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平成 29年度 第４回 安城市食育推進会議 議事録 

 

日時：平成 30年２月 19日（月）   

午後 1時 30分から午後 2時 40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：常務理事 永坂 克之)  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 

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：安城保健分室 小野田敏明) 吉田  

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  

 

■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 

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 

  

宏 
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１ 挨拶 

●会長  皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、平成 29 年度４回の安城市食育

推進会議にご出席賜りまして誠にありがとうございます。また、日頃は、本

市の農業行政に格別なご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、今月９日に開幕した平昌オリンピックも後半戦に入りましたが、一昨

日、昨日の羽生選手、小平選手の活躍は特に素晴らしいものがありました。

選手の活躍もさることながら、選手村での食事も話題となっています。日本

オリンピック委員会と味の素は、日本選手団に和食を提供する拠点を設置し

ました。ご飯や豚汁など食べ慣れた味を食すことにより、ストレスの解消や

リラックス効果があるとされ、選手に大変好評を得ているようです。選手の

皆さんが栄養価の高い安全な食事を摂り、競技に集中され、さらなる良い結

果が出ることを期待しております。 

さて、今年度は本会議にて第３次安城市食育推進計画案について、ご検討い

ただきました。本日は、計画最終案につきまして、パブリックコメントの実

施結果を踏まえ、ご審議をいただきたいと考えております。よろしくお願い

いたします。以上、簡単ではございますが、開会にあたってのあいさつとさ

せていただきます。 

 

●事務局 ありがとうございました。本日ご欠席の委員ですが、安藤 明美委員、神谷 

明文委員、鷹羽 靖夫委員、清水 浩樹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 厚委員については代理で永坂様、吉田 宏委員に

ついては代理で小野田様にご出席いただいております。小野 真奈美委員は

少し遅れていますが、出席される予定です。 

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に

なっておりますので、浜田会長に議長をお願い致します。 

 

●会長  では、議題（１）パブリックコメントの実施結果について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

 

２ 議題 

（１）パブリックコメントの実施結果について（資料１、３） 

（２）第３次安城市食育推進計画最終案について（資料２、３） 

（３）その他 

 

 （１）パブリックコメントの実施結果について（資料１、３） 
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●事務局説明～ 

 

●会長  ただいま説明がありましたパブリックコメントの実施結果について、ご意見

ご質問がありましたらお願いします。 

 

●榊原委員 現在、安城市で子ども食堂はどれぐらい開催されているのでしょうか。子ど

も食堂と言わなくても、それに似たようなものが地域においてはあると思う

のですが。 

 

●事務局 ２つあると把握しております。市内の餃子専門店が開催しているふれあい食

堂と福祉部門でＮＰＯ法人が開催しているものがあります。 

 

●榊原委員 子ども食堂とまではいかないですが、町内会や夏休みに親御さんがお仕事に

行って見える間にお預かりして、ボランティアでやっているところもありま

す。そういう地域の協力があれば、これから少しずつでも広がっていくかな

と思いました。 

 

●会長  ありがとうございます。他にご意見ご質問はございますか。 

 

●古居委員 私が関わらせていただいている生協の団体で、名古屋の方なのですが、勉強

も食事もできないという深刻な状況の子どもが多いということで、子ども食

堂を開催しました。子ども食堂にご飯を食べに来るだけでなく、勉強を教え

ながら食事をするのですが、結局それだけで本当にいいのかと感じました。

みんなでご飯を一緒に食べて交流ができるので、孤食にはならない、それを

安城市で開催してはどうかと相談したんですけど、どう運営するのか、どう

いった人を対象にするのか、本当にそれがいいのかというところで問題とな

ったのは、食べに来るだけでは何もならないということです。開催して、そ

れがいい方向になるならいいのですが。 

全部こちらで作って食べてもらうだけでなく、一緒に料理をして食べてもら

うようにしてはどうでしょうか。子ども食堂についても自分が踏み出せない

状況なので、どのようにしていったらよいのか。やることに対しては反対で

はないですが、市の方で実践を踏まえながらいい方向へ向かっていくような

形にしていただきたいと思います。 

 

