
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３０年５月３０日（水曜日） 

午後２時から午後３時まで 

開 催 場 所  市役所６階 ６０１・６０２会議室 

出 席 者 

（委員及び助言者）鈴木副市長（会長）、日比野直子委員、前

田真美委員、小野田加代子委員、小嶋民義委員、根岸さなえ委

員、原田晃男委員、板倉広幸委員、本松抄千江委員、浅井博人

委員、渡辺麻衣子委員、成田和憲委員、新谷千晶委員、西堀す

き江委員、竹内和子委員、山本香美委員、足立常男助言者、小

林奈津江助言者(代理)、野々山紘美助言者（事務局）原田環境

経済部長、冨田産業課長、原田副主幹、國本主事、野々山健康

推進課長、藤森副主幹、打越保育園小嶋副園長、学校教育課狩

野副主幹、豊田加茂農林水産事務所農政課前田主任主査 

次 回 開 催 予 定 日  平成３０年９月頃 

問 合 せ 先 
 環境経済部 産業課 

 電話番号０５６１－３２－８０１５ 
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審 議 経 過  別紙会議録参照 



みよし市食育推進会議 会議録 

 

日時：平成30年５月30日（水）午後２時00分から 

場所：市役所601・602会議室 

 

 

１ 委任状交付 

【事務局】（委嘱状の交付について説明） 

 （委員の任期について説明） 

     （会長は鈴木副市長に就任に説明） 

     （委員・助言者の名簿について説明） 

 

２ あいさつ 

【鈴木副市長】あいさつ 

【事務局】（本日の出席委員15名、会議は成立） 

    （欠席委員の連絡：加藤委員、山本委員、小川委員） 

（欠席助言者の連絡：近藤栄養教諭） 

    （資料の確認） 

それでは議題に入りたいと思います。議事の進行につきましては、会議条例第７条

第２項の規定により会長が議長になるとありますので、鈴木会長にお願いします。 

 

３ 議題 

（１）食育推進計画見直しスケジュールについて 

【鈴木会長】それでは議題に従いまして、議事を進めて参りたいと思います。議題の（１）

食育推進計画見直しスケジュールについて、事務局より説明をお願いします。 

【事務局國本】（みよし市の食育事業について説明） 

（食育推進計画見直しスケジュールについて説明） 

【鈴木会長】ただいまの説明で、ご意見やご質問等がございましたら、どうぞよろしくお願

いします。ではまたあとで振り返って等、あとでも構いません。先に進めたいと思

います。 

 

（２）アンケート項目について 

【鈴木会長】議題の（２）アンケート項目について、事務局より説明をお願いします。 

【事務局國本】（アンケート項目について説明） 

【鈴木会長】ただいま説明がありました。ご質問やご意見がありましたら、お願いします。 

【西堀委員】今は人生100歳時代で、非常に高齢者も多くなっています。このアンケート項

目だけではなく、今後、65歳以上という枠組みでのアンケートも実施するとよい

と思います。食育でも小さい子どもだけの食育ではありません。今後の取り組み

について意見を述べました。 



【事務局】園児・小２・小５・中２・高２の方はこのままいきます。成人の方に関しては、

18歳以上で、80歳までの方を対象にアンケート調査を行いたいと思っています。 

【西堀委員】そこの年齢の区分はしないで、一括りというかたちですか。 

【事務局】今回の調査は一括りです。今いただいた意見を参考に、もしここで変更ができ

るのであれば、内部で詰めさせていただき、65歳以上の方の項目を増やす等、考

えたいと思います。これは今後の課題にさせていただきます。 

【鈴木会長】その他にありましたら、お願いします。 

【浅井委員】園児から中学２年生までの子どもさんのアンケート人数は記入してあります

が、これはその学年の総数ですか。 

【事務局】そうです。園児さん、小学生と中学生・高校生、市内全ての保育園・幼稚園、

小学校、中学校、高校は三好高校しかありません。その中の２年生全員の人数に

なっています。 

【浅井委員】園児の数が多いということですか。 

【事務局】全部でこれだけの数ではありません。少し余分にはみています。 

【事務局】補足ですが、園児につきましては、保育園と幼稚園が対象です。当然、幼稚園

は市外にお住まいの方で、本市の幼稚園に通われている方もいます。その方たち

も対象となっています。 

【浅井委員】わかりました。 

【鈴木会長】ありがとうございました。他はよろしいですか。 

 

