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平成 29年度 第 1回 安城市食育推進会議 議事録 

日時：平成２９年６月１９日（月）   

午後１時 30分から 2時 45分まで 

場所：市役所本庁舎３階 第 10会議室 

 

■出席者    

安城市副市長                           浜田 実  

安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 副会長              天野 真理 

安城市民生・児童委員協議会 副会長                岡田 初夫 

安城市医師会 理事                       小野 真奈美 

安城市健康づくり食生活改善協議会 会長              黒柳 厚子 

衣浦東部保健所管内栄養士会 理事                 甲田 美幸 

私立保育園 代表                        執行 紀美代 

安城市農業委員会 会長職務代理者                 杉浦 英彦 

愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課 課長          鷹羽 靖夫 

安城市小中学校長会 代表 明祥中学校校長             平井 克明 

アピタ安城南店 店長                       藤田 幸典 

エコネットあんじょうくらし部会 会長               古居 敬子 

愛知県衣浦東部保健所 所長（代理出席：健康支援課長）       吉田 宏  

安城市子育て健康部長                       鈴村 公伸 

安城市産業振興部長                        荻須 篤  

 

■オブザーバー 

名古屋文理大学 教授                       中村 麻理 

 

■欠席者 

ＪＡあいち中央代表理事専務                    中川 廣和 

愛知学泉大学 教授 家政学部長                  安藤 明美 

安城市社会福祉協議会 会長                    神谷 明文 

私立幼稚園連盟安城支部 代表                   清水 浩樹 

安城市教育振興部長                        近藤 芳永 
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■議題内容 

（１）平成 28年度食育に関する取組について 

（２）第２次安城市食育推進計画指標の進捗状況と総括について 

（３）食育に関するアンケート調査 実施結果について 

（４）第３次安城市食育推進計画の策定について 

 

●事務局 ただ今から、第１回安城市食育推進会議を開会いたします。 

●会長  「平成２９年度第１回安城市食育推進会議」の開催に際しまして、一言ご 

あいさつ申し上げます。 

     今年度より、産業振興についても所管させていただきます、副市長の浜田で

ございます。日ごろは、本市の行政にご理解、ご協力をいただきありがとう

ございます。また、本日は、お忙しいところ安城市食育推進会議にご出席を

いただき誠にありがとうございます。 

     さて、今年は市政６５周年です。その記念事業としまして、１１月に「食と

農の祭典」をアンフォーレにて開催いたします。マルシェの開催、農業の明

るい未来を考える講演会、地元農産物を使った料理体験や料理研究家による

スイーツステージの開催など、「食」を堪能しながら楽しく、安城の農業に

ついて触れ合っていただけるイベントです。さまざまな世代の方に楽しんで

いただけるイベントを企画しておりますので、皆様もぜひご参加くださいま

すようお願いいたします。 

さて、今年度は第２次安城市食育推進計画の最終年度となりました。後ほど

事務局より説明がありますが、来年度から始まる第３次計画に向け、重点課

題、策定の方針等この会議で審議、決定を行なってまいります。日ごろ、食

育に携わってみえる皆様のご意見をお伺いし、今後の計画策定に生かし、更

なる食育の推進につなげていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

以上、簡単ではありますが、はじめのあいさつとさせていただきます。 

 

●事務局 ありがとうございました。 

     本日ご出席いただいております委員の皆様につきましては、お手元に配布さ

せていただきました名簿をご覧ください。 

本日ご欠席の委員でございますが、５名の委員からご欠席、１名の委員から

代理出席のご連絡をいただいております。 

ご欠席の委員は、会長職務代理の中川廣和委員、安藤明美委員、神谷明文委

員、清水浩樹委員、近藤芳永委員でございます。また、吉田宏委員は代理の
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方がまだお見えになっておりませんが、お見えになる予定です。 

それでは、議題に入らせていただきます。 

本会議の議長は、本会議の設置要綱第６条の規定により、会長が務めること

となっておりますので、浜田会長に議長をお願いいたします。 

 

●議長  それでは、「（１）平成２８年度食育に関する取組について」を議題といたし

ます。事務局より説明願います。 

 

