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食育推進の評価指標

評価指標の考え方

評価指標

第４章

1

2

　食育推進の評価指標は、市民意識調査及び国の食育推進基本計画に掲げる目標値を基に設定しまし

た。第３次計画では、実践の環
わ

を広げるため、食に関わる多様な機関や関係者が、共通の目標の達成

を目指して連携協力しながら、市民運動として取り組めるよう、その成果や達成度を客観的な指標によ

り把握できるようにします。

　ただし、食育は、食育基本法の目的や本計画の基本的目標を踏まえ、目標値の達成のみを追い求め

ることのないよう留意します。

指標一覧

基本的目標 № 項　目 現状値（H28） 目標値（H34）

食
に
つ
い
て
自
ら
考
え
、

判
断
す
る

⑴
バランスのとれた食事（主食・主菜・副菜）をそろえて食べている

人の割合の増加
41.0% 45％

⑵ 野菜や果物、魚などに愛媛県産を選ぶ人の割合の増加 45.5% 50%

⑶
食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する人の割合

の増加
― 80％

健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る

⑷ 朝食を欠食する人の割合の減少 34.4％ 25%

⑸ 野菜を食べる人の割合の増加 77.9％ 80％

⑹ 魚介類を食べる人の割合の増加 76.6％ 85％

⑺ よく噛んで味わって食べている人の割合の増加 55.7% 65％

⑻
内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のため

の適切な食事、運動等を継続的に実践している人の割合の増加
39.9% 50%

⑼ 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数の増加 ― 週11回

⑽ 地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加 ― 70％

自
然
を
愛
し
、

食
へ
の
理
解
を
深
め
る

⑾ 食事のあいさつをする人の割合の増加 78.2％ 100％

⑿ 学校給食における地場産物を使用する割合の増加 31.5％ 35％

⒀ 食に関する栽培体験をしたことがある人の割合の増加 78.3% 85％

⒁ 食品ロス削減のために何らかの行動をしている人の割合の増加 59.9% 70％

⒂
地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝

えている人の割合の増加
32.6% 40％
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＜基本的目標 1：食について自ら考え、判断する＞

（１） バランスのとれた食事（主食・主菜・副菜）をそろえ
　　て食べている人の割合の増加

（２） 野菜や果物、魚などに愛媛県産を選ぶ人の割合の増加

（３） 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断
　　する人の割合の増加

41.0%

45.5%

―

45％

50%

80％

現状値

現状値

現状値

目標値

目標値

目標値

⇒

⇒

⇒

※朝ごはんを食べる1 ～ 84 歳男女の平均値

※「愛媛県産」を選ぶ 13 ～ 84 歳男女の平均値

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

　主食・主菜・副菜をそろえた食事は、日本の食事パターンであり、良好な栄養素の摂取、身
体の栄養状態につながります。生活習慣病予防の観点からも、引き続き食事内容の指標とし
て用いることとします。また、バランスのとれた食事の頻度が高いほど、野菜や魚介類の摂取
頻度が高くなる傾向にあるため、野菜や魚介類の摂取増加を推進するとともに、主食・主菜・
副菜をそろえた食事をする人の割合の増加を目指します。

　近年、地産地消への意識が高まり、安全・安心の観点からも地場産物を求める消費者は増
加傾向にあります。生産者にとっては流通コストの低減や消費者ニーズにあった安全な農林水
産物の生産に繋げることができるとともに、消費者にとっては、生産者の顔が見え、新鮮で
安全・安心な農林水産物を選択することができます。
　第２次計画の目標値は達成しましたが、より一層の推進を図るため、目標値を引き上げ、
引き続き野菜や果物、魚などに愛媛県産を選ぶ人の割合の増加を目指します。

　健全な食生活の実現に向けて、食品の選び方や適切な調理・保管の方法等について基礎的
な知識を持ち、その知識を活用して判断や行動していくことが重要です。このため、食品の
安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する人の割合の増加を目指します。
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＜基本的目標 2：健全な食生活を実践する＞

