■■参考資料■■
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松山市民意識調査結果抜粋

◆野菜や果物、魚などに愛媛県産を選ぶ人の割合◆

■積極的に選ぶ

■産地にあまりこだわらない

■産地を確認していない

野菜や果物、魚などを、買ったり食べたりするとき、愛媛県産を選ぶ人の割合は、全体で 45.5%
でした。年齢別にみると、65 ～ 74 歳が最も高い傾向にありました。

◆野菜を食べる人の割合◆

■ほとんど毎日 ■週4〜5日 ■週2〜3日 ■週1日程度

■ほとんど食べない

毎日・毎食摂ることが望ましい野菜ですが、週に数日食べない日や、ほとんど食べない日がある
などの傾向がありました。年齢別にみると、20 ～ 39 歳が最も低い傾向にありました。
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◆魚介類を食べる人の割合◆

■ほとんど毎日 ■週4〜5日

■週2〜3日 ■週1日程度

■ほとんど食べない

週 2 ～ 3 日以上魚介類を食べる人の割合は、全体で 76.5% でした。年齢別にみると、16 ～ 19
歳が最も低い傾向にありました。

◆よく噛んで味わって食べている人の割合◆

■食べている

■食べていない

■分からない

よく噛んで味わって食べている人の割合は、全体で 55.7％でした。年齢別にみると、13 ～ 15 歳
と 75 ～ 84 歳で高い傾向にありました。
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◆内臓脂肪症候群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◆

■実践して、半年以上継続している
■実践しているが、半年未満である
■時々気をつけているが、継続的ではない
■現在はしていないが、近いうちにしようと思っている
■現在していないし、しようとも思わない

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、適切な食事、定期的な運動、
週に複数回の体重計測のいずれかを半年以上実践している人の割合は、35.2％でした。年齢別にみ
ると、75 ～ 84 歳が最も高い傾向にありました。

◆食事のあいさつをする人の割合◆

■する

■しない

食事をするとき、あいさつをする人の割合は、78.2％でした。年齢別にみると、1 ～ 6 歳が最も
高い割合でした。
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◆学校給食における地場産物を使用する割合◆

■松山市

■県内

■国内

■国外

学校給食では、松山市産をはじめ、県内産の消費拡大に努めた地産地消を推進しています。
松山市産を含む県内産の食材ベースの使用割合は、平成 26 年度 26.3%、平成 27 年度 30.0%、
平成 28 年度 31.6％と増加傾向でした。

◆食に関する栽培体験をしたことがある人の割合◆

■種まきから収穫など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

■したことがない

食に関する栽培体験をしたことがある人の割合は、
「種まきから収穫など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」をあわせると、全体で 78.3% でした。年齢別にみると、13 ～
15 歳が最も高い割合でした。
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課名

H25 ～ 28 年度

モバイル等へのメール配信、ホームページでの情報発信により、食育に関す
る普及啓発を行うことにつながった。
講座を市内広域で開催することで、地域住民に食育推進計画に基づく食育や
食生活改善の普及啓発につながった。
専門職の講演や調理実習等を通じて、地域や家庭での日常生活で食生活改善
活動を行う知識・技術の習得及び地域活動推進の人材育成につながった。
講義や調理実習を中心に、地域活動の推進に必要な知識や技術の習得につな
がった。

食育情報の共有化を図ることで、効果的、総合的に食育を推進するため、モバ
イルへのメール配信及びホームページによる情報発信を行う。

栄養士や食生活改善推進員による食育や食生活改善に役立つ講習及び調理実習
を行い、市民の食に関する理解を深める。

食生活改善の活動を行う意欲のある市民を対象として、食生活改善を中心とした健
康増進に関する基礎知識について共同学習を行い、これらを通じて習得したものを
地域や家庭での日常生活で実践するとともに、この活動を推進する者を養成する。

