
報告・協議１

「ひろしま給食１００万食プロジェクト」の実施結果について

このことについて，別紙のとおり報告します。

平成 27年３月 13日

広島県教育委員会教育長  下﨑 明



「ひろしま給食 100万食プロジェクト」の実施結果について 

 

平成 27年３月 13日 

豊かな心育成課 

１ 実施結果 

（１）食数 

 平成 25年度 平成 26年度 食数は目標を達成。 

「家庭等」にはｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝの惣菜（36,637食）， 

福屋，ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ，県庁食堂等のﾚｽﾄﾗﾝのﾒﾆｭｰ提供，

ﾌﾚｽﾀ，ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝなどｽｰﾊﾟｰ等での試食販売を含む。 

学校給食 566,825 854,646 

家 庭 等 447,817 372,459 

合 計 1,014,642 1,227,105 

 ※平成 27年３月９日現在  

（２）広報及び報道 

本プロジェクトをより広く周知するため，「広島の身近な食材をとり入れた，家庭でも

簡単にできる料理」を条件にレシピを募集したところ，1,324 作品の応募があり，栄養

教諭・企業等の助言・協力を得て，統一メニュー“ひろしまドレみそ♪レモン”ほか４

作品を「ひろしま給食」に決定した。 

また，ポスター・チラシを作成し，県内のスーパーマーケット，コンビニ等 1,327 店

舗に配付するとともに，県教委ＨＰや広報紙（くりっぷ）などによる広報を展開し，各

種マスコミ等で報道された。（新聞 19回，テレビ・ラジオ 10回，ミニコミ誌等８回） 

 

２ 取組の概要 

（１）学校の取組 

栄養教諭等を中心に，様々な取組を展開した。 

・親子料理教室や給食試食会等の開催 

・「ひろしま給食」と関連させ，郷土料理や地場産物紹介の校内掲示 

・給食だより等を通じたレシピ紹介や朝食レシピ集の作成・配付 

・つくレポ(料理を作った感想やｴﾋﾟｿｰﾄﾞ)募集や料理コンテスト開催 

 

 

 

 

 

 

（２）市町の取組（別紙１） 

統一メニュー“ひろしまドレみそ♪レモン”に合わせて，地元の食材や郷土料理等を

活かした主菜メニューを決定するとともに，年間を通して，昨年度のメニューも含め，

バラエティー豊かな「ひろしま給食」を提供した。 

さらに，市町の広報誌で本プロジェクトを取り上げるとともに，食育フェスタや健康

福祉まつりなどの各種イベントで「ひろしま給食」を紹介した。 

 

 

 

 

「ぶちうま！吉和定食 1000食プロジェクト」(尾道市立吉和小学校) 

地域の特産物を使った料理レシピを家庭から募集し，児童と地域住民ら

で構成する委員会で４つの「吉和定食」メニューを決定した。10月下旬か

らの１ヶ月間で 1000食を目標に「家族で作ろう！地域で食べよう！」をテ

ーマに取組を展開した。地域の特産物をみんなで味わうことを通して，児

童のふるさとに対する愛着や誇りを育てている。 

「廿日市『ひろしま給食』新聞 」の発刊 (廿日市市) 

「ひろしま給食」に食材を提供した地域の生産者へインタビューを行い，新聞にまとめて発刊し，

全児童生徒に配付することで，「ひろしま給食」をきっかけに，親子で調理したり地元の生産物に

ついて話題にしたり，子供たちの食への関心を高める取組を行った。 

１ 
 



（３）企業等の取組（別紙２） 

〇 栄養教諭配置校と近隣スーパー等との連携が進み，学校の取組を広く地域へ発信した。 

・ポスター掲示・チラシ配布，食数把握のためのシール台紙を店内に設置 

・店舗内のパネルで本プロジェクトを掲示 

 

〇 県内の各種企業や団体との連携が進んだ。 

・10企業等がメニュー開発に参画しアドバイスを行うとともに， 

試食用の食材や表彰式における特別賞を提供 

・広告掲載（そごう・西武，ニチエー，スパーク， 

フジグラン広島等） 

・店舗での試食提供（フジグラン，フレスタ等） 
・「ひろしま給食」の商品化（セブン-イレブン等） 
・レストランでのメニュー提供（福屋，サービスエリア等） 
・出前講座の開催（アンデルセン，司厨士協会，調理師技能士会） 

 
 
 
 
