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平成２９年度 第２回 安城市食育推進会議 議事録 

日時：平成２９年９月２０日（水）   

午後２時から３時３０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  

ＪＡあいち中央 代表理事専務（代理出席：組織生活課長）     杉山 厚  

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 

安城市農業委員会 会長職務代理者                榊原 喜榮子 

私立保育園 代表                        執行 紀美代 

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

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 

教育振興部長                          近藤 芳永 

安城市産業振興部長                       荻須 篤  

 

 

■欠席者 

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

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

●会長  本年度２回目の安城市食育推進会議にお集まりいただきありがとうござい

ます。また、日ごろは、本市の農業行政に格別なご理解、ご協力をいただき、

厚くお礼を申し上げます。 

     ９月も下旬になりまして、実りの秋を迎えております。現在ではスーパーで

１年中同じ食材を買うことができますが、旬の野菜はおいしく、栄養価が高

く市場に出回るため比較的安価で手に入ります。食べ物の旬を知っておいし

くいただくことが、食育にもつながりますので市民の皆様には積極的に取り

入れていただきたく思います。 

さて、第１回食育推進会議において第３次安城市食育推進計画の策定方針に

ついてご承認いただきました。本日は、計画の素案をご説明申し上げ、ご審

議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

●事務局 ここで、役職交代による委員の交代がありましたので、新たに委員になられ

た２名の方をご紹介します。ＪＡあいち中央 代表理事専務の杉山厚様、本

日はご欠席です。安城市農業委員会 会長職務代理者の榊原喜榮子様です。

よろしくお願いいたします。委嘱状につきましては、先に交付をさせていた

だいております。なお、任期につきましては、前任者の残任期間の平成３０

年５月３１日までとなります。 

     本日ご欠席の委員でございますが、安藤明美委員、天野真理委員からご欠席

のご連絡をいただいております。また、杉山厚委員につきましては代理で杉

浦様、吉田宏委員につきましては代理でシオノヤ様にご出席をいただいてお

ります。 

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。 

 

２ 議題 

（１）会長職務代理について 

（２）第３次安城市食育推進計画素案について（資料１～３） 

（３）食育に関するアンケート調査実施結果について 

 

（１）会長職務代理について 

●会長  それでは、「（１）会長職務代理について」を議題といたします。事務局より

説明願います。 

●事務局 会長職務代理につきましては本会議の設置要綱第４条第３項の規定により、

会長があらかじめ指名する委員とされておりますので、会長に指名をお願
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い致します。 

 

●会長  安城市食育推進会議設置要項に基づきまして、ＪＡあいち中央代表理事専務

の杉山厚さんを指名させていただきたいと思います。本日はご欠席ですが、

事前にご了承いただいています。 

続きまして、議題（２）第３次安城市食育推進計画素案について、事務局よ

り説明願います。 

 

（２）第３次安城市食育推進計画素案について（資料１～３） 

 

～事務局説明～ 

 

●会長  食育推進計画の素案ですが、これにつきましてご意見、ご質問等がございま

したらよろしくお願い致します。 

 

●甲田委員 アンケートから野菜が不足している、栄養バランスが悪いというのがあがっ

ています。野菜が不足しているということに関してのダイレクトな指標がこ

の中に出てきていないのかなという気がします。野菜を食べているというこ

とがわかるようなものを何か入れた方がより計画としていいのかなと思い

ます。 

 

●事務局 現在、野菜というダイレクトにつながるところがないので参考にさせていた

だき、今後検討して参りたいと思います。 

 

●鷹羽委員 「食を大切にする」のところで、家族で一緒に食事をとる機会の増加という

ことで、おうちでごはんの日があります。これに関しては私の職場の方でも

食育の日の掲示はあるのですが、家族で食べるということに関しては、ひと

り暮らしの人も多かったりするので、家族というよりは誰かと食べるという

イメージの方がよりみんなで食べるというイメージが強くなります。もちろ

ん家族も大事ですが、言葉としていい言葉が今は浮かびませんが、ひとり暮

らしの人とかにも、「みんなで食べる」という感じにした方が意識が上がる

のかなと思います。 

 

