
 

 

 

平成３０年度  

第１回 周南市食育推進市民会議 
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日時：平成３０年７月２７日（金）13:30～15:00 

場所：徳山保健センター３階 健康増進室１ 



 会議時間 平成３０年７月２７日（金）13 時 30 分～15 時 00 分 

出席委員 １４名 

所  属 氏  名 

宇部フロンティア大学 友定 保博 

大河内小学校 勢一 嘉治 

鹿野中学校 錦織 美幸 

第二保育園 古木 浩子 

岐山小学校 PTA 野村 美津留 

周南農業協同組合 水本 房俊 

山口県漁業協同組合 周南統括支店 藤村 和義 

Fudokukan Bamboo 須田 加弥子 

山口県栄養士会 周南専門部会 森下 誠子 

周南市母子保健推進協議会 中村 美代子 

周南市食生活改善推進協議会 芳川 英子 

公募委員 川村 知子 

公募委員 田村 美幸 

公募委員 中村 和子 

  

１ 開会                                      

●事務局   定刻になりましたので、ただ今より、周南市食育推進市民会議を開催いたし

ます。 

       本日は、お忙しい中ご出席頂きまして誠にありがとうございます。本来なら、

会長に会議を進行していただくところですが、今年度委員の皆様が新しい方に

なられ、会長の選出が必要です。本日、会長が選出されるまで会議の進行を務

めさせていただきます、健康づくり推進課の薮下です。 

       会議の円滑な進行にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

本日の出席者１４名、委任状１名で周南市食育推進市民会議設置要綱第 6 条に

基づき、会議が成立することをご報告します。 

はじめに、こども健康部部長 中村がご挨拶いたします。 

２ 挨拶                                     

○中村部長   こども健康部部長の中村です。平成 30 年度第１回食育推進市民会議開催に

あたり一言ごあいさつを申し上げます。皆様のお手元に周南市で実施した子ど

もの生活に関する実態調査結果の概要について資料をお配りしております。調

査結果では、生活困窮家庭の子供は朝食の摂取や野菜、果物の摂取が少なく、

カップ麺などの摂取は多いという実態がありました。このように貧困による食

育の課題についても全庁で取り組んでまいります。 

  さて、本市では平成 26 年 3 月に第 2 次周南市食育推進計画を策定し、「豊

かに食べてみんな幸せ」の基本理念のもと、食育を推進しております。 



また、平成 28 年 3 月には新たに健康づくり計画を策定し、市民の健康寿命の

延伸をめざし、食をはじめ、運動や休養等を含めた総合的な健康づくりの取組を

推進しているところです。 

 食育については、これまで学校や保育所、幼稚園をはじめ、地域や関係団体の

方々に様々な形で推進していただき、着実に進展してきていると考えております。 

昨年度は、市民約 8,000 人に食育に関するアンケート調査を実施し、第 2 次周

南市食育推進計画の中間評価を行いました。各世代における食育に関する実態を

把握し、課題の分析を行いました。平成 31 年度の最終評価に向けて取組を強化

してまいりたいと考えております。 

また、平成 31 年度には、健康づくり計画と食育推進計画を統合した新たな計

画を策定予定です。本年度は、次期計画に向けての準備年度であり、平成 31 年

度からは健康づくり推進協議会と食育推進市民会議を統合した新たな協議会を

設置したいと考えておりますので、食育推進市民会議としては、最終年度となり

ます。 

食育推進をはじめ、健康づくりの推進については、様々な関係者がそれぞれの

特性を生かしながら、多様に連携・協働を図ることが重要であると考えておりま

す。 

この会議において委員の皆様にご意見をいただき、健康寿命延伸をめざし、市

の「食」に関する課題解決にむけて、取り組んでまいりたいと思います。どうぞ 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

●事務局   では、会議に入る前に本日の配布資料の確認をお願いします。平成３０年度第

１回周南市食育推進市民会議の冊子、事前にお送りしております第２次周南市食

育推進計画及び中間評価結果 A3 版をお持ちでしょうか。 

       第一回目の会議ですので、まず皆様に自己紹介をしていただきたいと思いま

す。後ほど、各団体の活動紹介をしていただく時間を設けておりますので、所属

とお名前のみお願いいたします。 

       公募委員さんにおかれましては、今回、食育推進市民会議委員に応募された動

機について簡単にご紹介いただけたらと思います。 

     