 
３ 成果と課題等 

〇 学校・家庭・地域が一体となった食育の推進 

企業等との連携数が増加するとともに，市町

による主体的な取組が広がった。 

一方，広島県ＰＴＡ連合会や広島市ＰＴＡ協

議会の広報誌に掲載されるなど，プロジェクト

自体は広く認知されるようになってきている

が，家庭等における食数が減少したことから，

保護者を対象として，さらに家庭へ直接的に働

きかける工夫が必要と考えられる。 

 
〇 地産地消の推進，郷土料理の継承 

「地場産物を５種類以上知っている」等の項

目に関して，栄養教諭配置校では「ひろしま給

食」を活用して，地域の特産物や郷土料理と関

連づけることで，高い指導効果が見られた。 

一方，依然として未配置校との格差が大きく，

全県的な指導効果の波及が求められる。 
 
今年度においては，昨年度の反省点を踏まえ，「ひろしま食育ウィーク」期間に偏る

ことなく，年間を通じて活動を展開できたため，市町における取組が広がった。 
来年度は，新たな課題を踏まえ，各学校においてＰＴＡと連携した活動を進めるよ

う指導するとともに，市町教育委員会と連携して，栄養教諭による他校への訪問指導

を計画的に行い，県内全体で食育の充実が図られるよう取り組むこととする。 

  平成 25 年度 平成 26 年度 

企業連携 36 団体 45 団体 

市町ｺﾝﾃｽﾄ ３市 ５市 

市町ｲﾍﾞﾝﾄ ５市１町 ５市４町 

家庭等食数 
（市町分） 

304,639 
 288,419 

（▲16,220） 

環境県民局文化芸術課が展開している「食の魅力向上事業」と連携

するなど，県内の小中学校 17 校に食のプロを派遣した。 
関係団体から派遣された日本料理，西洋料理のシェフが，子供たち

に料理の楽しさや素晴らしさを伝えた。 

（図１） 
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東広島市立高美が丘小学校 

での出前講座の様子 
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（別紙１）

市町名 実施日 献立（ひろしまドレみそ♪レモン及び牛乳以外） 特色ある取組

ごはん (麦ごはん)     ちくわのお好み揚げ
かきたま汁

【デリバリー方式】

麦ごはん   ちくわのお好み揚げ
ししゃものから揚げ　ミニトマト
白ねぎときのこの炒めもの　たくあん

福山市
10月20日（月）～

24日(金）
福山いっぱいカレーライス
みかん（県内産）

・学校給食関係業者によるひろしま給食の商品化
・大学との連携
・市の行事「うずみフェスタ」等で，試食配付，啓発
・地元スーパーマーケットとの連携
・学校給食週間中（１／21～１／27）に試食会，パネル展開催

呉市
10月16日(木）～

24日（金）

ごはん
小いわしの唐揚げ
呉の旬菜汁
   (旬の野菜を使い，呉の特産物「藻塩」で味付け)

みかん （県内産）

・市役所内の食堂とも連携し，ドレみそ♪レモン等のメニューを
提供
・呉市の統一メニューを市内全栄養教諭等が試作・検討する調
理研究を実施
・「ひろしま給食の日」にはほぼ１００％呉産，県内産の食材使
用

竹原市 10月22日（水）

竹原いっぱい丼
 （市内産牛肉，じゃがいも，タケノコ使用）

みかんゼリー （県内産使用）

・竹原ならではの「竹ちゃん給食」と併せ，夏休み料理教室の開
催
・10月の給食だよりでレシピを紹介し，学校から家庭に配付
・連携スーパー・事業所へのレシピ配付
･市内保育所給食で提供
・市内校長会・教頭研修会で主旨等の説明

大竹市 10月21日(火）

ごはん
阿多田いかちり揚げ
  (市内産の「いか」と「ちりめん」を使ったかき揚げ）

まいあさたべよちゃんみそ汁

・地場産物を使った学校給食メニューコンテスト実施
・受賞メニューは給食用にアレンジし，市内の小中全7校で提供
・チラシを作成し各家庭に配付
・市ホームページのフェイスブックで紹介

東広島市
10月20日（月）
10月21日（火）
10月24日（金）

ごはん
しめじとひき肉のカレー
（市内中学３年生考案）

みかん （県内産）

・市内を対象に，「ひろしまドレみそ♪レモン」と組み合わせる主
菜及び「ひろしまおこのみ丼」と組み合わせる副菜を募集
・ひろしま給食特別号の配付
・東広島市生涯学習フェスティバルにてパネル展示

