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平成 30年度 安城市食育推進会議 議事録 

日時：平成 30年６月１8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    

市民公募                             浅田 奈津子 

安城市社会福祉協議会 事務局長                  岩瀬 康二 

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

衣浦東部保健所管内栄養士会 会長                 落合 典子 

安城市食育健康づくりの会 会長                  黒柳 厚子 

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

ＪＡあいち中央 代表理事専務                   杉山 厚  

市民公募                             成瀬 早苗 

市民公募                             原田 英雄 

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 

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

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

安城市子育て健康部長                       鈴村 公伸 

安城市教育振興部長                        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 母親委員長             中川 恵理 

名古屋文理大学 健康生活学部 教授                中村 麻理 

第二慈恵幼稚園 園長                       山田 美奈子 
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■議題内容 

（１）平成 29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結果と総括について 

（３）第３次安城市食育推進計画について 

 

●事務局 ただ今から、安城市食育推進会議を始めさせていただきます。 

     会議に先立ちまして、今回委員の改選により委員となられた皆様へ市長が委

嘱状の交付を行うのが本来でありますが、他公務の都合上副市長より交付を

させていただきます。時間の都合もありますので代表して安城市食育健康づ

くりの会会長黒柳厚子様へ交付させていただきます。 

●副市長から黒柳様へ委嘱状の交付 

●事務局 委員の皆様には机上にお配りさせていただきましたのでご確認ください。 

     それでは、ただいまより安城市食育推進会議を開会いたします。 

     会議の開催にあたり副市長よりごあいさつ申し上げます。 

●副市長 「平成３０年度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。 

本日は誠にお忙しいところ会議にご出席いただきありがとうございます。 

また、日頃は本市の農業行政にご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げ

ます。さて、５月末に農林水産省が公表いたしました、平成２９年度食育白

書によれば、国における食育推進施策は、課題はあるものの、少しずつ着実

にすすんでいるとのことでありました。本市におきましても、昨年度第３次

食育推進計画を策定し、本日ご参集の委員の皆様にも多大なご尽力を賜りま

したこと改めてお礼申し上げます。引き続き第３次計画の推進にご協力いた

だきますようお願い申し上げます。また、昨年度まで私が会長として会議を

進めてまいりましたが、委員の改選もあり、今回から委員を辞退させていた

だきたいと存じます。関係機関などから選ばれた委員の皆様からの活発なご

意見をいただきより有意義な会議にしてまいりたいと考えております。委員

には市職員として関係する部長も出席しておりますので、忌憚のないご意見

をお聞かせください。最後になりますが、市民の皆様がそれぞれライフステ

ージに応じた食育に取り組んでいただくことで、食育を推進していくことが

できますよう、委員の皆様の活発な審議をお願い申し上げ、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。 

     次第一枚めくっていただきまして委員名簿をご覧ください。 

本日ご欠席の委員でございますが、番号８番安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議
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会母親委員の中川委員、番号９番名古屋文理大学健康生活学部教授の中村委

員、番号１６番第二慈恵幼稚園長の山田委員より欠席の連絡をいただいてお

ります。また、愛知県農業改良普及課長堀田委員より代理出席の連絡をいた

だき、代理の大西課長補佐がご出席いただいております。 

議題に入ります前に事務局から会長職についてご説明をさせていただきま

す。先ほど副市長の挨拶にもありましたが、昨年度までは副市長が会長とし

て会議を進めさせていただきました。今年度は計画の進捗管理となることと、

委員の皆様の相互理解を図るため委員の互選によって選ぶと要綱を改正さ

せていただきました。事務局推薦ではありますが、会長職に関しましては第

３次計画策定に多大なるご尽力いただきました、安城市食育健康づくりの会

会長の黒柳様へお願いをしてまいりたいと思いますが、皆様いかがでしょう

か。 

●委員一同 異議なし（拍手） 

●事務局 それでは、黒柳会長席の移動をお願いいたします。 

会長席移動～ 

●事務局 それでは黒柳会長からごあいさつお願いいたします。 

●会長  ただいま会長職を拝命しました、黒柳でございます。なにぶん不慣れでござ

いますので、議事の進行等拙い部分があると思いますがよろしくお願いしま

す。食育と一言で申しましても幅広い分野があり、食事はもちろんのこと、

地産地消や健康、環境など様々であります。本日ご参集の委員の皆様におか

れましては各方面、それぞれの分野でご活躍されておりますので、活発なご

意見をいただくとともに、会議の円滑な進行にご協力賜りますようよろしく

お願いいたします。 

●事務局 ありがとうございました。 

     また、会長職代理については会長からの指名することとなっておりますので、

指名をお願いします。 

●会長  本会議の設置要綱第４条第３項により会長職務代理に榊原委員を指名しま

す。よろしくお願いいたします。 

●委員一同 承認拍手 

●事務局 ありがとうございました。ここでお知らせさせていただきます。副市長にお

きましては他公務がありますので、ここで退席させていただきます。 

副市長退席～ 

●事務局 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、黒柳会長に議長をお願いいたします。 

●議長  それでは、「（１）平成２９年度食育に関する取組について」を議題といたし
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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２９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。 

●議長  それではご質問も無いようですので、「平成２９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結果と総括について」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～ 

