
平成２８年度 第１回周南市食育推進市民会議議事録 

 

日時：平成 2８年７月２９日（金）13:45～15:15 

場所：徳山保健センター１階 健診ホール 
 

１ 開会  

出 席 者  １４名 

所  属 氏  名 

周南市母子保健推進協議会 兼重 江美子 

周陽小学校 河村 浩一郎 

鹿野保育園 川本 総恵 

住吉中学校 PTA 黒川 浩子 

櫛浜小学校（栗屋学校給食センター） 佐藤 一世 

公募委員 清水 智子 

ふくぷくファーム株式会社 白井 裕貴 

公募委員 高橋 久美子 

宇部フロンティア大学人間健康学部 友定 保博 

公募委員 西川 満希子 

山口県漁業協同組合 周南統括支店 藤村 和義 

菊川幼稚園 細野 聖子 

山口県栄養士会 周南専門部会 村嶋 美知子 

周南市食生活改善推進協議会 芳川 英子 

 

  委任状１名 

事務局６名 

本日の欠席者は１名で、委任状を提出していただいている。 

 周南市食育推進市民会議設置要綱第 6 条により本会議は成立している。 
 

２ あいさつ（こども健康部長） 

  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、食育を推進している。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。 

  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いるが、特に若い世代

の食の問題、生活習慣病の予防・改善などは個人の努力のみでは困難である。 

食をめぐる課題を踏まえ、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いる。委員の皆様にご意見をいただき、市の「食」に

関する課題解決にむけて、ご協力をお願いしたい。 



３ 自己紹介（委員及び事務局） 

 

４ 会長・副会長の選出 

  周南市食育推進市民会議設置要綱第５条に基づき会長、副会長の選出を行う。 

  宇部フロンティア大学の友定委員には会長、母子保健推進協議会の兼重委員には副会長

をお願いする。 

 

５ 本日の流れ（友定会長） 

  食育推進市民会議の委員の任期は２年となっており、委員１５人の内１１人が初めての

方となっている。第１回目の会議のため、①周南市食育推進計画を理解し、②平成２６

年、２７年の食育推進市民会議での取組状況の報告を受け、③団体や公募委員それぞれ

の食育推進に関するご意見を伺いたい。周南市の食育が今後さらに推進されるよう、積

極的にご意見をいただきたい。 

 

６ 議  事  

  （（（（１１１１））））    第２次周南市食育推進計画について第２次周南市食育推進計画について第２次周南市食育推進計画について第２次周南市食育推進計画について    

   事務局説明 第２次周南市食育推進計画参照   

平成２６年３月に第２次周南市食育推進計画を策定。 

基本理念は「豊かに食べてみんな幸せ」、基本方針は、食や食の営みを楽しむ“楽しむ力

づくり”、食で心身の健康づくりを行う“元気の力づくり”、食を通して食や文化や心の

交流を図る“つながる力づくり”この３つの食の力づくりとしている。 

計画の位置づけは、まちづくり総合計画のもと関連計画との連携を図っている。計画の

期間はまちづくり総合計画前期の期間にあわせて平成３１年度までにしている。 

アンケート調査より把握した現状と課題により、共食や栄養バランスに配慮した食事等

が他の食育の項目にも効果があることから、食育を推進していく必要性がみえてきた。 

今後の方向性として、ライフステージ（乳幼児期、学童・思春期、青年期、壮年期、高

齢期）ごとに取り組む食育の方向性を示している。また、領域別（家庭、幼稚園・保育

所等、学校・教育委員会、地域のボランティア、地域の生産者・企業・食品関連事業者）

食育施策の方向性も示している。 

第２次周南市食育推進計画で取り組む指標目標１６項目について、平成３１年度時点で

目標が達成できるように、今後も連携を図りながら食育の推進にご協力をお願いしたい。 

 

  【質疑応答】なし 

 

        （（（（２２２２））））    平成２６年度、平成２７年度食育推進市民会議の取組平成２６年度、平成２７年度食育推進市民会議の取組平成２６年度、平成２７年度食育推進市民会議の取組平成２６年度、平成２７年度食育推進市民会議の取組    

