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平成３０年度第１回廿日市市総合教育会議 会議録 

 

１ 日時   平成３０年１１月２日（金） 

       開会１４時００分  閉会１５時００分 

 

２ 会場   廿日市市役所７階会議室 

 

３ 出席者（構成員） 

       市長              眞野 勝弘 

教育長             奥  典道 

教育委員            山川 肖美（教育長職務代理者） 

教育委員            渋谷 憲和 

教育委員            山下 芳樹 

教育委員            松本 良子 

 

（事務局） 

分権政策部長          金谷 善晴 

福祉保健部長          山本 美恵子 

教育部長            藤井 健二 

分権政策部次長         棚田 久美子 

教育部次長           福ヶ迫 美千子 

健康推進課長          宮崎 哲匡 

学校教育課長          岡寺 裕史 

       学校教育課学事担当課長     岡本 真一郎 

大野学校給食センター所長    北岡 裕二 

 

４ 協議事項 

  (1)廿日市市における食育の推進について 
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【発言要旨】 

事務局（分権政策部長） 

定刻となったので、平成３０年度第１回廿日市市総合教育会議を開会する。 

本会議は、公開のもと開催し、議事録の要点を公表する。 

初めに、廿日市市長の眞野より挨拶を申し上げる。 

眞野市長  

広島県が算出した県内市町の健康寿命によると、本市は、男性が県内２位、

女性が県内３位と高い水準となっている。 

今後も、健やかな心身を育み維持していくためには、健全な食生活を子ど

ものころから実践することが大切である。 

本日は「廿日市市における食育の推進」をテーマに皆様方からご意見を賜

りたい。 

この総合教育会議を通じて、より一層、教育部局と市長部局が一体となっ

て本市の教育振興に取り組んでまいりたい。 

事務局（金谷部長） 

協議の進行については、市長により行う。 

眞野市長  

本日の議題「廿日市における食育の推進について」を資料により説明する。 

事務局（健康推進課長） 

    資料１「第２次廿日市市食育推進計画」の説明を行う。 

    （第１章） 

第２次廿日市市食育推進計画の趣旨は、前計画や食育に関する施策の取組状況、

また国や県の動向も踏まえて、今後、廿日市市が進めるべき食育の方向性と目標

を明確にし、食育を推進するため策定するものである。 

     本計画は、食育基本法に基づき作成するものであり、計画期間は健康増進計画

と整合を図るため、平成30年度、2018年度から2022年度までの５年間としている。 

     また、進捗管理体制は、計画の理念や方針に基づいた活動を、市民団体、関係

機関及び市役所で構成する食の健康づくり委員会を基盤として共有し、ＰＤＣＡ

サイクルを回しながら互いに協力して取り組むこととしている。 
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     取り組んだ内容は、食の健康づくり委員会や関係課担当者による庁内連携会議

で、状況や成果を共有しながら、各食育施策の充実や機関・団体間の連携を強化

し、より効果的な食育活動を推進する。 

    （第２章）  

     本市の現状課題として、生活習慣病の状況は、件数、そして医療費の双方とも

脂質異常症、高血圧症、糖尿病の占める割合が高くなっており、これから高齢化

が進む中、生活習慣疾患を持つ人はさらに増加していくことが懸念されている。 

そうしたことから、食に関する適切な判断力を養い、健全な食生活を進めてい

くことが望まれる。 

（第３章） 

前計画の目標に対する評価結果は、目標指標の全16項目のうち、目標を達成し

た指標は２項目、目標値に達成していないが改善傾向にある指標は６項目、改善

できていないが８項目という結果である。 

栄養のバランスを考えて食べる人の割合の減少や、男性の肥満者の増加など、

大人世代の食育の実践と、子どもが自分で簡単な食事をつくれる割合や、食育体

験活動の割合の改善が今後重要である。 

食を取り巻く環境は、変化し、これまでの健康づくりや生活習慣病予防の取組

だけではなく、社会や家族形態の変化などから生じる多様な課題に対応すること

が求められている。 

     この課題に対応するため、今後の方向性として共食への取組、生産から消費ま

での食の循環を考える取組など、生涯にわたるさまざまな機会や場面を捉えて、

地域や関係機関とともに食育の普及啓発と実践を充実させていくことと、食に関

する知識の情報伝達や実践と支援が引き継がれる仕組みづくりが求められている。 

    （第４章） 

本計画では、日常生活の基盤である家庭を中心に、地域に暮らす一人一人が食

を通して人づくりやまちづくりにつながる食育を推進するため、「食でつながる 

笑顔いっぱい はつかいち」を基本理念に掲げ、食のつながりが、家庭、地域と

大きな輪となって町全体に広がっていくこと目指している。 

     本市では、計画の推進・庁内連携の強化を図るため、関係課が集まり、各課の

取組の紹介や庁内や多様な主体との連携方法について協議する庁内食育連携会議
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を新たに立ち上げ、定期的に開催している。 