事務局説明～ 

 

●議長  ただいま説明がありました平成２８年度食育に関する取組について、ご意

見・ご質問などがございましたらご発言願います。 

 

●甲田委員 以前の食育推進会議の中で「畜産に関する取り組み」の話があったかと思い

ます。 

取組事例の中に、畜産の話が出てきておりませんが、新聞等で安城農林高校

で育てられた豚の肉を使用したメニューを地元のお店が商品化するなど、耳

にしたことがありますので、その辺りの取り組みは何かありますか。 

 

●事務局 「安城和牛」はブランドとしてありますが、生産者が３名と少ない状況でし

て、何か取り組みというのはなかなか難しいのが現状です。豚や鶏について

も生産者が少ない状況ですので、難しい状況です。 

 

●議長  ありがとうございます。他にありましたらお願いします。 

 

●議長  それでは他に無いようですので、「平成２８年度食育に関する取組」に異議

はありませんか。 

 

●委員一同 異議なし。 

 

●議長  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって本件は了承されました。

次に「（２）第２次安城市食育推進計画指標の進捗状況と総括について」を

議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局説明～ 
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●議長  ただいま計画指標の進捗状況と総括について説明がありましたが、この件に

ついてご質問がありましたらよろしくお願いします。 

 

●鷹羽委員 先程のアンケートで、一昨年の実績値と昨年の現状値を比較すると、急激に

落ちているものがいくつかあります。今回は食育推進計画策定のための市民

アンケートということですが、どういうやり方なのか eモニターアンケート

の方法も含め、教えていただけますか。 

 

●事務局 平成 23 年の基準値と昨年の現状値については、市民アンケートなので対象

者を無作為に抽出しています。対象者数も一般市民が 2,000 人です。平成

24年度～平成 27年度の実績値については、Webによるアンケート調査で 900

人を対象としてやっていますので、市政に関心のある方が登録をされている

と思われます。一般市民と eモニターアンケートの対象者が違ってきている

と考えられますので、参考値とさせていただいています。 

 

●鷹羽委員 実績値が下がっているのは何か要因があるわけではないのですね。 

 

●事務局 主だった要因は考えられません。実績値はあくまで参考程度ということにな

ります。 

 

●鷹羽委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

●議長  他にいかがでしょうか。 

 

●議長  小・中学校の欠食割合の結果についてどのような評価・背景があるのか伺い

たいです。平井委員、学校の実情としてはどうでしょうか。 

 

●平井委員 私の経験上からすると、平成 28 年度実績が 4.7％ということは、中学生の

クラスで１人～２人ぐらいになります。実際に子どもに聞いてみると、「食

べてこなかった」「牛乳１本だけだった」など、大丈夫かなと思うようなと

ころがあるのが実態です。 

 

●議長  家庭の事情等で食べてこないのは推測できるのですが、主な理由って何でし

ょうか。 

 

●平井委員 家庭の事情はあると思います。先日、自然教室で聞いた時に子どもたちが「あ
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まり食べたくなかった」「朝はどうしても食欲がない」などと話は聞きまし

た。 

 

●議長  ありがとうございます。他にご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

●黒柳委員 先日、小学校に伺いました。やはり「食べている」という子どもは多いです

が、「中身が少ない」とお母さん方と話していました。学校で言う「早寝・

早起き・朝ごはん」というサイクルがうまくいっていると、食事ができると

いう話をしました。 

 

●議長  ありがとうございます。他にありましたらお願いします。 

 

