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 資料 

１ 庄原市食育計画策定推進委員会設置要綱 

平成20年７月18日告示第111号 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成17年法律第63号）第18条第１項の規定により、庄原市食育

推進計画（以下「計画」という。）を策定し、計画の効果的な推進を図るため、庄原市

食育計画策定推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 計画の策定に関し、協議及び検討を行うこと。 

(２) 計画の推進に関し、協議及び検討を行うこと。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員18人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 保健関係者 

(３) 医療関係者 

(４) 福祉関係者 

(５) 農業関係者 

(６) 教育関係者 

(７) 公共的団体の役員又は構成員 

(８) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、任期中にお

いても委嘱を解くことができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により、これを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。 
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３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を

求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健医療課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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２ 庄原市食育計画策定推進委員会委員名簿 
（任期 平成 30 年９月 27 日～平成 32 年９月 26 日） 

氏 名 所   属   等 備 考 

木村 要子 公益社団法人広島県栄養士会 委員長 
学識経験者 

末廣 眞理子 備北地域活動栄養士会  
保健関係者 

木野谷 幸子 庄原市食生活改善推進員協議会 

高橋 真治 庄原市歯科医師会  医療関係者 

大前 喜和 庄原市民生委員児童委員協議会 

福祉関係者 宮本 和則 庄原市保育所保護者会連絡協議会  

生田 幸枝 庄原市老人クラブ連合会 

吉原 市枝 庄原農業協同組合 総務部交流対策課 

農業関係者 片岡 桂子 農産物直売所運営協議会 

金本 篤子 庄原市農業委員会 

横山 三恵子 庄原市小学校長会 

教育関係者 田中 由美 庄原市学校栄養士連絡協議会 

中原 浩 庄原市ＰＴＡ連合会 

田高 和子 広島県北部保健所 公共団体の役員又は構
成員 

藤田 正雄 地域食育実践者 
その他市長が必要と認め
る者 

竹原 まどか 親と子の料理教室（バルーン） 
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３ 策定の経緯 

平成 30 年 
 ３～４月 

生活福祉部調整会議 
部長支所長会議 

計画策定の概要 

平成 30 年６月 
第１回ワーキング会議 
生活福祉部調整会議 

計画策定の概要とアンケートについて 

平成 30 年７月 アンケート調査 現状把握 

平成 30 年 
 ８～10 月 

関係機関ヒアリング 現状把握 

平成 30 年 10 月 第２回ワーキング会議 

現状と課題・計画骨子案について 

平成 30 年 11 月 
生活福祉部調整会議 
第１回庄原市食育計画策定
推進委員会 

平成 30 年 12 月 第３回ワーキング会議 

計画素案について 平成 31 年１月 
生活福祉部調整会議 
第２回庄原市食育計画策定推
進委員会 

平成 31 年２月 部長支所長会議 

平成 31 年２月 

パブリックコメントの実施 計画案の意見聴取 

第４回ワーキング会議 

計画最終案と概要版案について 

平成 31 年３月 
第３回庄原市食育計画策定推
進委員会 
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４ 用語解説 
頁 用語 説明 

か行 

噛
か

ミング３０
さんまる

 