廿日市市
10月21日（火）～

23日（木）

ごはん
あまごの唐揚げ
お宝廿けん汁　（市内産アサリ，野菜）

・廿日市市で「ひろしま給食」５万食をめざす
・「廿日市『ひろしま給食』」新聞配付
・「食べたよカード」を配付し，食数調査を実施

江田島市 10月23日（木）

江田島★オールスターカレー
（市内産ちりめん，さつまいも，みかんジャム，県内
産牡蠣エキス，トッピングに県内産カキフライ）

みかん（市内産）

・食育推進リーダー研修会を開催し，「ひろしま100万食給食」全
メニューを調理及び試食
・江田島市市制10周年「食育講演会」においてブース出展し，試
食配布及び啓発
・広報「えたじま」に「ひろしま給食」レシピと食育推進リーダーの
調理・試食の様子を掲載

府中町
10月16日（木）～

20日（月）

府中朝パッ君どんぶり
（豆腐やしめじ，ちりめん等のみそ汁の具を使用し
た丼）

鶏肉の桑焼き

・町内スーパー等で試食，チラシの配布
・料理教室，試食会等を実施
・町内企業の食堂及び生涯学習センターの喫茶のメニューとし
て提供

海田町 10月28日（火）

ごはん
かぼちゃのひまわり揚げ
（海田町の花「ひまわり」の種を使用）

海田のりのり汁 （海苔の産地）

・11月23日開催の福祉保健まつり「ワッショイかいた」において，
「ひろしまドレみそ♪レモン」の試食

熊野町 10月20日（月）

黒豆ごはん
（町内産ヒノヒカリ・丹波黒大豆）

おでん
サツマイモとリンゴの甘煮
みかん （県内産）

・保健師や公民館主催の料理教室にて実習
・町内４保育所と連携して給食に活用

各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組

10月20日（月）～
22日（水）広島市

・食育だよりにレシピ等を掲載し，各学校から家庭に配付
・広島市PTA協議会広報誌「食育のススメ」への掲載
・広島市学校給食・食育フェイスブック掲載
・キャラクター「ドレみそレモンくん」考案



市町名 実施日 献立（ひろしまドレみそ♪レモン及び牛乳以外） 特色ある取組

坂町 10月24日（金）

もち麦パン
 （「もち麦」の産地）

さかストローネ
 （もち麦入りミネストローネ）

うめゼリー （梅は町木）

・給食だより・食育だよりによる発信
・試食会の実施
・町内食育推進協議会での趣旨説明と取組についての協議
・絵入り簡単レシピの作成と配布
・広報「さか」の「食育だより」のコーナーで紹介

大崎上島町 10月20日（月）

ごはん
おこめん汁
 （町内産のしいたけ，里芋，大根，ねぎ）

さんまの塩焼き
みかん （町内産）

・「食べたよカード」を配付し，食数調査
・中学校家庭科でひろしま給食メニューの実習
・食育講演会において展示及びレシピ配布

安芸高田市 10月17日（金）

きのこごはん
かきたま汁
なし （市内産）

※米，干しえのき，卵，豆腐，野菜，果物など使用
した地場産にこだわった献立

・給食だよりで発信(市内全体)
・校内の新聞の発行
・食に関する指導の実施
・通信で地場産物を取り入れた献立について掲載

安芸太田町 10月24日（金）

炊きよせごはん
呉汁
果物 （祇園坊柿）

町内３共同調理場で同時実施

北広島町
10月20日（月）～

24日(金）

いもごはん
冬瓜の煮物
りんご

※米･豚肉・さつまいも・冬瓜・小松菜・キャベツ・り
んごなど，町内産を使用した献立

・学校の試食会で「ひろしま給食」の試食・趣旨説明
・壬生ふれあい秋祭りで販売

三原市 10月20日（月）
あまカレーッソイたこ丼
（特産物のたこ）

ぶどう （県内産）

市教委主催「バランス給食メニューコンテスト」入賞作品（小学
生考案）を主菜に採用

尾道市
10月21日(火)～

24日（金）

おのみちっ子カレー
（市内産たこ，いちじくジャム）

尾道産いちじくゼリー

・尾道の身近な食材を取り入れたレシピ“おのみちドレみそ♪
レモン”を募集
・健やかフェスタで広報及び試食を実施

府中市 10月22日（水）

ごはん
ごぼマロっちゃのねぎソース
（市内産ごぼう，マロンかぼちゃ）

瀬戸内産レモンソース

・学校給食キャラクターの募集
・「学びフェスタ」で販売
・保護者試食会・市民給食試食会開催
・健康福祉まつりにおいてブース出展
・女性子ども課（保育所）と合同食育だより配布

