
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  みよし市食育推進会議 

開 催 日 時 
 平成27年6月5日（金曜日） 

午前10時から午前11時45分まで 

開 催 場 所  みよし市役所 3階 研修室3･4 

出 席 者 

（委員及び助言者）鈴木副市長（会長）、藤森猛委員、野々山

琢巳委員、成瀬早苗委員、加藤哲司委員、林律成委員、山北淳

委員、光岡順子委員、福島雅美委員、前野あゆみ委員、成田和

憲委員、新谷千晶委員、小川雄二委員、三澤かおり委員、加藤

敏子委員、加藤万寿生助言者、検校規世助言者、江坂良子助言

者 

（事務局）宇佐美環境経済部長、廣戸環境経済部次長、産業課

山田課長、産業課原田副主幹、産業課塚崎主任主査、産業課真

北主事、健康推進課松谷課長、子育て支援課鈴木副園長、学校

教育課廣瀬副主幹、学校教育課福森副主幹、健康推進課鈴木主

査、豊田加茂農林水産事務所農政課佐々木主査 

次 回 開 催 予 定 日  平成２８年５月頃 

問 合 せ 先 
 環境経済部 産業課 

 電話番号0561-32-8015 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過  別紙会議録参照 

 

 

 

 



会  議  録 

１ 会議名  みよし市食育推進会議 

２ 日 時  平成２７年６月５日（月）午前１０時～午前１１時４５分 

３ 場 所  みよし市役所 ３階 研修室３・４ 

４ 出席者 (1)委員及び助言者（１８名） 

鈴木淳、藤森猛、野々山琢巳、成瀬早苗、加藤哲司、林律成、山北淳、

光岡順子、福島雅美、前野あゆみ、成田和憲、新谷千晶、小川雄二、

三澤かおり、加藤敏子、加藤万寿生、検校規世、江坂良子 

      (2)事務局（１３名） 

       宇佐美環境経済部長、廣戸環境経済部次長、 

山田産業課長、松谷健康推進課長 

産業課：原田副主幹、塚崎主任主査、真北主事 

子育て支援課：鈴木副園長（明知保育園） 

学校教育課：廣瀬副主幹、福森副主幹 

健康推進課：鈴木主査 

豊田加茂農林水産事務所農政課：佐々木主査 

５ 欠席者  委員（４名） 

鈴木昌巳、久野文彦、村上芳枝、島野亜美 

６ 会議公開の可否   公開 / 傍聴人数 ０人 

７ 会議の経過 

（１）会長あいさつ 

（２）議題 

【事務局】 それでは議題に入りたいと思います。食育推進会議条例第７条第２項の

規定により、議事の取り回しを会長にお願いします。 

 

【会 長】 それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりますので、よろしくお 

願いします。 

議題（１）の「第２次みよし市食育推進計画及びみよし市食育推進会議

の概要について」事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 本日の資料中の「第２次みよし市食育推進計画」の概要版をご覧くださ

い。「第２次みよし市食育推進計画」は第１次計画から引き続く平成２６年

度から平成３０年度までの５箇年計画として策定されました。計画中には、

①平成２５年に行った食育に関するアンケート調査結果から分かるみよし

市の食の課題②課題を改善するためにみよし市の目指す食育としての基本

理念、基本目標、基本施策③市民の行動指針④ライフステージ別の目標⑤

食育推進のための仕組みづくり⑥達成したい目標指標などが掲げられてい

ます。 

食育推進会議は、食育推進計画の作成のほかその実施を推進することと

なり、計画中に掲げられた103の事業と計画策定後に実施される新規の食育

事業の取組み状況について食育推進会議で計画の中間年度においても継続



して評価をしていくこととなります。 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【会 長】  特にないようですので、議題（２）の「みよし市の食育推進に関する

取り組み状況について」事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  本日の資料の1ページから11ページに現在市内で行われている食育推進

に関する事業の実施状況の表が掲載してあります。掲載内容は、各事業

を実施している課、関係機関に聞取り、平成２６年度の実施内容と平成

２７年度実施計画、今後の事業の方向性が記載されています。各事業と

もに今後の方向性として充実、継続するとの内容となっています。また

11ページには計画策定後に行われるようになった新規事業事業の状況

も掲載しています。 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【会 長】  特にないようですので、議題（３）の「平成２７年度における食育推

進に関する周知・啓発活動について」事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  日の資料の12ページ以降に平成２７年度の周知・啓発活動の内容が掲

載してあります。１点目が広報みよしでの「我が家de食育」の掲載内容

です。毎月1日号の広報で一覧のとおり記事を掲載してまいります。2点

目が「食育ホームページ」の更新計画です。平成２７年度の１年間で一

覧のとおり６回の内容を追加更新してまいります。また、食育月間であ

る６月１日号の広報で特集としてご覧の記事を掲載しました。 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【小川委員】 事業の取り組みが市民に行き届いていないため、ホームページ等で周

知すると良い。 

 

【事務局】 取り組みの一覧表を表示加工し、ホームページ内にリンクできるよう改

善します。 

 

