
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  みよし市食育推進会議 

開 催 日 時 
 平成29年5月30日（火曜日） 

午前10時から午前11時30分まで 

開 催 場 所  みよし市役所 3階 研修室4・5 

出 席 者 

（委員及び助言者）鈴木副市長（会長）、藤森猛委員、近藤高

明委員、久野文彦委員、根岸さなえ委員、加藤哲司委員、加藤

芳邦委員、児玉文子委員、佐武正子委員、近藤貴子委員、成田

和憲委員、新谷千晶委員、小川雄二委員、三澤かおり委員、加

藤敏子委員、小林正実助言者、塩之谷真弓助言者、江坂良子助

言者（事務局）廣戸環境経済部長、加藤産業課長、原田副主幹、

酒井主任主査、松田主事、國本主事、健康推進課藤森副主幹、

学校教育課山田副主幹、給食センター松永主査、豊田加茂農林

水産事務所農政課宮﨑主査 

次 回 開 催 予 定 日  平成３０年５月頃 

問 合 せ 先 
 環境経済部 産業課 

 電話番号0561-32-8015 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過  別紙会議録参照 

 

 

 

 

 

 



会  議  録 

１ 会議名  みよし市食育推進会議 

２ 日 時  平成２９年５月３０日（火）午前１０時～午前１１時３０分 

３ 場 所  みよし市役所 ３階 研修室４・５ 

４ 出席者 (1)委員及び助言者（１７名） 

       鈴木淳、藤森猛、近藤高明、久野文彦、根岸さなえ、加藤哲司、加藤芳邦、

児玉文子、佐武正子、近藤貴子、成田和憲、新谷千晶、小川雄二、三澤か

おり、加藤敏子、小林正実、塩之谷真弓、江坂良子 

      (2)事務局（１１名） 

       廣戸環境経済部長、 

加藤産業課長、 

産業課：原田副主幹、酒井主任主査、松田主事、國本主事 

学校教育課：山田副主幹 

健康推進課：藤森副主幹 

給食センター：松永主査 

豊田加茂農林水産事務所農政課：宮﨑主査 

５ 欠席者  委員（４名） 

       岩田 芳信、今井 友則、柘植 久子、横山 真生 

６ 会議公開の可否   公開 / 傍聴人数 ０人 

７ 会議の経過 

（１）会長あいさつ 

（２）議題 

【事務局】  それでは議題に入りたいと思います。議事の進行につきましては、み

よし市食育推進会議条例第７条第２項の規定により、鈴木会長にお願い

します。 

 

【会 長】  それでは、次第に従いまして議事を進めてまいりますので、よろしく

 お願いします。議題（１）の「第２次みよし市食育推進計画及びみよし

 市食育推進会議の概要について」事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  「第２次みよし市食育推進計画」は今年度で４年目となります。ほと

んどの委員の方は内容を既にご存知かと思いますが、新しく委員になら

れた方もいらっしゃいますので、本日は概要版に沿ってご説明させてい

ただきます。 

「第２次みよし市食育推進計画」は第１次計画の実績・評価をふまえ

て、平成２６年度から平成３０年度までの期間で計画されました。第２

次計画の策定に当たりましては、平成２５年にアンケート調査を実施し、

その結果と統計等を合わせることで、課題①家族が作った食事を家族皆

で食事する人が増加しない。②よく噛んで食事する人、朝食を毎日食べ

る人が増加しない。③むだや廃棄の尐ない食事づくり、地産地消に努め



る人が増加しない。この３つの課題を抽出しました。それらに基づいて

第二次計画では、「食を通した、人づくり、健康づくり、環境づくり」を

基本理念としました。その実現のため、基本目標として①人づくり②健

康づくり③環境づくりの３つを掲げ、それらを達成するために基本施策

を打ち出しました。また市民ひとりひとりが日常生活で食育を実践・継

続することができるように、３ページのとおり、市民の行動指針を定め

ました。①市民一人ひとりが「食育はじめの一歩」を踏み出そう。②家

族と一緒に楽しみながら、望ましい食生活を身に付けよう。③自立した

人として食への関心を高めるよう努めましょう。この指針を実践する力

をつけるために、４ページにありますように、基本目標に基づいて６段

階でライフステージ別の目標を定めました。次に、食育推進のための仕

組みづくりが４つのそれぞれの役割ごとにされており、その４つが融合

することで食育推進を更に進めていくことができると考えています。ま

た達成したい目標指標の設定をして、それぞれの事業等を進めています。 

       次に食育推進会議について、学識の経験者、各種団体の代表者、公募

の市民の方を中心として、市民の食育推進を図ることを目的に組織され

たものです。第２次計画の策定の際に委員に、計画づくりの中心となっ

ていただきまして、会議の中で計画の具体的な内容を協議させていただ

いております。また同時に食育研究会を市役所の内部で組織し、食育の

事業について協議をしています。 

       最後になりますが、７ページにて委員であります小川先生の著書より、

家庭でできる食育の工夫を紹介しておりますので参考になさってくださ

い。 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【会 長】  特にないようですので、議題（２）の「みよし市の食育推進に関する