（４） 朝食を欠食する人の割合の減少

（５） 野菜を食べる人の割合の増加

（６） 魚介類を食べる人の割合の増加

34.4％

77.9％

76.6％ 

25％

80％

85％

現状値

現状値

現状値

目標値

目標値

目標値

⇒

⇒

⇒

※「毎日」食べる以外の 20 ～ 39 歳男女の平均値

※「ほとんど毎日」食べる1 ～ 84 歳男女の平均値

※「週 2 ～ 3 日」以上食べる1 ～ 84 歳男女の平均値

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

　朝ごはんを食べることは、健康的な生活習慣を確立するために大切なことです。しかし、
特に 20 ～39 歳の若い世代の朝食の欠食率の高さが課題であり、また、この世代は、次世
代に食育をつなぐ大切な担い手でもあるため、朝食を欠食する人の割合の減少を目指します。

　主食・主菜・副菜をそろえた食事に不足しがちなのは、野菜などの副菜です。そのため、バ
ランスのとれた食事をするためには、毎食、野菜料理を意識してそろえることが重要です。また、
野菜の摂取について、バランスのとれた食事の頻度が高いほど、野菜の摂取頻度が高くなる
傾向にあるため、バランスのとれた食事を整えることと併せて野菜を食べる人の割合の増加を
目指します。

　本市の郷土料理「松
まつやまずし

山鮓」に代表されるように、昔から瀬戸内海では、新鮮な魚が豊富に
捕れます。しかし、若い世代を中心に「魚離れ」が進み、食文化の継承の観点からも摂取を
促す必要があります。また、魚介類の摂取について、バランスのとれた食事の頻度が高いほ
ど、魚介類の摂取頻度が高くなる傾向にあるため、食事のバランスを整えることと併せて魚介
類の摂取の増加を目指します。
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（７） よく噛んで味わって食べている人の割合の増加

（８） 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防
　　や改善のための適切な食事、運動等を継続的に実践し
　　ている人の割合の増加

（９） 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数の増加

55.7％

39.9％

－ 

65％

50％

週11回

現状値

現状値

現状値

目標値

目標値

目標値

⇒

⇒

⇒

※「噛む」ことと「味わう」ことの２つの動作がとれている人
※ 13 ～ 84 歳男女の平均値

※「半年以上継続している」、20 ～ 84 歳男女の平均値

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

　よく噛んで味わって食べることは、口腔機能の発達や維持に必要であり、身体の栄養の
みならず、食事を楽しむことにも繋がります。
　なお、第２次計画の目標値（男性）は達成しましたが、第 3 次計画では、目標値を男女
統一とし、引き続きよく噛んで味わって食べる人の増加を目指します。

　内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のためには、適切な食事、
運動等を継続的に実施することが必要であるため、継続して実施する人の割合の増加を目
指します。

　家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図ることは、望ましい
食習慣の習得や食を楽しむこと、心の育成にもつながります。そこで、仕事と生活の調和
等にも配慮しつつ、朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週当たりの回数を 11
回以上にすることを目指します。
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（１０）地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加

（１１）食事のあいさつをする人の割合の増加

（１２）学校給食における地場産物を使用する割合の増加

－

78.2％

31.5％

70%

100％

35％

現状値

現状値

現状値

目標値

目標値

目標値

⇒

⇒

⇒

※ 1 ～ 84 歳男女の平均値

※「愛媛県産」の食材ベース

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年度松山市教育委員会調査）

　近年、高齢者をはじめとする単独世帯やひとり親世帯、貧困の状況にある子ども等、様々
な家庭の状況や生活の多様化により、家族との共食が難しい人も増えています。家族との共
食は難しいが、共食により食を通じたコミュニケーション等を図りたい人にとって、地域や所
属するコミュニティを通じて、様々な人と共食する機会を持つことが重要です。そのため、地
域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やすことを目指します。

　「いただきます」「ごちそうさま」といった食事のあいさつは、食に関わる全てのものに感謝
することであり、これまでも100％を目指して取り組んできましたが、達成できなかったため、
同様の目標を継続します。

