平成１９年度食に関連する行事・イベント等の開催予定
行事・イベント等の名称
1 食中毒予防月間
2 仙台七夕まつり 農業農村整備広報事業
3 美土里の親子移動教室

概

要

場所等

食中毒予防パレード、新聞・ラジオ等での広報、監視及び指導等の強化 など
仙台七夕祭りの期間中、農業農村の果たす役割や多面的機能及び食育について
勾当台公園
紹介する。
農業農村整備について理解と関心を深めるとともに自然豊かな田園空間に触れな
農業施設、圃場など
がら転作作物の収穫や郷土食作りなどの都市農村交流を体験する。

時期
6/15〜
7/14

農村振興課

８月

農村振興課

８月

畜産課

乳牛の搾乳体験、牛乳・乳製品の加工体験 など

5 食品衛生月間

予防啓発活動、営業施設の一斉監視 など

6 あさごはんコンテスト

短時間で簡単に作れるバランスのとれたあさごはんコンテストを実施する。
（子ども、大人の部）

仙台市内

８〜９月

7 仙山交流味まつりｉｎせんだい

仙台地域と山形県村山地域で生産された農林水産物の合同産直市の開催。

仙台市内

１０月

8 東北摂食・嚥下リハビリテーション研究会
9 みやぎまるごとフェスティバル
10 「第２回サバ・メシ」コンテスト
11 きのこ栽培講座Ⅱ
12 すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月間
13 子育て応援団すこやか２００７
14 食育推進県民大会
15 全国学校給食週間
16 みやぎ食の安全安心消費者モニター研修会
17 食の安全安心に係る地方懇談会

18 海の味覚を探る〜魚料理に挑戦〜
19 おい！SEA冬の奥松島
20 親子でチャレンジ

食と暮らしの安全推進課

８月

4 畜産ふれあい体験交流会

仙台市内の公共施設

担当課

8/1〜
8/31

食と暮らしの安全推進課

健康推進課
仙台地方振興事務所

医療，保健・福祉，行政，健康食品産業などの関係機関や従事者が集まり，「摂食・
仙台国際センター
10月14日 新産業振興課
嚥下」に関して，講演，報告やワークショップなどを開催する。
地域産業の活性化及び県産品の消費拡大並びに「食材王国みやぎ」の情報発信 県庁、勾当台公園、
１０月20,21日 食産業振興課
（市町村特産品販売、農林水産品の販売 など）
市民広場等
「非常食」をテーマに非常時の「食」のあり方を考えるとともに県民の防災意識の啓
発を目的としてコンテストを開催する。
１０月
防災砂防課
（サバ・メシとは、ＳＵＲＶＩＶＡＬ ＦＯＯＤで「もしもの時の非常食」のこと）
原木きのこ栽培・栽培法の実施、きのこを使った調理レシピの紹介。

１０月下旬 林業振興課

県内小中学校に地域食材利用推進を働きかけ、児童・生徒及び父兄、教職員等に
県内小中学校
１１月
農産園芸環境課
本県農産物などへの理解を深めてもらう。
ﾎｯﾄﾊｳｽｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ
未定（宮城テレビが中心となり企画）
１１月3，4日 子育て支援室
（利府町）
けやきホール
講演会、優良事例発表、表彰式、事例紹介 など
11月10日 健康推進課
（東北福祉大学）
学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護者、地域住民等の理
解と関心を深め、学校給食により一層の充実発展を図るため、各教育委員会、各学 県内
１月
スポーツ健康課
校、各団体それぞれの実情に即した創意により、具体的事項を計画的に実施する。
消費者に食の安全安心に関する正しい知識を身につけてもらうため、消費者モニ
食と暮らしの安全推進課
ター研修会を開催する。（これまでの実績：食品表示、農業における食の安全安心、
未定
農薬、消費者が望む食の安全等）
・意見・情報交換（県、市町村、関係機関等）
食と暮らしの安全推進課
県内７か所
未定
・相互理解の場の提供（消費者と生産者等の意見交換、現地見学会）
志津川湾の豊かな海の幸を材料とした料理作りや養殖漁業の見学等をとおして、
海の恵みのすばらしさを知るとともに、自然を大切にしようとする心を育む。また、親
志津川自然の家
生涯学習課
子が協力して活動することにより、親子の絆を深める。
イカ等のくん製作り、乗船によるカキ水揚げ見学、カキ、ホタテむき体験 等
冬の奥松島の海に幸について理解を深め、味わいながら参加者の交流を深める。
松島自然の家
生涯学習課
ノリづくり、カキむき体験、海鮮バーベキュー
親子で様々な体験活動にチャレンジするとともに、奥松島の冬の味覚を賞味しなが
松島自然の家
生涯学習課
ら、親子の絆と家族間の交流を深める。
ノリづくり、カキむき体験等