●会長  そのあたりも検討してください。 

 

●鷹羽委員 本市の特徴の人口の中で、高齢者の割合が現在 19.5％となっていて、10 年
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前は 13.8％でした。今後、国内での 65 歳の割合が平成 37 年で 30％という

予測が出ておりますし、安城市の健幸計画の中でも 2030 年に老年人口が将

来 30％になるというデータもでています。少しこの辺りが若い世代を主体

にした計画になっていますが、高齢化にも視点をおいていただかないといけ

ないと思います。近年、外食が増えていて、農業の業務需要がすでに家庭内

消費と逆転しているということで農産物の出荷もそういう状況にあります。

2013年が 44％、2024年で 75％が外食産業の需要だと予測されています。こ

れは高齢化や調理時間の減少といったことを踏まえて、家族という視点がい

いのか、ひとり暮らしの方が今後増えていくということで、そういった視点

でも考えていかなくてはいけないのではと思います。 

野菜についてですが、愛知県は野菜の摂取量が全国一悪いということで、ご

存知だとは思いますが、長野県に比べると 100ｇ以上少なく、非常に低いで

す。原因はよくわかりませんが、色々な説があり、長野県は山国だから山菜

を食べるとか、愛知県は海が近いから海産物や畜産物を食べるのではないか。

豊かなので外食が多いのではないかなど色々な説があります。県でも野菜の

摂取量をとにかく上げなくてはいけないということですが、どうやって取り

組んでいいのかわからないので、この点を安城市の計画の中にも意識して取

り組んでいただきたいと思います。 

     食べ残しの 3010 運動というのは前半 30 分と後半 10 分は食べることに集中

するということですよね。自分もこのあたりのことはできているのかなとい

うことを感じるし、積極的にやらないといけないと思います。宴会でも安城

の食を出して、みんなに食べてもらうとか、一般的な家庭でも食べ残しがあ

ると思いますが、宴会などでは食べ残しが多いです。農業に携わるものとし

て非常に感じています。 

     具体的には言えませんが、もう少し工夫して農業の場面を食育に、安城の計

画の特徴として入れていただけるといいのかなと思います。 

 

●事務局 今回の食育推進計画の重点課題で若い世代の食育を全面に出しています。ア

ンケートからも少し読み取れると思います。一方で、高齢化時代が到来して

いることも明らかなので、そういう世代の対応も十分必要だと承知していま

す。そうすると全ての世代の対応が必要となってきますので、３次計画の特

色が少しぼやけるかなということあり、高齢者への対応については表現しき

れていない状況にあります。再度検討したいと思います。 

県レベルで啓発活動は進んでいますが、安城市においても各所で 3010 運動

もすでに展開しているので、３次計画での位置づけを契機に更に拡大してい

きたいと思います。「農」のある暮らしを楽しむという部分が安城市の食育
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計画の中の特徴だと思っています。それが上位計画である食料の基本計画に

おいても食育を重要視するということで相互に連携していきます。ここで農

との連携というと、専業農家というよりも農業を楽しむという、アグリライ

フ支援センターで展開している施策の中から食育につなげたいというとこ

ろです。アグリライフ支援センターで行っている講座を通して食育について

頑張っていきたいと思うので、もう少し安城らしさが出るようなことができ

るかどうか検討させてください。食育の現状について以上です。 

 