世羅町 10月23日（木）

ごはん
小いわしの唐揚げ
ひろしま満点汁

・食育フェスタにおいて，「ひろしまドレみそ♪レモン」の試食を
実施
・平成26年度食育・ふるさと学習事業において，世羅の旬の食
材を使用した調理体験を通して，ふるさと「世羅」の良さを感じ
る調理体験

神石高原町 10月17日（金）

ごはん(町内産米）

じんせきポークカツ
(町内産豚肉，トマトケチャップ）

ドレみそ♪こんにゃくサラダ
（町内産こんにゃく，中味噌）

かぼちゃスープ
（町内産かぼちゃ，たまねぎ）

ピオーネ（町内産）

・町事業（地産地消推進事業「神石高原ランチ」）とのコラボ
レーションメニューを実施

三次市 10月17日（金）

ごはん又は米粉パン
あきのろまんシチュー
 （三次産米粉，かぼちゃ）

みかん （県内産）

・三次市食育担当部と連携し，「みよしふるさとランチの日」と
「ひろしま給食１００万食プロジェクト」についての実施内容やレ
シピを地域のケーブルテレビで放映
・ＪＡ女性部との郷土料理講習会において試食，プロジェクトの
概要説明

庄原市
10月20日（月）～

24日(金）

ごはん (庄原産）

庄原いちばんカレー
（庄原産みそ，大根，こんにゃく， たまねぎ，かき，
ねぎ，なましいたけ，ほうれん草）

りんご （庄原産）

・校長会議において，各学校長に対し，本プロジェクトの趣旨及
び取組についての周知
・課長・室長会議において，チラシを配付し，本プロジェクトにつ
いての周知



（別紙２） 

連携企業等による取組について 
 
１．連携企業・団体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．「ひろしま給食」の商品化及び広報 

企業等名 商品名等 店舗等 期間等 

株式会社 藤三 
ひろしまドレみそ♪レモンダレでたべるパス

タサラダ 
呉市内を中心とする藤三各店舗 10月19日～ 

株式会社 フジ 

フジグラン広島 
広島おこのみ丼（試食提供） 

店内ダイニングコーナー 

※「どにち祭」のスペシャル企画として試食提供 
10月15日～ 

株式会社 

フレスタ 

ひろしまドレみそ♪レモン 
広島おこのみ丼 
ひろしまタコーンサラダ 
広島たっぷりビビンバ 

デモキッチン設置店舗（全 17店舗） 
※「今日作れるメニュー」として実演・試食 

10月19日～ 

10 月 25 日 

株式会社 

セブン-イレブン・

ジャパン 

豚しゃぶサラダ ドレみそ♪レモン 広島県内セブンイレブン全店（503 店舗） １月 27 日～ 

株式会社 

そごう・西武 
ひろしまドレみそ♪レモン そごう広島店地下１階キッチンスタジオ 10 月 20 日 

株式会社 

加茂川 

ひろしまドレみそ♪レモン 

ひろしまじゃけぇ！ねぎちり揚げ 

県庁食堂（本館地下） 

県警本部食堂（東館 12 階） 

10 月 20 日，

22 日，24 日 

有限会社 

大丸日本料理場 

ひろしまドレみそ♪レモン 

ひろしまタコーンサラダ 

ひろしまじゃけぇ！ねぎちり揚げ 

広島県尾道庁舎５階食堂 

※日替定食，弁当で提供 

10 月１日～ 

３月 31 日 

西日本高速道路 ひろしまドレみそ♪レモンドレッシング 
福山ＳＡ （上下） レストラン 

安佐ＳＡ （上下） レストラン 

10月15日～ 

10 月 25 日 

株式会社 

ニチエー 

ひろしまドレみそ♪レモン 

日南どり竜田ドレみそレモン南蛮 

ニチエー食育イベント「スマイルデー」 

三原市，福山市各店舗 

10 月 19 日 

10 月～３月 

株式会社 

ピーターパン 
ひろしまドレみそ♪レモンドッグ 各種イベント等で提供 

 

