
団体名団体名団体名団体名
幼稚園長幼稚園長幼稚園長幼稚園長

（菊川幼稚園　細野聖子）（菊川幼稚園　細野聖子）（菊川幼稚園　細野聖子）（菊川幼稚園　細野聖子）
保育園長保育園長保育園長保育園長

（鹿野保育園　川本　総恵）（鹿野保育園　川本　総恵）（鹿野保育園　川本　総恵）（鹿野保育園　川本　総恵）
栄養教諭栄養教諭栄養教諭栄養教諭

（栗屋学校給食センター　佐藤　一世）（栗屋学校給食センター　佐藤　一世）（栗屋学校給食センター　佐藤　一世）（栗屋学校給食センター　佐藤　一世）

小学校長小学校長小学校長小学校長
（周陽小学校（周陽小学校（周陽小学校（周陽小学校
河村　浩一郎）河村　浩一郎）河村　浩一郎）河村　浩一郎）

山口県漁業協同組合山口県漁業協同組合山口県漁業協同組合山口県漁業協同組合
（藤村　和義）（藤村　和義）（藤村　和義）（藤村　和義）

ＪＡ周南ＪＡ周南ＪＡ周南ＪＡ周南
（桑原　正徳）（桑原　正徳）（桑原　正徳）（桑原　正徳）

山口県栄養士会山口県栄養士会山口県栄養士会山口県栄養士会
周南地域専門部会周南地域専門部会周南地域専門部会周南地域専門部会
（村嶋　美知子）（村嶋　美知子）（村嶋　美知子）（村嶋　美知子）

周南市PTA連合会周南市PTA連合会周南市PTA連合会周南市PTA連合会
（住吉中学校（住吉中学校（住吉中学校（住吉中学校
黒川　浩子）黒川　浩子）黒川　浩子）黒川　浩子）

取組状況取組状況取組状況取組状況

○食事マナー
・食事の挨拶「いただきます」「ご
ちそうさま」が自然に言える習慣
作り
・楽しく食事をする中での箸の持
ち方、食べる時の姿勢、よく噛ん
で食べるなどの指導
○食育体験
・野菜を栽培し、自分たちで育て
たものを自分たちで調理し、美味
しく食べる体験。
・クラスの友達や学年の友達等
大勢の仲間と一緒に食べる楽し
さの体験。
○食についての関心を高める体
験
「あさごはんちゃれんじ」や「三色
食品群」について知る体験

・園全体で年齢にあった食育に取
り組んでいる
・ミニ田んぼでの田植えや野菜の
苗植えなど、三虫クラブという地
域の方々に来ていただいて指導
してもらっている
・園庭での野菜の成長を見たり、
水やりをしたり収穫をして、クッキ
ングをしたりしている
・クッキングは月に1回ぐらいの予
定で計画している

・給食一口メモ（放送原稿）の作成
・給食の時間における食に関する指導年間計画の作成と実
施
・給食時間における食に関する指導（全校、巡回訪問）
・家庭科、保健等での食育授業の実施（実施校のみ）
・お弁当の日の実施（中学校）
・野菜メニューコンクールへの応募
・小学校5年生と中学校2年生への食生活アンケートの実施
と結果報告や事後指導
・地場産給食、郷土料理、世界の料理の実施
・学校給食週間（1/24～）の取組
・給食センターの見学（児童、生徒、保護者）
・給食試食会での保護者への講話
・食育だよりの作成、配布

・栄養教諭などによる食育の授
業
・給食試食会
・学校保健委員会
・学校給食での食育教育
・フッ素洗口
・生活習慣振り返りチェックカー
ドの活用

平成27年度は、周南市内の幼
稚園・保育園５箇所にて「楽しく
食べる子供育成プログラム～
海の恵み編～」を周南市健康
づくり推進課の補助を受けなが
ら実施した。食育協賛事業者と
しては「周南さかなまつり」を実
施した

・ＪＡ周南管内の17の支所、6か
所の直売所を核として、『地域
の食と農を守り育む活動』とし
て、食農イベント、料理教室、
バケツ稲、地産地消の試食活
動等、年間計画を作成し取組
んでいる

○周南地域における健康まつ
りに参加
・食事バランスガイドを用いて、
栄養バランスのチェックや健康
相談を実施
○地域健康づくり事業（県栄養
士会事業）
・周南市民における生活習慣
病予防のための事業
年3回、3か所にて講話、グルー
プワーク、調理実習を実施

生徒の食への関心を高め、食
に関する知識と健康に対する
意識を深めるため、「生徒がつ
くるお弁当の日」を学期ごとに
一回、学年ごとにテーマを決め
て実施している。
また、学校保健委員会等では、
学校と家庭が連携して、朝食摂
取率の向上、朝食栄養バラン
スのレベルアップを図ることで、
学習意欲向上効果を目標に取
り組むことにしている