　愛媛の郷土料理や地元でとれた食材を活かした料理を学校給食の献立に積極的に取り入れ
ることにより、地域の食文化や食に関する産業、自然の恵みに対する理解を深め、食への関
心を高めるなど、学校給食を「生きた教材」として、より効果的に活用し、地産地消の推進を
目指します。

＜基本的目標 3：自然を愛し、食への理解を深める＞
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（１３）食に関する栽培体験をしたことがある人の割合の増加

（１４）食品ロス削減のために何らかの行動をしている人の割
        合の増加

（１５）地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法
　　  等を継承し、伝えている人の割合の増加

78.3%

59.9%

32.6% 

85％

70％

40％

現状値

現状値

現状値

目標値

目標値

目標値

⇒

⇒

⇒

※「種まきから収穫までの一連の体験をしたことがある」「部分的にしたことがある」
　1 ～ 84 歳男女の平均値

※ 13 ～ 84 歳男女の平均値

※ 13 ～ 84 歳男女の平均値

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

（出典：平成 28 年食育に関する松山市民意識調査）

　種まきや収穫など（鉢植え栽培や家庭菜園、観光農園も含む）の体験は、食材への関心を
もたせ、栽培の大変さやそれに関わる人々への感謝の気持ちを育むことへもつながります。
　このことから、一連の体験または部分的に栽培体験をしたことがある人の増加を目指し
ます。

　まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスの量は、1日一人当たりお茶碗 1杯分になりま
す。その削減を進めるためには、一人ひとりがこの現状や削減の必要性について認識を深め、
自ら主体的に取り組むことが不可欠です。このため、食品ロスの削減のために何らかの行動を
している人の割合の増加を目指します。

　本市は、温暖な気候と豊かな自然環境を生かした特色ある食文化を築いてきました。本
市の食文化を広く普及、継承していくことは重要です。しかし、近年、核家族化の進展や
地域のつながりの希薄化、食の多様化により、その特色が徐々に失われつつあります。こ
のため、伝統的な食材をはじめとした地域の食材を生かした郷土料理や伝統料理等、地域
や家庭で受け継がれてきた料理や味等を受け継ぎ、地域や次世代へ伝えている人の割合の
増加を目指します。
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基本的施策の展開

家庭での食育の推進

第５章

1

○子どもが健やかに成長していくためには、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠が重
要となります。そのため、早寝・早起き・朝ごはんに関する情報発信等を通して、朝食の重要性や生
活リズムの向上に関する取組を推進します。

○生活圏の拡大や行動の多様化等により生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上についても、
学校等を通じた情報発信や取組により、心身ともに健全な食生活の実践を推進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○子どもの頃から、望ましい食習慣を身に付けることは、生涯にわたって心身ともに健康に過ごすため
の基礎となります。そのため、日常生活の中で、買い物や食事の準備の手伝い、家庭菜園での体験
等を通じて、一人ひとりが食への関心を深めることや食に関する知識の習得、自分自身で食事作りが
出来るようになること、そして、食に関わる人や食べ物への感謝の気持ちを育むよう推進します。

○子どもの頃から、主食・主菜・副菜をそろえた栄養バランスのとれた食事を基本とし、多様な食品
を組み合わせることを推進します。

○「いただきます」、「ごちそうさま」等の “ 食事のあいさつ ” をすることや携帯電話等を見ながら食事
をする“ ながら食事 ” をしない等、正しい食事のマナーの習得を推進します。

○近年、健康志向の高まりから、サプリメントや特定の成分を濃縮した食品等が普及しています。これ
らの利用にあたっては、過剰摂取に注意するだけでなく、個人の状況に応じた適切な選択が重要と
なります。そのため、バランスのとれた食生活を基本に、サプリメント等の正しい知識の習得や適切
な選択が身に付けられるよう推進します。

○家庭内で食育を伝える保護者等を含め、食育に関心のある市民を対象とした講座等を通じて、食生
活改善を中心とした健康増進に関する基礎知識を習得し、家庭や地域での実践を学ぶ機会を提供し
ます。