口腔の健康と関連させた視点で食育を推進するため、一口 30

回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズ。平成 21 年 7

月に厚生労働省から出された「歯科保健と食育の在り方に関す

る検討会」の報告書で示された。 

ＱＯＬ 

生活の質（Quality of life の略）。一般に、一人一人の人生の

内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し、衣食住といっ

た生活レベルのことだけでなく、生活上の満足・幸福感などこ

ころの豊かさを含めた概念のこと。 

郷土料理 

各地域の産物を活用し、風土にあった食べ物として作られ、

食べられてきた料理。歴史や文化、あるいは食生活とともに受

け継がれている。 

共 食
きょうしょく

 
家族や友人、職場や地域の人など、誰かと共に食事をするこ

と。 

健塩応援店 

「備北圏域版 健康食生活応援店」の通称。生活習慣病、特に

高血圧症の発症予防、重症化予防に配慮した「健塩応援メニュ

ー」（「減塩メニュー」または「野菜たっぷりメニュー」）を提供

することにより、市民の健康づくりを応援する店。 

国民生活基礎調査 

保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調

査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ると

ともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定す

ることを目的としている調査。 

国の健康寿命の算出においては、国民生活基礎調査の「あな

たは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」

という設問に対する「ない」の回答を日常生活に制限なしと定

め、基礎情報の一つとしている。 

さ行 

サロン 

住民の孤立を予防・防止する効果的な活動として、人々が気

軽に集い、趣味活動、交流活動、地域活動等の生きがい活動を

行い、楽しく生きがいのある生活を営んでいくことを目的に設

置する集いの場。 

三色食品群 

食品を栄養素の働きから、3 つのグループに分けたもの。 

（赤）身体をつくるもとになる食品 

肉・魚・卵・乳製品・豆等 

（黄）エネルギーのもとになる食品 

米・パン・めん類・いも類・油・砂糖等 

（緑）身体の調子を整えるもとになる食品 

野菜・果物・きのこ類等 

庄原 血管いきい

きプロジェクト 

糖尿病と高血圧を予防するために行っている本市の活動。ポ

スター・チラシ等による啓発、店舗との連携、予防教室、特定

健診･特定保健指導、糖尿病重症化予防プログラム等を行ってい

る。 
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頁 用語 説明 

さ行 

庄原減塩の日 

毎月 17 日を、減塩の日とし減塩に対する意識を高め、健康

寿命の延伸を目的として設定されている。 

市の取り組みとし、市内の保育所、小中学校の給食で、２・

４・６・９・11・12 月（庄原野菜の日以外の月）の 17 日に、

適塩を意識した給食を提供し、減塩について意識する日とする

ため設定した。 

庄原食育の日 

市の取り組みとし、市内の保育所、小中学校の給食で、食育

の日である毎月 19 日に、郷土料理もしくは庄原産農産物を特

に使用した給食を提供する。 

庄原野菜の日 

毎年８月 31 日を野菜の日とし、栄養豊富な野菜の再認識、

野菜の PR を目的に、全国青果物商業協同組合連合会をはじめ

9 団体の関係組合が設定した。 

市の取り組みとし、市内の保育所、小中学校の給食で、31

日のある月の 31 日に、普段の野菜を取る基準量より野菜が一

割多い給食を提供する。 

庄原和食の日 

毎年 11 月 24 日を和食の日とし、「和食」文化について認識

を深め、和食文化の大切さを再認識するきっかけの日となるよ

う和食文化国民会議が設定した。 

市の取り組みとし、市内の保育所、小中学校の給食で、11

月 24 日にだしの旨味を活かした和食給食を提供する。 

食育 
食育基本法では、食育を生きる上での基本であり、健全な食

生活を実践することができる人間を育てることとしている。 

食育ウィーク 

毎年 10 月 19 日が「ひろしま食育の日」、当該日の属する週

が「ひろしま食育ウィーク」。広島県食育基本条例に基づき食

育の推進を図るために設定された。 

食育月間 

毎年 6 月。国、地方公共団体、関係団体などが協力し、食育

推進運動を重点的、効果的に実施し、食育の一層の浸透を図る

ために設定された。 

食育推進キャラクタ

ー「５つのちから」 

庄原市が市民から募集して作成した、食を通して身につけて

ほしい５つのちからを表しているキャラクター。ゲンキン（元

気なからだがわかる力）、エラブン（食材を知り、食べ物を選

ぶ力）、ツクルン（料理ができる力）、イキルン（食べ物の命を

感じる力）、タベルン（おいしさを感じ、味がわかる力）の５

つ。 

食育の日 

毎月 19 日。国、地方公共団体、関係団体などが協力して、

食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透

を図るために設定された。 

シルバーリハビリ体

操 

関節の運動範囲を維持拡大するとともに筋肉を伸ばすこと

および筋肉を強化することを主眼とする体操であり、立つ、座

る、歩くなど日常の生活を営むための動作の訓練になる。道具

を使わず、いつでも、どこでも、ひとりでも、どのような状態

になっても行える。 
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頁 用語 説明 

さ行 

心疾患 
心臓の疾患の総称。全身へ血液を送るポンプという働き上、

重篤な症状を起こすものも多い。 

生活習慣病 

食生活や運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣によって

引き起こされる病気の総称。がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、

高血圧、脂質異常症、肥満などの病気があげられる。 

生命表 

ある期間における死亡状況（年齢別死亡率）が今後変化しな

いと仮定したときに、各年齢の者が 1 年以内に死亡する確率や

平均してあと何年生きられるかという期待値などを死亡率や

平均余命などの指標（生命関数）によって表したもの。 

世代間交流 子どもと高齢者の交流等、世代を超えた交流。 

た行 

地産地消 
地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内にお

いて消費する取り組み。 

地産地消推進店 
市内で生産された食材、その食材を使用した料理や加工品を

販売、活用する店舗として、市に登録されている店舗。 

適正体重 

BMI が 18.5 以上 25 未満となる体重。BMI が 18.5 未満は

やせ型、25 以上は肥満とされている。 

＊BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

手ばかり栄養法 
自分の手のひらにのる分だけの食材をバランスよく食べれ

ば、１日に食べる食材の量の目安が分かるという栄養法。 

出前トーク 

くらしの身近な問題や関心のある市の事業など、聞いてみた

いテーマ（メニュー）を市民の方に選んでもらい、市の担当職

員が、直接地域に出向いて説明を行うもの。 

な行 

日本型食生活 

ごはんを主食としながら、主菜・副菜に加え、適度に牛乳・

乳製品や果物が加わった、バランスの取れた食事。日本が世界

有数の長寿国である理由は、こうした優れた食事内容にあると

国際的にも評価されている。 

脳血管疾患 
くも膜下出血や脳梗塞、脳出血といった脳の病気の総称であ

り、三大生活習慣病の一つである。 

は行 弁当の日 

児童生徒が自ら「食」の大切さを考え、望ましい食習慣を身

に付けるために、各学校が「弁当の日」を設定し、家族と心を

通わせながら弁当づくりを行う。弁当づくりを通して、次の３

点を行うことを目的としている。 

①生きる力をはぐくむ基本となる「食」の知識や「食」を選択

する力を習得する。 

②家族で「食」について考え話題にする機会を増やす。 

③自分でつくる喜びを実感するとともに家族等へ感謝する心

を育む。 

ら行 レセプト 
患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健

康保険組合等）に請求する医療費の明細書。 

わ行 
ワーク・ライフ・バ

ランス 

国民一人一人がやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子

育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方

を選択、実現できること。 

 


