
平成30年度「減塩＆野菜を食べようキャンペーン」取組概要一覧

福島県健康増進課

No. 地区 名称 主催者（団体） 場所 日時 内容 URL 主催者問い合わせ先 担当者連絡先

1 県

目指せ！健康長寿フェス

ティバル2018inいわき

（仮称）

福島県 いわき市平・小名浜地区 平成30年11月3日、4日
健康をテーマとしたイベ

ントによる啓発

特設ホームページ設置予

定
福島県健康増進課 TEL024-521-7640

2 県北
減塩＆野菜を食べよう大

作戦キャンペーン
県北保健福祉事務所 ＪＲ福島駅前広場

平成30年6月7日（木）

17：00～18：00

普及啓発チラシとポケッ

トティッシュの配布

http://www.pref.fukus

hima.lg.jp/sec/21110a

/genen-

yasaidaisakusen.html

県北保健福祉事務所

県北保健福祉事務所

健康増進課

TEL024-534-4161

3 県北
減塩＆野菜を食べよう普

及啓発講習会
県北保健福祉事務所 福島市保健福祉センター

平成30年6月25日（月）

14：45～16：10

講習会（対象は管内の健

康応援店及び事業所食堂

等）

http://www.pref.fukus

hima.lg.jp/sec/21110a

/genen-

yasaidaisakusen.html

県北保健福祉事務所

県北保健福祉事務所

健康増進課

TEL024-534-4161

4 県北
お口の健康フェアー

２０１８
福島歯科医師会 ＭＡＸ　ＡＯＺ

成30年6月10日（日）

10：00～14：00

チラシ配布などの

広報活動

一般社団法人

福島歯科医師会
専務理事　山口晴彦

5 県北
安達歯科医師会

健康フェアー
安達歯科医師会

本宮市民元気いきいきプ

ラザ「えぽか」

平成30年6月10日（日）

9：30～14：00

チラシ配布などの

広報活動
安達歯科医師会 地域保健担当　本田祐樹

6 県北 安達歯科医師会広報活動 安達歯科医師会 当会会員の歯科医院 通年
当会会員の歯科医院にお

いてチラシ配布など
安達歯科医師会 地域保健担当　本田祐樹

7 県北
減塩＆野菜を食べよう普

及啓発活動
栄養士会県北支部

当会会員の勤務施設（病

院等）
通年

妊婦・若者を対象に、チ

ラシを配布

公益社団法人福島県栄養

士会県北支部
関根　幸子

8 県北
ベビーとママの

リフレッシュ体操
福島県助産師会 福島県青少年会館

平成30年6月12日（火）

10：00～12：00
チラシの配付

一般社団法人福島県助産

師会
会長　小谷　寿美恵

9 県北
ベビーマッサージと何で

も相談会
福島県助産師会 福島県青少年会館

平成30年6月26日（火）

10：00～12：00
チラシの配付

一般社団法人福島県助産

師会
会長　小谷　寿美恵

10 県北
福島県助産師会組織運営

委員会・通常総会
福島県助産師会 福島県男女共生センター

平成30年6月9日（土）

9：30～　・13：00～
チラシの配付

一般社団法人福島県助産

師会
会長　小谷　寿美恵

13 県北 健康セミナー 福島市 福島市保健福祉センター
平成30年６月８日

（金）13:30～16:00
チラシの配付 福島市健康推進課 TEL024-525-7670

14 県北 健康セミナー 福島市 福島市保健福祉センター
平成30年9月19日（水）

13:15～16:00
チラシの配付 福島市健康推進課 TEL024-525-7670

15 県北 健康セミナー 福島市 福島市保健福祉センター
平成30年11月19日

（月）13:30～16:00
チラシの配付 福島市健康推進課 TEL024-525-7670

16 県北
毎月第3週の減塩＆野菜

を食べようWeeK

福島市役所食堂（うつく

しま健康応援店）

福島市役所東庁舎９階食

堂

毎月第3週　月～金

11：30～14：00

※４月より開始

メニューに野菜摂取量、

食物繊維、塩分量を記載

※食堂内掲示により周知

を図る。「野菜を豊富に

取り入れ、香味野菜を活

かした減塩メニュー」の

提供を実施

福島市役所食堂（うつく

しま健康応援店）

福島市役所食堂（うつく

しま健康応援店）

1

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21110a/genen-yasaidaisakusen.html