●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。 

●産業振興部長 今資料２に基づいてそれぞれの指標についてご説明いただきました。 

欠食割合について小中学校では定期的に調査されていますが、高校生につい

てはなかなかデータがとりにくい、目標値の１パーセントを超えたからとい

ってはっきり区分けができないのかと思います。一つのトレンドとしてとら

えていただければと思います。そこで、議題が第２次計画の結果と総括とい

うことでありますので、事務局として総括して１００点満点中自己採点で安

城市がどのように考えているのか、１００点に満たない点はこんなところが

足りなかったということを、新しい委員もみえるので説明をいただければと

思います。 

●事務局 ご質問いただきました。事務局としての評価ということですが、特に点数で

１００点満点中何点ということは決めかねるところではありますが、〇の数、

×の数、△の数、×が３点、△は及第点というところですが、総括して考え

ると７５点、８０点いただいてもいいのではないかと考えております。先ほ

ど申し上げたとおり、及第点、未達成だった項目は第３次計画でも今後成果

をだしていくと心がけてまいりたいと思いますのでご理解、ご協力お願いい

たします。 

●議長  期待したいところですね。ほかにご意見ご質問ございませんか。 

●成瀬委員 〇がたくさんありますが、最初の年からこの結果までどのような取り組みが結

果に表れているのか教えていただきたい。食育推進団体がたくさんできている

結果かなと思いましたけど、いかがでしょうか。 

●事務局 はい。お答えさせていただきます。確かに成瀬からご発言のあったとおり、食

育推進団体が今１５団体あり、実際に活動いただいていますが、その中の取組

が大きかったと思います。各公民館講座で活動たり、親子での料理教室など講

座の部分が市民に浸透してきた結果が表れていると考えています。また同時に

行政側ですが、関係各課による様々な取組も実施されていますので、そういっ

た部分で数字に表れてきているのではないかと考えます。以上です。 
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●議長  本日ご出席いただいた委員の方にも食育団体に参加されている方もいると思い

ます。その方々の協力でとのことですね。それでは他にご意見、ご質問ありま

すでしょうか。 

●浅田委員 初めて会議にださせていただいて、今説明を受けまして一番思ったことは、食

べ残しをしない、食品ロスをださないということは指標になっているのですが、

食事のマナーということも食育に入ると思うんですが、私たちが取り組んでい

る中で、例えば箸の持ち方とか、配膳の仕方、を教える場所が減っているので

はないか、親も意識している方が非常に少ないのではないかと、いろんな場面

で思うことがあります。私は食のマナーについても大切ではないかと思います。

第３次の計画でマナー的なことがどこか指標になっているのでしょうか。 

●事務局 はい。お答えさせていただきます。浅田委員のご意見がありましたお膳立て、

食のマナーに関して、教える機会や教わる機会が少ないかとは感じております。

第３次の計画１８ページご覧いただきますと、食を大切にするという基本方針

のなかで、食を通じた交流の促進の①としておうちでごはんの日の普及とあり

ますが、こちらの中の取組で食事のマナーを伝えるいい機会となるということ

を実施方針として提示していますので、ここに当てはまるのかと考えておりま

す。 

●浅田委員 ありがとうございます。そうするとやはり、食育推進団体で力を入れていくと

いうことがいいのでしょうか。 

●事務局 補足させていただきます。第３次計画３３ページをご覧ください。こちらに各

種関係機関の連携という図があります。先ほども浅田委員が言われましたとお

り、行政だけでは取組を進めていくということはできません。団体、家庭、学

校、保育園、幼稚園にもご協力をいただきながら食事のマナー、食育について

広めていけたらと考えております。 

●議長  規則正しい食習慣を身に着けるという言葉も出ましたが、私の団体も調理実習

を行うと、食事の挨拶や片付けのことなど指導しています。また給食センター

の栄養士が学校を訪問して箸の使い方などのマナーを指導してくれたりしてい

ますので、取り組みは各団体していただいているのだということだと思います。

他にご質問はありますでしょうか。 

●榊原委員 一つの事例としまして、ＪＡ祭りで子供に箸使いを教えています。イベント会

場で箸を上手に使うとお豆がちゃんと持てるんだよということを伝えておりま

す。そういった取り組みもしています。 

●議長  ありがとうございます。他にご意見ご質問ありますでしょうか。では意見も出

尽くしたようですので、第２次食育推進計画指標の結果と総括について了承す

ることにご異議ございませんか。 

●委員一同 異議なし 
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●議長  異議なしと認められました。よって本案は了承されました。次に（３）第３次

食育推進計画について事務局より説明お願いいたします。 

事務局説明～ 

●議長  ただいま説明がありました、第３次食育推進計画についてご意見、ご質問が

ありましたらご発言お願いいたします。 

●榊原委員 質問ではないですが、今パワーポイントで説明いただきまして、わかりやす

かったのですが、本編も配られておりますので本編のどのページに当たるか

を教えていただけるとありがたいです。 

●議長  ありがとうございます。他にございませんか。 

それでは、他にないようですので、「第３次食育推進計画について」了承す

ることとしてよろしいでしょうか。 

●委員一同 異議なし。 

●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。 

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。 

●杉山委員 ＪＡ代表理事専務の杉山でございます。この場をお借りして日頃のお礼をさせ

ていただきます。ＪＡは農業者、各関係団体の皆様の支えによって業務を行っ

ております。農業に関するご理解をいただいて、様々な取り組みをしていただ

いていることをこの場をお借りしてお礼申し上げます。大変ありがとうござい

ます。今後も組織として色々な活動をしてまいりますが、やはり地元の方のご

協力を賜りながら、活動させていただきますので、皆様にもいろんな形でご協

力いただくかと存じます。一緒になってこの安城市の食育について協力してい

けたらと考えております。今後ともよろしくお願いします。 

●議長  ありがとうございました。他にございませんか。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。委員の皆様、本当に今日はありがとうござい

ました。 

●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、

事務局より連絡いたします。事前に送付しております、本会議の報酬に関し

ての書類ですが、会議終了後事務局までご提出お願いします。また、本日ご

提出できない場合も事務局までご連絡ください。それでは、これをもちまし

て平成３０年度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。 

 


