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会 議 の 概 要 

会議名 平成２４年度 宝塚市食育推進会議 第２回 会議  

開催日時 平成２５年（2013年）２月１５日（金）午後２時～４時 

開催場所 宝塚市役所３階 特別会議室 

出席委員 保田委員、山下委員、後藤委員、藤田委員、松本委員、岡本委員、北山

委員、中野委員、粟井委員、檜垣委員、藤野委員、林委員、小東委員、

山本委員、福永委員、橘委員、栗本委員、近久委員、田中委員（１９名） 

欠席委員 なし 

傍聴者数 １名 

公開の可否 公開 

 １ 開会 

（１）事務局あいさつ 

（２）委員交代による新委員の紹介 （後藤委員） 

2 議題 

（１）食育推進関係団体の食育推進活動に関するアンケート調査結果

について 

（２）学校園における食育の取り組みについて 

（３）平成２５年度 宝塚市で取り組む食育に関する事業で新規に予

定されているものについて 

（４）その他 

 

 

 

（事務局） 

事務局より、食育推進関係団体の食育推進活動に関するアンケート調

査結果について報告した。 

（委員） 

兵庫六甲農協は、兵庫県下で活動している。今回は宝塚での活動とい

うことで、その一部を紹介した。 

（委員） 

 宝塚市全体では２８集落の農会がある。西谷農会連合会が開催して

いる収穫祭では、餅つきをし、昔からのやり方を教えている。 

（委員） 

 コープ神戸では、「野菜を摂ろう！１日３５０ｇ」をスローガンとして、

白菜、ピーマン、トマトなど、野菜のキャラクターを作っており、それ

らをスタンプにして、イベントで使用している。食育カルタ等もできる

ので、イベントがあればお声がけいただきたい。 

（１）食育推進関係団体の食育推進活動に関するアンケート調査結果

について 
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（委員） 

先日、自治会連合会で、半日エコバスツアーとして鳴尾浜にある食品

センターを見学した。 

袋詰め、パック詰め等の衛生管理の現場と魚のアラや、野菜のくずを

リサイクル・堆肥化する機械も見学した。次回は、工場での野菜の栽培

についての見学を予定している。 

（委員） 

食品衛生協会は、不正表示をなくす啓発をしている。今、産地偽装等

をはじめ食材の安全・安心への心配はつきない。 

宝塚の業者に対しては、使用する材料を吟味・調整したうえで、購入

してほしいとお願いしている。 

（委員） 

宝塚栄養士会では、歯科医師会とともにイベント開催したり、市内の

スーパーのイベントに参加したりして活動した。前回の会議後、この会

議の委員の紹介で、市内の小学校で食育の事業を行った。また、他の事

業で、この会議の委員とお会いするなど、この会議での横のつながりを

持てたことが良かった。まずは、ここに集まった団体で協力しながら何

か食育推進の取組みができたらと思う。 

（会長） 

各団体が頑張ることも成果だが、この会議を通じて連携できたことが

立派な成果だ。 

（委員） 

ＰＴＡの学年委員をしており、この会議を通じて栄養士会とつながり

を持てたので、親子調理実習を依頼し、米粉のクレープを作った。米粉

の調達が大変だったが、保護者に好評であり、親子でできる他の企画も

お願いしたいと言われた。 

食育に関心のない保護者でも、学校で実施するなら行こうと思う方も

いるので、学校行事として親子の調理実習をやっていただけたらと思う。 

ご飯と味噌汁という調理実習もできるのではと思った。 

（委員） 

農産物加工グループにしたに村では、惣菜と米粉のパンを作っている。

農協を通じて、にしたに村に連絡していただければ米粉は扱っている。 

（委員） 

 宝塚栄養士会では、ＰＴＡ等に料理教室開催を呼びかけたが、年度途

中で事業を追加するのはなかなか難しいと言われたが、この会議のつな

がりで実施できた学校もあった。 

（会長） 

 学校で行事をする場合は、授業計画との兼ねあいがある。 

（委員） 
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 兵庫県いずみ会は、１０代と男性を対象とした食の実践活動として、