 ＜委員 自己紹介＞ 

      

       続きまして、事務局職員が自己紹介をさせていただきます。 

 
        ＜事務局 自己紹介＞ 
 

●事務局   それでは、会長、副会長の選出に移りたいと思います。 

       周南市食育推進市民会議設置要綱第５条に基づきまして会長、副会長を選出

したいと思います。 

       立候補あるいは推薦等、ご意見はございませんか。 

○委員    「事務局に一任します」 



●事務局    事務局に一任の声をいただきましたので、こちらで指名させていただいて

もよろしいでしょうか。 

○委員    「異議なし」 

●事務局    ありがとうございます。それでは、会長には宇部フロンティア大学の友定

委員、副会長には母子保健推進協議会の中村委員にお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○委員    ＜拍手＞ 

●事務局    それでは、友定委員さん、中村委員さん、会長・副会長としてよろしくお

願いいたします。お席の移動をお願いします。 

        議事の進行につきましては、要綱第６条により、友定会長にお願いしたい

と思います。 

 

３ 議事                                      

○会長   それでは、早速、議題１「第 2 次周南市食育推進計画及び推進について」事務

局から説明をお願いします。 

●事務局 ①第２次周南市食育推進計画 

周南市では、平成 26 年 3 月に第２次周南市食育推進計画を策定し、計画に基

づき食育を推進しています。 

      本計画では、「豊かに食べて みんな幸せ」を基本理念としています。共食や食

育体験などの「楽しむ力」、栄養バランスや生活習慣病予防などの「元気の力」、

食事マナーや食文化の継承などの「つながる力」の「３つの食の力づくり」を基

軸として 16 項目の目標指標を設定しています。 

      食育推進目標に対する現状値や結果の目標達成状況を把握するために平成 29

年度に中間評価として食育に関するアンケート調査を実施しました。市民約８，

０００人に調査をし、回収率は８割以上でした。回収率が８割以上と高かったの

は、幼稚園や保育所、小中学校のご協力によるものと思います。 

      年長児の指標項目５項目の内、策定時（平成 25 年度）から改善が見られたも

のは、「朝食を食べていない人の割合」、「食事のときにあいさつをする子供の割合」

の 2 項目でした。 

小学生の指標項目９項目の内、改善が見られたものは、「栄養バランスに配慮し

ている人の割合」、「よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心があり、実践

している人の割合」、「食事の時にあいさつをする子供の割合」、「食べ残し（食べ

物の廃棄）をなくすようにしている人の割合」、「食の安全について関心のある人

の割合」の５項目でした。 

      中学生の指標項目も９項目あり、改善が見られたものは、「1 日 1 回は、家族

と一緒に食べる子供の割合」、「朝食を食べていない人の割合」、「栄養バランスに

配慮している人の割合」、「よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心があり、

実践している人の割合」、「食事の時にあいさつをする子供の割合」、「食べ残し（食

べ物の廃棄）をなくすようにしている人の割合」、「食の安全について関心のある



人の割合」の７項目で、他の世代に比べて中学生は改善した項目が多い傾向があ

りました。 

      市民（成人）の指標項目は１０項目あり、改善がみられたものは、「食べ残し（食

べ物の廃棄）をなくすようにしている人の割合」と「朝食を食べていない 20 歳

代女性」の２項目でした。 

      食育を推進してきたことによる成果として、年長児については、「こどもあさご

はんちゃれんじ」などの朝食摂取を啓発する事業を、園と連携して取り組んだこ

とで朝食を食べていない人の割合が減少したと考えています。また、小・中学生

は、「野菜メニューコンクール」などの栄養バランスを考慮する事業を学校と連携

して取り組んだことで、栄養バランスに配慮する人の割合が増加したと考えてい

ます。 

      現状値より、①野菜を食べる人の割合を増やす、②よく噛むことを実践できる

人の割合を増やす、③栄養バランスの配慮についてもさらに周知する、④成人に

メタボリックシンドローム予防を周知し、実践につなげるという４つの課題が明

らかとなりました。年長児は野菜を食べること、成人はよく噛む、栄養バランス

への配慮、メタボ予防の実践について特に取組の強化が必要となっています。 

     ②食育推進に関する事業推進状況 

      食育推進事業の推進状況について、健康づくり推進課が実施している食育に関

する事業を紹介します。 

      「こども あさごはん ちゃれんじ」では、子供の頃からの健康づくりとして三

色食品群を用いて栄養バランスを学んでもらう取組を食育月間である 6 月に昨年

度は、市内 42 園、1,306 人に実施しました。今年度は市内全園に取り組んでい

ただき、1,440 人に実施していただきました。 

      「野菜メニューコンクール」では、小中学生が地産の野菜を知り、野菜や料理

への関心を高めることを目的に毎年８月に実施し、昨年度は 37 校、2,381 人に

応募をしていただきました。今年度は、市内 41 校全ての小中学校に取り組んで

いただけるようお願いにあがっています。 

      「栄養バランス料理教室」では、こども あさごはん ちゃれんじ参加園の保護

者を対象に栄養バランスのとれた食事や減塩の方法について講義や調理実習を行

い、家庭での食育につながる取組として昨年度４園、39 人を対象に実施しまし