●事務局 先程、食生活についての現状値と実績値について簡単に説明をさせていただ

きました。特に朝食の欠食については基準値・現状値は把握している数値が

ありまして、これらの数値の低下があまりにも著しいのでショックを受けま

した。言い換えれば、この分野における取り組みがまだ不足していると思っ

ております。今後は施策のあり方についても研究・検討が必要だと思います。

また、食の安全性についても数値目標が達成できないどころか低下していま

すが、全国的な社会情勢に左右される部分もありますので、市の単独での施

策の効果は反映が難しいのではないかと思います。そして、「食を大切にす

る」の中で食べ残しをしないように意識している人の割合が５年前より数値

が低下しているということで、市としても取り組み不足を痛感しているとこ

ろです。冒頭の「食品ロス」について昨年からチラシで啓発を始めたのです

が、これについても国や農水省や消費者庁も力を入れているものですので、

計画の中でもう少し施策の取り組みの強化が必要だと考えています。また、

「農ある暮らしを楽しむ」というところで、農作業体験の参加率の数値も低

いということで、農業担当として非常に恥ずべき部分と思っていますので、

施策に盛り込む必要があると思います。いずれにしても、多くの項目で目標

未達成なので施策そのものについて、計画の中で皆様の知恵を頂戴しながら

研究・検討していきたいと思っていますので、よろしくお願い致します。 

 

●議長  補足説明ありがとうございます。ここで何か意見などはありませんか。この

結果を踏まえて次の計画づくりをしていくのだと思います。それでは「第２

次安城市食育推進計画指標の進捗と総括について」に異議はありませんか。 

 

●委員一同 異議なし。 
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●委員長 ありがとうございます。異議なしと認めます。よって本件は了承されました。

次に「（３）食育に関するアンケート調査実施結果について」を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局説明～ 

 

●議長  ありがとうございました。何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 

●甲田委員 調査結果の３ページのところですが、平成 23年度と平成 28年度の年齢区分

を見た時に、60歳以上の方が今回 46％で約半分、前回が約 38％ということ

で、割と年齢層が上がった方の意見がアンケートとして反映されていると思

います。平成 25 年に参考値として Web 調査をしていますが、今回はそれを

併用することは不可能だったのですか。一番食育に関心のある若い世代の意

見が少なかったと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

●事務局 平成 28 年度の調査は郵送で配布・回収していますので、年齢層の高い方の

回収率が高くなっています。Web 調査に関しては実施可能でした。ですが、

郵送調査をするので Web 調査は省略してしまいました。参考値ですが、Web

調査の回答者の年代は 40代～50代が多いのが確かで、昨年度までと比較す

ると回答の年代が違ってくることは明らかですので、併用してもよかったの

ではないかと事務局の方も思っています。 

 

●甲田委員 高齢者向けの問題に偏るのではなく、若者の意見をどうやっていくかという

のをワークショップなどで考えていくことが必要だと思います。 

 

●事務局 参考とさせていただきます。 

 

●議長  他にいかがでしょうか。 

 

●議長  母親が子どもに「牛乳を飲みなさい」と言われて飲んだら「食べた」となる

のでしょうか。測定指標でやらざるを得ないのか、少し違う見方ができるの

か統計上一定の誤差があると思いますがこれの見方についてご意見があれ

ば伺いたいと思います。 

 

●甲田委員 安城市は、ずいぶん前から朝食を食べることに関して言ってきていることで、
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「朝食を食べる」には段階があって、おにぎりや牛乳を摂るなどの最低限の

レベルから「きちんと食べる」までの段階へのステップアップが必要で、そ

の説明をしてあげないと朝食をバランスよく摂るというところまで到達し

ないと思います。「ただ朝食を摂ればいい」という目標ではイメージがわか

ないかと思います。小５・中２・高２を対象としていますが、平成 23 年度

に小５だった子が今は高２ぐらいになっていますから、逆に朝食を食べなく

なっているのでは話が通っていないのではないかと思いました。「ただ食べ

ればいい」ではいけないです。それは社会人になっても同じで、自分で作る

力とかがないと、一人暮らしをした時に同じことがおきると思っていますか

ら、そういう部分も見ていけたらと思います。保育園・幼稚園・小学校・中

学校を訪問させていただくことがありますが、朝食を摂っている方は多くな

ってきています。保健委員の方が力を入れていて、欠食児は少なくなってき

ているんですが摂っていても中身が足りない、そこへワンステップ上がった

ところで指導しています。どういうものが身体に良いのか、食事内容がいい

のかについて栄養教諭は頑張って教えています。 

 