●会長  ありがとうございます。 
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●鈴村委員 子ども食堂は子育て支援の部分もありますが、貧困で食事をとれない子ども

たちがいてはいけないということで、動きつつあります。一つはＮＰＯ法人

が１ヶ月に１回子ども食堂を開いています。料金がかかりますが、金額は未

設定です。これをどういう形で行政が支援していくかという方向性は決まっ

ておりません。やみくもに提供する場所だけをつくると家庭から離れていく

子が出てくると思います。まだ名古屋ほど深刻な状況にはなっていないと思

いますが、そういった問題はいずれ発生してくる可能性はありますので、動

向を見ながら検討していきたいと思います。 

 

●事務局 今回のパブリックコメントに対して、市の考え方のところで国の動向につい

て触れています。農林水産省でも食育推進計画評価委員会の中で、食育の観

点においても、子ども食堂は第３の居場所になると議論されています。ただ、

一方で、運営費の問題や栄養バランスの課題等も有識者の会議の中で審議さ

れているようですので、貧困対策の側面もありますが、食育や共食の機会を

作るという側面からも国や県の動きを見ながら、市として考えていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

●荻須委員 パブリックコメントから子ども食堂という言葉を計画の中で位置づけると

いうことですので、厚生労働省がいう貧困対策なのか、食育の子ども食堂な

のか。この会議の中で明確にして、計画に入れるのであれば入れるというこ

とで、どういうスタンスで入れるのか説明をお願いします。共通認識があっ

た方が良いと思いますので。 

 

●事務局 孤食対策のための共食を広げるということで考えております。 

 

●荻須委員 貧困対策のためではないということで、コラムも掲載されているという理解

でよろしいでしょうか。 

 

●事務局 そうです。 

 

●会長  他にご意見ございますか。では、ご意見も出尽くしたようですので、パブリ

ックコメントについては、このように結果を公表するということでよろしく

お願いいたします。 

続きまして、（２）第３次安城市食育推進計画最終案について、事務局の説

明をお願い致します。 
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（２）第３次安城市食育推進計画最終案について（資料２、３） 

 

●事務局説明～ 

 

●会長  ただいま説明がありました計画書の最終案についてご意見ご質問がござい

ましたらお願い致します。 

 

●甲田委員 42～43 頁のライフステージ別の主な取組についてのところです。乳幼児期

の「歯を磨く習慣を身につける」についてですが、これに関しては各年代全

てに必要なものではないかと思いますが、いかがでしょうか。それから、65

歳以上の高齢期のところに健康管理について書かれています。定期的にかか

りつけ医に受診をするということは、持病がある場合の受診であって、その

他は病院に行ってどうこうするということがあまり記入されていない。むし

ろ、健康意識を高めるためには健康診断を受けることが大切だと思います。

会社に勤めている方は、基本的に健診を受けていますが、非正規で働いてい

る方や仕事をやめたり、リタイアされた高齢者が健診をどれくらい受けてい

るのか疑問に思っています。「健診を受けて健康管理をしましょう」と言葉

を入れることによって、若い世代から高齢者までデータヘルスで自分の問題

点を見つけることが健康管理だと思います。それから、少年青年期で「正し

く食を選択する力を身につける」という言葉がありますが、45 頁にあるア

ンケート結果のグラフで「調理を体験する」が大切であると結果が出ている

ことなので、ここにも「調理をする」という言葉を入れることで、調理能力

の向上につながると思いますが、いかがでしょうか。 

 

●会長  ありがとうございました。ただいま３つのご意見がございましたが、いかが

でしょうか。事務局はどう考えていますか。 

 

●事務局 まず、歯を磨く習慣を身につけることについては、各年代で取り組むべきこ

とだと思いますが、乳幼児期に身につけたものがそのまま継続してやってい

くという考え方でそれ以降は入れておりません。高齢期の健診については、

持病がないと病院にかからないので健診に変えた方が良いとのことですね。 

 