（３）食育に関する施策の動向について 

【鈴木会長】続きまして、議題の（３）食育に関する施策の動向について、事務局より説

明をお願いします。 

【事務局國本】（食育に関する施策の動向について説明） 

【鈴木会長】ありがとうございました。全体、最初から戻っても構いませんので何かご意

見がありましたら、お願いします。今年はこの会議があと４回あります。今回、

新規で入られた方もいますので簡単にですが、自己紹介とご意見を順番に伺いた

いと思います。 

【成田委員】三好高校の教頭をしている成田です。お願いします。この食育推進会議は、

毎年出させていただいています。この第２次の食育推進計画についても、存じ上

げています。 

今回高校２年生対象のアンケート調査ということですが、三好高校は募集が減り2

80人になっており、記載より少し減っていることをお伝えします。 

それから、三好高校は今年度から大塚製薬さんと業務提携をさせていただくこと

になりました。三好高校にはスポーツ科もあるので、いろいろなサポートをこち

らからもお願いしていくことになりました。その１つとして、７月には本校の高

校３年生向けに栄養講座、バランスのよい食事の講座があり、この食育に繋がる

ところです。できれば、この計画にはないところで計画書を出させていただき、

載せていただくとありがたいです。バランスよく食事をしていかないと、受験勉

強に繋がりません。高校３年生向けで、科学的なデータもあるということです。



そういうデータを示しながら、本格的な夏休みの受験勉強シーズンを迎える前の

ところで、生徒たちに働きかけていこうという計画をしています。 

【新谷委員】こんにちは。市民がもっとまちづくりに参加してくことを目的にして、活動

をしているＮＰＯ法人の代表をしております。みよし市とも、共同で事業をして

います。在宅で高齢者介護をしているご家族の支援や母子のサポート等、いろい

ろなことをしています。食は、人が生きていく上で大事です。それを環境整備と

いうのか、本人、自分たちがどう自覚して、どういう食事をしていくのかという

ことを、発信して一緒に考えることを進めています。今回はどこに焦点を絞った

アンケートなのですか。先ほど、目標に対する評価と現状を把握していくためと

いうことでしたが、もし自分が送られてきた市民だったとして考えると、量が多

いので真剣に答えきるのは大変だろうなということを感じました。もう少し絞っ

て、答えられる量にしたほうがよいと思います。意見が出しづらいと感じました。

今後の会議の中で、いろいろな意見を言えるとよいと思って、楽しみにしていま

す。ありがとうございます。 

【西堀委員】東海学園大学で副学長をしています西堀です。専門は、栄養教育とこの食育

関係です。今回も関連の分野ですので、興味深く参加させていただいております。

私たちの三好キャンバスは、みよし市とかなりいろいろなかたちでコラボレー

ションすることでお世話になっています。ただし私は名古屋キャンバスにいます

ので週２～３回、みよしのほうへ来ることがあります。あまり市役所の方たちと

は、今まで接点がありませんでしたが、今後はよろしくお願いします。 

【竹内委員】竹内と申します、お願いします。私は栄養士です。常々は栄養関係、メタボ

検診の指導などをしています。みなさま健康に病気にならないようにということ

を思いながら、日々前進させていただいています。ちょうど17ページのところに、

健診を受けてと書いてあります。健診をしたあとに検診の結果を求められると思

いますが、事後が大事だということで、そこでまたお役に立てることがあれば嬉

しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

【山本委員】黒笹に住んでおります山本です。よろしくお願いします。公募委員です。大

学生２人の子どもを持つ、一母です。私事で恐縮ですが、下の娘がこの春より大

学生になり、一人暮らしをはじめました。自炊です。毎日のようにごはんをつく

らないといけないので、大丈夫かなと不安いっぱいです。蓋を開けたところ、毎

日のように画像を送ってきます。ごはん、主食です。それからお味噌汁・主菜・

副菜、すごいなと我が子ながらびっくりしました。これも、みよし市の小学校や

中学校のめぐまれた給食、充実した食育のおかげではないかと思っています。今

回の会議を通して、私も知識を深めて考えていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

【足立農政課長】愛知県の豊田加茂農林水産事務所の足立です。県のほうも、そのような