課題及び今後課題及び今後課題及び今後課題及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

○家庭との連携
幼稚園の食育体験や弁当の時
のマナーの様子を家庭に情報提
供し、家庭からも家での様子を伺
い、家庭と協力をし、よりよい食
生活にしていくこと
○保護者への啓発
・バランスのとれた食事の重要性
や食事の時のマナー等配布物で
保護者へ繰り返し知らせていくこ
とで食への関心を高める

5歳児までなので、できることは限
られている。年齢にあったできる
事を丁寧に教えていきたい

（課題）
・栄養士所属校では食育に取り組んでいるが、栄養士のい
ない配送校での食育の取組があまりできていない
・食育の言葉を理解している児童・生徒の少なさ
・野菜摂取率の向上が見られない
・児童、生徒、保護者の食に関する意識の変容や継続が難
しい
・残菜率の低下
・個別指導の実施
・食事の時の挨拶の徹底（共食の大切さを考えたい）
（今後の方向性）
・残菜率を減らすための、献立内容の振り返りや学校への
呼びかけの実施
・給食センターとして、全ての小中学校で同じように食育を進
めるための体制作り
・児童・生徒には継続的に給食時間の指導や食育授業
・保護者への食育だよりの配布や試食会等での講話をし、
家庭への啓発活動等を行う

・家庭、地域と連携した食に関
する指導
①食育に視点をあてた参観日
②食育の講演会
③コミュニティスクール便りに食
育のコーナーを入れる

・魚食離れを止める事。
・方向性としては、食育を魚食
と一緒に進めていくこと

・ＪＡ単独での取組が多く、せっ
かくの取組が地域の皆様へ伝
わっていない事が多いのが課
題。今後は地域と一体となった
取組をしていきたいと考えてい
る

周南市における健康課題であ
る糖尿病、脳血管疾患の予防
のためには、主たる原因となる
生活習慣の見直しが大切であ
ると考え、栄養バランスに配慮
した食生活を知り、実践し、ひ
いては健康寿命の延伸に繋が
ることを目的とした事業を実施
していきたい

家庭での食育推進を更に高め
るため、PTA活動を通じて食に
関する研修や講習、コミュニ
ティ活動における地域住民と連
携して食育活動を活性化させ
る

周南市ですす周南市ですす周南市ですす周南市ですす
めたい食育めたい食育めたい食育めたい食育

食生活改善推進員や健康づくり
推進課の協力を得て、栄養バラ
ンスのとれたクッキングの指導を
受けた経験がある。園の職員だ
けでは人数が足りずクッキング
ができないことがある。専門的な
ことも指導してもらえるので今後
もそれぞれの地域で連携をとり、
進めていけたらいいと思う

食育に興味を持ってくれる事
食べるって楽しいな！うれしい
な！と思ってくれることが第1だと
思う
この時期にそれをしっかり感じて
欲しい
それが今から長い人生の基本に
なると思う

・朝食摂取率を上げるための取組の実施
・郷土料理（特に周南市の郷土料理である「つしま」）を知っ
ている人の割合の増加
・野菜摂取率を向上させる取組の実施
・共食の大切さ
・幼保小中高のつながりの強化
・各団体の素晴らしい取組が点から線になるよう、情報交換
などを行い連携していくと良い

・第2次周南市食育推進計画に
沿って各々の領域で役割を果
たすこと

・魚のさばき方教室実施（小学
生はタコ、大人はハモ）

・ＪＡには、農家とのつながりを
持つ営農指導員もおり、直売所
もあるので、各地域において、
何か新しい取組ができないか
協議をしていきたいと思ってい
る（給食での地元野菜の提供、
農家の紹介、直売所での販売
体験など）
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団体名団体名団体名団体名
周南市母子保健推進協議会周南市母子保健推進協議会周南市母子保健推進協議会周南市母子保健推進協議会

（兼重　江美子）（兼重　江美子）（兼重　江美子）（兼重　江美子）
周南市食生活改善推進協議会周南市食生活改善推進協議会周南市食生活改善推進協議会周南市食生活改善推進協議会

（芳川　英子）（芳川　英子）（芳川　英子）（芳川　英子）
公募委員公募委員公募委員公募委員
（清水　智子）（清水　智子）（清水　智子）（清水　智子）

公募委員公募委員公募委員公募委員
（高橋　久美子）（高橋　久美子）（高橋　久美子）（高橋　久美子）

公募委員公募委員公募委員公募委員
（西川　満希子）（西川　満希子）（西川　満希子）（西川　満希子）

取組状況取組状況取組状況取組状況

・地域で開催する子育てサークルの中で
食生活改善推進員に減塩の味噌汁とお
むすびの試食会をしてもらった
・新南陽地区で親子でお弁当作りを行っ
た
・鹿野地区で親子でパン作りを行った
・櫛浜、須々万地区で手作りおやつの試
食会を行った
・歯科衛生士に虫歯の話と歯磨きについ
て指導してもらった
・毎年、歯ブラシを購入し、対象児に配布
し、虫歯予防の啓発を行っている
・母子保健推進員の研修の中に簡単にで
きる手作りおやつを栄養士の指導で行っ
た