た。今年度も４回を予定しております。 

      「園児のための食育講座～海の恵み編～」では、幼児期の子供が食に興味関心

を持ち、健全な食習慣を身に付けることを目的に昨年度は５園、108 人を対象に

漁協や食推と連携して実施しました。今年度も５回を予定しております。 

      「マタニティママの健康講座」では、妊娠中から始める食育講座で昨年度は６

回、51 人を対象に実施しました。今年度も６回を予定しております。 

      「食育月間啓発掲示」については、6 月の１か月間中央図書館で各関係機関と

共に推進している食育の取組について掲示しました。 

     次に、食生活改善推進協議会との連携事業を２つ紹介します。 



      「生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業」では、若者世代に対す

る生活習慣病予防を促すために講義と調理実習を、昨年 10 月は徳山大学の学生、

2 月は桜ヶ丘高等学校の生徒を対象に実施しました。今年度は熊毛北高校での実

施を予定しております。 

      「やまぐち減塩プロジェクト推進事業」では、働く世代に対して、減塩に関す

る知識や実践可能な減塩の工夫を普及するために昨年度は西京銀行で実施しまし

た。今年度は、（株）シマヤで実施を予定しております。 

      次に、平成２９年度第 1 回食育推進市民会議のグループワークで出た意見を基

に昨年度実施した事業を紹介します。 

      「減塩講座」では、家庭へ減塩の普及をするために食生活改善推進員と学校と

の連携により、6 月に福川小学校、12 月に大河内小学校で実施しました。 

      「親子料理教室」は、菊川幼稚園と食生活改善推進員が連携し幼児期の食育に

ついて講義と調理実習を実施しました。 

      「野菜メニューコンクール入賞作品を学校給食で提供」については、野菜メニ

ューコンクールで給食賞を受賞した作品が市内７か所全ての学校給食センターで

提供されました。 

      「食育講座」では、徳山大学と漁協、食育推進協賛事業者であるふるさと産品

の店こあとの連携により、周南市近海でとれるハモの漁法の紹介や調理実習を実

施されました。 

     ③関係機関による推進状況 

      平成 30 年６月に市内全小中学校に、農林漁業体験活動実態調査を行いました。

実施率は、小学校、中学校共に 100％でした。主な活動としては、野菜の栽培・

収穫、米作りなどがあげられました。 

      次に、食育推進関係各課の平成 29 年度事業実績と平成 30 年度計画を載せて

おりますのでご覧ください。 

●会長  議題１についてのご意見や意見はありませんか。 

     ＜質疑応答及び意見＞ 

〇委員 （山口県漁業協同組合 周南統括支店 藤村 和義氏） 

食育を推進するために、様々な取組を実施することに尽くしているのがよく分

かりました。どの取組も対象である子供たちによく理解してもらうことが大切だ

と思います。より小さいうちから子供たちが楽しみながら学べることが大切だと

思います。 

●委員 （岐山小学校 PTA 野村 美津留氏） 

      自分の子供もこども あさごはん ちゃれんじに参加し、三色食品群について学

習し、栄養バランスについて子供から発言をしてくれるようになりました。子供

自身も理解できるよい取組だと思います。 

○委員 （母子保健推進協議会 中村 美代子氏） 

      母推で訪問をすると、子供が三色食品群のポップを見ながら食事の中に緑が足

りないと話していました。その時に、子供から親を教育してもらうことが一番だ



と思いました。 

●委員 （公募委員 川村 知子氏） 

      食育に対する意識が高い人は良いが、意識が低い人を教育することが必要だと

思います。 

○委員 （第二保育園 古木 浩子氏） 

      保育園では、こども あさごはん ちゃれんじに年長児、年中児で取り組んでい

ます。チャレンジを開始する前の健康教育が大事だと感じています。保育園でも、

離乳食の進みが悪く、栄養が足りていないお子様や食事がドーナツやバナナだけ

というケースもあります。この取組をもっと下の年齢（１歳くらい）から実施で

きたら良いと思います。保育参観後に親子食育クッキングを実施しており、透明

カップで「ごはんミルフィーユ」を作ったり、ビニール袋で「白和え」を作るな

ど、１歳でも調理ができる体験をしてもらっています。 

●委員 （Fudokukan Bamboo 須田 加弥子氏） 

      野菜をとらないことばかりに目を向けるのではなく、おやつのとり方や量につ

いても啓発していけたらよいと思います。 

○委員 （宇部フロンティア大学 友定 保博氏） 

      どの年代にどのようなことをやっていくかが課題であり、食べることの根本に

は共食の楽しさがあるため、食と貧困の問題についても子供食堂などを活用して

改善していけたらよいのではないでしょうか。 

●委員 （大河内小学校 勢一 嘉治氏） 

      学校は、給食により食育が進んでいます。食に関する計画により、栄養教諭等

による指導も充実してきたと感じているところです。このような取組を継続して

いくことが大切だと思います。野菜摂取についても、今後どうしていくかが課題

ですが、給食時間もあまり長くとることができないことからなかなか改善には至

っていません。生活科等で野菜づくりを行い、自分で作って自分で食べることが

大事だと思います。今後もこのような体験を通じて子供たちが野菜を食べること

ができるようにしていきたいと思います。 

○委員 （岐山小学校 PTA 野村 美津留氏） 

      自分の子供もトマトが苦手でしたが、自分で作ったものだけはよく食べていま

した。野菜を食べてもらうようにするには、食を通じた体験が必要だと思います。 

 