平成１９年度食に関連する行事・イベント等の開催概要（予定）
【環境生活部】
担当課・室・事務所名： 食と暮らしの安全推進課
行事、イベント等の名称： 食中毒予防月間
行事、イベント等の概要
（趣 旨）
細菌性の食中毒が増加する時期を前に食中毒予防月間を定め，食品関係営業者及び一般消費者の食品衛
生に対する意識を高揚し，食中毒の発生を防止する。
（期 間）
６月15日〜７月14日
（取り組み事項の概要）
○広報活動の実施
・食中毒予防街頭パレード，イベント会場・大型量販店等での食中毒予防キャンペーン
・県・市町村広報誌への食中毒予防啓発記事の掲載
・新聞・ラジオ等での広報
・ホームページへの食中毒予防法等の掲載
○食品衛生監視員による監視及び指導等の強化
・集団給食施設，大型調理施設，旅館及び民宿，飲食店営業，食品販売業，食品製造業などの監視
○営業者及び消費者に対する講習会

担当課・室・事務所名： 食と暮らしの安全推進課
行事、イベント等の名称： 食品衛生月間（厚生労働省通知に基づく）
行事、イベント等の概要
（趣 旨）
食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため，食品等事業者及び消費者に対し，食品衛生思想の普及・
啓発，食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ることを目的とする。
（期 間）
８月１日〜８月31日
（取り組み事項の概要）
食中毒予防月間とあわせて，予防啓発活動，営業施設の一斉監視等を実施する。
担当課・室・事務所名： 食と暮らしの安全推進課
行事、イベント等の名称： みやぎ食の安全安心消費者モニター研修会
行事、イベント等の概要
（趣 旨）
消費者に食の安全安心に関する正しい知識を身に付けてもらうため，消費者モニター研修会を開催し，
県民参加で食の安全安心確保を推進するもの。
（時 期）
平成１９年度内
（内 容）
未定
※参考（これまでの研修内容）
食品表示（ＪＡＳ法，食品衛生法）
，農業における食の安全安心，農薬，消費者が望む食の安全 な
ど
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担当課・室・事務所名： 食の安全安心相互交流理解度アップ事業
行事、イベント等の名称： 食の安全安心に係る地方懇談会
行事、イベント等の概要
１ 目的
地方単位で食の安全安心に関連する県，市町村，関係機関等による意見・情報交換を行うととも
に，地方懇談会等を開催することで，より地域に密着した食の安全安心に関するリスクコミュニケーシ
ョン機能の充実強化を図る。
２ 事業内容
（１） 地方単位で県，市町村，関係機関等による意見・情報交換
（２） 相互理解の場の提供
イ 消費者と生産者・事業者の意見交換の場として地方懇談会の開催
ロ 消費者と生産者・事業者の相互交流の場として現場見学会等の開催
（３） 正しい知識の習得の機会の提供
３ 開催時期及び場所
平成19年度内，県内７箇所

【保健福祉部】
担当課・室・事務所名： 子育て支援室
行事、イベント等の名称： 子育て応援団すこやか２００７
行事、イベント等の概要
・ 日 時
・ 場 所
・ 内 容