・「私達の健康は私達の手で」を合言葉に食を通じた
健康づくり、食生活の課題を改善し、適切な食習慣
を築くことを目指し普及啓発活動をしている
・各地区の公民館等で健康料理や男性料理、子供
料理の他、幼稚園健康教室、中学校健康教室、親
子料理教室や母子保健推進員、子育てサークル、
児童館とも連携して活動している
・中高年対象では、健康寿命延伸のため、ロコモ予
防、認知症予防、低栄養予防の講座を行ったり、食
環境調査やみそ汁の塩分調査も実施してきた
・近年、周南市は他市に比べて減塩の意識が低いと
いう事で、特に減塩、野菜摂取増に力を入れている
・その他、道の駅や、スーパー等で食育の日の周知
や、ぶち元気がいいねフェスタ、こども夢まつり、各
地区のイベント等で生活習慣病予防の為に考案した
周南スープをツールに活動を展開し、郷土料理の普
及も行っている

食生活改善推進員として活動
○小学校で調理実習
・3年生　2クラス・・・小松菜、人参を使った野
菜ケーキ
・5年生　2クラス・・・混ぜご飯、出し巻卵
・6年生　2クラス・・・巻きずし、細巻き
・6年生　クラス・・・フルーツきんとん、田作り

○公民館で夏休み子ども料理教室を開催

野菜ソムリエコミュニティ山口に所属
・野菜ソムリエコミュニティ山口は、野菜ソムリエの有資格者か
らなる団体である
野菜ソムリエとは野菜や果物の魅力を伝えるという役割を果た
すための資格であるが、野菜ソムリエの活動を通じて、食育を
色々と考えている。中でも、「体験させる食育」にスポットをあて
ている
野菜・果物は体にいいからたくさん食べてね。と子供たちに伝
えても、あまり心に響くことはないように思う
しかし、野菜果物の収穫体験をお友達や家族と行うことで、嫌
いだった食べ物を食べることができるようになる子供をたくさん
見てきた
植物がどう育ち、育てる人がどんな気持ちで育てているのか、
動物がどう育ち、動物を飼育している人はどんな思いを持って
いるのか。なるべく生の声を届けてあげる。触れてみる。そして
知る。それが健全な食育につながると信じている
また、私は「キッズ野菜ソムリエ」を育成する講師資格を取得し
ている。子供たちに野菜の食べ比べやクイズを通じ食に興味
をもってもらい、それを発信できる子供を育成する取り組みで
ある。大人から子供への食育から、子供から子供への食育へ
をスローガンに活動している

課題及び今後課題及び今後課題及び今後課題及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

・子育てサークルに参加される方は対象
者の一部で、全ての人に伝えていくことは
難しい
・食生活改善推進員と話し合いを持ちな
がら食育推進の普及啓発を図れるように
サークル活動を実施していこうと思う

・教室に来られる方はもともと関心のある方なので、
参加できない方、無関心な方にいかに伝え理解・実
行していただくかという事では、食育の日の活動内
容の検討や、ツールを増やすことも考えている
・また、小さい時からの良い食習慣（早寝早起き、朝
ご飯、減塩、栄養バランス等）のために若いお母さん
や親子対象の教室の充実や、小中学生との連携が
もっとできればと思う
・さらに、高校生、大学生、働く若い世代にも関わり
ながら周南市の健康課題に沿って活動していきたい

周南市ですす周南市ですす周南市ですす周南市ですす
めたい食育めたい食育めたい食育めたい食育

地域の方の協力を得ながら、その地域の
特性を活かした活動ができれば良いと思
う

「食はいのち!!」この言葉が表しているのは､食べるこ
とは生きる事、命あるものを頂いて生かされていると
いうことである
挨拶や箸の持ち方、食べ方のマナーや命の大切さ
を知り、思いやりや感謝の気持ちを忘れないという、
食の基本をおさえた食育をすすめたい

・年配の方、一人暮らしの方、男性の
方に簡単にできる料理
同じような材料で違った調理法、翌
日、前日の料理をリメイクできる料理
足りない栄養は何かを考え献立を立
て、いつもと違った調理法などにチャレ
ンジしたり、よく噛んで食べることなど
によって脳を活性化し認知症予防・生
活習慣病予防につながるのでは
・この頃は調理品は外で購入や外食
ができる世の中。子供達に料理して
作って食べる楽しみを学ばす為に、子
供同士、子供と母親、孫と祖母などと
一緒に料理。その時にきれいな色合
いの栄養素の勉強も取り入れたらい
いのでは
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