また、食の健康づくり委員会において、食育施策の実施状況や計画の進捗状況

などを管理することで、地域活動や民間活動との協働を図っていきたい。 

     本計画の目標指標について、生活習慣病を予防する力を身に付け、また、将来

子どもの生活習慣に影響力のある大人となるために、①野菜をとる、②塩分を控

える、③朝食を毎日食べる人を増やす、を重点指標とした。 

     さらに、生活の多様化や単身世帯の増加からくる孤食に対応するため、共食の

回数を目標に追加した。 

    （第５章） 

     本計画の５章では、５つの基本方針に対する取組について、個人の取組、家庭・

地域での取組・行政の取組を掲載している。 

     健康推進課では、計画の推進・庁内連携の強化を図るため、関係各課の取組の

紹介や連携方法について協議する庁内食育連携会議の第１回を10月30日に開催し

た。 

    また、食を通じた生活習慣病予防と健康づくりのため、８月31日を「やさいの

日」と定め、350グラムの野菜を食べることの大切さを普及する取組を始めてい

る。 

今後も関係機関がより有機的に連携し事業展開することで食育の輪が広がり、

食育が推進するよう取り組んでいきたいと思っている。 

事務局（岡本課長） 

資料２及び資料３について説明する。 

     学校教育課・食育推進グループでは、廿日市市での食育を推進するため、広島

県教育委員会が県内各市町に呼びかけて行っている「ひろしま給食１００万食プ

ロジェクト」に、毎年参加している。 

     これは、広島県教育委員会が、広島ならではの給食メニューレシピを公募し、

その中の最優秀のメニューを「ひろしま給食」県内統一メニューとして、10月の

「ひろしま食育ウィーク」で、県内の全給食実施小・中学校で提供しようとする

ものである。 

     また、家庭においても、これを機会に「ひろしま給食」を楽しんでもらうこと

を通して、学校・家庭・地域が一体となって食育を推進しようとする事業である。 
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資料２は、今年度の最優秀レシピ賞を受賞した「ひろしまオールスター★担々

丼」等を紹介するチラシである。 

廿日市市では、夏季休業中に市内の栄養教諭と学校栄養職員が連携して、この

「ひろしまオールスター★担々丼」をメインに、広島県産や地元廿日市市産の食

材をたっぷりと使った「ひろしま給食廿日市市統一メニュー」を開発し、それを

「ひろしま食育ウィーク」期間中に、所管の小・中学校で提供した。 

     資料３「廿日市市『ひろしま給食』だより」右上の写真が、廿日市市で開発し

た統一メニューである。 

     この「廿日市市『ひろしま給食』だより」は、毎年１回、「ひろしま食育ウィ

ーク」の時期に合わせて発行し、学校給食に使われている地元廿日市の食材を、

児童生徒、保護者、地域の方に知ってもらうために、地場産物の生産者とともに

紹介をしている。 

     その他の取組として、生涯学習フェスティバルにおいて、「ひろしま給食」の

試食やレシピを提供し、来場者に学校給食を知ってもらったり実際に味わっても

らうことで、市民に食への理解・関心を高める取組を行っている。 

     これらの取組は、計画の基本目標にある施策のうち、「食育に関する啓発の推

進」、「基本的な生活習慣の定着と望ましい食習慣や知識の習得」、「地産地消

の推進」につながる取組として、今後も継続していくことが重要であると考えて

いる。 

     これからの食育啓発事業として、市民に学校給食を知ってもらうことを目的と

して、来年１月末の「全国学校給食週間」に合わせて、市民を対象とした学校給

食試食会を予定している。 

     また、２月に大野地域の就学前の子供とその保護者を対象とした、学校給食を

食べる体験やアレルギー相談ができる未就学児給食体験を開催する予定である。 

     本計画では、食育の拠点として位置付けられている大野学校給食センターが、

大野地域の小・中学校に安全・安心な学校給食を提供し、学校における食育を推

進するとともに、家庭・地域の食育の一助となる活動を推進する役割を担ってい

くこととしている。 

     食育推進グループでは、これまでの取組に加え、今後、大野学校給食センター

及び関係所属と連携しながら、家庭や地域を巻き込んだ食育推進施策をモデル的
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に展開し、学校給食の分野から市民への食育の普及に取り組んでいきたいと考え