●会長   ありがとうございました。続いて、議題２に移りたいと思います。 

      議題２「各団体の食育の取組について」です。 

各団体の食育についての取組状況等を３分程度でご説明をお願いいたします。

公募委員の方については、日頃の食育に関する取組やご意見などをお話していた

だけたらと思います。 

○委員 （大河内小学校 勢一 嘉治氏） 

      学校では、栄養教諭による食に関する指導が充実してきています。短時間で話

してもらう「ちょこっと食育」や給食の人気メニューを保護者向けの配布資料に



掲載している。朝食で野菜を摂取することが今後の課題だと思います。 

●委員 （鹿野中学校 錦織 美幸氏） 

      野菜メニューコンクールで給食賞を受賞した作品を学校給食で提供しています。

また、給食試食会の実施、地場産食材を使用した給食の提供等も行っています。

欠食をしている子は貧困の問題があるのではないかという見解のもと、今後も学

校、地域、家庭と連携しながら、食育を推進していきたいと思います。 

○委員 （第二保育園 古木 浩子氏） 

      保育園では、和食中心の給食を提供しています。また、親子クッキングも開催

しています。今年度食育部会では、口腔機能や離乳食について勉強する予定にし

ています。 

●委員 （岐山小学校 PTA 野村 美津留氏） 

      参観日に合わせて給食センターの方に話をしてもらい、その後給食試食会を開

催しました。夏休みには、親父の会による親子のサマーキャンプを実施し、カレ

ー作りや朝食づくりをしています。市の食の課題である野菜摂取やよく噛むこと

について家庭で実践できたらよいと思います。 

○委員 （周南農業協同組合 水本 房俊氏） 

      野菜の植え付けや収穫体験、園芸講習会等を実施しています。直売所では、地

元の野菜やめずらしい野菜の試食会を実施しています。 

●委員 （山口県漁業協同組合 周南統括支店 藤村 和義氏） 

      道の駅ソレーネ周南で生きたいかとたこを使ったイベントを実施しました。市

と協働で実施している園児のための食育講座では、園児にたこについて学んでも

らい実際に生きたたこに触り命を感じてもらっています。地元企業のご協力のも

と、子供に地引網体験を実施しています。 

○委員 （母子保健推進協議会 中村 美代子氏） 

      食推と一緒に、減塩のみそ汁と塩無しおむすびの提供をしています。具だくさ

んのうす味の汁を広めていきたいと思っています。味がないおむすびは物足りな

いかもしれませんが、よく噛むことで素材の味を知ることが大切だと思います。

甘い物の摂取は３歳くらいまでは控えるように啓発をしています。また、子供た

ちと一緒にたこについて学びました。 

●委員 （Fudokukan Bamboo 須田 加弥子氏） 

      お弁当をキッチンカーで販売しています。農家民宿もやっており、野菜のもぎ

とり体験をしてもらっています。親子でできるみそづくり講座や料理教室も開催

しています。今後は、食の安全や食品ロスについても啓発していくために映画の

上映会や家庭で不要なものを持ち寄ってもらうことなどを予定しています。 

○委員 （山口県栄養士会 森下 誠子氏） 

      周南市のぶち元気がいいね！フェスタで野菜３５０ｇの啓発をしています。 

●委員 （食生活改善推進協議会 芳川 英子氏） 

      夏休みには子供料理教室、毎月１９日には食育のチラシ配りをしています。各

教室で噛むことや減塩の取組を実施しています。学び・交流プラザで行われた学