ことでいろいろと取り組んでいます。今日の資料の中に、あいち食育いきいきプ

ラン2020という概要版があります。こちらが県の第３次になりますが、愛知県の

食育推進計画の概要版になります。県の年次としては、平成28年度から32年度ま

での取り組みをまとめた内容となっています。みよし市の食育計画のほうについ



ても、県の計画を参考にしていただければと思っています。 

アンケートの内容については、細かい点やいろいろと気づいた点があります。ま

た、後ほど事務局へお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。 

【小畑管理栄養士】衣浦東部保健所の健康支援課の小幡です。今日は、健康支援課の塩之

谷課長の代理で参りました。管理栄養士です。栄養士としては、保育園や事業所

の巡回指導をしています。食育活動、食事提供について、保育園に確認して取り

組みや今のお子さんがどのような食事をされているのか話を聞いています。愛知

県で今、健康チャレンジ事業としてステーションに依頼したりしています。昨年

度はレシピを提供していただき、チラシをつくりました。今年度も発行をしたい

と思っています。今日も、みよし市さんの取り組みを勉強できたらと思っていま

す。よろしくお願いします。 

【野々山保健師】みよし市役所の健康推進課で保健師をしている野々山です。よろしくお

願いします。保健センターでは、妊娠中の方からご高齢の方までさまざまな年代

の方の健康づくりについて、取り組んでいます。子どもさんの場合、小さい頃で

すと３、４か月健診からはじまり、１歳６か月健診・３歳児健診、大人向けにな

りますと、特定健診や後期高齢者健診ということで健診の受診率を少しでも伸ば

すように取り組んでいます。先ほど竹内管理栄養士からもお話がありましたが、

食事を、バランスよく、健康づくりのための一環として、健診は受けていただき

たいです。ご自身の食事の環境が本当によかったのか振り返っていただき、その

結果をふまえて、次の健康づくりに取り組んでいただきたいと思います。 

どのアンケート項目にも、よく噛んで食べる人と書かれています。市としてはそ

れに加えて、歯科健診を受けていただくと、歯によいと思います。よく噛んで食

べるためには健康な歯が必要です。食育を含めた、トータルの健康について、ま

た支援していく仕事をしています。ここでまた勉強させていただきたいです。よ

ろしくお願いします。 

【前田委員】委員ではありません。先ほどの足立の部下になります。県で今年から食育の

担当になりました前田です。よろしくお願いします。 

私から資料を出させていただいています。愛知県食育ボランティアの募集要項に

ついて、宣伝をさせていただきます。みよし市さんは大変熱心に食育に取り組ん

でいただいて、県としても非常にありがたいです。食育に携わる方の繋ぎを県も

していきたいということで、このような制度を設けました。自主的にやっていた

だける方の連携をつくるために、ボランティアを募集しています。登録していた

だくと、研修会に参加できます。食育に関する参考資料として、県でつくった愛

知の郷土料理50選が記載された料理のレシピ本を配布します。登録カードを作成

し、輪の証をつくります。ボランティアさんは個人かグループで登録していただ

きます。今年は研修会を10月に１回予定しています。地域としては、今年12月半

ばくらいに自然薯料理をやりたいと今計画していますので、ぜひ参加していただ

きたいです。活動の場の提供として食育ネットあいち、愛知県のホームページか

ら講師さんの派遣紹介をしています。ボランティアさんの活動の場は、みなさま

が計画している学校での食育のイベント等になります。そこのマッチングを県と



しても進めていきたいと思い、このような事業に取り組んでいます。 

食育ボランティア、食育を学んだ人の数は平成29年度ですでにこの計画当初の目

標を大きく上回っています。みなさまの活動が反映された、すばらしいことだと

思っています。今後とも、県としてもお手伝いをしていければと思います。参加

されたボランティアさんの意見や感じた感想がたくさん書いてあります。いきが

いになると思いますので、また見ておいてください。 

チラシが３つほどあります。１つは、郷土料理を親子で楽しもうという古いチラ

シになります。６次産業化、愛知の地産地消を進めたいという愛知県のチラシに

なっています。よろしくお願いします。 

【鈴木会長】ありがとうございます。意欲的に県の魅力と市の事業が結びついていくとい

いですね。 

【渡辺委員】みよし市私立幼稚園母の会代表の渡辺麻衣子です。今回、参加したのははじ