ている。 

事務局（大野学校給食センター所長）  

資料４及び資料５について説明する。 

     大野学校給食センターは、食育の拠点を目指し、学校における食育の一層の充

実を図ることはもとより、家庭や地域を意識した食育を推進するため、学校給食

を活用した取組を進めている。 

    （１ 食育推進の取組状況） 

食育の情報発信について、ホームページやフェイスブックによる、調理の様子

などの情報発信や、給食だよりの市民センターへの配置を始めた。 

     また、体験活動として大野学校給食センターへの施設見学や試食会の開催や、

市民センターと連携した料理教室を予定している。 

    （２ 平成31年度の取組計画） 

     平成31年度から行う３つの新たな情報発信の取組を説明する。 

     １つ目は、給食レシピを市民センターに配置するとともに、ＳＮＳを活用し、

情報発信を行うものである。 

     ２つ目は、受配校を対象に食育キャラクターを募集し、児童生徒の投票により

最優秀作品を決め、食育啓発に活用するものである。 

     ３つ目は、給食配送車をラッピングしている大野地域の児童生徒が作成した食

育ポスターを更新するものである。 

     次に、３つの新たな体験活動・イベントの取組を説明する。 

     １つ目は、当センター周辺で開催されるイベントや、全国学校給食週間の機会

を捉えて、試食会等を開催するものである。また、未就学児を対象とした給食体

験も行う予定である。 

     ２つ目は、大学と連携し、食材や調理方法などによる味の違いなどを体験する

講座を行うものである。 

     ３つ目は、親子を対象に当センターの調理場を使用し、実際使用している機器

を使用し、調理体験を行うものである。 

    次に、資料５により大野学校給食センターを拠点とした食育推進のスケジュール

（案）を説明する。 
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 平成30年度、31年度は、先ほど説明したとおりであり。この取組を継続的に実施

していくことで、地域の方から親しまれる施設となるとともに、家庭における望ま

しい食生活の実践にもつながるものと考えている。 

    平成33年度から新たな取組として、「学校給食フェスタ」の開催を計画している。

内容は、情報発信、体験、講座を融合させ、大野地域以外にも食育が普及していけ

るような内容を検討していきたい。 

    「学校給食フェスタ」の開催に向け、平成32年度までをプレ事業期間と位置付け、

この期間に実施した各種取組を生かすとともに、関係部署、関係団体との連携を進

めていきたいと考えている。 

眞野市長  

食育の推進については、第６次総合計画の方向性２「人を育む」でも主な取組と

して位置づけている事業である。 

    学校教育を中心とした食育を推進するとともに、家庭においても食の大切さを伝

えることが重要である。 

    ただいまの説明についてご質問、ご意見があればお願いする。 

渋谷委員 

    資料１の11ページ乳幼児期の課題欄において朝食を食べない乳幼児の記載がある

が、これはどのようにして把握しているのか。 

事務局（健康推進課長） 

    定期的に行っている乳幼児健診でアンケートを実施し把握している。なお、１歳

６カ月児は9.7％、３歳６カ月児は3.6％の割合で食べていないという結果である。 

渋谷委員 

    乳幼児についての朝食は親が食べさせるものである。親が食べないとアンケート

に回答しているということは、親が食べさせていないと考えられるのではないか。 

事務局（健康推進課長） 

 アンケート結果の原因について調査は行ってはいないが、他の学術的な調査によ

ると、生活困難が間接的に影響しており、親のメンタルヘルス、自己肯定感などが

原因とされている。 

    親のメンタルヘルスを含めた家庭環境の調整が大事であると考えている。 

渋谷委員  
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子どもが朝ごはんを食べない原因として、親が食べないという点もあると思うの