中学生・高校生を対象に調理実習をしている。 

宝塚いずみ会でも、昨日、市内の中学校で１年生４０名と一緒に、お

鍋でご飯を炊くこと、味噌汁の出汁取り、簡単な野菜炒めを授業の中で

実施した。最初は１クラスだけということであったが、学校側から１・

２年生の計６クラスに教えていきたいという話になった。アレルギーの

生徒がいるので、栄養教諭の協力を得、食材は学校で購入していただく

等、色々調整を行い実施できた。 

終了後のアンケートでは、「お鍋で炊いたご飯が、とても美味しいと

感じた。」「キャベツともやしだけの野菜炒めでも、自分で作ったものは

本当に美味しかった。」「今までお鍋でご飯が炊けることも知らなかっ

た。」「出汁をとることでこんなに美味しいお味噌汁ができるのを知らな

かった。」などの意見が多かった。 

また、朝食を食べている率は８６％であり、ほとんどがパン食であっ

た。６％はたまに朝食を食べている、８％は食べないということであっ

た。圧倒的にパン食が多いなかで、鍋でもご飯が炊ける、ご飯が本当に

美味しいというのを感じてくれた。いい機会をいただいた。 

食に関する活動を行っているグループが多くある。行政も、そういう

団体が持っているノウハウをもっと活かして食育を進めていただきた

い。今の子ども達に、ご飯の大切さ、日本食の大切さを、みんなが持っ

ている力をもっと横に広げて伝えていかないといけない。     

立派な施設があっても使えていないという実態が非常にもったいない

と思う。みなさんにも門戸を開いていただいて一緒に頑張っていただき

たい。 

（会長） 

各団体の取組みの報告があったが、報告のあった事業が、全て食育と

は限らない。食に係わる事業と食育が必ず一致するとは限らない。この

中でどれが本当に食育に該当するか吟味したほうがいいかもしれない。

食育というのは、大人が子どもに行う教育である。教育の場は、学校で

あったり家庭であったりするが、地域ではあまりそういう場がない。 

いずみ会や栄養士会での取り組みは、体系的にはなっていない。今の

ところは、学校に大きく期待されるが、学校には学校の機能がある。学

校の余力の中でしかできないという現実がある。最後に残るのは家庭で

あり、家庭できっちり教育してもらわないといけない。しかし食育基本

法ができた背景には、本来家庭で行なう食育が家庭でできなくなったこ

とがある。改めて子どもに対する食育をどこでするかを考えていかなけ

ればならない。 

（委員） 

 先週、食育に関する講演会をさせていただいたが、来られるのは高齢
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者が多かった。 

（会長） 

 それは直接的な食育ではないが、食育を教育する人のための事業であ

ったと考えることができると思う。 

 

(２) 学校園における食育の取り組みについて 

 

（事務局） 

学校園における食育の取り組みについて報告した。 

（学事課） 

 学校給食の放射線量測定結果の献立表掲載については、昨年１２月か

ら行っている。現時点での放射線量については不検出。市のホームペー

ジに結果を毎日、掲載しているのでご覧いただきたい。 

（会長） 

 県教育委員会は 2005 年から、県下の小中学校に対して、食育に取り

組むように指示を出しており、原則としてすべての小中学校は食育に取

り組むこととなっている。そして、学校における食育は、特別授業ある

いは体験授業だけではなくて、通常の教科の中で食育に取り組むことも、

ごく当たり前に行なわれている。 

それらをすべて報告すると膨大な資料になるので、今日は特にピック

アップして報告いただいた。給食がある小中学校では、給食の時間に食

育を行う取組みがあるので、今日はごく一部の報告がされたと補足して

おく。 

（委員） 

小学校で行なわれた「味覚の 1週間」の授業へ参加した。ホテルのシ

ェフが来られて、塩や砂糖を舐めたりする授業であったが、45分だけだ

ったのでちょっと残念だった。 

（学校教育課） 

 学校側からシェフを呼んで子ども達に体験させたいという相談が教育

委員会にあった。食育に限らず、他の教科学習でも専門家に来てもらえ

るならば良い体験になるということで、文部科学省の後援という形で行

っていると思う。企業がお金も出し、シェフの派遣をしてくれた。 

（委員） 

兵庫県の食育推進事業の食育推進校の指定やモデル校の取組みはある

のか。 

（学校教育課） 

 今年度、市内で指定校はない。昨年度は小学校１校が指定校だったの

で、この会議の委員の方にも見に来ていただいた。その２～３年前は中

学校１校、そのさらに２～３年前には小学校 1校が指定校になっていた。
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食育は、各教科・領域でいろんな体験を通して子ども達が食について考