●議長  他にいかがでしょうか。 

 

●天野委員 私の子どもも小５・高２で、小５の子は上の子のお弁当の残りを食べるので

しっかり摂っていますが、高２の子は朝が早いのでつまめるものを食べてい

くという形になっているので、用意する側が朝早起きをしなければいけない

と思います。友達の５年生の子に聞いてみると、働くお母さん達が多くなっ

ているので「なかなか朝の準備ができない」「菓子パンを食べてきた」とい

った話を聞くので、家庭の事情もあると感じています。給食の方でも、友達

同士で分け合って給食の残しをなくそうという取り組みがあると聞いてい

るので、子ども達の関心も高まっていると感じています。 

 

●議長  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

●甲田委員 独身の一人暮らしの男性の朝食の欠食率が高いです。なぜかというと、夜が

遅くて朝起きれず、食べられないというのもあるのですが、コンビニに行っ

ても菓子パンなどで済ませてしまいがちです。選ぶ場所がないというのが一

つあると思います。例えば、会社で朝食を安く提供するといったことがある

と、一人暮らしの男性の栄養バランスが取れるのかなと思います。 

 

●議長  ありがとうございます。最近、企業によっては朝早めに出勤して朝食を提供
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して仕事をして、残業時間を減らしていくという取り組みが紹介されていま

す。なかなか企業側の理解がないとできないことですよね。その他、ご意見

ありませんか。それでは、アンケートにつきましてはこのような状況だとい

うことで、次に進みたいと思います。続きまして「４ 第３次安城市食育推

進計画の策定について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局説明～ 

 

●議長  それでは質疑を受ける前に、ワークショップのファシリテーターを務めてい

ただく中村先生より、ワークショップの狙いなどについて説明をお願い致し

ます。 

 

●中村先生 今回のワークショップについて、市役所の方とご相談させていただきました。 

そこで、安城らしさを活かすために市民発の新しい食育のプロジェクトを

模索してはどうかとワークショップの狙いとして提案させていただきたい

と思います。具体的には、「目指したい安城の未来の食と農」を参加者の皆

様に考えていただいて、それに近づくために目標を設定してアプローチを

していく未来志向のワークショップという手法を採用させていただきたい

と思います。全５回を予定しておりまして、第１回のテーマは「未来の安

城の理想の食卓を考える」を予定しております。安城の理想の食卓につい

て一人ひとりの参加者に考えていただきグループ全体で共有していただき、

未来の目標を設定することが１回目になります。第２回のテーマは「安城

の理想の食卓を実現するためにできることあるいはしたいこと」を内容と

して、アンケートの結果報告をしたうえで第１回で考えた理想の食卓を実

現するために必要なことを考えていただき、すでに目標に向かってできて

いること、これからやった方がいいことをピックアップして、安城市にお

ける食と農の現状把握、そして未来志向をかんがえていただくのが２回の

テーマになります。第３回は、「未来の安城の食と農新聞を作ろう」という

内容で、未来の安城になったらいいなと思うような食と農を新聞記事にし

てみることを考えています。そして、第４回と第５回は実際に新しいプロ

ジェクトを企画していただき発表していただくことになります。この段階

では第３次食育推進計画の中で骨子案ができる頃ですので、皆様がお考え

になるプロジェクトが骨子案のどこに位置づけできるのかを意識していた

だくように進めていこうと思います。食育先進都市の安城市ならではの市

民発のプロジェクトが生まれるのではないかと今から楽しみにしておりま

す。今回のワークショップでも、安城らしさをご参加の皆様にどのように
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発揮していただけるのかと思っておりまして、参加者の皆様が主役ですの

で頑張ってご支援させていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願い致します。 

 

●議長  ありがとうございます。それでは、各議題の策定方針並びに中村先生からの

説明も含めて、ご意見・ご質問があればよろしくお願い致します。 

 

●甲田委員 今までだと「野菜を食べよう」「朝食を食べよう」をメインとしてやってき

たのですが、栄養士の立場としては将来の健康に向けてのテーマというのが

何か出てくるといいなと思っています。「健康のために何をすればいいのか」

などが策定にできればいいと思っていますので、よろしくお願い致します。 

 

