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平成２９年度 第３回 安城市食育推進会議 議事録 

日時：平成 29年 11月 6日（月）   

午前 10時 00分から午前 11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                  杉山 厚 

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

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

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

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 

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 塩之谷課長） 吉田 宏 

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 

 

■オブザーバー 

名古屋文理大学 教授                      中村 麻理 

 

■欠席者 

 

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

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 

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

●会長  おはようございます。本日は、大変お忙しいところ、平成２９年度 第３回

「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。 

     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。 

     さて、１０月には２つの台風が襲来して秋雨前線を刺激し、豪雨に見舞われ

ました。このため、日照不足や台風による農産物への被害が例年になく大き

く、生産者の方も大変苦労していると聞いています。近年、天候の不安定さ

が増し、生産管理が難しくなる一方で、消費者からは安全で安心な農産物へ

の関心が一層高まっております。市では地産地消を進める中で、「安全・安

心・安城産」を積極的にＰＲしてまいりたいと考えております。 

さて、９月に開催いたしました第２回食育推進会議において、「第３次安城

市食育推進計画」の素案につきましてご審議いただきました。本日は、前回

の審議内容を反映した計画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 ありがとうございました。本日ご欠席の委員は安藤明美委員、岡田初夫委員、

小野真奈美委員、清水浩樹委員です。吉田宏委員につきましては代理で健康

支援課長の塩之谷様にご出席いただいております。今回の議長は設置要綱第

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）食育推進計画作成部会（ワークショップ）の結果について 

（２）第３次安城市食育推進計画案について（資料１、２） 

（３）パブリックコメントの実施について（資料３） 

 

●会長  それでは、「（１）食育推進計画作成部会（ワークショップ）の結果について」

を議題といたします。 

このワークショップの進行役を務めていただきました名古屋文理大学中村

教授より説明をお願いします。 

 

●中村教授 ～説明～ 

      

●神谷委員 いきなり水を指すようなことをいいますが、３０年後安城市の農業が現在よ

り進行しているかどうかというと疑問が生まれます。太平洋ベルト地帯に人
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口が集中している原因は、産業があり働き手が全国から集中している。その

結果、農地を宅地に転用し、農地が減っていくだろうという予想がある。そ

こで農業振興をするとなると難しい。安城市は農地の宅地・転用は歯止めが

かかっているので、農業にとっては良い事ですが、結果として地価の高騰を

招いています。安城市は農業・商業・工業のバランスの取れた都市を目指し

ていかないといけないと思います。単純に農業振興と言えない部分だと思い

ます。農業と宅地の転用、工業人口の問題は未来の話ですので、夢を語って

いただくといいかなと思います。 

 

●会長  産業振興部長は商工部門と農業部門と所管しているので、一番理解している

と思いますが、部長からこの意見に対して何かありますか。 

 

●荻須委員 農地を守るのか、工業団地をつくるのか、両面からいつも責められる立場で

申し上げますが、いま少しお話がありましたが、バランスに尽きると思いま

す。安城市が都市経営として行き詰まってもいけない、かといって、今後、

まちが発展することは人口が減少することからして、市街地が広がっていく

ことは考えにくいのかなと思います。その中で農地が増えることはありえな

い。農地転用の規制があるので、地価が上がり、岡崎・西尾などの近隣市に

転出していく。 

地価を下げるために農地を宅地に変えても、人口の見通しからするとコンパ

クトシティ化し便利なところに引っ越す人が多い。今後農地の転用がなくな

っていくのではと思います。30年後は工場で野菜が作られる時代になるかも

しれないので、見通しは難しいです。 

 

●会長  安城市の発展を考えると、農業も工業も発展してほしいと思います。安城市

は健やかで幸せなまちづくりを進めているが、健康・経済・環境を集約する

と、バランスをいかに良くするかが大切です。 

 

●会長  他にご質問、ご意見いかがでしょうか。 

 

●古居委員 どんな社会、どんな環境、どんな安城になればいいかと考えた時に循環型社

会になればいいと思います。お金以外の豊かさを求めながら、安城は農業で

食べていけばいいとも思います。お金を儲けなくても、生きていく糧ができ

るのではと思っています。今までは食品ロス等の取組をしていましたが、今

年からは循環型社会の取組を行っています。自分たちが生きて行くための循

環型の生活を提案ができるといいなと思います。自己満足で終わることなく、
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子供も孫も満足できる社会になって欲しいです。貧しくても心豊かな生活を

目指していきたいと思います。 

 

●会長  ＪＡさんからコメント頂ければと思います。 

 

●杉山委員 これまで食の取組では話を聞いたり、地域での農業体験が主でしたが、生活

と一体となった市の食育部門からのノー残業デー等のソフト面でのご提案

があったことは目から鱗でした。貴重なご提言ということで、農業生産者組

織として参考にし、みなさんと一緒に取り組んでいければと思います。そん

な中で、農業後継者の育成ができてない現状があります。安城だけでなく、

刈谷、碧南、高浜、知立含めて年間 10人から 15人くらいの後継者がでてき

ていますが、いかに後継者を作っていくかが大きな課題にもなっております。

生産者団体として後継者の育成について、使命感をもっています。今後も皆

さんのご意見を賜り、振興をはかって参りたいと思います。 

 

●会長  ワークショップ全体で、ご質問ご意見ございませんか。特に無いようですの

で、ワークショップの結果につきましては以上の報告とさせていただきます。 

 

 

（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  只今説明のありました、第３次安城市食育推進計画案についてご意見ご質問

がございましたら発言をお願いします。 

 