【新谷委員】 事業の実績だけではなく、実際に体験した人の声等といった評価も掲

載した方が良い。評価できる対象があった方がより話し合うきっかけに

もなる。 

 

【会 長】  参考意見として承ります。 



 

【会 長】  次に、議題（４）として「食育推進に関する意見交換」の場を設けさ

せていただきました。委員・助言者各位それぞれの立場から、食育に関

する最新情報やご意見等について、なんでも結構ですので、お一人ずつ

お話しいただき、食育の更なる推進に向けての情報交換の場にしたいと

考えていますので、よろしくお願いいたします。 

       なお、委員・助言者からの発言に対してご意見・ご質問等がある方は、

挙手をしてから発言をお願いいたします。 

       それでは、藤森猛さんから順次お願いいたします。 

 

【藤森委員】 基本目標１基本施策①の中に「生産現場の訪問学習」があるが、基本

施策③に該当するのでは。また、食生活の習慣づけの取り組みが小学校

で終わってしまっているため、中学・高校・壮年期も含めた取り組みで

なければならないと強く感じた。 

 

【野々山委員】果樹組合にとって、学校給食に地元産の食材が使われているという実

感がない。もっと地元産の食材を使うよう努力してほしい。 

 

【事務局】  食材は地元産のものを使用し、米粉パンも愛知産です。保護者の方に

は献立表を渡し、また広報にも掲載していますが、市民の方には伝わり

にくいかも知れません。給食センターでは保育園および小中学校あわせ

て１日７，８００食作っており、食材で足りないものについて愛知県産

の食材でまかなえない場合は他県産の食材を使用しています。 

 

【野々山委員】柿梨ぶどうなど、カットフルーツで使っていただけると良い。 

 

【事務局】  物資選定委員会といって、食材の産地や価格等、食材を選ぶにあたり

検討する場があるので、そちらで検討していきます。 

 

【成瀬委員】 膨大な資料の中で個々の団体事業を見てみると、子どもを対象にした

事業が多いように思う。食生活改善推進協議会では、できる男のヘルシー

クッキング、親子クッキング、パッククッキングと３つのグループに分

けている。料理教室に男性の参加者が多く、リピーターも多い。継続活

動をしてきた結果として、関心を持ってもらっている。 

 

【加藤委員】 テナント代表の立場から見て、売れるものとして糖質と炭水化物が多

い。アレルギーなど食品表示の面で県にも協力しているが、食中毒対策

の衛生講習会などで、手洗いといった予防策を飲食店は推進しているの

で、その点を推進してもいいのでは。 

 



【林委員】  良い事業だと思ったのは、基本目標１基本施策①「残菜の減量指導」

と「家庭教育学級の開催」という取り組み。北部小では料理教室や手作

りパン教室を開催したところ、反響が大きく2回実施した。ぜひこのよう

な事業を進めていきたい。 

 

【山北委員】 中部小学校2年生で食育の一環として野菜作りを実施したところ、生徒

が鉢を見せてくれた。自分が育てたものは嫌いなものでも食べる。小学3

年生では学区体験として柿、梨、ぶどうの果樹栽培を体験することがで

きた。また小学5年生は稲の田植え体験を行い、小学6年生は給食を残さ

ない取り組みを実施。一生の食育の入り口として大事なときである。 

 

【光岡委員】 毎年4月に食育年間計画を立てている。園だよりの中で毎月19日を食育

の日として家庭にもお知らせしている。年中・年長の園児中心となって

夏野菜栽培の取り組みをしている。家庭の中だけではなく、給食センター

への見学などを実施することで、食が広がる。小さなところから普及で

きたら良い。 

 

【福島委員】  6月1日号広報にてベル三好幼稚園の食育の取り組みを取り上げていた

だき感謝する。取り組みの効果として、お昼にランチタイムニュースと

して管理栄養士による話を行う。子どもが野菜のおねだりをするように

なった。また幼稚園の玄関にある献立表の前で、親子で食事の確認をす

る様子も見受けられるようになった。ベル三好幼稚園オリジナルキャラ

クター「たべるん」は管理栄養士が考案した。園児が喜んで「たべるん

お家でもご飯食べるん！」と、たべるん効果で年中・年長全クラスで残

菜がゼロになった。 

       質問だが、新規事業として挙げられている「ふれあい農業見学会」と

「みよし軽トラ市」について、興味があるので詳しく知りたい。 

 

【事務局】  調べて回答させていただきます。 

 

【前野委員】 給食センターではみよし市産の食材として、7月にメロン、9月に梨、1

1月に柿、1月に白菜や切干大根を出す予定。1月には全国学校給食週間と

いって愛知県の郷土料理をPRする期間がある。保護者にはこういったこ

とを伝えるが、他の方には知られていないことが多い。他機関とも連携

して食育を進められれば、実のある健康的な食育が推進できると思う。

情報提供をしっかりしていきたい。 

 