めてです。私はいつもパートで介護士をしています。お風呂に入って、お昼に食

介護をします。そのときに、やはり食べがとても悪いです。大体、利用者さんが6

5歳から90歳の方まで、幅広くいらっしゃいます。魚や冷たいものが出てくると、

食べてもパサパサして食べにくいことがありますので、刻み料理にしたりレンジ

で温めたりします。高齢者向けのアンケートに関しては、私も賛成します。食育

の会議について、私もとても興味があるので、またお願いします。 

【鈴木会長】ありがとうございます。 

【浅井委員】私立幼稚園の代表として参加させていただいています、まこと第二幼稚園の

浅井です、よろしくお願いします。私立幼稚園ですので、統一してそれぞれの園

が活動しているということはありません。それぞれの園の方針に従って、当然、

行われています。先ほど資料を見させていただきましたが、各園、それぞれ取り

組みはされている状況です。親子での料理教室とか、私たちの園は野菜を園内で

つくって、収穫して、子どもたちが食べるという活動もしています。最近、地産

地消という言葉がありますが、自産自食ということで行っています。幼稚園です

ので３歳・４歳・５歳の子どもさんで、食に関しては、親御さんの影響がそのま

まの状況です。最近、親が嫌いなものは食べさせないでとか、家では食べないか

ら園で食べさせて等、親御さんも多様化している状況だと思います。まだ幼児期

は子どもたちも大きくなることに夢を持っています。少しでも大きくなりたいと

いう気持ちがありますので、子どもたちには「全部食べると背が伸びて、もっと

大きくなる」という話をよくします。それに子どもたちは割と応えて、一生懸命

食べようとします。先ほどお話をした親御さんの状況もありますので、子どもた

ちに無理に食べさせると、うちの子には食べさせないでと言われる部分もありま

す。そのあたりのむずかしさはありますが、家庭のほうも自分の子どもさんに対

して、３歳・４歳・５歳の子どもに対しては、まだ関心が高いです。そのような

部分で、いろいろと情報を出すということに、親御さんの影響を受けると思いま

す。ぜひそのあたりで、内容をうまく知らせていただければと思います。 

【鈴木会長】ありがとうございます。最近は、子どもさんのアレルギー問題等、大変だと

思います。 



【本松委員】公立の保育園の代表で、今回はじめてこちらの会議に参加させていただきま

す。明知保育園の本松です。よろしくお願いします。保育園でも、今お話が出た

ように、食育という部分が非常に大事で、いろいろな場面で保育園の活動の中に

取り入れていきたいと思っています。毎年この資料をいただいて、そこに書き込

んでいく中に、あまり今までやっていることにプラスができなかったりすること

もあると思います。他の事業所さんがどのようなことをしているのか、早く知る

機会になるかと思い、この会議に参加させていただくことをありがたく思ってい

ます。園では、０歳児からという受け入れの幅が大きくなったことで、家庭から

すぐ保育園へというお子さんも多くなりました。給食の献立表を配ると、お母さ

んたちから、これはまだ食べさせたことがないという声をよく聞かれます。お母

さんがそれを見ることによって、「すこし家でも食べさせてみようかな」と思うの

ではないでしょうか。園では園ではじめて食事することはできないです。アレル

ギーの問題があります。はじめて何か食べる時は、一度、家で食べさせていただ

き、その状況を経て集団の場でいただきます。集団ですのでやはり食の安全面が

とても大事と伝えさせていただいています。給食や園栽培等は、子どもにとって

身近になると、お母さんたちに非常によい影響を与えることができるのではない

かと思うので、今後も続けていきたいと思います。今回の会議でいろいろなご意

見をいただければありがたいです。よろしくお願いします。 

【板倉委員】三吉小学校の板倉広幸です。よろしくお願いします。この会議は、私ははじ

めてです。校長会の代表ということで、参加させていただいています。今、私た

ちの小中学校、教育課程の大きな目標の中に、生きる力を育むということがあり

ます。そのような意味では、食育はとても重要な位置、要素があるなと考えてい

ます。ここにある資料を見てきて、小中学生と書いてあるところに丸をうってみ

ました。本当にたくさんの学校が関わっていかなければいけない、食育の計画が

出されています。今、責任をとても感じています。ただ、ここにご参加の方たち

もご承知のように、学校はさまざまな教育をやっていかねばなりません。本当に

飽和状態です。この状況の中で、学校はどうやって時間を取ろうか、頭を悩ませ