地域にて、食育の推進の役割を担う食生活改善推進員を対象に研修を行い、食
生活改善推進員の育成及び資質の向上を図る。

モバイル等への食育情報
発信

市民食育講座
（旧 : まちの食育講座）

栄養学級

食生活改善推進員研修会
（旧：地域食生活リーダー
研修会）

H27・28 年度

H25 ～ 28 年度

多世代と交流しながら、親子で松山に伝わる食文化・郷土料理について学習し、 親子で郷土食について学ぶことで、地域の伝統的な食事や食文化を大切にす
食への理解を深める。
る気持ちを育み、食への理解を深めることができた。
適正な栄養情報を提供し、健康づくりに協力する店として協力店を募集し、
市民に適切な栄養や食生活などの情報提供を行うことにつながった。
大学生と簡単野菜レシピを共同開発し、イベント等で紹介することで若い世
代へ野菜摂取の意義を啓発することができた。

市民の健康づくりを促進するため、一人ひとりが食に関する情報を得て自らの
健康管理を行えるよう、適切な栄養や食生活等の情報の提供を行うことを目的
とする。

市民の野菜の摂取率向上のため、大学等教育機関との連携を含めた 3 ヶ年の
プロジェクトを展開することで、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症と重
症化の予防に努める。

親子で学ぶ「松山の味」

ヘルシーメニュー
協力店普及促進事業

まつやま・もっと野菜を！
プロジェクト

9

10

11

H28 年度

H25 ～ 28 年度

アレルギー専門医による講話を通して、食物アレルギーに関する正しい情報
や知識を習得し、健全な食生活の実践への支援につながった。

食物アレルギーに関する正しい情報や知識を地域の中で共有し、市民の食に関
する知識の習得を図ることで健全な食生活の実践に向け支援していく。

子どもの食物アレルギー
講座
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H25 ～ 28 年度

相談者が食べ物や栄養についての知識を深め、生活習慣を見直すとともに、
適切な食生活を営むことを通じて生活習慣病等の予防につながった。

管理栄養士等が食べ物・栄養に関する相談や対象に応じた相談、医師の指示に
より病態に応じた食事指導等を行い、市民の栄養・食生活改善に役立てる。

栄養相談

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

食育についての共通認識を深めながら、一人ひとりが自発的に取り組めるよう、
サポーター同士の交流会や食育イベントの出展等を通じて、団体同士または
情報交換や体験的学習などの協力・支援を行うネットワークを作り、食育を推
市民との交流、食育啓発につながった。
進する。

実施年度

（25 ～ 28 年度間）

まつやま食育推進
サポーター事業

食育推進の視点での事業評価

H25 ～ 28 年度

概要
調理実演や試食、食育推進キャラクターなどを活用しながら、市民に広く食
育の普及・啓発を進めるとともに、出展等を通じて関係機関・団体等との連
携を深めることにもつながった。

・

食育のイベントを通して、多くの市民が食育に関心を持ち、生涯にわたって健
康で豊かな人間性を育めるよう、多岐にわたる分野と連携し、食育のイベント
を開催する。

目的

まつやま食育フェスタ

事業名等

松山市食育推進に関連する事業評価
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3

2

1

No.

2

健康づくり推進課

45

46

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13
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No.

課名

健康づくり推進課

学校教育課

H25 ～ 28 年度

H27・28 年度

H27・28 年度

母子保健推進員養成講座で乳児期の離乳食と幼児の食事についての情報を伝
えることで、食育に関する普及啓発を行うことにつながった。
講演や座談会。講演の内容は、「生涯を通じた健康づくり・松山市健康増進計
画「健康ぞなもし松山」について」、「運動不足を解消しよう」、「バランスの
とれた食事をしよう」など。健康づくりを支援するボランティアに食育に関
する知識や意識の向上につながった。
口腔内を健康に保つこと、悪習癖をなくすこと等を指導し、噛むことの大切
さと噛めるお口を形成することの啓発につながった。
歯周病検診を受診することでむし歯や歯周病予防につながった。また、保健
指導を通して、よく噛んで食べることの効能や全身疾患と歯周病の関連につ
いての知識の普及啓発を行った。