No. 地区 名称 主催者（団体） 場所 日時 内容 URL 主催者問い合わせ先 担当者連絡先

17 県北
減塩＆野菜を食べよう大

作戦キャンペーン
二本松市 未定 平成30年6月～12月

食生活改善員の協力

チラシの配布 二本松市健康増進課 TEL0243-55-5110

18 県北 市広報への掲載 二本松市 広報誌は各戸配布 広報掲載は6月号 市広報への掲載等 二本松市健康増進課 TEL0243-55-5110

19 県北
減塩＆野菜を食べよう大

作戦キャンペーン
二本松市 市内各保健センター

平成30年4月～平成31年

3月

妊娠届出の際にチラシ等

での啓発
二本松市健康増進課 TEL0243-55-5110

20 県北 市政だよりに掲載 伊達市 全戸配布 市政だより６月号 市政だよりに掲載 伊達市健康推進課 TEL024-575-1116

21 県北 ４ヶ月健診 伊達市 保原保健センター
平成30年4月～平成31年

3月

普及啓発チラシとしょう

ゆスプレーの配布
伊達市健康推進課 TEL024-575-1116

22 県北
「毎月１７日は減塩の

日」の普及活動
伊達市

スーパー、道の駅、企業

等

毎月１７日 普及啓発チラシとポケッ

トティッシュの配布
伊達市健康推進課 TEL024-575-1116

23 県北 出前講座等 伊達市
市内交流館、集会所、サ

ロン会場等

平成30年5月～平成31年

3月
普及啓発チラシの配布 伊達市健康推進課 TEL024-575-1116

24 県北
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
本宮市 本宮市内店舗

平成30年6月25日（月）

午後2時頃～
チラシ等配布 本宮市　保健課 TEL0243-63-2780

25 県北
減塩＆野菜を食べよう

親子料理教室
桑折町 桑折町保健福祉センター

平成30年6月17日（日）

9:30～12:00

野菜たっぷりメニュー、

適塩汁物の調理実習
桑折町　保健福祉課 TEL024-582-1133

26 県北
減塩＆野菜を食べよう

健康食講座
桑折町

桑折町保健福祉セン

ター、追分町民会館

平成30年6月18日（月）

9:00～12:00

野菜たっぷりメニューの

調理実習、減塩について

の話

桑折町　保健福祉課 TEL024-582-1133

27 県北 食育の日普及活動 桑折町 町内スーパー
平成30年6月19日（火）

10：00～11：00

減塩、野菜たっぷりレシ

ピの配布
桑折町　保健福祉課 TEL024-582-1133

28 県北
減塩＆野菜を食べよう

食育教室
桑折町 桑折町保健福祉センター

平成30年6月21日（木）

9：30～12：00

野菜たっぷりメニューの

調理実習、減塩について

の話

桑折町　保健福祉課 TEL024-582-1133

29 県北
減塩＆野菜を食べよう大

作戦キャンペーン
国見町 町内のスーパー等

平成30年6月19日（火）

午後予定
チラシ等の配布 国見町　保健福祉課 TEL024-585-2783

30 県北
減塩＆野菜を食べよう大

作戦キャンペーン
国見町 広報誌各戸配布 広報誌6月号掲載 広報誌への掲載 国見町　保健福祉課 TEL024-585-2783

31 県北
広報誌への掲載や減塩み

そ汁の試飲
川俣町 広報誌各戸配布　　　　川俣町保健センター

平成30年6月1日（金）

～平成30年6月13日

（水）～6月24日（日）

住民検診受診後に減塩み

そ汁を試飲
川俣町保健センター TEL024-566-2111

32 県北 広報等への掲載 大玉村 広報誌各戸配布
平成30年6月15日（金）

～広報おおたま6月号配
広報等への掲載等 大玉村　健康福祉課 TEL0243-48-3130

33 県北 講習会の開催 大玉村 大玉村保健センター
平成30年6月27日（水）

10：00～12：00
大玉村　健康福祉課 TEL0243-48-3130
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No. 地区 名称 主催者（団体） 場所 日時 内容 URL 主催者問い合わせ先 担当者連絡先