える、気付く、分かるということである。継続して行っている給食の校

内放送以外にも、いろんな教科の中で子ども達は学んでいる。そういう

ことを、今までは食育という観点なしに教師の方も教えていたが、食育

に関連していると分かって教えるのと、知らないで教えるのでは子ども

の受け止めも違う。食育については普段の教育の中で取り組みながら、

特別なこともできないかということで、今回のようにシェフに来ていた

だいたりということにも合わせて取り組んでいる。 

（会長） 

 健康推進課も教育委員会も、子どもに接する機会があり、誰か講師を

ということがあれば、この会議の委員のどなたかを、ご推薦いただいて

も良いかと思うのでご配慮願いたい。そうすれば委員の皆さんの活躍の

場も増え、ネットワークも広がると思う。 

（委員） 

 献立表に、給食の放射線量が不検出でしたという一文があるというこ

とは、青少年育成市民会議でも、良い事だとみなさんとても喜んでいる。 

PM2.5についても取り組んで欲しいという声もあった。市としての対

応・対策、また測定結果はどうなっているのか、降ってきて野菜にどの

ような影響があるのか等を今後調査していただきたい。 

（委員） 

 給食の放射線量を一年間測定をした上での、課題や問題点をうかがい

たい。 

（学事課） 

 平成２４年度から学校給食の放射線量を測定している。シンチレーシ

ョン検出器という機器により測定しており、検出限界値が１０ベクレル

である。測定方法は調理済みの給食を丸ごと１食測定する方式をとって

いる。現時点では、すべて不検出であった。測定方法については、保護

者の一部は食材単位の測定方法を希望している。これについては今後の

課題として検討していきたい。 

（会長） 

 第一段階としては、今の方法でやむを得ないかとは思う。数値がでれ

ば、今度は部分的にやったほうがいいと思うが。 

（委員） 

 皆さん非常に真剣に食育に取り組んでおられる。このように放射能の

ことまできちんとされていると聞くと安心して給食が食べられると思

う。私としてはアレルギーに非常に興味がある。 

（委員） 

 さきほどお話があった、子ども達がご飯を炊いて味噌汁を作って感動

したということにお茶も加えていただきたい。急須そのものを知らない、
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お茶の入れ方が分からないという子どもが大変増えている。 