●甲田委員 ワークショップの内容からは農業を進めていくイメージが大きく、栄養士の

立場としては、健康面を出していただきたいなと思いました。４０頁のライ

フステージ別の取組ということでポイントになる言葉を盛り込んでほしい。

例えば、壮年・中年期の内容で健康面で生活習慣病という言葉が出てくるの

ですが、メタボリックシンドロームや高齢期であれば、フレイル、ロコモテ

ィブシンドロームなどが認知されています。健康面ではポイントになる言葉

でして、取組を記載するにあたって、キーワードになる言葉を入れたほうが、

それに向かって活動していく意識になるかなと思います。そういう言葉を

色々なところにはめ込んで言ってほしいなと思います。 
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●会長  甲田委員から指摘のあった健康面のキーワードについて事務局はどう対応

していくのか返答願います。 

 

●事務局 健康部門の計画で健康日本 21 安城計画がありますので、整合性を取りなが

ら、ライフステージ別の取組のところに取り入れていきたいと思います。 

 

●黒柳委員 健康部門で意見しますと、平均寿命が延びるのは大事なことだけど、健康寿

命を延ばすことをキーワードに入れて欲しいと思いました。夢で終わらない

ようにしていただきたいです。 

 

●会長  ご指摘がありましたので、黒柳委員の趣旨に基づいたものを修正していただ

くということでお願いします。他にいかがですか。 

 

●榊原委員 私もワークショップに参加していたうちの１人です。その言葉は大事なこと

だったと感じました。５回開催の中でみなさんと審議していくうちに、最終

的にはそこを目指していくものだと皆さんの中で思われていたと思います

ので、素晴らしい指摘をしていただき、参加者として感想を述べさせて頂き

ました。 

 

●委員長 ありがとうございます。 

 

●古居委員 今のステージの別の取組ですが、私も年間 40 回ぐらい食育講座をやってい

ます。小さい子供から 88 歳まで参加しています。私の講座は難しい料理が

なく、簡単で楽しく、栄養的にもバランスもあっていいとお褒めをいただい

ました。また一人暮らしの老人で参加される方もいますが、43 頁の交流と

いうところで高齢者が引きこもらないことを計画書の中で書いて頂けると

助かります。高齢者が毎日食を楽しみ、生きていくプラスになるので、交流

を入れて頂けると嬉しいです。 

 

●甲田委員 14頁のレシピ・献立の広報活動で、行政が朝食レシピの周知活動とあるが、

朝食に限らなくていいと思います。調理能力が最終的にはバランスよくとれ

ることにつながると思いますので、調理能力をつける文言がどこかに合って

もいいかなと思います。調理して自立していく力がキーワードになるかなと

思います。 

 

●会長 古居委員、甲田委員からご指摘の件で事務局何かありますか。 
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●事務局 42 頁の少年・青年期の食を大切にするところですが、指摘いただいた調理

技術の面で自立した生活を送るまでに、基本的な調理技術を身につけるとい

うところが入っているのでここでカバーできるかなと思います。14 頁の②

のレシピ・献立の広報活動について、朝食に限らず簡単にできるレシピとし

て大きく捉えて、修正したいと思います。 

 

●甲田委員 特定保健指導をしている時に、独身者は特に野菜を買うにしても、まるごと

買えないという人が多い。調理能力も大事ですが、簡単に使い切れる状況で

あることも必要で、夜遅いとスーパーがしまっていて、惣菜しかないという

話があります。野菜が少量でも簡単に買える場所が増えればいいかなと思っ

ています。売り手側の工夫等も安城から発信できればと思います。 

 

●会長  藤田委員、何かありますか。 

 

●藤田委員 いまのご意見ですが、１人用の炒めものセットや煮物セットであったり、カ

レーセットなどの需要が上がっています。肉等も簡単に加熱調理するだけの

肉惣菜の購入率がいい状態です。ただ、夜中でも買うということになります

と、営利追求と背中合わせになり、どこまで対応できるか疑問に思いました。

また、昨今栄養補給できるサプリなども普及していますので色々な面で対応

できるお店を作りあげていければ理想的だと思います。人それぞれ異なる豊

かな生活がありますが、今日のお話のなかでバランスという話が出ています

ので、実現できたらと思います。 

 

●鷹羽委員 ワークショップでせっかくいいご意見が出ていますので、計画の中に入れて

頂ければいいなと思いました。農業に関しては市民の方の理解が高いので、

行政がバランスよくやるためにも市民の声が大切だと思います。食育計画の

中で農業を位置づけて頂けるということは、30 年後も安城の農業は明るい

と思います。 

 

●会長  それでは意見も出尽くしたようですので質疑を終了いたします。本日のご指

摘やご意見を反映させた修正等については事務局に一任させていただきた

いと思います。第３次安城市食育推進計画案についてご了承していただける

ということで異議ありませんか。 

 

●会長  本議題については了承ということにさせていただきます。続きまして議題
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（３）のパブリックコメントの実施について議題とします。 

 

（３）パブリックコメントの実施について（資料３） 

●事務局 ～説明～ 

 

●会長  パブリックコメントについて質問、意見があればお願いします。 

 

●神谷委員 社協からパブコメを出してもいいですか。 

 

●事務局 はい。 

 

●会長  他に無いようですので、パブリックコメントの実施方法についてはこの形で

進めるということで異議ありませんか。議題につきましては以上になります。

皆様ご協力ありがとうございます。 

 

３ その他 

農務課から市制施行 65周年事業 安城マルシェ in アンフォーレの告知 

 

第 4回の食育推進会議は来年２月 19日（月）午後 1時 30分より開催いたし

ます。お忙しい中ではありますが、ご予定いただきますようお願いいたしま

す。 

 

 