34 県北
「朝食について見直そう

週間運動」
県北教育事務所

公立幼稚園・小学校・中

学校・高等学校・特別支

援学校

平成30年6月中旬の任意

の1週間

「朝食について見直そう

週間運動」実施依頼にお

ける取組の周知。朝食の

摂取率調査、汁物の摂取

状況調査

福島県県北教育事務所 TEL024-521-2818

35 県北
おいしいふくしまいただ

きます！キャンペーン
県北農林事務所 未定 未定 福島県県北農林事務所　 TEL024-521-2596

36 県中

全国植樹祭ふくしま

2018郡山PR会場におけ

る減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン

県中保健福祉事務所
全国植樹祭ふくしま

2018郡山PR会場

平成30年6月10日（日）

11時～16時

１、食育スタンプラリー

の実施

２、減塩＆野菜たっぷり

スープ５００食の配布

総務企画部総務企画課

　主任主査　嶋根

保健福祉部健康増進課

　主任栄養技師　根本

0248-75-7805

0248-75-7814

37 県中

田村市食育イベントにお

ける減塩＆野菜を食べよ

うキャンペーン

田村市

県中保健福祉事務所

株式会社ヨークベニマル

メガステージ田村店

平成30年8月19日（日）

14時～16時

１、食育ゲームの実施

２、食育リーフレット等

の配布

田村市役所

保健課健康増進係

　専門栄養技師　佐久間

保健福祉部健康増進課

　主任栄養技師　根本

0247-81-2271

0248-75-7814

38 県中
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
田村市 メガステージ田村店

平成30年8月19日（日）

11:00～13：00

地元スーパーの協力によ

り、店内で食育の日にあ

わせ減塩や野菜摂取の重

要性と１日の望ましい摂

取量について普及啓発す

る。①食育体験ゲーム②

情報提供

共催：県中保健福祉事務

所、田村市食生活改善推

進協議会

http://www.city.ta

mura.lg.jp/

田村市保健福祉部保健課

℡０２４７－８１－２２

７１

田村市保健福祉部保健課

健康増進係

℡０２４７－８１－２２

７１

39 県中 塩分控えめ教室 田村市 保健センター等 平成30年5月～8月

総合健診時に減塩の必要

性や１日の望ましい摂取

量、減塩のポイント等に

ついて説明する。フード

モデルを展示する。

http://www.city.ta

mura.lg.jp/

田村市保健福祉部保健課

℡０２４７－８１－２２

７１

田村市保健福祉部保健課

健康増進係

℡０２４７－８１－２２

７１

40 県中 高齢者栄養教室 田村市 保健センター等 平成30年6月～3月

市内各地区老人クラブと

の共催により開催し、低

栄養予防、減塩や野菜摂

取の重要性と１日の望ま

しい摂取量について普及

啓発する。

http://www.city.ta

mura.lg.jp/

田村市保健福祉部保健課

℡０２４７－８１－２２

７１

田村市保健福祉部保健課

健康増進係

℡０２４７－８１－２２

７１
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No. 地区 名称 主催者（団体） 場所 日時 内容 URL 主催者問い合わせ先 担当者連絡先