ています。もしかすると、マイナスな面の話をしなければいけない点もあるかも

しれません。ここの部分は絶対に外せないなという部分は、私が代表として感じ

取って、また、学校に繋げていければと思っています。よろしくお願いします。 

【原田委員】商工会の食品部の原田です。私たちは普段から食品の検査に関わっているの

ですが、その中で出てくるのが食中毒に気をつけることです。食育の場合、いろ

いろつくって、出して、食べさせてということですが、そういう事故が起きると

元も子もないということで、食に関して安全・衛生面について、お手伝いできれ

ばと思っています。よろしくお願いします。 

【根岸委員】食生活健康推進委員会の根岸です。私たちは食や栄養に興味がある者が集ま

り、自分たちも勉強しながら、それを一般市民の方に広げていければという活動

をしています。昨年度は、パッククッキングや幼稚園から小学生低学年くらいま

での親子の料理教室、そのあとに一般の方にテーマを決めて、昨年度はヨウ酸クッ

キングなど。あとは、北中学校の文化祭へ出向いて、お菓子づくりを教えて一緒



につくるという活動をしています。 

ここからは私の意見になりますが、私は大学生の子どもがいます。食事は、子ど

もが幼稚園であれば幼稚園の中で食べるとか、高齢者などは講習会があります。

中学・高校くらいのときは、部活や塾に行ったりして、一旦そのようなところか

ら少し離れてしまう気がします。大学生で一人暮らしをはじめて、知識があまり

ないのにいきなり一人暮らしは難しいということです。全くできない子がいて、

私の子どもの男友達の話ではラーメンしか食べないというようなことを聞きます。

ちゃんと科学的な根拠がある人が話をするから、身に付くと思います。そういう

活動をしていけたらと思います。 

【小嶋委員】こんにちは、はじめまして。農業生産団体、みよし市の果樹組合長をさせて

いただいて、４月から働いております。何分、この会議にはじめて参加させてい

ただきますので分かりませんが、私事ですが、柿を栽培しています。その関係で

４月、３月ぐらいから消毒をはじめています。何かと資料がないと、薬害という

ことがあるのですが、分量を間違えてしまうと、結構それが残ってしまうような

ことが多々あります。これからはそういうこともしっかりと勉強しながら、今後、

薬害対策もしっかりと勉強していこうかなと思っています。よろしくお願いしま

す。 

【小野田委員】はじめまして。農村生活アドバイザーをしており、参加させていただいて

います。私の農村生活アドバイザーは、みよし市や愛知県にありますが、みよし

市では今、20名ほどいます。メンバーとして活動しているのは約半分の８名で、

あとの12名はＯＢということでお手伝いしていただいて、65歳以上が定年という

かたちです。会議もやっていますが、月１回、軽トラ市ということで、生産者と

地産地消ではないですが、みなさまと直接、私たちのつくった食物をみなさまに

お分けして、食べ方をどう伝えるかということやっています。いろいろな野菜を

つくっていますが、たとえば、今度４月になりますと私たちのメンバーがとうも

ろこしをつくっていますので、その収穫作業を親子で参加していただいて、ちぎ

り方・食べ方、どのようなかたちで、小さいものもあれば大きいものもある、虫

が食べてしまったとうもろこし等、スーパーできれいに売っているとうもろこし

ではなくて、やはり畑で実際になったものは、かたちのよいものと悪いものがあ

り、でも味はよいことを知っていただくということで、そういった体験を通じて

教える活動をさせていただいております。また、うちも農家でお茶を、今生産の

真最中ですが、四季折々の、小嶋委員が言われたように、農薬をうちも使います

し、いろいろなかたちで機械も使います。天候にとにかく左右されるので、私の

場合ですと、今年はいつもより２週間早く、お茶刈りを済ませました。やはり３

月にぐっと気温が上がったものですから、お茶も萎れるかなと思いましたが、実

際刈ってみると、よかったということでした。やはり、毎年それぞれ出している

農家は、量を生産しているわけです。スーパーに売っているように通年を通して、

野菜をみよし市でも取れるわけではありません。そのようなことで、軽トラ市で

私たちも苦労しています。出せるときは一緒に出せますが出せないときに全くな

いということを、やはり市民の方にも知っていただきたいなと思います。私も先



ほどの、愛知県の食育推進ボランティアの一応メンバーであります。市役所さん

のほうでおこしものを勘考させていだきました。今年はお米をつくっていません。

実家はお米をつくっていますので、お米から米粉つくって米粉でおこしものとい