●甲田委員 健診を意識してほしいと思います。 

 

●事務局 わかりました。もう一つ、少年期・青年期の「正しく食を選択する力を身に

つける」の部分に調理の技術を入れた方が良いということですが、「食を大
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切にする」のところには、２つ目のところに「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」と入れてあります。健康になるためにとい

うことでしょうか。 

 

●甲田委員 食事のバランスや量などは健康づくりに結びつくので、こちらに記載しては

どうでしょうか。 

 

●会長  健診については小野委員、ご意見がありますでしょうか。 

 

●小野委員 先ほど、ご意見があったように、かかりつけ医を受診するというのは、やは

り病気がある方が多い印象があるので、「定期的に健診を受けて」という言

い回しにした方がいいと思います。65 歳以上の方はリタイアされていて特

定健診の対象になる方がほとんどだと思いますので、その言い回しが良いと

思います。 

 

●会長  ありがとうございます。いまご指摘があった部分については、ご意見を総合

的に勘案して事務局で修正するということでよろしいでしょうか。 

 

●事務局 はい。 

 

●会長  他にご意見ございませんか。 

 

●古居委員 28 頁の「大学と連携した食育推進活動の実施」について、高校や大学と連

携して食育推進をやっている事例はどれぐらい安城市ではあるのでしょう

か。そういう連携をもう少ししっかりやってほしいです。前に、小学校から

依頼されて、食育の連続講座をやらせていただいたんですが、そういう経験

も組み入れていただき、体制を強化していただきたいと思います。現在の状

況を教えてください。 

 

●事務局 25 頁に掲載していますが、愛知学泉大学の学生さんと共同して農産物の消

費拡大を目的に毎年活動しています。管理栄養士を専攻している学生に特産

物のＰＲをしていただいく活動を毎年行っております。 

 

●古居委員 愛知学泉大学は以前に弁当作りを一緒にやらせていただいたり、押し寿司の

話などをしたことがあります。連携を続けていきたいと思います。 
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●会長  ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

●古居委員 21 頁の食品ロスのところですが、ごみゼロ推進課と農務課が担当になって

いますが、家庭の取組の中で買いすぎない・作りすぎない・食べ残さないた

めに、ＰＲをたくさんしてほしいと思います。何か具体的な案はありますか。 

 

●事務局 具体的にはないですが、啓発活動を中心にＰＲして皆さんに食品の削減に向

けた取組を進めていきたいと思います。今回の計画で新しい施策ということ

で盛り込みました。具体的な展開の仕方については、行政・事業所・家庭が

実施していくこと、色々あると思います。これについては、全国協議会が立

ち上がって先進事例や成功事例などが徐々に明らかになってきております

ので、そういった情報を得ながら安城市としてやれることを今後順次やって

いきたいと考えています。その際はご助言をお願いいたします。 

 

●委員長 他にいかがでしょうか。 

 

●荻須委員 42、43 頁に戻って恐縮ですが、歯を磨く習慣についてはこれでいいと思い

ます。かかりつけ医と健診についての話がでましたが、ここは食を通じて健

康になるということですから、すべて食事に関連した取組ということから、

高齢期で健診を受けるというのは健康維持の普遍的な話になります。例えば、

かかりつけ医や健診で食生活をチェックしてもらうとか、食が関わっていな

いのにここに記載するにはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。ここ

だけが食に関連していなくて「健診を受けましょう」という話になるのは、

健康維持のみの話になる気がするのですが、いかがでしょうか。 

 

●甲田委員 特定保健指導をしている上で、食習慣というのは長年積み重ねてきたものに

なりますので、病気になってからでは間に合わないという部分があります。

健診を受けてデータが動いた時に食事の指導をすることが特定保健指導で

すから、健診と食事はとても関わりがあると思います。 

 

●荻須委員 記載は良いと思いますが、表現は「食を通じて」という意味が伝わるような

表現で健診を受ける必要があるということで載せないとここだけ浮いてし

まいます。 

 

