年3月31日

能美市ジュニアボランティアクラブ

1036 心を育む土っこ那谷 （小松市）
・柿の葉寿司作りの柿の葉の提供、葉の選び方などの指導
・野菜の栽培・収穫等の指導

平成21年4月1日
～平成24年3月31日

那谷食育の会

○平成２２年度認定団体（５団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1037 アップルファーム （白山市）

・りんごの木２本提供
・りんご収穫までの手入れ、管理 ・「子どもりんご狩」の時に
手伝い
・子ども達にりんごの一生について１年間のリンゴが実るま
での話を聞かせる

平成22年5月1日
～平成24年3月31日

白山市立舘畑公民館

1038 井口グリーンワークス （白山市）
・田畑の提供、管理
・田植え～稲刈りの体験、餅つき体験の支援
・ アケビ、ブドウ、さつまいもの栽培、収穫体験の支援

平成22年5月1日
～令和4年3月31日

・いのくち遊美の里会
・特定非営利活動法人学童会つる
ぎ

1039 矢沢町子供応援隊 （小松市）
・じゃがいもの栽培・収穫等などの指導
・地域への呼びかけ・協力依頼、地域とのつながりを持つた
めの場の提供

平成25年4月1日
～令和4年3月31日

矢沢町食育の会

1040 心を育む　びるがわっ子 （小松市）
・ さつまいもの栽培・収穫等などの指導
・ 地域への呼びかけ・協力依頼、地域とのつながりを持つた
めの場の提供

平成22年4月1日
～平成27年3月31日

犬丸・荒屋食育の会

・リバティｆａｍ
・のみ♥子育てネットワーク

1041 護美ワーキンググループ （能美市）
・地元の食材を使い、子どもに食べさせたい料理の学習会
への支援
・食材や料理を通した環境学習の支援　など

平成22年4月1日
～平成24年3月31日

25
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○平成２３年度認定団体（５団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1042 神楽もちの会 （輪島市）

４月　　田植え準備
５月　　田植え・神楽もちの話し、田植え指導
６月～８月　　・田んぼの管理
９月　　 ・稲刈り・はざかけ、稲の話し、稲刈り指導
１０月　脱穀
１１月　親子ふれあい感謝祭に参加
　　　　　・もちつき指導（もちつき手がえし名人）

平成19年5月1日
～平成26年3月31日

1043 花咲かくらぶ （輪島市）

５月　　畑の耕運、畝上げ、草刈り
６月　　さつまいもの苗植え指導
７月～９月　畑の管理
７月　　子どもたちとの交流会
１０月　さつま芋堀指導
１１月　親子さつまいもクッキングに参加

平成19年5月1日
～平成26年3月31日

1044 育児サロングループ （輪島市）

・計画作成
・事前準備
・調理中の子どもの保育
・会食中の子どもの保育・母親との交流
・後片付け
・報告会

平成21年6月1日
～平成25年3月31日

門前食育グループ

1045 株式会社　ミナトフーズ （七尾市）
・食育に関する食材の提供
・食体験実施時の協力

平成23年6月1日
～平成31年3月31日

・七尾みなと放課後児童クラブ
・七尾みなとこども園保護者会
・東みなとこども園保護者会

○平成２４年度認定団体（７団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1047 東町２班 （穴水町）
・畑で野菜の植え付け、収穫
・親子クッキング
・寒の味噌づくり

平成24年4月1日
～平成26年3月31日

まない親子クラブ

1048 川島寿会 （穴水町）

・ほう葉めし作り
・もちつき
・かきもち作り
・野菜の植え付け・収穫

平成24年4月1日
～平成26年3月31日

穴水おひさまくらぶ

1049
栄養士自主学習グループ能
登あじさい会

（七尾市）
・料理教室講師
・食べ物についてのお話など（地域を見つめ直す郷土
食の伝承などを含め）

平成24年4月1日
～平成29年3月31日

・七尾市中島児童館
・七尾市御祓児童館

1050 あら鵜 （羽咋市）
・だしのとり方と味覚体験
・桜の花と葉の塩漬け体験

平成24年4月1日
～平成27年3月31日

・粟ノ保保育所保護者会
・西北台保育所保護者会
・余喜保育所保護者会

1051 JAはくい女性部 （羽咋市）

・さつまいも畑作りと苗植え指導、苗管理指導
・親子食育フェスタの開催、食農教育(農体験等）
・さつまいも収穫、料理教室開催、クッキング指導
・伝統料理指導、親子味噌作り指導