平成１９年１１月３日（土）
・４日（日）
利府町 ホットハウススーパーアリーナ
現段階では未定。
・ 企画内容は，宮城テレビを中心とし，関係機関で構成する実行委員会で決定するこ
とになるため，現段階では未定である。
・ 子育て支援室としては，
「はやね はやおき あさごはん」のうたを活用した内容の
ものも組み込んでいきたいと考えている。
担当課・室・事務所名： 健康推進課
行事、イベント等の名称： 食育推進県民大会
行事、イベント等の概要
◆期日：平成１９年１１月１０日
◆場所：けやきホール（東北福祉大学）
◆目的：食育を県民運動として推進するため、11月の「みやぎ食育推進月間」に行政機関、教育機関及
び関係団体が連携し、食育推進県民大会を実施する。
◆内容：講演会、優良事例発表、事例紹介、企画展示、表彰式 等
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【経済商工観光部】
担当課・室・事務所名： 新産業振興課
行事、イベント等の名称： 東北摂食・嚥下リハビリテーション研究会第５回研修会
(H19.10.14(日) 仙台国際センターで開催)
行事、イベント等の概要
医療，保健・福祉，行政，健康食品産業などの関係機関や従事者が集まり，
「摂食・嚥下」に関して，
講演，報告やワークショップなどを開催するもの。
平成１９年度の実施方法等に関しては，今後，幹事会で調整予定。
（昨年実績 要事前登録 （事前登録料 一般4,000円、学生1,000円）
）
※東北摂食・嚥下リハビリテーション研究会
代表幹事 東北大学大学院医学系研究科肢体不自由学分野教授 出江伸一
事務局
東北大学大学院医学系研究科

担当課・室・事務所名： 仙台地方振興事務所地方振興部
行事、イベント等の名称： 仙山交流味祭 in せんだい
行事、イベント等の概要
食を通じて仙山圏の交流を深めることを目的に、仙台地域と山形県村山地域で生産された農林水産物を
一堂に集めて、生産者自ら直接販売を行う合同産直市。
１０月開催予定

【農林水産部】
担当課・室・事務所名： 農産園芸環境課
行事、イベント等の名称： 「すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月間」
行事、イベント等の概要
毎年１１月を「すくすくみやぎっ子 みやぎのふるさと食材月間」と定め、給食を実施している県内
小・中学校に地域食材の利用推進を働きかけ、児童・生徒及び父兄、教職員等に本県農産物等への理解
を深めてもらう。