（学校教育課） 

 小学校の家庭科の授業では、お茶を楽しむという内容がある。ただ単

に沸騰したお湯を入れるのではなく、少し冷ましてからいれるとか、い

ろんなお茶の出し方を色の違いを見て勉強している。学校では調理実習

に近いものだが、実習をしながらお茶というものをたしなんでいる。あ

とは、家庭でも麦茶ばかりでなく、色んなお茶を飲む体験をお願いした

い。 

（会長） 

 急須でお茶を入れて飲む習慣が消えつつある。日本のお茶の売れ行き

がどんどん落ちている。お茶の産地がこれから潰れる可能性がある。 

（委員） 

 先ほどの食育に関する指定校はどうやって決めているのか。 

（会長） 

 指定校は国が決める指定校、県が決める指定校、市が決める指定校の

３つがある。それは各教育委員会または文部科学省が決める。 

（委員） 

 食育は家庭でするべきことだが、家庭でできていないという現実があ

るのであれば、きちんとそれぞれの学校で食育の取り組みを広げていこ

うという形をとってもらえればよいと思う。 

（会長） 

 市は何校くらい指定しているのか。 

（学校教育課） 

 市の指定は、食育に限定した指定ではなくて、学校での教育研究の指

定ということで全ての学校が指定となっている。先ほどから話に出てい

る指定は県の指定で、県の教育委員会が県下全１０地域、１０校を順繰

りに、阪神管内で１校指定するということになれば、７市１町で１校を

選ぶという仕組みになっている。指定は起爆剤とはなるが、先生方もそ

ういう学校へ見学に行き、持ち帰って自分のところで何ができるか学ん

でいる。 

（会長） 

 県は、食育研究指定校として１０校ほど指定しているが、県民局単位

では１校なので、ここなら阪神北県民局のなかで１校なのでなかなか巡

ってこない。国は全国４７都道府県でまわしているので、めったに指定

されない。指定では、補助金をもらってやるのではなくて、補助金なし

でもやるのが原則なので、その辺は先生方がどう頑張ってくれるか、市

民がどう応援するかにかかっている。 

（委員） 

 先ほどの指定校の話だが、学年行事で親子の調理実習をすると決めて
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いただいたら、皆が参加できると思うが、そういうことは可能か？ 

（学校教育課） 

 それぞれのＰＴＡが予算を組んでいる。 

教育委員会で、一応指導要領に則った物事を進めていくのが大前提に

なるので、それを一律で全員こうしなければいけないということは、各

学校のコンセンサスを取らないとできない。現状では５，６年生で行う

調理実習に保護者の方も来てもらってお手伝いいただく等、何か工夫で

きる部分で、親子でできることに取り組めたらと思っている。 

（会長） 

 ＰＴＡで考えてもらわないといけない。 

（委員） 

 学校の格差という問題もある。食育の話をしても、保護者がついてく

る学校、ついてこない学校がある。 

（会長） 

 食育に関しても関心の度合いは全然違う。 

（委員） 

 先ほど話した野菜のキャラクター等で、若いお母さん達にＰＲしてい

るが、こちらでイベントをするにあたって学校でチラシを配っていただ

くことは可能か。 

（学校教育課） 

 スーパーの店舗が校区の中にあるところは、学校との結びつきが強い

ので、そういったことが可能になるかと思う。 

市内の全学校に配布を希望されるのであれば、学校教育の場なので内

容を精査させていただいてということになる。全く配られないというこ

とではなく、内容によってということになる。 

（委員） 

 給食展に行ったが、そのときに調理員さん達が食育に関する劇をして

いた。それがとても良かったので、ぜひ１年生の給食が始まる前に調理

員さん達が学校を回って、子ども達に見せていただけたらと思った。 

（学事課） 

学校給食調理員が、「好き嫌いをなくそう、スナック菓子を食べずに給

食を食べよう」といった趣旨で給食劇をしている。学校園での取り組み

実践としては、市内の小学校３校で劇を行なっている。学校から要望等

があれば、今後も拡大していきたい。現在ユーチューブでも見ることが

できる。 

（会長） 

学校にはそれぞれ授業計画があるので、一律というわけにはいかない。

基本的には学校側から要請がないとはじまらない。みなさんから関係の

ある学校へアタックしていただいたらと思う。 
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（事務局） 