●古居委員 食というのは出てきた物を食べるだけが食育でもなんでもないと思ってい

ます。作るところから、「体験」というのを入れてもらったのはとてもいい

ことだと思います。体験をしながらものを作りながら、一緒に料理を作って

食べるまでが食育だと思いますので、そういう連携した作業をこれからもい

ろいろなところで展開できるといいなと思います。そうすれば生産者との交

流もできるし、食育を進めている団体も交流ができるので大いに増やしてい

ただきたいです。 

郷土料理の問題ですが、郷土料理を理解されていない部分があります。郷土

料理は歴史があります。安城市特有の家庭の味があるので、郷土料理プラス

おふくろの味（家庭料理）を推進して、身近に郷土を感じられるような料理

づくりと家庭の交わりができるといいなと思います。 

私自身、食の安全についても関心があります。自分で安心な農産物を作って

います。食の安全の勉強会を始めて、３年目になります。もう少し食の安全

がどういうものなのか、市民の方にもわかりやすいような普及活動があって

もいいのかなと思います。その辺でも勉強しながら皆さんに伝達できるよう

な機会を持ちたいと思っています。 

     作ったものを規格外で捨てるのが心苦しいので、給食で使ったり、産直施設

などで形は悪い安く売ったりしてロスを削減する、作ったものは絶対食べる

という方策をとっていかれるといいなと思います。食育講座を年間 40 回や

っており、農家からいただいた野菜を使った食育講座をやっているが費用が

安く済みます。食育推進団体がそういうものをもっと利用して食育につなげ

ていくことも必要です。 

 

●会長  ４点ほど、提案を含めて意見をいただきましたが、事務局の方で何かありま

すか。 

 

●事務局 いろいろな活動をされているので多くの意見をいただき、ありがとうござい

ます。単に食品、食育だけでなく、生産から消費、廃棄までトータルで考え
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ることの重要性は認識しているので、計画のどの部分でそれが言えるのか、

全体を通したもので市民に訴えることができないのか、もう少し吟味させて

いただきたいと思います。郷土料理について様々なグループで展開していた

だいているので、第３次計画につきましては少し体系を変更させていただい

て、食育を広めるという部分の中で伝統郷土料理の位置づけを引き続きさせ

ていただきます。食品の安全性について、最近も非常に残念な話がでてきて

います。これについては食育推進計画の中で改めて申すまでもないことです

ので、この計画の中でも可能な限り啓発を進めていきます。食品ロスの関係

は、随分前から言われていますが。残菜を出さないレシピは先人が作ってい

てくれて普及活動も各種やっていただいている中で、新規の取組みとして第

３次計画の中で特に重点的に普及啓発に取り組んでいきたいと思います。 

 

●会長  他にご意見ありませんか。 

 

●平井委員 ３次計画が体系的に絞り込まれてわかりやすくなっている印象です。重点を

絞り込まれていくというところは是非この方向でやっていただければと思

います。 

     小中学校の立場から、“「啓発から実践」をコンセプト”のところで、こうい

ったところが相当意識されているのかなという理解です。一つひとつ単発で

考えていった時に、どれも大事であり、どれも外すことができないというこ

とが考えられるところですが、学校ということだけで言うと、限られた時間

の中で全ての情報をただ与えるだけでは難しいです。啓発から実践というコ

ンセプトということですが、今、小学校、中学校の学習の仕方が大きく変わ

っていく時期を迎えていて、その１つの考え方として知識ということで言え

ば、それをいかに活用していくかという考え方が重点化されてくるかと思い

ます。その際に、体験的な活動やより実践的なということがこの計画の中に

謳われているかと思いますが、残念ながら授業の時間内にて体験的、実践的

なものを入れ込む時間はますます難しくなってきているのが現状です。それ

を切り抜けるための策として、同じことをやっているが意味づけ（目的）を

付加することによって、押し寿司を作るなど、食の部分でもあり、地域文化

を学ぶことでもあり、また、地域の方との触れ合いの場でもあります。同じ

１つの押し寿司ということでも総合的な学習、社会、生活科、色々なところ

とつながることができるものがまだまだたくさんあると思います。そういう

意味で、教職員にもこんな風につなげられるといいという事例みたいなもの

をご紹介いただけると、限られた時間、労力の中で効果を２倍３倍に上げる

ことが可能になってくる、そういった方策もあるのかなという印象を持ちま
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した。 