   事務局説明 平成２７年度第２回食育推進市民会議資料参照  

  昨年度の会議で議題１ 健康づくり推進課実施の食育推進事業をさらに発展的な事業と

するために、議題２ 関係者が協働して食育を効果的に推進していくために、議題３ 子

供世代の食育推進について委員からいただいた意見を簡略化してまとめたものを配布し



ている。昨年度までの意見を踏まえ今後の食育推進について話を進めていきたい。内容

は以下の通り。 

ア 健康づくり推進課実施の食育推進事業をさらに発展的な事業とするために 

●野菜メニューコンクール１０周年記念誌の掲載方法、活用方法、レシピの掲載や

配布、コンクールの普及・拡大について 

●こども あさごはん ちゃれんじ、楽しく食べる子ども育成プログラム 海の恵み編   

    の取組内容の充実や対象者の拡大、事業の普及拡大について 

●子供料理教室の開催方法、内容や活動の工夫について 

イ 関係者が協働して食育を効果的に推進していくために 

     地域が一体となった取組の強化が必要であり、そのために委員として取り組むこと 

    について 

  ウ 園や学校の職員の意識向上、課題や情報の共有を図るための園や学校の取組 

     職員研修の在り方、園や学校が取り組むこと、情報交換の場づくりについて 

  エ 子供たちが農林漁業体験をするための園・学校、地域・関係団体の取組について 

  オ 子供世代の食育推進について 

     子供自身、家庭での食育の取組について 

 

  【質疑応答】なし 

  

        （（（（３３３３））））    周南市で進めたい食育について周南市で進めたい食育について周南市で進めたい食育について周南市で進めたい食育について    

   食育推進について（A３）参照  

  平成２６年度、２７年度食育推進市民会議で出た意見を参考にして、各委員より、今後

食育を推進するにあたり団体としての課題や方向性、食育をどのように進めていきたい

かを発表。 

 

  菊川幼稚園 

  園では、食事のマナーや食育体験（栽培、収穫、調理、共食）、市が実施したこども あ

さごはん ちゃれんじにも参加。今後は家庭との連携を図りながら食育を推進していくこ

とが課題。また、食生活改善推進協議会とも連携しながら料理教室を開催したい。 

 

  鹿野保育園 

  今年度から市内の園の栄養士による給食部会を、食育部会と名称を改め保育士も参加し、

研修会を行っている。また、地域の方と一緒に田植えや野菜の苗植えなどに取り組んで

いる。年齢にあった食育を進め、この時期に食育への興味関心を高めたい。 

 

  栄養教諭（市内１３名の栄養教諭の意見をまとめたもの） 

  給食時間における食の指導や給食放送、お弁当の日等を実施。栄養士のいない配送校で

の取組ができていないことが課題であり、全小中学校で同様の食育推進をしていく体制

づくりが必要。今後は、幼保小中高のつながりを強化したい。 



  周陽小学校長 

  栄養教諭による食育の授業、学校保健委員会等で食育に取り組んでいる。家庭、地域と

連携した食に関する指導を充実させることが課題。教科と関連したプログラムに取り組

みたい。 

 

山口県漁業協同組合 

  市内の幼稚園・保育園を対象に「楽しく食べる子ども育成プログラム～海の恵み編～」

を市と協力しながら実施。また、周南さかなまつりも実施。 

  子供たちの魚食離れを防ぐために、食育を魚食普及と共に進める。今後は、小学生はタ

コ、大人はハモで魚のさばき方教室を実施したい。漁師が魚のさばき方を教える場づく

りをすすめており、平成２９年に福川南地区に完成予定。 

 

  JA 周南（事務局代読） 

  JA 単独ではなく、地域一体となった食育の取組を実施していくことが課題。今後は、各

地域において何か新しい取組ができないか協議したい。 

 

  山口県栄養士会 

  健康まつりや地域健康づくり事業で食育を推進している。市の健康課題解決のために生

活習慣を見直し、健康寿命の延伸につながる取組をしていくことが課題。 

 

  周南市 PTA 連合会 

  「生徒が作るお弁当の日」では、学期ごとに 1 回、学年ごとにテーマを決めて実施。 

  学校保健委員会等では、学校と家庭が連携して朝食摂取率１００％を目指し、朝食の栄

養バランスのレベルアップを図ることで、学習意欲向上を目標に取り組んでいる。家庭

での食育推進を高めるために、コミュニティ活動における地域住民と連携した食育活動

を活性化させることが課題。 

 

  母子保健推進協議会 

  子育てサークルの中で食生活改善推進員と一緒に減塩みそ汁とおむすびの試食会を実施。

推進員の研修会でも手作りおやつを市管理栄養士の指導のもと学んだ。今後は、地域の

協力を得ながら、その地域の特性を活かした活動を展開したい。 

 

  周南市食生活改善推進協議会 

  食を通じた健康づくりを目指し、各地区の公民館等で普及啓発活動を実施。若いお母さ

んから親子を対象とした教室、小中学生との連携、高校生、大学生、働く世代にも関わ

りながら市の健康課題に沿った活動をすることが課題。今後は、「食はいのち！」の食の

基本をおさえた食育を進めていきたい。 

 