平成25年4月1日
～令和3年3月31日

・こすもす地域活動クラブ

1052 だいいち食育応援隊 （小松市）
・畑を提供し、栽培や収穫等の協力・指導
・季節の野菜や収穫した野菜を使った郷土料理講習
会への参加のよびかけ

平成24年6月1日
～平成29年3月31日

郷土の食を伝える会

1053 泉台町地域福祉委員会 （能美市） ・さつまいもの栽培と調理加工体験の指導
平成25年5月1日
～平成29年3月31日

泉台町会

○平成２５年度認定団体（2団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1054
わじま食育応援隊
チーム歯っぴーかむかむ

（輪島市） 地元の食文化への関心を高める体験型食育

①平成25年4月1日
～平成26年3月31日
②平成25年7月1日
～平成27年3月31日

①みらい子育てネット
　輪島たんぽぽクラブ
②もんぜん児童館

1055 くろまるの会 （珠洲市） 北山地区での山菜の収穫と調理支援
平成25年4月1日
～平成27年2月28日

珠洲市若山公民館

・幼保連携型認定こども園ひまわ
りひまわり会
・七尾市御祓児童館
・天神山小学校PTA

輪島公民館

1046
石川県栄養士会
食育グループなでしこ

（七尾市）
・料理教室の実施等へのサポート
・食について関心を高める話など食育について協力する

平成23年6月1日
～平成30年3月31日
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○平成２６年度認定団体（４団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1056 株式会社　営農福井 （志賀町）
・カボチャ栽培、調理指導
・特産ころ柿作り指導
・郷土料理指導

平成26年4月1日
～平成28年3月31日

ふくいリトルクラブ

1057
さんなみっ子育成プロジェク
ト実行委員会

(能登町） ・さつまいも、そば栽培、調理指導
平成26年4月1日
～平成28年3月31日

能登町立三波公民館

1058
ひまわり
（矢田郷地区食生活改善推
進協議会）

（七尾市） ・児童が栽培した作物を使用した調理指導
平成26年7月1日
～平成31年3月31日

天神山小学校ＰＴＡ

1059
わじま食育応援隊
　　　めだか＆ズッキーニ

（輪島市） ・地元の食文化への関心を高める
平成26年4月1日
～平成29年3月31日

輪島市もんぜん児童館

○平成２７年度認定団体（２団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1060 御手洗喜米会
みたらいきよねかい （白山市）

・畑で野菜の植え付け、収穫
・栽培の指導

平成27年4月1日
～平成29年3月31日

白山市御手洗地域ふれあい支
え合い部

1061 わじま食育応援隊 かがやき （輪島市） ・地元の食文化への関心を高める体験型教育
平成27年4月1日
～平成29年3月31日

太陽の子クラブ

○平成２８年度認定団体（３団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1062 にんじんクラブ （加賀市）

・保育園児を対象に調理体験と野菜
　クイズの手伝い
・小学生を対象に調理体験と大豆の
　学習の手伝い

平成28年4月1日
～平成29年3月31日

大聖寺くらぶ

1063 白山農業協同組合 （白山市） ・野菜の栽培指導
平成28年4月1日
～令和4年3月31日

・いのくち遊美の里会
・特定非営利法人学童会つる
ぎ

1064 くまっこ食育応援隊 （志賀町）
・調理体験の支援、指導
・郷土料理や行事食作りの指導、紹介

平成28年4月1日
～平成30年3月31日

上熊野ふらっとサロン

○平成２９年度認定団体（３団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1065 畑のサロン応援隊 （金沢市）
・たけのこ掘りと料理教室
・ジビエ鍋で地域活動