41 県中 健康出前講座 田村市 保健センター等 平成30年6月～3月

減塩や野菜摂取の重要性

と１日の望ましい摂取量

について普及啓発する。

http://www.city.ta

mura.lg.jp/

田村市保健福祉部保健課

℡０２４７－８１－２２

７１

田村市保健福祉部保健課

健康増進係

℡０２４７－８１－２２

７１

42 県中 健康づくり市民講座 田村市 保健センター等

平成30年12月4日、12

月17日、平成31年3月4

日

減塩や野菜摂取の重要性

と１日の望ましい摂取量

について普及啓発する。

①塩分チェック②生活習

慣を改善するための食べ

方、選び方

http://www.city.ta

mura.lg.jp/

田村市保健福祉部保健課

℡０２４７－８１－２２

７１

田村市保健福祉部保健課

健康増進係

℡０２４７－８１－２２

７１

43 県中
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
小野町食生活改善推進員

こまちふれあいフェスタ

会場
平成30年10月下旬

試食とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄによる普

及啓発活動
０２４７-７２-６９３４ ０２４７-７２-６９３４

44 県中 食育月間 三春町 三春町保健センター
平成30年6月1日～6月

30日

保健センター内に「食育

月間」のコーナーを設け

資料の展示

三春町保健福祉課 0247（62）3166

45 県中
減塩＆野菜を食べようｷｬ

ﾝﾍﾟｰﾝ

天栄村食生活改善推進員

会
天栄村役場駐車場 平成30年11月4日 減塩クイズと試食の提供

天栄村住民福祉課健康増

進係
0248-82-3800

46 県中 豊作祈願　田植え祭り 鏡石町ヘルスメイト 鏡石町図書館 平成30年6月2日（日） 野菜350g計量体験
鏡石町役場健康環境課

遠藤
62－2115

47 県中 豊作万歳　稲刈り祭り 鏡石町ヘルスメイト 鏡石町図書館 平成30年10月中旬頃 野菜350g計量体験
鏡石町役場健康環境課

遠藤
62－2115

48 県南
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
県南保健福祉事務所 ベイシア白河モール店

平成30年6月19日（火）

11:30～12:30

食育月間にあわせて、地

域住民に対し減塩と野菜

摂取量増加の普及啓発を

行う。

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

49 県南
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
県南保健福祉事務所

西白河地方リサイクル

プラザ

平成30年7月5日（木）

12:15～

従業員に対して、減塩と

野菜摂取量増加の普及啓

発を行う。

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

50 県南
減塩＆野菜を食べよう

キャンペーン
県南保健福祉事務所

協同組合白河リサイクル

センター

平成30年7月12日（木）

12:00～

従業員に対して、減塩と

野菜摂取量増加の普及啓

発を行う。

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

福島県県南保健福祉事務

所　健康増進課

0248-22-5443

52 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津保健福祉事務所 ヨークベニマル門田店

平成30年6月19日(火）

11：00～16：00

①「減塩＆野菜を食べよ

う」のぼりの掲示

②３５０ｇ野菜当てゲー

ムや野菜を使ったレシピ

の紹介など

③栄養相談コーナーの実

施

会津保健福祉事務所

健康増進課

健康増進課　吉田百花

0242-29-5519

4

http://www.city.tamura.lg.jp/
http://www.city.tamura.lg.jp/
http://www.city.tamura.lg.jp/
http://www.city.tamura.lg.jp/


No. 地区 名称 主催者（団体） 場所 日時 内容 URL 主催者問い合わせ先 担当者連絡先

53 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津保健福祉事務所

（株）ヨークベニマル

会津若松市内7店舗（一

箕町店、門田店、西若松

店、町北町店、花春店、

飯寺店、城西町店）

平成30年6月1日（金）

～6月30日（土）

「減塩＆野菜を食べよ

う」のぼり・ミニのぼ

り・ＰＯＰの掲示

会津保健福祉事務所

健康増進課

健康増進課　吉田百花

0242-29-5519

54 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津保健福祉事務所

（株）リオン・ドール

会津若松市内4店舗（河

東店、滝沢店、門田店、

アピオ店）

6月10日（日）河東店

6月16日（土）滝沢店

6月17日（日）門田店

6月19日（火）アピオ店

食生活改善推進委員によ

る食育資料の配布
食生活改善推進委員

健康増進課　吉田百花

0242-29-5519

55 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
若松ガス株式会社 若松ガス本社

平成30年6月19日（火）

10：00～12：30

①「減塩＆野菜を食べよ

う」のぼり・ミニのぼ

り・ＰＯＰの掲示

②「野菜たっぷりおか

ず」の料理教室開催・参

加者に食育資料を配布

www.wakagas.co.jp 若松ガス株式会社

営業部　営業開発課

ＣＳチーム　小林美穂子

0242-28-1229

56 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津中央乳業株式会社 会津中央乳業株式会社

平成30年6月17日（日）

10：00～15：00

①「減塩＆野菜を食べよ

う」のぼりの掲示

②減塩や野菜摂取、乳製

品の試食コーナー

③栄養相談コーナーの実

施

会津中央乳業株式会社
営業部　二瓶孝文

0242-83-2324

57 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津保健福祉事務所

生活協同組合コープあい

づ

会津若松市内3店舗（あ

いおい店、にいでら店、

ほんまち店）

平成30年6月1日（金）

～

　　　6月30日（土）

「減塩＆野菜を食べよ

う」のぼり・ミニのぼ

り・ＰＯＰの掲示

会津保健福祉事務所

健康増進課

健康増進課　吉田百花

0242-29-5519

58 会津
「減塩＆野菜を食べよう

大作戦」キャンペーン
会津保健福祉事務所

生活協同組合コープあい

づ

店舗未定

平成30年9月19日（火）

（予定）

①減塩や野菜摂取の試食

コーナー

②栄養相談コーナー

会津保健福祉事務所

健康増進課

健康増進課　吉田百花

0242-29-5519

59 南会津食育月間推進事業
南会津地区食生活改善推

進連絡協議会

南会津町内の店舗

（4店舗）

平成30年7月4日（水）

午前11：00～

食育関連、減塩＆野菜を

食べよう関連パンフレッ

ト等の配布

南会津保健福祉事務所
保健福祉課　大塚（綾）

ＴＥＬ0241-63-0305

5