【成田委員】 たくさんある取り組みの中で、高校生対象の取り組みが一つもないの

が寂しい。市内の高校は三好高校しかないため、対象生徒が限られると

いうのもあるが、三好高校には約1,000人の生徒が在籍しており、内3分



の2が普通科、3分の1がスポーツ科学科である。スポーツ科学に在籍する

生徒の内約半数が寮生活を行っていて、人数は約150名。寮で食事を行っ

ている。スポーツ科学科の生徒はアスリートの卵であり、食事に関して

積極的に知識を得てほしい。高校生対象にした、例えば「身体はどのよ

うに作られているのか」といったような内容で、みよし市で外部講師な

どを招いて指導いただければありがたい。生徒にも良い刺激になる。 

 

【新谷委員】 取り組み状況の説明がわかりやすく、組み立ても素晴らしい。その中

で気になったのは、取り組み状況9ページにある基本目標２基本施策③の

「食品衛生講習会」。一般市民が主に確認するのは食品表示とそれに関す

る知識だが、添加物が気になる。加工品にはよくわからない添加物が多

い。なるべく添加物が少ないものを買うように周囲に伝えているが、添

加物についても今後教えてもらえると助かる。 

 

【小川委員】 第2次食育推進計画は、枠組みがきっちりしている。100以上の事業展

開がされていて、近隣市町の中でも一番進んでいる。きちんと市民に伝

えるのが大事。実施主体者がお互い情報共有することが大事。組織を超

えた連携があるともっと良い。新しい事業が生まれると思う。 

 

【三澤委員】 小川委員と意見同じ。食生活改善推進協議会やNPO団体でも行われてい

るパッククッキングなど、連携が大事だと思う。3月12日の中日新聞で、

全国の野菜摂取量の調査で愛知県が最低とあった。取り組みなど見ても、

収穫はよく見るがその後の料理まではなかなか結びついていない。収穫

したての場で調理までできると良い。広報の「我が家で食育」コーナー

も、幼稚園の献立を載せると良かった。 

 

【加藤委員】 新規事業のみよし軽トラ市に興味がある。イベントがあるとあちこち

出かけるが、さんさんの郷の周りには何もない。ここで実施するよりも、

みよしのイオンの駐車場など、もっと賑やかなところで実施してほしい。

最近、産直市場や軽トラ市はお洒落である。また、周りに喫茶店がある

などもっと人通りのある場所で開催されているものが多い。 

       「我が家で食育」について、掲載されていたレシピには興味があった

が1回も作ったことがない。掲載スペースも決まっているので横に表記さ

れていたのはわかるが、レシピが見にくい。材料と量を並べて表記する

とよりわかりやすくなると思う。文字が多いと作る気にならないため、

もう少し文字を少なくして見やすくすると良かった。また、材料の分量

も4人分で表示されていたが、最近の料理本は2人分で表示されているも

のが多い。 

 

【加藤農政課長】行政の動きでは、国は今年3月31日に閣議決定し、食育推進の方向を



2点示した。1点目はご飯を中心とした日本型食生活の推進であり、2点目

は子どもからシニアまでを対象にした体験活動の推進。県ではあいち食

育いきいきプラン2015において、次期推進計画案を今年度作成し、2ヶ月

間県民の意見を聞いて策定する段取り。国の動向も踏まえて策定したい。

概要版は市にも情報提供したいので、協力をお願いしたい。 

 

【検校委員】 平成25年国民栄養調査で、愛知県民の野菜摂取量が最下位という結果

になった。愛知県産の食材は多いのに調理していないということが言え

る。食育の取り組みを聞いていると、思春期を対象とする取り組みの中

抜けは大きな問題。幼児から小学生にかけて頑張っているのはわかるが、

栄養バランスの改善が見られるのは60歳以上。20～30代は改善が見られ

ず、良い食生活が取れていないということ。中抜けは現在の健康寿命に

も影響を与えることが懸念される。行政だけでなく、いろんなところで

事業が行われているので、思春期対象にも取り組みをしてみては。 

 

【江坂委員】 健康づくりの教室でも市民の方たちがどのようにしてきっかけを持つ

のか興味がある。園児など子ども対象にいろんなところでいろんなきっ

かけがある。様々な取り組みが行われているのはわかったが、目指すも

のは一緒であり一つである。何回でも刺激を与えることで良い食生活を

進めようとする。きっかけ作りを継続してもらいたい。 

 

【佐々木主査】今年度はあいち食育いきいきプラン2015の最終年度にあたる。目標と

して、農林漁業体験学習に取り組む小学校の割合を80％以上としている。

地域協力者一覧としてかかえている全小学校に該当する。みよしも全８

校が実施されているとのことで、引き続きお願いしたい。 

 

【会 長】  委員の皆さんから貴重な情報やご意見をいただき、ありがとうござい

ました。いただきました情報ご意見等については、今後の食育推進の参

考とさせていただきます。 

       また、委員・助言者各位におかれましても、それぞれのお立場で、食

育推進にご協力を賜りますよう、お願いを申し上げ、本日の議事を終了

いたしたいと存じます。 

       ありがとうございました。 

 

【事務局】 以上でみよし市食育推進会議を終了いたします。 

《 会議終了 》 

 