●事務局 安城市の計画の特徴として、全ての取組み施策に関して実施主体別に取組を

記載しています。全ての施策に関して、地域でやっていること、学校でやっ

ていただきたいこと、行政の役割、園児・児童・生徒に学んでいただきたい

ということで掲載しているのでそれは１つの特徴であります。ただ、学校の

授業の中でやることに限界があるので、意味づけが必要だと思います。まだ

不勉強なところがあり、効果的な展開方法について十分検討ができていない

部分があります。本日、示したのは素案ですが、計画案の中では随所に活動

事例を掲載したいと思っています。現在、安城市の食育推進登録団体 15 団

体が登録しており、年間を通して様々な活動をしていただいているので、そ

の一端でもいいのでみなさんに知ってもらうために掲載したいと思ってい

ます。その中から感じとっていただければ、ありがたいと思います。また、

個別で学校に提供できるようにしていきたいと思います。 

 

●鷹羽委員 先ほど食育推進団体の話がありましたが、その中に企業もありますが、メー

カー、会社、企業の広がりの可能性はあるのでしょうか。スーパーなどの協

力もあるといいのかなというイメージもあります。その辺りはいかがですか。 

 

●事務局 食育推進団体という形でお願いしたり、提携ということは現時点では特にま

だないですが、これから考えていきたいと思います。そういった形の連携で

はないですが、一つご紹介しますと、今回の計画の中で地産地消の推進のと

ころですが、自動車産業のある企業の食堂で地域の産物を献立に取り入れて

もらい、市内企業との連携というものを今年始めたばかりです。それをご承

知していただき、研究していきたいと思います。 

 

●会長  流通業界として何かあればお願いします。 

 

●藤田委員 私どもも食育に力を入れています。店としてはその一環として、先週の日曜

日には食品メーカーであるイチビキとコラボしてお客様を１回に 20 名位で

１日３回の形で２か月に一度ほど開催しています。中にはいただける粗品が

目的の方もいるかもしれませんが、そこで食物が体に与える影響や、逆に野

菜を摂らないとどうなるのか等、メーカーの協力をいただいて現状はやって

います。今後もそれは続けていくつもりです。私どもは公共ではありません

が、みなさんに来ていただける場なので、子どもから年配の方、いろいろな

業種の方もみえるので、それぞれの中で食育が広がっていくような努力はし

ていくつもりです。 
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（代理） 

 

●吉田委員 愛知県は野菜の摂取量がワースト１ということで、特に力を入れているのは

野菜を摂りましょう、バランスの良い食事をということでシニアから小中学

校までいろいろなプランに関わらせていただいています。一生懸命に啓発は

しているのですが、その活動が次にどのように変わってくるかというのはわ

からないところですが、頑張っています。 

 

●会長  私も朝、食パンと野菜をたくさん食べているが、食事をする前に丼一杯の野

菜を用意してくれるが、意識して食べていかないとそんなに摂れません。 

 

●黒柳委員 必要量は 350ｇ。愛知県は 240ｇしかとれていません。一人あたり 100ｇぐ

らい足りません。手のひらに山盛りのせる量が 70ｇなので５杯は必要にな

ります。それがスープや炒め物、おひたしなど何でもよいので、みなさんが

んばりましょう。 

 

●会長  医師の立場から何かありますか。 

 