○安全な妊娠・出産と産後の健康の回復に加えて、子どもの生涯にわたる健康を確保するため、妊産
婦に対する各種教室の開催や電話・窓口による栄養指導・食事相談等により、妊産婦や子育てを行
う保護者への支援をする機会を提供します。

○乳幼児期は、心身の機能や食行動の発達が著しい時期であることから、乳幼児の発達に応じた乳幼
児健康診査での栄養指導や離乳食講座等を開催し、栄養指導の充実を図ります。

○食物アレルギーについて、食物アレルギーに関する正しい情報や知識を共有し、知識の習得を図るこ
とで、健全な食生活の実践に向けた支援を行います。

子どもの基本的な生活習慣の形成

望ましい食習慣や知識の習得

妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

離乳食講座の様子 離乳食例
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学校・幼稚園・保育所等での食育の推進2

○学校では、「食に関する指導の全体計画・年間指導計画」を作成し、栄養教諭が中心となり、全教職
員が連携・協力しながら、年間を通じ学校教育活動全体で計画的・系統的に、食に関する指導を行
うとともに、機会をとらえて、家庭・地域への啓発を図ります。

○学校給食で使用する食材や献立に関連する情報を校内掲示資料や家庭配布資料等で提供します。
○学校給食を生きた教材とした食に関する授業を行うなど、学校教育活動の中で学校給食を活用した

取組を行います。
○給食試食会や学校保健委員会にて、保護者や地域の方に対して、食育推進に関わる学習等の啓発活

動を行います。

○学校では、児童生徒が生涯にわたって、健康でいきいきとした生活を送ることを目指し、食に関する
正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、食事を通じて自らの健康管理ができるよう、学校給食を生
きた教材として食育を進めます。

○「とれたて感謝の日」を実施し、学校給食への松山市産食材の活用を行うことで、地元産品の活用
を推進するとともに、子ども達が地域を知り、感謝の心を育む等の食育を進めます。

○保育所等給食では、各保育所等にて、一人ひとりの子どもの状況を把握し、質・量ともに配慮した食
事を規則正しく提供することにより、基本的な食習慣・食事リズムを身に付けます。

○保育所等給食では、地産地消の推進や地域で培われた食文化、郷土料理を取り入れ、調理する人へ
の感謝の気持ちや食への関心、食べることの意欲を引き出すよう推進します。

食に関する指導の充実

給食の充実

食育だより

学校給食
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○小・中学校では、小児生活習慣病予防健診を実施し、健診結果から指導が必要な児童・生徒に対しては、
食事調査等を実施し、その結果をもとに対象者や保護者に栄養教諭等が栄養相談を行います。その
後も、随時相談活動を行い、望ましい食習慣の形成に向けた取組を推進します。

○就学前の子どもが、発育・発達段階に応じて健全な食生活を実践し、健康な生活を基本として望まし
い食習慣を定着させるとともに、豊かな食体験を積み重ねていくことができるよう、保育所、幼稚園
及び認定こども園等にて、家庭や地域と連携した食育を推進します。

○全職員の共通理解のもと食育の推進に関する総合的かつ計画的な推進を図るため、保育所について
は「保育所保育指針」、幼稚園については「幼稚園教育要領」、認定こども園については「幼保連携型
認定こども園教育・保育要領」に基づき、食育を保育・教育の一環として位置づけ、各保育所等に応
じた食育計画を作成します。また、食育計画に基づいて、食育を実践し、その過程の評価、改善に
努めます。

○各保育所等では、栽培・収穫等をはじめとする食に関する様々な体験や年齢に応じた調理活動、高齢者・
地域・生産者等との会食を実施し、食への関心や食べることへの意欲を引き出します。

○就学前から学童期は、歯の生え変わりの時期であり、食べる機能の獲得が重要です。そのため、よ
く噛んで食べる習慣づけができるよう推進します。

○各保育所等での給食の展示や給食だより・献立表の配布、食に関する情報の掲示、保護者や地域を
対象とした食等に関する講演会・育児講座や離乳食の調理実習の実施、ホームページによる情報発
信等を実施します。