で親の教育が一番重要であると思う。 

事務局（健康推進課長） 

 今期の計画は親が当事者であると考え、親が関心なり興味をもっていただかない

と、子どもへの日ごろのかかわりというところの中でできないということで、目標

も、親がどうなるかというところを重点目標として掲げている。 

乳幼児については、乳幼児健診の際に市から親に働きかけを行いたいと思ってい

るが、全体的には、行政以外の主体も巻き込んで親が食育にアクセスしやすい環境

を整えていく必要があると考えている。 

山下委員  

資料１の１ページにも記載があるように、食育は生きる上での基本であり、知・

徳・体の基礎となるべきものであると思っている。 

    本計画による各ライフステージに応じた食育の推進の取組は、とても大事である

と思うので、様々な場で行われる取組に大いに期待したい。 

山川委員  

本計画の今後の方向性で示された共食について少し違う角度から２点述べさせ

ていただく。 

    １点目は、朝食を子どもに食べさせたいけれども食べさせられない件について、

原因が家庭の経済的な事情等もあるということではあるが、家庭以外の取組により

対策を考えてもよいのではないか。 

    例えば、沖縄県那覇市の若狭公民館では、朝食会という取組を定期的に行ってい

る。この取組は、食べ物の持ち寄りとおすそ分け両方を行っている会で、食べ物を

持ってこれない人でもおすそ分けで共食が可能となっている。 

２点目は、共食をしたくてもできないというひとり暮らしの高齢者のことも考え

る必要がある件について、そういった方も含めた共食の姿というのを、考える必要

がある。 

    また、ひとり暮らしの高齢者がご自身で食の自立をしようと思ったときに、スー

パーでは１人分の食材だけを調達することが難しい。本市も高齢化社会へ突入して

いる状況を踏まえて、市が食料品店へ呼びかけや連携もしていく必要があるのでは

ないかと思っている。 
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    市から呼びかけや連携を行う際には、食べ物の生産から消費するまでの様々な関

係者を巻き込んで地産地消の一連の流れをつくることができればよいと思う。 

事務局（健康推進課長） 

若佐公民館の事例については、行政が主体的に行う事が難しいため、市民センタ

ーや地域コミュニティーを中心に、市民サイドの活動を行政が支援し盛り立ててい

くことが大切である。 

    高齢者の共食についても、庁内の連携で高齢者を担当する部署も含めて、市民セ

ンターとの連携を広げていきたい。 

    食べ物の生産から消費するまでの連携という点については、食の健康づくり委員

会での情報提供や、生産から消費までの多様な関係者が参画する点を意識した連携

を行っていきたい。 

松本委員  

食育の問題は食生活の浸透だけではなく、福祉的な面からも幅広く支えていかな

いといけないものだと思うので、幅広い担当部署間での連携をしっかり行っていた

だきたい。 

先ほどの共食に対する取組について、やや行政が受け身のように思える部分     

があったが、行政側で検討している事項があれば教えていただきたい。 

事務局（福祉保健部長） 

    食育に関する福祉部門との幅広い連携については、乳幼児期の産後ケア事業と連

携した食事の支援などを行っていきたい。 

 また、広島県の「朝ごはん推進モデル事業」として、阿品台東小学校では企業か

らの提供品をもとに、学校支援地域本部が中心となって、朝食を提供するという事

業を始めている。 

高齢者の共食の場づくりに関しては、新規でのサロン活動を推進しており、毎週

集まるサロンにおいて月に２回以上食事を提供しているサロンには補助金を出し

ている。このような取組から、共食の場の広がりを推進している。 

奥教育長  

私のほうから３点ほど述べさせていただく。 

    １点目は、前計画の評価指標である「自分で簡単な食事をつくることができない

子どもの割合を減らす」について、指標の結果は目標を下回る結果になっている点
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である。 

「ひろしま給食１００万食プロジェクト」で優秀賞に選ばれた本市の大野東小学

校の６年生の児童は、小さいとき家庭で母親と一緒に食事を作っているということ

であった。 

    家庭において家族と一緒に食事をつくる場が重要であるということを、学校や地

域から発信することによって、食に関心をもたせることが大事である。 

    ２つ目は、食品ロスの問題である。学校給食で発生している食べ残しをいかにな

くしていくかというようなことを意識付けていくということが、環境保全という問

題意識にもつながるため、食品ロスに対する啓発が重要なことであると思う。 

３点目は、本計画の目標指標である「野菜やきのこ、海藻類を使った料理を１日

に小鉢５～６皿程度は食べる人を増やす」と「塩分を控える人を増やす」について

である。 

    この２点については極めて重要なことであると思っており、レストランや食堂の

協力も得ながら啓発を行うべきであると思う。 

    食育に関することについては、子どもから高齢者の方まで関心が非常に高く、誰

もが大切にしたいと思うものであるから、計画の成果や取組の経過について上手に

情報発信を行い、本市の特色として計画を推進する事が必要であると思う。 

 

眞野市長  

本日は、さまざまな視点から食育の推進について貴重なご意見をいただいた。 

    市としては、健康寿命の延伸にこの食育は欠かせないものと考えており、いただ

いた意見は、本市の食育のさらなる充実・発展に生かしていきたいと思う。 

    それでは、以上をもって、平成３０年度第１回総合教育会議を終了させていたた

だく。 

事務局（金谷部長） 

   以上をもって閉会する。 