地域に根ざした活動を行う母子保健推進員を養成し子育て支援に参加してもら
うことで、地域に住むすべての子どもが健やかに成長することができる地域社
会づくりを目指す。

本市での生涯を通じた健康づくりを推進するため、地域で健康づくりを支援す
るヘルスボランティアを養成する。

６か月から４歳までの乳幼児に対するブラッシング指導及びう蝕予防処置を行
い、口腔への関心を高め、う蝕罹患率を低下させる。

歯科保健への意識の高揚を図り、歯周病の早期発見・早期治療の知識や生活習
慣病である歯周病についての自覚を高め、歯の喪失を予防する。

母子保健推進員養成講座

ヘルスボランティア養成
研修会

子どものための歯科相談

成人歯周病検診

学校教育全体で進める食
育

松山市小中学校にて、教育活動全体を通じて食育を推進する。

H25 ～ 28 年度

介護予防に関する知識の普及・啓発や地域での自主的な活動の育成支援を通し 「健康・長寿の秘訣は毎日の食事にあり」のテーマで、住民グループの依頼に
て、介護予防に向けた取組を日々の生活をして定着させることを目的とする。 対して健康教育を実施し、食育に関する普及啓発を行うことができた。

出前住民健康づくり事業

全ての小中学校にて「食に関する指導の全体計画」を作成し、給食の時間、
特別活動、家庭科等各教科指導など、学校でのすべての教育活動を通じて、
全教職員で指導を行った。学校教育全体で食育を行う意識や体制が定着した。
また、参観日に食育に関する授業や集会を行ったり、学校だより等で授業の
様子や朝食摂取の状況等を発信したりするなど、家庭への啓発活動を行った。

H25 ～ 28 年度

地域に出向いて健康づくり 10 のテーマについて広く啓発した。栄養・食生
活に関するテーマは「野菜のおかずを１皿増やそう」と題し、朝食の大切さや、
主食・主菜・副菜について、誰かと一緒に食べることの効果などを伝え、食
育への関心の向上につながった。

健康づくりに関心のあるグループに対し、健康意識を高め、自ら健康づくりに取り
組めるよう健康情報を提供するとともに、健康づくりを支援することによって、市
民の生涯を通じた健康づくりを推進する。

出前健康教育

3 歳児健康診査

受診者全員に食べ物や栄養の情報提供を行い、適切な食生活を通して生活習
慣の自立を促すとともに、肥満度 15％以上の児（保護者）には、積極的に栄
養士による栄養相談を進め、保護者の育児不安の軽減や幼児の健康保持増進
につながった。

1 歳 6 か月、3 歳の時期に、身体発育・精神発達・歯科健診など総合的な健
康診査と健康相談を実施することにより生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児
の健康その他の育児に関する支援を行い、保護者の育児不安の軽減に努め幼児
の健康の保持増進を図る。

1 歳 6 か月児健康診査

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

給食施設等を対象とした栄養講習会や、特定給食施設等への指導を通じて、
栄養管理・衛生管理の質の向上につながった。

H25 ～ 28 年度

実施年度

（25 ～ 28 年度間）

給食施設等の届出に関する業務や、栄養管理の実施について指導及び助言を行
うことで、各施設でのより一層の栄養管理の推進を図る。

食育推進の視点での事業評価

特定給食施設等栄養管理
指導

概要
食品の栄養や健康に関連する表示の適正化を図り、市民の健康増進の支援に
つながった。

・

食品関係業者等へ栄養表示、特別用途表示等並びに虚偽誇大広告に関する相談
や支援を行うことで、食品の栄養や健康に関連する表示の適正化を図る。

目的

栄養表示等相談・虚偽誇
大広告適正化事業

事業名等

実施年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 ～ 28 年度

各保育所等で、花や野菜・果物等の栽培を各保育所等の状況にあわせ、畑を
栽培・収穫等の体験を通して身近な存在に親しみを持ち、身近な自然に関わり、 借りたり、園庭を使って栽培・収穫体験を実施した。収穫した野菜類は給食・
世話をしたりする中で料理との関係を考え、食材に対する感覚を豊かにする。 おやつに使用することで、生産から消費までを学び、収穫物への愛着から苦
手な食べ物の克服等につなげることができている。