食育を通じた健康状態の改善等の推進

就学前の子どもに対する食育の推進

さつま芋堀体験

調理活動きゅうしょくだより
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地域での食育の推進3

○食育に関心のある市民を対象とした講座等を通して、食生活改善を中心とした健康増進に関する基
礎知識を習得し、地域や家庭での実践を学ぶ機会を提供します。

○地域で食を通じた健康づくりの役割を担う食生活改善推進員（※）を養成・育成し、地域での食育活動
を推進します。

○給食関係者等を対象とした栄養管理や食育に関する研修会等を実施し、給食施設等での食育の推進
と資質の向上を図ります。

○生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸を目的とした「松山市健康増進計画」を通じて、健全な食生
活の実践につながる取組を推進します。

○メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防を目的とした適正体重を維持するための適切な食事及
び運動等を推進します。

○心身の健康維持のため、市民一人ひとりが適切な食事量と主食・主菜・副菜をそろえた栄養バランス
のとれた食生活を送ることを推進します。

○特定保健指導や健康相談、栄養相談等を実施し、生活習慣病の発症予防・重症化予防を支援します。
○健康な社会環境づくりのための食環境の整備を目指します。
○個人の食品の選択や栄養素の過不足を確認するため、食品に表示される栄養成分表示に関する普及

啓発等を推進します。

○よく噛んでおいしく食べるためには、口腔機能が十分に発達し、維持されることが重要です。そのため、
摂食・嚥下等の口腔機能について、乳幼児期の機能獲得から高齢期での機能の維持・向上等、生涯
を通じてそれぞれの時期に応じた歯と口の健康づくりを通じた食育を推進します。

○ 80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つことを目的とした「8020 運動」やひとくち 30 回以上噛
むことを目標とした「噛ミング 30」の推進等、歯科保健分野からの食育を推進します。

○地域に伝わる食文化を料理教室や体験活動等を通して、若者をはじめ幅広い世代の人と交流しなが
ら学習することで、伝統的な行事や食文化を大切にする気持ち、食への理解を深め、食文化の普及
と継承を図ることを推進します。

食育推進の人材育成

健康寿命の延伸につながる食育推進

歯科保健活動での食育推進

食文化の継承の推進

※食生活改善推進員とは
　　食生活改善推進員は、食生活改善を中心に健康づくりの推進活動を担い活動しており、「私達

の健康は私達の手で」をスローガンに、地域に根ざした活動を行っている。
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○家族や友人、地域の人等が食卓を囲んで共に食事をとり、子どもから高齢者までの様々な世代と交
流しながらコミュニケーションを図ることは、食を楽しむことや関心を持ち続けること、食の大切さ、
食事のマナー、食文化等を学ぶ機会となります。そのため、だれかと一緒に食べる共食を通じた食
育の推進を図ります。

○多様な生活状況にある子どもに対して、それぞれの発達、成長過程に応じた食育を推進します。
○料理技術等を習得し、自らがバランスのとれた食事ができる力を身につけることを推進します。
○地域での食を通じた交流により、幅広い世代の方とコミュニケーションを深め合いながら栄養バラン

スのとれた食事の実践を図ります。

○若い世代は、他の世代と比較して、朝食欠食の割合が高く、栄養バランスに配慮した食生活を送っ
ている人が少ない等、健康や栄養に対して課題が見られます。食への関心と理解を深め、自らが食
生活の改善に取り組み、健全な食習慣が確立できるよう、食育の重要性や食に関する知識等の情報
提供や啓発を推進します。

○大学生については、大学等教育機関と連携した取組やイベント等を活用した啓発を展開することで、
食に対する関心を深め、知識の習得や実践を図ります。

○高齢者に対する食育推進については、個々の高齢者の特性に応じて QOL（生活の質）の向上が図ら
れるよう食育を推進します。

○高齢者は、咀嚼機能をはじめとする口腔機能の低下により、誤嚥や低栄養状態に陥りやすくなるため、
口腔機能の保持・増進に関する健康教育等を実施し、高齢者の身体機能の維持に取り組みます。