●小野委員 私たちの立場から、生活習慣病を防ぐという意味でも必要なことでもあるし、

食事の最初に野菜を食べていただいて、その後、メインディッシュを食べて、

その後にご飯を食べるという食べ方の順番などを推進していますが、それが

本当にいいのかどうかというのはわからない部分もあります。その方が糖の

吸収を抑えて高血糖を防ぐことによって、糖尿病発病しにくくするというよ

うなことも言われています。野菜の食べ方、食事の食べ方、食べる量に関し

てはもう少しいろいろあるが、知識としては持っている方もたくさんいます

が、なかなかそれが実践できないという難しいところもあります。女性の進

出でお母さん方が仕事を持って外に出られているので、なかなか食事に手が

かけられないという現状もあるのかなと思います。いかに簡単に野菜をたく

さん食べられるかということ、レシピなども広めていただけると良いと思い

ます。小学校、中学校のこれからの世代の子どもたちが小さい頃から 3食食

べるという習慣をつけておくということが大人になってもその感覚がつい

てくると思います。学校医をしていますが、朝食の調査や給食での取組みを

みていて、そういうことを啓発すると子どもたちがそれに反応して頑張って

くれていたりするので、教育現場での普及が大事だと思います。 

 

●清水委員 幼稚園の立場からひとこと申し上げます。しっかり 3食食べていくことが大

事ということでしたが、今回の第 3次計画で若い方の食育に集中にして計画
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（代理） 

を立てているのは素晴らしいことだと思います。今回、早寝早起き朝ごはん

運動ということが載っていますが、現在、共働きがほとんどとなっています。

その中で、お母さんたちが仕事に出る前に子どもたちに食べさせて、慌ただ

しく園へ子どもを送って仕事に出ていくことが普通となっています。20代、

30 代のお母さんたちはお子さんが生まれる前までは仕事をバリバリやりな

がら、自分でそれなりにご飯を食べて時間のやりくりもできていました。し

かし、子どもができたことで子どもの食事をどうするかということについて、

個人が手探りでやっています。どうやりくりするのか、どういうものを食べ

させたらいいのかということをとても悩んでいると感じています。その中で

スーパーやコンビニの惣菜などは手軽なのでつい食べさせてしまう。そうす

るとコロッケや揚げ物、サンドイッチなどが多くなってしまう。野菜をたく

さん食べるということがなかなか難しいです。若いお母さんたちがギリギリ

の中で悩んでいるということを感じます。若い方々に焦点をあてて食育をや

っていくという中で、お子さんを初めて持つ若いお母さんたちの悩みに少し

焦点をあてていただけると小さい頃からの 3 食しっかり食べるということ

につながるし、お母さんたちの啓発にもつながるのではないかと思います。 

 

●事務局 今回、食育を広めるという中で、若い世代の食育推進の新規として掲げたの

は委員のご指摘のとおりです。もう少し下の世代の大学生などと一緒に何か

やることで若い学生たちに普及啓発はできないかということを念頭に置い

たのですが、その意図はやがて母に父になるという方々ですので、そういっ

た人たちに知ってもらえばそれがいずれ家庭生活における食生活などにつ

ながるだろうという意図なので、どういった取組みが効果的なのかご助言い

ただきながら具体的な取組みを一つひとつ考えていきたいと思っています。

学校現場の力もお借りする機会もあるかもしれません。 

 

●榊原委員 今のお話ですが、親子体験ということで地産地消に絡んだ食育をやってきま

した。今の話を聞くと、働いているお母さんがいかにてっとり早く、安心安

全でおいしいものをという手法の中で、朝に具だくさんのお味噌汁を食べる

ことによってかなり家族全体の野菜の摂取量が増えるのかなと思います。１

週間分の朝の味噌汁の具を事前に作るという手法があります。そういうこと

をいま働いているお母さんを対象に、年に１度くらいは講習をやってみたい

と思います。 

 

●吉田委員 若いお母さんが悩んでいるということで、ある千葉県の町で妊婦さんは必ず

母子手帳公布で保健センターに来るので妊婦さんを対象に、丁寧に栄養の話
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も今後の子育ての悩みも聞いていて、そこでしっかりと食事のバランスの話