うことで、ここら辺、みよし町に住んでいる人が檀家のお寺様のお通しとして、

おこしものをつくらせていただいています。今年は小学校で３世代交流として、

おこしものをつくりたいと思っています。やはり３世代ですので、その分はじめ

てみたいです。みんな３世代とは言うものの、実際は敷地内同居です。建物の中

で一緒に食事を朝昼晩いただくのではなくて、それぞれが若い人の夫婦、それか

ら老夫婦というかたちで食事しています。おこしもの教室のときも、そこではじ

めて、おばあちゃんはおこしものの型を持っていますが、でも若い人は知らない。

そこではじめて学校でおこしものをみんなでつくって、孫もはじめて食べたとい

うことでした。保育園ではおこしものはやっているはずですから、小学校で一緒

にやるという話ですから。食育は実際、本当はみんなで食事をすることによって

可能ですが、今は別々で食事をしていますから、アンケートを見させていただい

ても、65歳以上の方の食事と、それからやはり若い方の食事は違います。私も父

と母と同居しています。１人は、夕食は給食を頼んで食事をしていますが、離乳

食のようなものなのですが、全く違います。やはり老人食として出させていただ

くおかずと、病院に入院している老人90歳の食事は全く違います。この２人は今

度退院してきて、また一緒の食事をつくろうと思って、つくっているのですが、

何をどのようにつくればよいのか分からない。小さい子がいないものですから、

年寄り向けの食事になっていますが、これからどのように食事をしていくのか。

自分も農家でいろいろなものをみなさまから提供していただいて自分もつくって

いく中で、安心したものを提供していきたいと思います。はじめてこの会議に出

させていただいて、みなさまからいろいろな注意をいただきながら、真摯に勉強

させていただいて、これから食育の改善について努力したいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

【鈴木会長】農家の、家の事情があります。ありがとうございます。 

【前田委員】みなさま、こんにちは。私もはじめての委員でございます。ＪＡあいち豊田

のグリーンステーション三好、実際にはリサイクルステーションの前なのですが、

そのグリーンステーション三好の場長兼、昨年、みよし市さんと一緒に立ち上げ

た、みよし農業活性化会議の事務局長を仰せつかっている前田です。まずもって

農協の本分としては、農家所得の向上が最大の項目です。そういった中で、地域

農業振興計画ということで、みよし地区の２つ大きく振興計画を立てました。１

つは果樹の産地復興、それからもう１つは食農教育でございます。この食農教育、

大まかに言うと、まずは小学校を対象にバケツ稲の栽培ということで、実を言う

と私が来るまでは、無償で資材を配って、先生よろしくというかたちでやってい

ました。授業に出向いて、一緒に子どもたちとやるということで、年に５～６回

は足を運んでやっています。それからもう１つ、去年からはじまったこととして

は、実際の田んぼで田植え・稲刈りをやっていただくということで、実は５月の

先々週、黒笹小学校で田植え体験をやってきました。10月には稲刈りというかた



ちでやっています。あとは、グリーンステーションの選果場への、いろいろな団

体の施設受け入れ、それから更には、みよし市民を対象にふれあい見学会という

ことで、普段なかなか見られない、カントリーエレベーター、育苗センター、そ

れから今いう選果場を見学していただくという取り組みをしています。また更に

は、実際現場を、梨農家・柿農家を見たいという小学校もありますので、そのよ

うな農家代表と取次ぎをして現場を見てもらう、そういうかたちで日々がんばっ

ています。それらを通じて、地産地消に繋げ、農家所得の向上にがんばっていま

すので、よろしくお願いします。 

【日比野委員】みよし市教育委員会の日比野です。委員の交代で、今回より推進委員会に

参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。事業計画や活動

が多くあることに、びっくりしています。これだけのことを、みよし市民の方が

やっているのだと思うと、子どもがずっと学んで、健康な体で日々生活をしてい

けるのではないかと思います。学校にいる間、先ほども話に出ていましたが、学

校にいる間の方がたくさんこういう機会があると思います。社会に出ると、全く

聞かない状況になって、今まで聞いてきたはずなのに記憶があいまいになって間

違って、そのまま子どもに教えてしまうこともたくさんあると思います。学校を