保育所等の近くに住む生産者から米や旬の野菜を購入し、各保育所等で給食
食材として提供したり、業者により地元に近い食材の納品をお願いして給食
等で提供したことで、より食材を身近に感じ、食べることへの意欲を引き出
すとともに、生産者への感謝の気持ちを持たせることにつながった。
まつやま食育フェスタに出展し、松山市内の幼稚園・保育所等での食育活動
の様子を写真等を掲示して発信した。公立保育所等給食の人気メニューのレ
シピも配布し、保護者を対象に離乳食相談も実施した。多くの市民の方々に
来場していただき、食育活動に興味・関心を持っていただけた。

給食を通じて、素材に目を向け、素材にかかわり、素材を調理することに関心
を持つことを目的に、園児の年齢に応じた調理活動を実施し、調理に積極的に
関わる体験を大切にしながら、食への関心や食べることへの意欲を引き出す。
（食事づくり、準備にかかわる子ども）

各保育所等で、園児・保護者を対象に給食の展示、給食だよりや献立表の配布及び食に関する
関係職員の食への関心や共通認識を深め、また地域や家庭と連携した食育推進 情報の掲示を行い、離乳食等の調理実習及び相談会の実施やホームページによる情報発信等を
実施したことで、食への関心や共通認識を深めることができた。また、食中毒情報・食の安全 H25 ～ 28 年度
のため、各種情報発信を行う。
に関する情報等を受け、保育所等から保護者に情報発信等を行うことで、食中毒予防に努めて
いる。保育・幼稚園課からも各種情報発信を行い、各保育所等へ食育推進のサポートを行った。
H25 ～ 28 年度

食と健康をテーマとした「絵本」「パネルシアター」「紙芝居」等食育媒体を利用し
各保育所等で、お店屋さんごっこ・買物ごっこ・ままごと・お絵かき・塗り絵・
たり、食物を題材とした製作活動・手遊び・歌遊び・体操などをすることにより、
野菜スタンプ・クイズなどの遊びや、食品展示や４色マットを使っての食事
食への関心や知識を高める。
指導等を行うことで、楽しみながら食への関心や知識を高めている。
（食べたいもの、好きなものが増える子ども）

感謝の気持ちや食への関心、食べることの意欲がより引き出されるよう地産地
消を推進する。

関係者の食への関心や共通認識を深め、食育をより推進するために啓発を行う。

栽培・収穫体験

クッキング保育

情報発信による食育推進

保育所等給食での地産地
消の推進

食育推進啓発事業

29

30

31

32

28

27

各保育所等で、食事の配膳・後片付け、グリンピース・空豆・筍等の皮むき
やさやえんどうの筋とり等下ごしらえ・収穫した食材を使ってじゃが芋もち・
サラダ・カレー等の調理体験を園児の年齢に応じて行うことで、調理の楽し
さや食べることへの意欲を持たせることにつながった。

H25 ～ 28 年度

日々の給食に、様々な行事食（お節料理・七草粥・節分等）や松山の郷土料理（松
山鮓、鯛めし、おもぶりご飯、芋炊き、醤油餅、りんまん等）を取り入れた
ことで、「おいしいね。」等給食について話したり、食文化の体験・継承につ
ながった。

保育所等給食に地域で培われた食文化や郷土料理を取り入れ継承していく。
（食べ物を話題にする子ども）

食文化の継承

26

保育を通しての食育活動

H25 ～ 28 年度

各保育所等で、保育参観・給食試食会・夏の集い・収穫感謝祭・敬老参観日
等の機会に、祖父母・高校生・地域・生産者等と会食を通した園児との交流
を実施したことで、共食の機会を増やし、誰かと食べる喜びを経験させるこ
とにつながった。

H25 ～ 28 年度

給食を通じて、健康な心と体を育てる。また、会食や交流を通して友だちや身近
な大人たちと一緒に食べる喜びを味わい、まわりの人たちへの配慮や感謝の気
持を育むとともに、食事のマナーを身につける。
（一緒に食べたい人がいる子ども）