●小野委員 「自身の生活習慣を見直すきっかけとして健診を受けましょう」という文言

はいかがでしょうか。かかりつけ医を受診する時点で、症状が出ている状況

になっているケースが多いですから。その前の予防的な意味では健診の方が
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大事だと思います。「食習慣を見直すために」という形であれば良いと思い

ます。 

 

●会長  他にいかがでしょうか。 

 

●古居委員 いまの食生活を見直すことについては、皆さんに資料をお渡しして啓発はず

っと続けているのですが、食育の講座の中で「一週間だけ自分で食生活をチ

ェックしよう」と呼びかけていて、その答えが出てきているんですが、すご

く食生活のバランスが悪い人がほとんどです。私たちが呼びかけても頭でわ

かっても具体的なことが出てこないので、こういうことを通じて具体的に活

動ができるようにしていきたいと思っています。今回は良い計画書を作って

いただいてありがとうございました。これからも皆さんと協力して、活動を

進めていきたいと思います。 

 

●鈴村委員 確認させてください。10 頁のアンダーラインが引いてある「これから突入

する超高齢社会」の部分ですが、高齢化率の定義が住民基本台帳だとすると

21％を超えたのではないでしょうか。 

 

●事務局 私が見た資料ですと外国人も含めると 20.3％でした。 

 

●鈴村委員 まだ超えていないんですね。わかりました。 

 

●甲田委員 41 頁のロコモティブシンドロームとフレイルを追加していただいています

が、同じような意味合いでフレイルは虚弱という意味で、ロコモティブシン

ドロームは運動機能の低下で、もう一つサルコペニアという言葉があって、 

     こちらは診断基準があるのですが、筋力の低下という意味があります。どの

言葉をするのがいいのか判断が難しいですが、どの言葉が相応しいでしょう

か。 

 

●小野委員 同じような意味合いの言葉ではあるんですが、最近の健康番組でよく使われ

るのはロコモティブシンドロームとサルコペニアが多いので、フレイルより

はなじみがあると思います。どれも同じ意味合いなのでどれが相応しいとい

うのは難しいです。 

 

●会長  他によろしいでしょうか。ただいま委員の皆様からいただいたご指摘・ご意

見を反映させた修正等につきましては事務局に一任したいと思いますが、い
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かがでしょうか。 

     では、第３次安城市食育推進計画案の最終案につきましては、了承するとい

うことでご異議ございませんか。 

 

●委員一同 異議なし。 

 

●会長  ありがとうございます。異議なしと認めます。よって、本議題は了承されま

した。 

     議題についての審議はすべて終了いたしました。皆様のご協力ありがとうご

ざいました。本計画案につきましては、修正をした上で３月末に策定いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

（３）その他 

 

事務局から安城市歴史博物館の企画展の案内 

 

●事務局 本日、名古屋文理大学から中村先生にご出席いただいておりますので、何か

ご助言をいただけたらと思います。よろしくお願い致します。 

 

●中村教授 名古屋文理大学の中村です。皆様のご意見を拝聴しまして安城市らしい第３ 

     次推進計画になったと大変感激しております。また、大変嬉しく思いました 

     のは、ワークショップをきちんと施策の中に位置づけていただいたことです。 

     プロジェクトの位置づけによって、より具体的になっていくのかなと嬉しく 

     思い、期待をさせていただいているところでございます。 

     私は安城市の大ファンで、先日も味噌作りのイベントに参加させていただい 

     たばかりでございます。すでに活動が始まっていることに大変嬉しく、参加 

     させていただきました。３月３日もイベントに参加させていただく予定で、 

     家族からは「どれだけ安城市が好きなんだ」と言われています。今後ともご 

     指導の程よろしくお願い致します。食育推進団体に関しては、今後も研究さ 

     せていただきたいと思いますので、皆様には何度もお目にかかる機会がある 

     と思いますが、今回は第３次食育推進計画の策定に参加させていただきまし 

     たこと、大変感謝しております。 

     ここ数年、食育の研究をしてまいりましたが、安城市は本当に食育先進都市 

     だと思っております。このことを全国に発信し学会等で報告していきたいと 

     思いますので、今後もご指導の程、よろしくお願いいたします。 
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●事務局 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