びマルシェでは、野菜のおやつを提供しました。その他、男性料理教室や他団体

等と連携をしながら食育を推進しています。 

○委員 （公募委員 川村 知子氏） 

      自然のものを口にすることの大切さを伝えていきたいです。まずは、だしをと

ることをしてもらいたいと思います。 

●委員 （公募委員 田村 美幸氏） 

      米粉を使用した料理教室を実施しています。私が目指している食育は、食事づ

くりを担う母親が食について学ぶことです。給食にももっと和食や郷土料理が入

るとよいと思っています。市でもたくさんの食育事業を実施されているので、市

民にもっと周知することが必要だと思いました。 

 

○委員 （公募委員 中村 和子氏） 

      自分も１００歳体操のメンバーとして活動しており、高齢者の食育を推進して

います。“まごわやさしい”の食品をとるように伝え、栄養バランスについても啓

発していきたいと思います。 

●事務局  本日ご欠席の菊川幼稚園の藤本園長先生から幼稚園での取組についてご報告を

いただいておりますので、事務局から説明させていただきます。 

      「こども あさごはん ちゃれんじに全園参加しています。苦手なものも食べら

れるようにするために、共通のお弁当を食べる日を設けています。」と園での取組

をご報告していただきました。 

○会長   本日の会議では、各団体からの食育推進状況のご報告をしていただきました。

周南市の食育推進のために、各団体同士の取組状況を理解し、連携を図ることに

より更に食育推進に結びつくように取り組んでいけたらと思います。 

      それでは、これで議事が終了しましたので、議長をおろさせていただきます。

事務局よろしくお願いいたします。 

●事務局  事務局より２点お知らせです。 

1 点目は、先ほどご説明しましたように、小中学生を対象に、“野菜メニュー

コンクール”を実施しています。今年度も夏休みの課題として児童・生徒の皆さ

んに取り組んでいただきます。９月２６日（水）にコンクールの審査を実施する

予定にしています。つきましては、市民会議の委員の皆様の中から１０名程度審

査員としてご参加をお願いしたいと思っております。詳細につきましては、８月

下旬頃に、ご連絡を致しますのでご協力をよろしくお願いいたします。 

2 点目は、部長のあいさつにもありましたように、周南市では、市民の皆様の

健康づくりを推進するために、周南市健康づくり計画を策定しております。 

本日ご紹介しました周南市食育推進計画と共に、平成３１年度で計画期間を終

了します。それに伴い平成３１年度中に、二つの計画を統合した計画を策定する

予定にしております。本年度は、次期計画策定までの準備期間として、各計画の

評価を元に皆様のご意見をいただきたいと思いますので、次回１２月の会議は、

健康づくり計画を推進しています健康づくり推進委員会と合同の会議とさせて



いただき、グループワーク等でご意見をいただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

４ 閉会                                      

○事務局  本年度は、１２月頃と３月頃の開催を予定しています。また、ご案内をさせて 

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、本日の市民会議を終了させていただきます。みなさまありがとうござ

いました。 

 

 

 

 