担当課・室・事務所名： 農村振興課
行事、イベント等の名称：
仙台七夕まつり 農業農村整備広報活動
行事、イベント等の概要
・ 仙台七夕まつりの期間中、勾当台公園市民広場で農業・農村の果たす役割や多面的な機能、食育等
を紹介し、農業・農村について県民等に理解を深めてもらう。
（８月開催予定）
・
主催：東北農政局、宮城県、水土里ネットみやぎ。
・
内容：パネル展示、紙芝居、生き物ふれあいコ−ナ−、食育コーナー、田植え体験、クイズな
ど、
（食育コーナー：東北農政局農村振興課）
・
予算：１，５００千円程度
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担当課・室・事務所名： 農村振興課
行事、イベント等の名称： 水土里の親子移動教室
行事、イベント等の概要
・食料生産の基盤となる農地や農業用水利施設の見学を通じて、農業農村整備について理解と関心を深
めるとともに自然豊かな田園空間に触れながら転作作物の収穫や郷土食作りなどの都市農村交流を体験
することで、農村環境の重要性、農業・農村の持つ機能や役割について理解を深める。
（８月開催予定）
・農業用水利施設等見学
・転作作物収穫体験
・郷土食作り体験 等
・参加者：県内在住の小学生とその保護者 ３５名程度
担当課・室・事務所名： 林業振興課
行事、イベント等の名称： きのこ栽培講座Ⅱ
行事、イベント等の概要
10月下旬に原木きのこ栽培・管理法講習会を開催し，代表的なきのこ（しいたけ，ナメコ，ハタケシメ
ジ）について，調理レシピを例示する。
担当課・室・事務所名： 畜産課
行事、イベント等の名称： 畜産ふれあい体験交流会
行事、イベント等の概要
（予定）
・期
日：平成１９年８月
・場
所：公共施設等（仙台市内）
・対 象 者：小中学生，保護者ほか
・参加者数：１００名
・目
的：畜産への理解醸成，畜産物の消費拡大
・内
容：乳牛の搾乳体験，乳製品等の加工体験，講話 等
担当課・室・事務所名： 食産業振興課
行事、イベント等の名称： みやぎまるごとフェスティバル
行事、イベント等の概要
（予定）
○期日：平成１９年１０月２０日（土）
、２１日（日）
【予定】
○場所：宮城県庁，勾当台公園，市民広場，古図広場，一番町四丁目商店街
○集客目標：２０万人
○目的：地域産業の活性化及び県産品の消費拡大並びに「食材王国」の情報発信
出展者と消費者，出展者間，農林水産業者と商業者などの交流の機会の提供
○出展内容：
・市町村特産品，伝統的工芸品の展示販売
・ＪＡ等による生鮮野菜，新米，仙台牛，宮城野豚の展示販売
・県が認証した有機農産物等のＰＲ，販売
・農産加工者団体の手作り加工品の展示販売
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・一番町四丁目商店街事業者の出展，販売
・岐阜県，鹿児島県の特産品展示，販売

等

○同時開催
・牛乳・乳製品フェア，
・農林産物品評会，
・清酒鑑評会，
・技能フェスティバル
みやぎフラワーフェスティバル

等

【土木部】
担当課・室・事務所名： 防災砂防課
行事、イベント等の名称： 「第２回サバ・メシ」コンテスト
行事、イベント等の概要
宮城県沖地震や自然災害発生時の「非常食」をテーマに非常時の「食」のあり方を考えるとともに県民
の防災意識の啓発を目的としてコンテストを開催するもの。
（サバ・メシとは、SURVIVAL FOODで「もし
もの時の非常食」のこと）

【教育庁】
担当課・室・事務所名： スポーツ健康課 学校保健給食班
行事、イベント等の名称： 「全国学校給食週間」
（文部科学省）
行事、イベント等の概要
学校給食の意義，役割等について児童生徒や教職員，保護者，地域住民等の理解と関心を高め，学校
給食のより一層の充実発展を図るため，各教育委員会，各学校，各団体それぞれに実情に即した創意に
よる具体的事項を計画の上実行する。
担当課・室・事務所名： 生涯学習課・志津川自然の家
行事、イベント等の名称： 海の味覚を探る〜魚料理に挑戦〜
行事、イベント等の概要
志津川湾の豊かな海の幸を材料とした料理作りや養殖漁業の見学等をとおして、海の恵みのすばらしさ
を知るとともに、自然を大切にしようとする心を育む。また、親子が協力して活動することにより、親
子の絆を深める。
・イカ等のくん製作り
・乗船によるカキ水揚げ見学
・カキ、ホタテむき体験
・シーフードバーベキュー，海鮮鍋等
担当課・室・事務所名： 生涯学習課・松島自然の家
行事、イベント等の名称： おい!SEA 冬の奥松島
行事、イベント等の概要
冬の奥松島の海の幸について理解を深め、味わいながら参加者の交流を深める。
・ノリづくり、カキむき体験、海鮮バーベキュー等
担当課・室・事務所名： 生涯学習課・松島自然の家
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行事、イベント等の名称： 親子でチャレンジ
行事、イベント等の概要
親子で様々な体験活動にチャレンジするとともに、奥松島の冬の味覚を賞味しながら、親子の絆と家族
間の交流を深める。
・ノリづくり、カキむき体験等
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