○高齢者は、消化・吸収率が低くなるなどの身体機能の低下に加え、運動量の低下もみられます。そ
のため、高齢者の健康づくりに関する運動や健康教育、健康相談等を実施します。また、身体機能
の低下や運動量の低下に伴う摂取量の低下による低栄養状態を予防するため、低栄養予防の食生活
について、健康教育等を実施し、高齢者の身体機能の維持を図ります。

○特定給食施設等に対する指導や講習会等を通じて、高齢者を支援する関係者の知識の習得や技術の
向上を推進します。

○食を通じた他の世代との交流を通して、「食べること」の意欲や楽しみを持てるよう食育を推進します。

共食（※）の推進

多様な生活状況にある子どもに対する食育推進

若者に対する食育推進

高齢者に対する食育推進

※共食とは
　共に生活している人々 （友人、知人も含む）と食行動を共にすること。
　家族等と食事を共にすることは、食を通じた多様なコミュニケーションを深め、箸の持ち方といっ

た食事の作法、食べ物を大切にする心など様々なことを学ぶ時間でもある。
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生産者・事業者による食育の推進4

○子どもを中心として、農作物を育てる喜びや食べ物の大切さ等を学ぶ農林漁業体験活動を促進する
ため、農林漁業者等が学校等関係機関と連携を強化し、食育を推進します。

○食に関する関心や理解を深めるため、農林漁業体験活動等の情報提供を推進します。

○農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけでなく、自分たちの食生活が自然の恩恵の
上に成り立っていることや、食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を
深めるために、農林漁業者等は、関係者等と連携し、農林漁業に関する体験や料理体験等の機会の提
供を推進します。

○グリーン・ツーリズム（※）を通じた農山漁村の情報提供等を行い、農林漁業の体験を通じて、農林漁業
者等の生産者と消費者の交流を促進します。

○農林水産業への理解を深め、また、食についての関心や正しい知識を持ってもらうため、市民に向け
た情報提供を行います。

○食品表示法や健康増進法等に基づき、市内で製造、流通及び販売される食品の適正表示を推進する
ため、食品関連事業者等からの食品表示に関する相談に応じます。

○食品関連事業者等は、栄養バランスに配慮した食事の提供や食に関する情報提供、地元産食材の利
用による地産地消の推進等、食の環境整備に取り組みます。

○「松山市地産地消促進計画」に基づき、関係機関・関係者との連携を図り、地域の農林水産物の利
用促進に取り組みます。

○全国に誇れる松山産農林水産物のブランド化を推進し、産品の利用促進及び情報発信に取り組みま
す。

○学校給食等での地域の農林水産物の利用を促進します。
○直売所等の整備及び直売所等を利用した地域の農林水産物の利用を促進します。
○農林漁業者等が、安全・安心な農林水産物を提供できるよう推進します。
○市民の魚

ぎょしょく

食普及を図るため、魚のさばき方や調理を学ぶ機会の提供に取り組みます。
○各関係機関等と連携したイベントを開催し、農林水産物に情報提供や普及啓発を行います。
○地元で生産された食材が食を提供する様々な場所で積極的に利用されるよう推進します。また、身

近な場所で地元産の食材を入手しやすい環境づくりを推進します。

子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供

農林漁業者等による食育推進

食品関連事業者等による食育推進

地産地消（※）の推進

※グリーン・ツーリズムとは
　　農山漁村地域の豊かな自然や歴史・文化を生かし、農山漁村の方が提供する農林漁業の体験

メニューのこと。
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○食品ロス削減を目指し、「もったいない」という精神で食品ロス削減に関わる様々な関係者が連携
し、情報の収集、共有、発信を行うとともに、生産から消費に至るまでの一連の流れの中で食品ロス
削減の取組を推進します。

○食べ物の大切さを知り、食べ残し等の食品廃棄を減らすことや、無駄のない食品購入、廃棄の少ない
食事作り等、家庭でできる食品ロス削減に向けた環境に配慮した啓発を行います。