 平成２５年度 宝塚市で取り組む食育に関する事業で新規に予定され

ているものについての説明  

１ 子ども版食育推進計画について 

２ 市内で食育に取り組む団体等及び関係団体の研修会及び情報交

換会の開催について 

（委員） 

 自校式炊飯の推進、放射線量の測定の継続について、保護者の皆さん

は、とても感謝している。放射線量の測定については、事後調査ではな

く事前調査にしていただけたら、さらにありがたいと思う。子ども版の

概要版を５年生から配布するのは、ぜひお願いする。 

ほとんどの小中学校では、保護者向けの緊急情報の一斉メール送信シ

ステムを導入している。校区での事件や学級閉鎖等、急ぎの情報を配信

するシステムで、各学校のＰＴＡが導入している。給食の有無などの情

報も流れる。 

給食の有無の連絡までする必要があるのかと思う。これも、食育の課

題に関係があるのではと感じるようになった。 

（会長） 

 食育を拡大解釈すれば、何でも係わるが、中学生くらいになれば自分

で作れとはっきり言うべきことだ。食育の大きな課題は生活能力を磨く

ということなので、ただ単に食に関する教育をすることだけが、食育で

はない。 

食に関する教材を色々提供しながら、生活能力をどう磨くか、あるい

は身につけさせるか、それが学校における食育の大きな課題だ。本当は

家庭でやらなければいけないことだ。ご飯を炊くことは５歳くらいでで

きなければならない。中学生では遅い。我々としては宝塚の子どもに生

活能力がないと捉えて、それをどう解決していくか、それがこの委員会

の一つの課題ということになるだろう。 

（委員） 

 次年度の二つの計画についてだが、どちらも素晴らしいと思う。子ど

もを対象とした食育のパンフレットを作るということだが、宝塚市で食

育を行なうにあたっての今年のテーマはあるのか。 

（会長） 

 食育推進計画ができて、アクションプログラムを確か作ったが、年次

計画はできていない。来年度何に力点を置くかがいまの質問の内容かと

思う。 

（３）平成２５年度 宝塚市で取り組む食育に関する事業で新規に予

定されているものについて 
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（事務局） 

 ６つの柱を中心にやっていく。食育フェアに関してはテーマを決めて

やっている。 

（委員） 

 各団体、各地でさまざまなテーマに沿った素晴らしいことをされてい

る。宝塚市として今１番問題点は何なのか、改善すべきことは何なのか、

毎年テーマを設定し、標語を作って子ども達に配るパンフレットの１番

上に、例えば、朝ごはんの欠食率が多いということを課題とするなら、

朝ご飯食べましたかということだけを書いてはどうか。そういう目立つ

ものを設定してパンフレットも作ったほうが良いのではないかと感じ

る。まんべんなく内容が入っているものより、何か目に入るテーマがあ

った方が印象に残りやすいのではないかと思うので検討願いたい。 

（会長） 

 大切な指摘だと思う。総合的に書いても印象に残らないのであれば、

パンフレットを作るのがもったいない。今年作るとしたら、６つの目標

のどれかに力点を置いたような書き方がいる。ここにおられる皆さんの

団体も、今年はここをみんなでやろうかという風にすると効果的かもし

れない。限られた予算と限られた人材の中で今年どうするかを考えたほ

うがよいだろう。 

（委員） 

 老人施設の調理担当者、幼稚園・保育園の調理担当者、学校給食調理

担当者という方は本来食品衛生協会の会員ではない。しかし、そういう

方々へのノロウイルスなどの知識啓発のために、県下で講習会を実施し

た。アルコールは効かないとか、プロフェッショナルな情報や食中毒の

発生状況などを教えてもらい有意義だったと言われた。特に食品衛生協

会がそういった知識は詳しい。 

県の予算をいただけるようなので宝塚でも開催を検討したい。 

（会長） 

 食品衛生協会としては非常に大事な仕事だ。これを食育とどうつなげ

るか。安全とか健康管理の知識を子どもにどういう風に伝えていくかと

いうことにつながっていくのだろう。 

 

（４）その他 

 

（事務局） 

広報たからづか２月号 宝塚市政マンガ広報の掲載について報告 

（委員） 

 子どもが読むならふりがなをふった方が良い。 

（事務局） 
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 広報課とともに作成している。お子さんについては、大人と一緒に読

むという前提で作成した。 

（会長） 

 食育という言葉の解釈について。 

県の教育委員会の食育推進委員会の委員長をほぼ８年やってきた。学

校の先生方と食育をどのように解釈するか研究を重ね、県下の小中学校

の先生にはご理解いただいて進めていこうということで今日に至ってい

る。食育という言葉には６つの目標が意図されている。①「豊かな人間

性を育む」：命に対する感謝。そして食べ物を作ってくれる人への感謝。

②「生活能力」：最低限生きる力を身に付けさせていこう。③「食文化の

継承」」：地域の食文化を消滅させてはいけない。④「健康に生きる知恵

を学ぶ」：学校教育は知恵ではなく知識を教えるという風にも言われてい

たが、やっぱり知恵が大事じゃないかと考える。⑤「環境の大切さを学

ぶ」：食の安定と食の安全は、環境の安定と環境の安全。だから環境を守

るという意識を食育の中でしっかり学ぶ。⑥「地域の食料自給力を高め

る」これらが食育である。食に係わる事業はたくさんあるけれど、そう

いう事業や食に係わる体験を通しながら、最終的に子どもに何を教える

か、それが食育である。先ほど子ども版の計画について、テーマを定め

るよう意見あったが、６つの目標を順番にテーマにしてもいい。６年た

ったら一回りするのではないか。 

それではこの辺で本日は終わりたいと思います。 

 

 