25

24

23

H25 ～ 28 年度

（25 ～ 28 年度間）

保育所等給食の実施及び
高齢者・地域の人・生産
者との会食・交流

食育推進の視点での事業評価

保育課程に位置付けられた食育の計画を作成することで、保育士及び調理員
等施設の職員がより積極的に食育に関わりを持ち、食育活動を実践した。評
価や改善を行い、様々なアプローチを行うことで、子ども達に食事の楽しさ
や食への興味・関心を持たせることに寄与した。

概要

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、子ども一人ひとりの「食べる力」を豊かに育むための支援づくりを進める
拠点の保育所等での計画を作成する。
（楽しく食べる子どもに）

・

保育所等での食育計画の
作成

目的
各保育所等で、園児の発育の状況に合わせ、主食・主菜・副菜のバランスに配慮
した食事の提供に努めたことで、食事リズムを身につけ、お腹がすくリズムを
持たせることにつながった。
※食事の提供：午前おやつ（3歳未満児）、昼食、午後おやつ等

事業名等

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・食事リズムを身につける。
（お腹がすくリズムのもてる子ども）

課名

保育所等給食の実施

No.

保育・幼稚園課

47

48

農林水産課

42

課名

市場管理課

41

40

39

38

37

36

35

34

33

No.

生活衛生課

市民相談課

設定されたテーマについてグループワーク及び意見交換会を開催し、食品の
安全性についての適切な理解や、子ども達へのリスク教育の重要性について
理解するため、リスクコミュニケーションを行い、食の安全に関する理解向
上につながった。

【リスクコミュニケーション】
内閣府食品安全委員会と協働し、リスクコミュニケーションを実施する。

食品衛生事業

みんなの生活展開催事業

生産者と消費者の絆づく
り事業

中学校の家庭科の授業の一環でアジを提供し、調理実習でさばいてもらった
り、学校給食のメニューを魚中心のものに変更してもらったりするなど、学
校との連携も図りながら若い世代へ魚に接する場を設けることで、魚食の普
及を行うことができた。

魚食普及推進事業

みんなの生活展は、分野を「消費者」、「環境」、
「健康」の３つのカテゴリー
市民・行政・事業者がお互い力を合わせ、消費生活のあり方、環境への配慮、
に大別し、開催している。その中でも、消費者と健康のブースは、食育に直
心身の健康についてよく考え、「安全・安心に暮らせる社会」を実現すること
結するものが多く、分かりやすいアプローチをすることができた。
を目的に、毎年 10 月に、大街道商店街アーケード内にて開催し、日頃の活動
（主な内容）食の安全、地産地消、計量思想啓発、
食文化について、自然食の普及、
成果の報告や市民に役立つ情報を発信する。
栄養や生活習慣病について など

「まつやま農林水産まつり」やブランド産品を活用した親子向けの料理教室の
平成 27 年度に策定した「松山市地産地消促進計画」に基づいて、関係機関・
開催を通じて、市内の生産者と消費者の結びつきを強化し、地域の農林水産
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む。
物の利用を促進するとともに、家庭での食育を推進することができた。

若い世代の魚離れは平成２５年度に調査したアンケートの結果を見ても顕著に
表れており、少しでもその傾向を緩和するために、子ども達に身近な学校給食
を活用した魚食普及の推進を図る。

市民アンケートの結果から、魚がさばけない、また魚離れの進む市民を対象に、 年代問わず、初めて魚をさばく方、魚をさばくのに不慣れな方を対象に実施
魚のさばき方を指導し、この教室で学んだことを家庭で実践するなど、「魚食」 した。一度では覚えることはできないが、家でも練習してさばけるようにな
を普及するために開催する。
りたいとの声が多かった。魚を食べる１つのきっかけになっていると感じる。