 



  公募委員 

  食生活改善推進員として活動している桜木地区の取組を記載している。夏休みには子供

料理教室を実施。地域で料理サークルができたらよい。 

 

  公募委員 

  ヘルパーとして働いていたことから、年配の方、一人暮らしの方、男性の方にも簡単に

できる料理を伝えていきたいと考えるようになった。子供たちに料理して作って食べる

楽しみを学ばすために、子供同士、子供と母親、孫と祖母などと一緒に料理をする機会

を作っていきたい。 

 

  公募委員 

  野菜ソムリエコミュニティ山口に所属。野菜や果物の収穫体験等を通して「体験させる

食育」を重点的に実施。「キッズ野菜ソムリエ」を育成する講座も実施し、野菜の食べ比

べやクイズを通じて食に興味関心を持ってもらえるようにしている。大人から子供への

食育から、子供から子供への食育をスローガンに活動している。 

 

  ふくぷくファーム株式会社 

  野菜に直に触れることで身近に感じ、おいしさに感動する取組が大切。 

 

 

【質疑応答】 

 会長：幼児期は野菜が苦手な子供が多い。野菜ソムリエとして、小さい頃の関わりに対し

て工夫点はあるか。 

 公募委員：その場しか食べることが出来ないかもしれないが、収穫体験をさせることで、

食べたことがないめずらしい物も自分が収穫したものは食べてみようと思う子

供は多いため、体験することで食べられるようになる。また、野菜の花言葉（例

えばトマトの花言葉は感謝）を伝えるようにし、野菜への興味関心が高まるよ

うに工夫している。 

 公募委員：キッズ野菜ソムリエを育成する講座の内容や募集方法はどのようにしているの

か。 

 公募委員：年中から小学６年生を対象に SNS で募集し、1 時間の講座を受講してもらっ

ている。エプロン代等の参加費をいただいている。キッズ野菜ソムリエを育成

する講座は昨年度から実施しており、昨年秋に１回実施。 

 

 

 

 

 

 



【委員の意見を抜粋】 

取組状況 課題及び今後の方向性 周南市ですすめたい食育 

・地域の方と食育体験 

・家庭との連携による 

食育の意識向上 

・子供料理教室の開催 

・体験させる食育の充実 

・子供から子供への食育 

・家庭との連携 

・年齢に応じた食育 

・学校の食育の体制作り 

・給食時間や食育授業の充実 

・家庭への啓発活動 

・家庭、地域と連携した食育 

・魚食普及による食育 

・地域一体型の食育 

・健康寿命延伸に向けた取組 

・コミュニティ活動での食育 

の活性化 

・ライフステージに応じた食育 

・食生活改善推進員との協働 

・幼児期からの食育の必要性 

の啓発 

・幼保小中高のつながり強化 

・領域別の食育推進 

・新規事業の検討 

・地域特性を活かした食育 

・食の基本を啓発 

・簡単にできる料理の啓発 

・料理を作り、食べる楽しさ 

を伝える 

 

 事務局：市食育関係各課の平成２７年度事業実績及び平成２８年度事業計画について資料 

     を配布している。農林課、水産課、リサイクル推進課、学校給食課、学校教育課、 

     次世代支援課、保育幼稚園課（保育園、幼稚園）、地域福祉課、健康づくり推進課 

     の順に市食育関係各課の取組状況を記載している。 

会長：現在は高齢化社会のため、三世代交流も視野に入れた食育も必要になる。子供の頃

から食育を確立していく必要があるが、食事のことだけに焦点を当てるのではなく、 

    幼児期は外でしっかり遊び、食べて、寝るというおなかがすくリズムの基本的生活

習慣を身に付けることを視野に入れておくことが大切である。 

    それぞれの得意分野を出していくことで、周南市の食育を推進していく。 

 

その他 －事務局よりー 

 ○野菜メニューコンクールについて説明 

  今年度も夏休みに、市内の小中学生を対象に、地産の野菜を使ったオリジナルメニュー

を募集する“野菜メニューコンクール”を実施している。９月２６日（月）にコンクー

ルの審査を実施予定。その際に、委員の中から１０名程度審査員として参加のご協力を

お願いしたい。 

 

 ○次回の会議開催について 

  次回の会議開催は年度末を予定している。 

 

７ 閉会 

  次回の会議は年度末開催ということで、それぞれの所属で食育推進の積極的な提案や取

組をお願いしたい。 