●議長  ありがとうございます。ご意見として承ります。他にいかがでしょうか。 

 

●古居委員 私達の団体での農業は農薬のことを考えて 10 年前からやっています。私達

のやっていることが健康につながっていくと自負していますが、それが安城

市の行政になってくると、農業の立場になって食育講座に参加してもらって

楽しく食について考え最終的に健康につながっていくようなビジョンがで

きるといいなと思います。 

 

●議長  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。生産者、農業委員会の立場

から何かご意見ありませんか。 

 

●杉浦委員 今の時代背景をみると、健康寿命の延伸のために食事を３食摂ることが基本

的ですが、今の時代は 10年～20年前と何か違うかというと栄養の足りない

ものはサプリメントで摂ることです。働く世代や若い世代にも栄養に対する

摂取の方法が広まっていくことを心配しています。将来の食育推進に関して、

基本的に食べることで進めていくことは問題ないのですが、サプリメントを

どう位置づけるのか、健康寿命の延伸、食品ロスまで絡めていくと無視でき

ない存在ではないかと思います。そこまで含めて食育推進計画を立てるとい

うのは難しいと思いますが、生産者としてはあくまでも基本的に食べるとい

うことを子どもたちに伝えていきたいです。我々と若い世代では考え方が違

って、サプリメントの位置づけを頭に置きながら「食べないよりは摂った方

がいい」という親御さんの考え方もあります。きちんとした情報を提供する

ことが重要になってくると思います。 
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●議長  ありがとうございます。他にご意見等ありませんか。 

 

●事務局 さまざまなご意見ありがとうございます。今日の会議の中でアンケート調査

や食育計画の振り返り、今後の策定についてご意見をいただきました。すで

に課題は明らかになってきていますし、食育について 10 年強進めています

が依然として現状に変わりがないことが分かりましたので、大きく第３次計

画の内容が変わることはないかもしれません。しかしながら、未来を考える

ことによって課題解決の方法を考える視点や、食品ロスといった本質的な問

題もありますので、そういったことも盛り込みつつ継続課題は引き続き継承

していきながら、第３次計画を作っていきたいと思います。皆様のご意見を

頂戴しながらやっていきたいと思います。以上です。 

 

 

●議長  それでは、第３次安城市食育推進計画の策定についてはこのような形で進め

ていくことで異議はありませんか。 

 

●委員一同 異議なし。 

 

●議長  ありがとうございます。特に異議はないということで本案は了承されたとい

うことにさせていただきます。以上で、本日の議題はすべて終了いたします

が、議題以外で何かご質問・ご意見があればお願い致します。 

特にないようなので以上で本日の議事は終了いたします。皆様方、真剣なご

意見をいただきましてありがとうございました。事務局にお返しします。 

 

●事務局 議事の取り回し、ありがとうございました。次に「３ その他」についてで

すが、２点ほどご報告させていただきます。 

 

●事務局 １点目ですが、食と農の祭典についてご紹介させていただきます。こちらは、

農業者や商工業者である生産者と消費者が食と農を通じて交流するイベン

トです。11 月 25 日と 26 日に開催いたします。内容としては、イベント広

場にてマルシェの開催をはじめ、室内では体験講座を開催したり、地元高校

と商業者が連携した事業の発表や講演会などをメニューとして考えており

ます。本日、お集まりの皆様にもご協力いただきたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。２点目は、昨年度、子どもの食と健康を考える活動を

している「子ども未来ご飯」という団体様より、食育推進団体の登録申請を

いただきまして登録しましたことをご報告させていただきます。以上です。 
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●事務局 最後に事務連絡をさせていただきます。今年度、食育推進会議を４回開催さ

せていただく予定です。次回は９月 20日（水）14：00からの開催予定とな

っております。大変お忙しい中恐縮でございますが、ご出席いただきますよ

うよろしくお願い致します。それでは、これをもちまして平成 29 年度第１

回安城市食育推進会議を終了といたします。誠にありがとうございました。 

 