○食べ残しを減らし、ごみの減量につなげる3010（さんまるいちまる）運動（※）を啓発します。

食品ロス削減を目指した環境への配慮

※3010（さんまるいちまる）運動とは
　　飲食店等での会食、宴席時、最初の30分と、最後の10分は、自分の席で料理を楽しみましょう！

という食べ残しを減らし、ごみの減量につなげていく取組のこと。

※地産地消とは
　　地域で生産された農林水産物をその地域で消費すること。
　　地産地消を推進することで、消費者にとっては生産者の顔が見え、新鮮で安全・安心な農林水

産物を入手しやすくなり、生産者にとっては流通コストの低減や消費者ニーズにあった農林水産
物の生産につなげることができる。

※まつやま農林水産物ブランドとは
　　高品質で安全・安心であることに加え、生産者の商品に対する「想い」

が強く込められた松山産の農林水産及び加工品として認定されたもの。

【まつやま農林水産物ブランド認定品例】

紅まどんな 松山長なす 松山ひじき

3010運動推進ロゴ
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行政・関係機関の連携・ネットワークによる食育運動の推進5

○食をめぐる諸課題や食育の意義・必要性等について広く市民の理解を深め、実践していくためには、
ライフステージに応じた具体的な取組の実践や活動を提示して理解の増進を図り、継続的な食育推
進運動を展開します。

○それぞれの年代や性別、就業や食生活の状況等に応じた周知啓発活動を行い、食育について理解を
深められるよう推進します。

○食育の推進には、幅広い分野にわたる取組が必要であることから、食育に関わる多様な関係者が互
いに連携・協力し、地域ぐるみでの食育を推進します。

○ボランティア活動等が地域で食育に関する活動に取り組むことができるよう推進します。

○市民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参加を促し、より一層の充実と定着を
図ります。

○毎年 6 月の「食育月間」や毎月 19 日の「食育の日」等に、関係機関等が連携・協力を図りながら、
食育推進運動を重点的に推進します。

○食品の安全性に対する市民の正しい理解を深めるため、適切な情報提供を行い、市民の安全性に関
する理解の促進を図ります。

○各種関係者での、食品の安全性に関する情報や意見をお互いに交換できる場の設定や、ホームペー
ジを通じた情報発信など、リスクコミュニケーションに関する取組を推進します。

○消費者が、「食」について適切な判断ができるよう、適正な食品表示の実施や食品表示の利用方法等
の情報の普及啓発を推進します。

○食品事故の未然防止を図り、食の安全・安心を確保するため、食品関連事業者等に対し、HACCP（ハ
サップ）（※）の概念を取り入れた衛生管理手法の導入を推進します。

○食品提供施設等への監視指導や各種団体への食品衛生に関する啓発を通じて、食中毒の発生防止等
を図ります。

食育に関する市民の理解の増進

ボランティア活動等民間の取組の推進

食育月間及び食育の日の実施

食品の安全性・栄養その他の食生活に関する情報の提供

食育月間の取組
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○生活習慣病の予防や健康づくりなど、科学的知見に基づく食生活改善に必要な情報の普及啓発を図
ります。

○その他の食生活に関する情報について、各種講座やイベント、ホームページ等を通じて、情報発信及
び普及啓発を行います。

※ HACCP（ハサップ）とは
　　Hazard Analysis and Critical Control Point の略。
　　原材料の受入から最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予

測した上で、危害の防止につながる重要管理点を定め、連続的・継続的に監視し、記録すること
により、製品の安全性を確保する衛生管理手法のこと。

食の安全に関する普及啓発
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基本的施策での主な取組

基本的施策 具体的事業例
家庭での食育の推進
・子どもの基本的な生活習慣の形成
・望ましい食習慣や知識の習得
・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

・栄養学級   ・子どもの食物アレルギー講座
・栄養相談   ・親子で学ぶ「松山の味」
  (赤ちゃん相談、幼児健診等) ・子どものための歯科相談
・モグモグ離乳食講座  ・親子歯みがき教室