●執行委員 近年、食物アレルギーの園児がとても多く、慎重に食事を提供しています。

食物アレルギーの方にとっては、食べるものすべてに気をつけなければなら

ないですから、その辺りの人たちの気持ちがこの場に出てくる形をとれない

のかと思いました。食物アレルギーの園児の中にはお米も食べられない人も

います。本当にいろいろなアレルギーがあるんですが、そういう方にも配慮

していることをこの計画書案の中に記載があるかと思いましたが、掲載され

ておりませんでした。食事を提供する側としては、そういった方への対応に

ついても掲載があるといいと思いました。 

 

●近藤委員 現在、食物アレルギーは特殊なものではなく、一般的なものになってきまし

た。今は小中学校の給食においても、議論を重ねています。細かいところま

でやれるのか調整をしているところですが、課題となっています。本計画の

中でどの程度組み込むのか。組み込むならどの程度までやるのか検討するこ

とが必要なのかもしれません。 

 

●事務局 ありがとうございます。今回、第３次計画になるわけですが、第１次計画か

ら今年度までいまご指摘いただいた部分について、食育推進計画の中でどう

いった取り組みが必要なのかということは議論してきました。現状、現在の

計画の内容においてはそういった部分の表記はございませんが、今後５年間

の施策を推進して行く中で、学校給食等の食に関わる施策がありますので、

ご指摘いただいた部分を十分に考慮しながら、今後取り組んでいきたいと考

えております。いただいたご意見を受けとめ、それを含めて修正したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

●甲田委員 子ども食堂の部分で思ったことがあります。食物アレルギーのお子さんは給

食はみんなと違うものを食べるように対応されています。どこかの子ども食

堂では、栄養士がみんなで同じものを食べられるように工夫をしていること

を聞いたことがあります。子ども食堂の中で、みんなが同じものが食べられ

るというのは大事だと思いますので、そういった配慮をもった食堂があれば、

母親からすればメニューの参考になると思いますし、安心の場にもなってい

けたらいいと感じました。また、アレルギー支援ネットワークがありますの

で、そこに参考になるものが出ています。アレルギーの子がいじめの対象に

ならないようにすることも大事な食育だと思います。 
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●小野委員 食物アレルギーは、特に幼稚園や小学校では学年に数人がエピペンを持って

いる子がいると聞いていますので、避けては通れない問題だと思います。幼

少期の食育の中では、アレルギー食を考えることも必要だと思います。ただ、

アレルギーは乳製品や卵だけでなく、本当に細かくて果物等にも出ているこ

とは事実なので、どこまでそれに対応しきれるのかが問題で難しいと思いま

す。 

 

●近藤委員 計画案の 17 頁に載っている食の安全に関する知識の普及・啓発ですが、園

や学校のアレルギーの対応について載っていまして、実際に言われたように

エピペンを持っている子もいますし、学校現場での取組があります。現状と

課題の部分で「食品の安全性を含めた食に関する正しい理解」といった部分

に、遺伝子組み換えや添加物の危険性についてや、食物アレルギーの問題が

あるということを「食の安全性」で一括りに記載されていますので、この頁

に例示を載せる対応ができるのではないかと思いました。 

 

●事務局 他にいかがでしょうか。それでは、他にご意見等もないようですので、「（３）

その他」について終了させていただきます。最後に事務連絡をさせていただ

きます。今年度の食育推進会議は今回が最後となります。委員の皆様には、

お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。委員の皆様の任

期については、５月末までとなっております。来年度の食育推進会議は６月

18日の午後１時 30分から開催予定となっております。引き続き委員をお願

いさせていただく方には、改めてご案内を申し上げますので、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４回安城市食育推

進会議を終了致します。ありがとうございました。 

 

 