出たあとの、社会でたくさんそういう機会がありますが、受けることができたら

いいなと思います。私自身、高２の子どもと中２と小５の子どもがいます。今回、

アンケートを見せられて、うちの子に限ったことかもしれませんが、高２と小５

の子どもが同じ内容で、回答することがむずかしいのではないかと感じた点がい

くつかあったので、あとで話をさせていただきたいと思います。 

【鈴木会長】ありがとうございます。個別に事務局でお聞かせいただき、また、アンケー

トについては早めに出したいと思っています。多少、そこで手を加える可能性は

ありますか。 

【事務局】先ほどから、アンケートの内容について、いろいろご質問等ありました。アン

ケート内容については、ここですぐくださいとは言っていないと思いますので、

来週の金曜日までに事務局へ言っていただければ、まだ変更する可能性はありま

す。その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

【鈴木会長】何日でしょうか。 

【事務局】来週の金曜日です。８日です。 

【鈴木会長】６月８日でしょうか。６月８までに、また今日お持ちの方はすぐにいただい

て。 

【事務局】持ち帰っていただき、急に送らせていただきましたので、時間がなかったと思

います。また中身を読んでいただき、何かあれば、事務局へ申し出ていただけれ

ばと思います。電話でも構いませんので、ご連絡をいただければと思います。 

【鈴木会長】ありがとうございます。また、しばらく４回会議がありますので、今年度は

よろしくお願いしたいと思います。全体を通して、また何かご意見があれば、お

聞きしたいと思います。 

【西堀委員】一般市民、市民アンケートの21番や保護者のほうの、栄養のバランスを考え

た食事をしている市指標、市指標というのはアンケートと同時に配って、アンケー



トをされているということでしょうか。 

【事務局】今、ご質問がありました、問21の①の最後に市指標とありますが、これはアン

ケートをお配りするときには入っておりません。 

【西堀委員】よく私はいろいろなところで話をするときに、コマのバランスがあると思い

ますが、食事ガイドラインなど、あれの見方等も５から６とか、何から何個とか

１分の１とか書いてありますが、あれはなかなかむずかしいです、あのバランス

は。１つとはどれだけというものか分からないので、しっかりと書いてください

と言うのですが、この場合も、バランスは管理栄養士と管理栄養関係の方はご存

じですが、なかなかバランスを一般の方に理解、概念として、同じレベルでの概

念を持っていただくことはむずかしいように思います。お茶碗に少し食べただけ

でもバランスがよいと思っている人もいれば、大盛りを食べて、いろいろとラー

メンを食べても野菜も魚も食べているからバランスがよいと思っている人もいる

かもしれません。概ね、どのくらいが、バランスがよいのかという数値表があっ

て、このアンケートをすればいいのですが、かなり個人的な感覚、個人の概念に

よるバランスになっていないかなと思います。その辺は、いかがでしょうか。 

【事務局】今のご質問の内容につきましては、一度、こちらのほうも検討させていただき

たいと思います。先ほど先生が言われていたバランスのコマとは、こちらのこと

でしょうか。 

【西堀委員】よく噛んで食事をしていますかというのも、一般的に30回と言いますが、学

生もそれを真似して、媒体をつくってきます。ごはんを軽く１口摂っただけで30

回噛むとなくなってしまうという話をします。よく噛んでという概念も、むずか

しいなと思います。 

【鈴木会長】一部抽象的な言い方になっています。 

【西堀委員】ご検討ください。 

【事務局】その辺は、また検討したいと思います。 

【鈴木会長】他はよろしいですか。それでは長い時間、みなさま、ご協力いただきまして、

ありがとうございます。今後、みよし市の食育推進計画に対しまして、みなさま

の意見と感想を受けたいと思うので、よろしくお願いします。ここで本日の協議

については、区切りにさせていただきますので、事務局へお返しします。 

【事務局】ありがとうございました。みなさまからいただいたご意見ご提案を基に、アン

ケートを実施させていただきたいと思います。会議の中でもありましたが、次回

の会議は９月頃に予定をさせていただきます。今回のアンケートの結果と、食育

の現状・課題を議題とさせていただきますので、よろしくお願いします。 

以上で、本日の会議を終了させていただきます。恐れ入りますが、ご起立をお願

いします。 

（一同礼） 

【事務局】ありがとうございました。 

（閉会） 

 