学校・幼稚園・保育所等での
食育の推進
・食に関する指導の充実
・給食の充実
・食育を通じた健康状態の改善等の推進
・就学前の子どもに対する食育の推進

・「食に関する指導計画」に基 ・歯科衛生士による歯磨き巡回指導
  づいた食育の実践  ・小児生活習慣病予防対策事業
・食育の「生きた教材」となる ・保育所等給食を通した食育
  学校給食     (食事バランス、食習慣、食文化継承)
・栄養教諭・学校栄養職員巡回 ・保育所等における食育計画の作成
  指導    ・栽培・収穫体験
・献立表等食に関する資料の配布 ・クッキング保育
・給食試食会   ・給食だより・献立表の配布
・「とれたて感謝の日」の実施
  (松山市産食材を用いた共通献立)

地域での食育の推進
・食育推進の人材育成
・健康寿命の延伸につながる食育推進
・歯科保健活動での食育推進
・食文化の継承の推進
・共食の推進
・多様な生活状況にある子どもに対する
   食育推進
・若者に対する食育推進
・高齢者に対する食育推進

・市民食育講座   ・子どものための歯科相談
  (地域での栄養・食生活改善を ・親子歯みがき教室
  目的とした講座)  ・成人歯周病検診
・食生活改善推進員研修会  ・親子で学ぶ「松山の味」
  (食生活改善推進員育成・資質向上) ・まつやま・もっと野菜を！プロジェクト
・栄養学級   ・出前健康教育 
・特定給食施設等栄養管理指導
・特定保健指導

生産者・事業者による食育の
推進
・子どもを中心とした農林漁業体験活動
  の促進と消費者への情報提供
・農林漁業者等による食育推進
・食品関連事業者等による食育推進
・地産地消の推進
・食品ロス削減を目指した環境への配慮

・生産者と消費者の絆づくり事業 ・魚食普及推進事業
・魚料理教室の開催    (給食への地元魚介類の提供)

行政・関係機関の連携・
ネットワークによる
食育運動の推進
･ 食育に関する市民の理解の増進
･ ボランティア活動等民間の取組の推進
･ 食育月間及び食育の日の実施
･ 食品の安全性・栄養その他の食生活に
  関する情報の提供

・松山市食育推進会議   ・食品安全情報の提供
・食育月間・食育の日の啓発  ・食品衛生に関する講習会
・まつやま食育推進サポーター事業  ・リスクコミュニケーションの実施　
・みんなの生活展開催事業  ・栄養表示等相談
・飲食店等に対する衛生指導や助言  ・モバイル等への食育情報発信
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食育計画の推進に向けて

推進体制

推進体制図

第６章

1

2

　食育は幅広い分野に関わることから、多様な関係者、関係団体が連携し、一体的に取り込むことが

必要となります。そのため、家庭、学校・幼稚園・保育所等、地域が中心の場となりながら、食育にか

かわる関係機関が、相互に連携を図りつつ食育を推進します。



40

松山市食育推進会議委員3

氏　　名 所　　　属

１ 　伊賀上　知　香 市民公募

２ 　井　笹　敬　三 松山市歯科医師会

３ 　大　木　正　治 愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合

４ 　海　田　千　春 生活協同組合コープえひめ

５ 　香　川　ふじ子 松山市漁業協同組合

６ 　垣　原　登志子　◎ 愛媛大学

７ 　角　谷　光　子 地区社会福祉協議会

８ 　古　志　記　子 松山市農業協同組合

９ 　小　関　敦　子 松山大学生活協同組合

10 　重　信　昭　雄 松山市公民館連絡協議会

11 　竹　内　道　子 松山市食品衛生協会

12 　田　中　洋　子 松山東雲短期大学

13 　津　川　小百合 えひめ中央農業協同組合

14 　中　田　綾　子 市民公募

15 　永　田　玲　子 愛媛県栄養士会

16 　西　村　恭　子　○ 松山市食生活改善推進協議会

17 　平　松　伸　一 松山市医師会

18 　松　本　正　見 松山市小中学校 PTA 連合会

19 　芳之内　順　子 中予私立幼稚園連盟

平成 30 年 3 月現在

◎印は会長　〇印は副会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順、敬称略）