魚料理教室の開催

中学生を対象に、グループディスカッションや意見交換を行い、食品の安全
性について興味を持ち、冷静に判断する目を育む機会となった。

H27・28 年度

消費者を対象に、冬季に発生するウイルス性食中毒を中心に啓発を行い、食
の安全に対する意識向上につながった。

【食中毒予防啓発 3】
消費者を対象に、冬場に流行するノロウイルス食中毒防止のため、食育フェス
タにて、広く食品衛生の普及・啓発を図る観点で実施する。

食品衛生事業

・食品安全に関するクイズ
ジュニア食品安全ゼミ
・レクチャー
ナール
・意見交換・質疑応答

H27・28 年度

街頭において啓発資材の配布等を実施することにより食品関係者以外にも広
く一般消費者に対し食品衛生の普及・啓発を行い、食の安全に対する意識向
上につながった。

【食中毒予防啓発 2】
消費者を対象に、冬場に流行するノロウイルス食中毒防止のための街頭キャン
ペーンを、広く食品衛生の普及・啓発を図る観点で実施する。

食品衛生事業

H25 ～ 28 年度

H28 年度

H28 年度

H25 ～ 28 年度

H25 年度

H27・28 年度

H27・28 年度

消費者を対象に、夏季に発生する食中毒を中心に啓発を行い、食の安全に対
する意識向上につながった。

H25 ～ 28 年度

実施年度

（25 ～ 28 年度間）

【食中毒予防啓発 1】
はなみずきセンターまつりで食中毒予防啓発を行う。

食育推進の視点での事業評価

食品衛生事業

概要
食品等事業者及び消費者に対する講習会を実施し、食の安全に関する知識の
習得及び意識の向上につながった。

・

【食品衛生講習会】
受講者それぞれの現場や立場に応じた食品衛生の実践ができるよう、食品衛生
に関する講習を行い、理解を深める。

目的

食品衛生事業

事業名等
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50

49

48

47

46

45

44

43

No.

課名

保健体育課・松山市学校給食会

保健福祉政策課

49

実施年度

地域の伝統料理、特色ある料理を伝えることのできる知識・経験豊かな高齢
者とそれを学びたい子育て世帯が多世代間交流することにより、伝統の味を
伝え、食への理解を深めることができた。

H25・26 年度

H25 ～ 28 年度

よりよい学校給食の一つの柱である「食育のより一層の充実」に向け、松山市 「親子ふれあい＊食育レストラン」を開催し、段ボールかまどでピザや、ポッ
PTA 連合会と協働で食育のイベントを開催する。
プコーン作り等親子で楽しめる野外料理教室を実施した。

よりよい学校給食推進事
業

松山市食生活改善推進協議会の協力の下、郷土料理作りを中心とした世代間交
流を行うことで、高齢者の生きがいづくりや、子どもの健全な育成、食育推進
を図る。

H25 ～ 28 年度

小児生活習慣病予防健診を小学校 4 年生、中学校 1 年生に実施し、健診結果
から指導が必要な児童・生徒に対し、食事調査を実施し、その結果をもとに
本人・保護者に栄養指導を行った。

小・中学校において健診を実施し、対象者に事後指導を行う。

小児生活習慣病予防対策
事業

食を通じた子育て環境づ
くり

H25 ～ 28 年度

入札会を校長・栄養士・調理場所長と共に行い、試食を通して食材の選定を行っ
た。校長・所長・保護者・栄養士・給食主任・調理員と共に献立を決定する
ことで、現場の意見を取り入れつつ、食育に繋がる献立を決定した。

給食に使用する食材について、選定基準に従い、原産地や製造地、食品の安全
に関する情報を得る。
献立については、各機関、現場の意見を取り入れ、栄養摂取基準に沿った献立
作りは勿論、食育に繋がる献立を協議・決定する。

入札会・献立委員会の実
施

H25 ～ 28 年度

松山市産の全市共通献立実施により、とれたて感謝の日（年間 5 回程度）を
実施し、地産地消を推進するとともに、子ども達の地域への理解や、感謝の
心を育むこととともに心の教育へもつながった。