平成29年4月1日
～令和4年3月31日

NPOみんなの畑の会
特定非営利活動法人いしかわ
在宅支援ねっと

1066 さくらんぼの会 （加賀市） ・調理実習のお手伝い
平成29年4月1日
～令和4年3月31日

動橋児童センター

1067
中庄町加賀丸いも娯楽会協
力会

（能美市）
・加賀丸いもを栽培する畑の提供
・調理実習のお手伝い、調理器具の貸し出し

平成29年4月1日
～令和2年3月31日

中庄町加賀丸いも娯楽会
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○平成３０年度認定団体（３団体）

認定番号 子ども食育応援団名 （市町名） 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1068 志加浦食育応援隊 （志賀町） ・旬の食材を使った朝食作り
平成30年4月1日
～令和3年3月31日

志加浦すこやかサークル

1069 くず葉の会 （宝達志水町）
・宝達くずの魅力を知ってもらうため、宝達くずを使った調理
を教える

平成30年8月1日
～令和4年3月31日

宝達小学校ＰＴＡ

1070 宝達葛友の会 （宝達志水町）
・宝達くずの生産を昔ながらの技術で製法している工程を伝
える

平成30年8月1日
～令和4年3月31日

宝達小学校ＰＴＡ

○令和元年度認定団体（３団体）

認定番号 子ども食育応援団名 市町名 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1071 私達の子供会 金沢市
・筍のアルミ焼きの作業支援、竹炭つくり、バーベキューの準
備

平成31年4月1日
～令和4年3月31日

竹と僕らの物語

1072 和倉ダンジーズ 七尾市 ・畑の提供、野菜の栽培技術支援
令和元年8月1日
～令和4年3月31日

和倉放課後児童クラブ

1073 のんびりクッキング 七尾市 ・料理教室
令和元年8月1日
～令和4年3月31日

和倉放課後児童クラブ

○令和２年度認定団体（２団体）

認定番号 子ども食育応援団名 市町名 応援する内容
応援期間

(※令和4年3月31日時点)
応援する

地域版食育推進計画

1074 ししゆずの会 七尾市
・田畑の提供
・ししゆずの栽培と収穫体験、菓子作り

令和2年4月1日
～令和3年2月19日

にじいろ　ひなたぼっこ

1075 手がつくるわたしの未来 中能登町 ・田の提供と栽培及び収穫体験　　　　　　　
令和2年4月1日
～令和3年3月31日

みんなの畑虹っ子クラブ
(令和元年度認定)
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平成20年度 ：7団体　 平成27年度 ：10団体
輪島市子ども育成会連絡協議会（輪島市） 邑知学童保育クラブ（羽咋市）
金ケ崎公民館（七尾市） 天神山小学校ＰＴＡ（七尾市）
豊川公民館（七尾市） 七尾みなとこども園保護者会（七尾市）
土田地区食生活会以前グループ（志賀町） 七尾みなと放課後児童クラブ（七尾市）
御手洗公民館（白山市） 能登町立三波公民館（能登町）
蝶屋公民館（白山市） 羽咋学童保育クラブ（羽咋市）
根上校下婦人会（能美市） 羽咋ゆりっこ児童クラブ（羽咋市）

東みなとこども園保護者会（七尾市）
平成21年度 ：7団体 ふくいリトルクラブ（志賀町）

宇出津野球スポーツ少年団（能登町） 瑞穂学童保育クラブ（羽咋市）
兵庫町ひまわり子ども会（羽咋市）
高階公民館（七尾市） 平成28年度 ：3団体
キッズネットワーク大徳（金沢市） 太陽の子クラブ（輪島市）
一木公民館（白山市） 御手洗地域ふれあい支え合い部（白山市）
石川公民館（白山市） 大聖寺クラブ（加賀市）
東陵食育の会（小松市）