株式会社 

なかやま牧場 
ひろしまドレみそ♪レモン ハート各店舗で販売 

10月19日～ 

10 月 25 日 

株式会社エブリィ 広島風おこのみ焼Ｄｅしらすごはん 広島市・福山市内の６店舗で販売 ３月９日～ 

広島女学院大学 
広島たっぷりビビンバ 

ひろしまドレみそ♪レモン 
広島女学院大学キャンパス 学生食堂 10 月 23 日 

株式会社 福屋 

ひろしまドレみそ♪レモンのロコモコ 

豚しゃぶドレみそ♪レモン和え炒飯 

鶏の揚げものドレみそ♪レモンサラダ仕立て  

※７種類の“ひろしまドレみそ♪レモン”販売 

八丁堀本店 9 階 レストラン 

「柚香菊」「美味彩膳」 

八丁堀本店 地階 惣菜店 

「ボヌール」「加茂川」「いずの」 

広島駅前店 11 階     「アンカフェ」「美麗」 

10月15日～ 

10 月 25 日 

アヲハタ株式会社 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 株式会社イズミ  

イオンリテール株式会社 株式会社エブリィ オタフクソース株式会社 カゴメ株式会社中国支店 

株式会社加茂川 現八食堂 西條商事株式会社 株式会社三和ストアー ＪＡ広島中央会  

ＪＡ全農ひろしま 株式会社スパーク 株式会社セブン－イレブン・ジャパン  

公益財団法人全日本司厨士協会中国地方本部 株式会社そごう・西武 有限会社大丸日本料理場 

株式会社なかやま牧場 中村角株式会社 西日本高速道路株式会社 株式会社ニチエー  

株式会社ハローズ 広島駅弁当株式会社 広島県飲食業生活衛生同業組合  

公益財団法人広島県学校給食会 広島県漁業協同組合連合会 広島県日本調理技能士会  

広島女学院大学 株式会社広電ストア 株式会社ファミリーマート 株式会社福屋  

株式会社広島三越 株式会社ピーターパン 株式会社フジ  株式会社藤三 株式会社フジマート 

株式会社フレスタ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社  

マックスバリュー西日本株式会社 株式会社万惣 三次フードセンター株式会社 株式会社むさし 

株式会社ユアーズ 株式会社ローソン                 （五十音順 45団体） 

５ 



３．「ひろしま給食」の出前講座 

企業等名 出前講座のテーマ 実施日時及び学校 

株式会社アンデルセ

ン・パン生活文化研究

所 

デンマーク人シェフのトリーヌさんと

パンについて学ぼう 

１月 19日（月）14：15～15:00 

広島市立古田台小学校 （第５学年） 

１月 23日（金）10：45～12:20 

熊野町立熊野第二小学校（第５学年） 

２月６日（金）14：05～15:40 

広島市立八木小学校  （第３学年） 

カゴメ株式会社 

中国支店 

親子料理教室 
８月４日（月） 

竹原市立吉名小学校 （希望者 47名） 

野菜の色にはわけがある 
11月 27日（木） 

竹原市立竹原西小学校 （第４学年） 

広島県飲食業生活衛

生同業組合もみじ支

部※ 

スパゲティを作ろう！ 
12月８日（月）９:40～10:25 

広島市立楠那小学校  （第２学年） 

おいしいハンバーグの作り方 
12月 12日（金）８:50～15:30 

東広島市立高美が丘小学校 

（第６学年） 

おいしいハンバーグの作り方 
12月19日（金）13:55～15:30 

東広島市立川上小学校 （第５学年） 

公益財団法人全日本

司厨士協会中国地方

本部※ 

西洋料理 テーブルマナー講座 
１月16日（金）10:45～12:35 

呉市立和庄中学校   （第２学年） 

親子料理教室 
１月24日（土）９:30～12:30 

尾道市立吉和小学校 （希望者30名） 

世界オリンピックへの道 

～プロの技に触れて～ 

１月26日（月）10:45～12:20 

広島市立八木小学校  （第６学年） 

重井の名産を使ってお弁当 

メニューを作ろう 

１月27日（火）13:50～15:25 

尾道市立重井小学校  （第６学年） 

広島県日本調理技能

士会※ 

満点朝ごはんを目指して！ 

自分でできるプラス１ 

２月６日（金）８:40～15:30 

海田町立海田南小学校 （第５学年） 

旬を味わう 
２月13日（金）９:40～12:10 

東広島市立小谷小学校 （第６学年） 

和食の魅力発見 
～だしのよさを知り，地域の特産を味わおう～ 

２月19日（木）８:45～15:35 

呉市立安浦中学校   （第１学年） 

出汁を極める！ 

～和食の達人に学ぶ～ 

２月24日（火）10:35～12:45 

三原市立小泉小学校  （第５学年） 

プロから学ぼう 

～家庭に生かせる技と味～ 

２月25日（水）13:30～15:05 

竹原市立竹原西小学校 （第５学年） 

※環境県民局文化芸術課「食の魅力向上事業」と連携 

 

６ 
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