H25 ～ 28 年度

食に関する全体計画等を作成し、学校全体の食育の目標や具体的な取組につい
食に関する指導全体計画や年間指導計画を作成し、各小・中学校で実施した。
ての共通理解を図り、発達段階に応じた、また、教科横断的な指導を実施する。

「食に関する指導計画」に
基づいた食育の実践

学校給食への松山市産食材の取り込みを行う。

H25 ～ 28 年度

発達段階に応じた歯科健康教育及びブラッシング指導を行うことで、むし歯
所有者率の減少につながった。
「噛ミング３０」の啓発を行った。

歯・口の健康づくりを通して、子ども一人ひとりの QOL の向上及び確かな健
康感を確立するとともに、健康な生活が実践できる資質や能力の基礎を培う。

歯科衛生士による歯みが
き巡回指導

とれたて感謝の日

H25 ～ 28 年度

給食に使用される食材や料理に関連する情報（歴史、文化、地域性、栄養等）
を掲示資料や家庭配布資料等で提供した。
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った。

（25 ～ 28 年度間）

子ども達の食育及び地域家庭にむけて食の情報提供、食事マナー、食文化等の
食に関する指導を行う。

食育推進の視点での事業評価

栄養教諭・学校栄養職員
巡回指導（食に関する指
導の実施）

概要

H25 ～ 28 年度

・

児童・生徒が生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送ることを目指し、 学校の教育活動（家庭科、生活科、総合的な学習の時間、学級活動、学校行事）
正しい食事のありかたや望ましい食習慣を身につけ、食事を通じて自らの健康 等の中で、生きた教材として活用できるように意図をもって学校給食を実施
管理ができるよう、教育の一環として進める。
した。

目的

食育の「生きた教材」と
なる学校給食の実施

事業名等

3

松山市食育推進会議条例

（設置）

第１条 食育基本法（平成１７年法律第６３号）第３３条第１項の規定に基づき，松山市食
育推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。
（所掌事務）

第２条 推進会議は，次に掲げる事務をつかさどる。
⑴ 本市の食育推進計画を作成し，及びその実施を推進すること。
⑵ 前号に掲げるもののほか，食育の推進に関する重要事項について審議し，及び食
育の推進に関する施策の実施を推進すること。
（組織）

第３条 推進会議は，委員２０人以内をもって組織する。
２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
⑴ 学識経験者
⑵ 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
⑶ その他市長が必要と認める者
３ 委員の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，補欠の委員の任期は，
前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）

第４条 推進会議に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，推進会議を代表し，会務を総理する。
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，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職
務を代理する。
（専門委員）

第５条 専門の事項を調査させるため必要があるときは，推進会議に専門委員を置くこと
ができる。
２ 専門委員は，当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから，
市長が委嘱する。
３ 専門委員は，その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは，
解任されるものとする。
（会議）

第６条 推進会議の会議は，会長が招集し，その議長となる。
２ 推進会議の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３ 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。
４ 推進会議は，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。

50

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか，推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は，
会長が推進会議に諮って定める。

付

則

（施行期日）

１

この条例は，平成 18 年 12 月 25 日から施行する。

（推進会議の招集の特例）

２

この条例の施行後最初に招集される推進会議の会議は，第６条第１項の規定にかか
わらず，市長が招集する。
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4

松山市食育推進キャラクター紹介

「モグッピー」
松山市食育推進キャラクターのプロフィール
【生 年 月 日】 2008 年 6 月 19 日
【性
【出
【特

身

格】 朝食を食べないと 1 日が始まらず、1 日 3

別】 ひみつ

食食べないと機嫌が悪くなる

地】 松山市内のどこかの炊飯器

食いしん坊（でも、メタボリックシンドロー

徴】 顔がごはんで出来ている

ムが気になって仕方ないらしい）

【好きな食べ物】 美味しいもの
特に松山鮓などの松山の郷土料理がお気に入り
【嫌いな食べ物】 ない！！（自称）
【苦手なもの】 ばいきん

52

【性

【趣

味】 食べもの屋さんめぐり

【特

技】 松山産をかぎわけることができる

【ただいま特訓中！】 食事のあいさつ