などを教育しておくことでその後が変わっていったという話を聞いたこと

があります。実際に離乳食の指導現場でも味噌汁は食べてほしいと思います

が、味噌汁は取り分ける味噌汁を作っていない方ばかりという現状がありま

す。朝は作るのが難しいので、前の日に作るなど妊婦さんをキーワードにや

っていくのもよいのではないかと思います。朝に作るという作業を捨てるの

もありなのかなと思いました。 

     おうちごはんの日の普及ということですが、愛知県職員はワークライフバラ

ンスの観点から水曜日がノー残業デー、19 日もはぐみんデーということで

ノー残業デーとなっています。物理的に早く帰らないと家でご飯を食べると

いうことが不可能なので、市役所や各種団体にも働きかけて、ワークライフ

バランスとして市民の方が早く帰れる日になるよう一工夫もできればいい

のかなと思いました。 

 

●黒柳委員 ４年前ぐらいに、愛知学泉大学の管理栄養士専攻の学生とコラボで朝食のレ

シピを作ったことがあります。朝食づくりに時間がかかり、作るのが大変だ

から食べないという悪循環です。スピードで簡単にできるワンプレートメニ

ューの朝ごはんを 36 種類開発しました。そのメニューを商工会議所にスポ

ンサーになって貰って冊子を作ってもらいました。なぜ商工会議所になって

もらったかは、働いている親御さんが朝食を食べないから仕事がはかどらな

いという悪循環になるからということです。色んなところに訪問して啓発を

していきました。こういう活動というのはコツコツなんです。一度やったか

らといって全部に広まる訳ではない。味噌汁もそうですが、保健所の方がお

っしゃったようにおにぎりの具も夜作っておきましょうというのがありま

す。コツコツとやっていますがなかなか浸透しません。でも大事なとこなの

で続けて行きたいと思います。 

 

●委員長 たくさんのご意見いただきました。第３次安城市食育推進計画素案につきま

しては本日いただきましたご意見を元に再度、事務局に内容を検討してもら

い、次回の第３次安城市食育推進計画案を提示していきたいと思います。 

 

 

３ その他 

●事務局 全体を通しまして、何かご意見ご質問等ありましたらご発言お願いします。 

 

●甲田委員 資料の２８ページまででいくと、食育推進体制の確立まででライフステージ
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別の取組みはこれからということですよね。そこで若い世代や高齢者の取組

みのなどステージ別の問題点がありますが、そこで深くふれていくことがで

きたらいいのかなと感じました。間違いなくステージ別で問題点は変わって

いるし、つながっていることもありますが、お母さんたちの悩みも昔とは違

っていると思います。アレルギーの問題や仕事をはじめた人たちに関しては

実際には残業もあり、ひとり暮らしの人もいて、食材を手に入れる環境がな

い状況もあるので、そういう点も地域でできるようなことがあがっていけば、

施策がよくなっていくのではないかと思います。 

 

●事務局 他にはよろしいでしょうか。 

 

●古居委員 先ほどから出ている若いお母さん、子どもということですが、食育講座をや

らせていただいていますが、９割は若い親子が教室に来てくれます。食べる

ことへの関心はとてもあるのだと痛感しています。減塩や低カロリーで簡単

にできる料理を教えています。若いお母さんたちの関心が強いということが

あるので、もっと広めていきたいと思います。やはり授業の中でやるのは難

しいとは思うが、指導する側で工夫すれば、学校の授業時間の中でもやれる

ので、学校の方も行きたいと思います。以前は高校生が多かったが、昨年か

ら大学生との連携もあるのでそれも引き続きやっていきたい。栄養バランス

ガイドが難しいので、もう少し簡単なチェックシートの作成をしていきたい

のでご協力をお願いします。また、食育講座の報告書の中に参加者何人とい

う欄がありますが、何歳の人が何人参加したのかということ、どういう人が

興味を持って参加してくれたのかを記入するといいと思います。食育講座の

中のどういう講座がプラスになったのか、もう少し詳しく報告できるような

形にしてほしいと思います。 

 

●事務局 他にはよろしいでしょうか。 

 

●事務局 本年度は 4回開催する予定です。第 3回は 11月 6日午前 10時の開催となり

ます。これを持ちまして、第 2回安城市食育推進会議を終了させていただき

ます。 

 