平成29年度 ：2団体
平成22年度 ：5団体 白山市立吉野保育所保護者会（白山市）

能登町立柳田公民館（能登町） 上熊野ふらっとサロン（志賀町）
中能登町立たきお公民館（中能登町）
リバティｆａｍ（能美市） 平成30年度 ：4団体
しらゆり会（能美市） ＮＰＯ みんなの畑の会（金沢市）
那谷食育の会（小松市） 動橋児童センター（加賀市）

南中央町親子会（羽咋市）
平成23年度 ：7団体 中庄町加賀丸いも娯楽会（能美市）

輪島公民館（輪島市）
門前食育グループ（輪島市） 令和元年度 ：5団体
いのくち遊美の里会（白山市） 特定非営利活動法人学童会つるぎ（白山市）
白山市舘畑公民館（白山市） 特定非営利活動法人いしかわ在宅支援ねっと（金沢市）

のみ♥子育てネットワーク（能美市） こすもす地域活動クラブ（羽咋市）
壱ツ屋子供会（川北町） 志加浦すこやかサークル（志賀町）
学童クラブつかたに（加賀市） 宝達小学校ＰＴＡ（宝達志水町）

平成24年度 ：4団体 令和２年度 ：2団体
穴水おひさまくらぶ（穴水町） 竹と僕らの物語（金沢市）
矢沢町食育の会（小松市） 和倉放課後児童クラブ（七尾市）
犬丸・荒屋食育の会（小松市）
郷土の食を伝える会（小松市） 令和３年度 ：1団体

カラフル・金沢食育クラブ（金沢市）
平成25年度 ：3団体

泉台町会（能美市）
余喜保育所保護者会（羽咋市）
みらい子育てネット輪島たんぽぽクラブ（輪島市）

平成26年度 ：7団体
粟ノ保保育所保護者会（羽咋市）
珠洲市立若山公民館（珠洲市）
西北台保育所保護者会（羽咋市）
七尾市中島児童館（七尾市）
七尾市御祓児童館（七尾市）
ひまわり保育園ひまわり会（七尾市）
輪島市もんぜん児童館（輪島市）

　　　　　　　　　　　

[参考３] 優良地域版食育推進計画知事表彰団体一覧（平成２０年度～令和３年度）
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　（事　　務）

石川県優良地域版食育推進計画表彰要綱

（目　　的）

第１条　この要綱は、いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第77条に基づく
　地域における食育を推進するために、いしかわ食育推進計画に基づき策定している
　地域版食育推進計画（以下「計画」という）の中で、特に活動内容が他の地域の模範となる
　と認められる団体を表彰し、広く県民に周知することにより、地域における食育がより一層
　推進されることを目的とする。

（表　　彰）
第２条　知事は、活動内容が次のすべての要件に該当する計画を策定している団体を表彰する。
　（１）県の認定を受けている計画団体で、活動実績が１年以上のもの
　（２）原則として子ども食育応援団とともに活動が行われているもの
　（３）健全な食生活の理解・実践の向上に繋がる活動が行われているもの
　（４）表彰時において活動を継続しており、他の団体の模範となり、かつ他地域への
　　　　普及が期待されるもの

（表彰の方法）

第３条　表彰は、表彰状（別記様式第1号）を授与して行う。

（表彰の推薦）
第４条　県保健福祉センターの所長は、第２条に該当する団体を推薦するときは、優良地域版食
　育推進計画策定団体表彰推薦書（別記様式第2号）により、知事に内申するものとする。

（決　　定）

第５条　知事は内申のあった団体について、前条の推薦書に基づき、審査のうえ、
　表彰団体を決定する。

　　　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

第６条     この表彰に関する事務は、健康福祉部少子化対策監室において処理する。

　　附　則

　　　この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。

　　附　則

　　　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

　　附　則

参考
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