取り組み状況について」事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  みよし市の食育推進に関する取り組み状況について、関係機関の皆様

に実施状況の照会、聞き取りをして資料を作成しました。第２次計画に

記載されている基本目標、基本施策ごとにまとめており、実施内容とし

て、平成２８年度の実績と、平成２９年度の計画、また今後の事業の方

向性を記載しています。 

 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

【会 長】  ここで、事務局の方の自己紹介がまだでしたので、お願いします。 

 



〈事務局自己紹介〉 

 

【会 長】  以上のメンバーが事務局となりますので、後日でも質問等がありまし

たらお気軽にお尋ねください。 

  

【事務局】  学校教育課の山田ですが、資料の中で一点訂正がありまして、食育推

進に関する取り組みの中で、小学校での栄養指導授業が対象が小学３年

生のみが今年度から１年生と３年生が対象に変更されましたので、よろ

しくお願いします。 

 

【会 長】  では次に議題（３）食育推進に関する周知・啓発活動について、事務

局よりお願いします。 

 

【事務局】  本日の資料の別紙２に平成２９年度の周知・啓発活動の内容を掲載し

てあります。１点目が広報みよしでの「我が家de食育」の掲載内容です。

それぞれの担当課で実施している食育の事業内容などを毎月1日号の広

報で一覧のとおり記事を掲載します。２点目が「食育ホームページ」の

更新計画です。平成２９年度の１年間で市内の食育に関する活動を一覧

のとおり６回追加更新します。また、裏面のとおり食育月間として６月

１日号の広報で特集として記事を掲載しました。次のページからは「我

が家de食育」に実際に掲載された記事となっています。 

 

【会 長】  ただ今の説明に関し、ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

       なければ、ここから食育推進に関する意見交換として委員の方、お一

人ずつ順番にご自身の食育に関する活動や意見を述べていってもらおう

と思います。最初に近藤委員からお願いします。 

 

【近藤委員】 JAとして食育の一環として田植え、稲刈り体験をしている。また赤と

んぼ米といった減農薬栽培に取組んだり、選果場やグリーンセンターなど

で地産地消を推進している。 

 

【久野委員】 食育の食物を作る側として、農家を守っていかなければならないが、

近年、市内の農業者の高齢化がすすんでいて、後継者不足という悩みもあ

る。県や市の会議や研修に参加して農業経営士としてのありかたを学んで

いる。 

 

【根岸委員】 食生活健康推進員会は保健センターを拠点に活動しており、市民向け

の料理講座や福祉フェスタへの出展などをしている。 

 

【加藤委員】 商工会食品部では保健所から委託を受けて食品を扱う際の衛生講習を



行っている。近年、地区のイベントなどで食品を扱う際も受けるべき講習

だが、受けない人が多いのが悩みであるので、もっと広めていきたい。 

 

【加藤委員】 小中学校としては授業時間には限りがあるので、食育だけに時間を割

くのは難しい。なので、家庭科の授業や給食の際に食育を取り入れている。 

 

【児玉委員】 市内には６つの私立幼稚園があり、それぞれ独自の食育を行っている。

私たち聖マーガレット幼稚園では園庭の片隅で野菜を育てたり、愛知牧場

に畑を借りて、収穫体験をさせたりしている。また年長児には味噌作り体

験もさせており、毎年冬に収穫した野菜と手作り味噌で豚汁パーティをし

ている。しかし、近年保健所からは給食やおやつ以外を園児に食べさせな

いよう指導がきており、収穫してすぐ食べさせるといった食育は難しいの

が現状。給食は園で調理し、和食中心。いさむポークを使用しているのが

自慢。アレルギー対応も積極的に行っており、今年度より全園児に三大ア

レルゲン（小麦、玉子、牛乳）を除去した給食を提供している。食育もも

ちろん大切だが、アレルギー対応も命に係わるものすごく重要な事のため、

両立が難しい。 

 

【佐武委員】 聖マーガレット幼稚園の愛知牧場の畑で、ボランティアとして畑の世

話をしている。野菜を自分で育てるのは子どもにとってとてもいい経験に

なっている。ただ、子どものアレルギーも大きな問題なのは確かで、食育

も大切だが、アレルギー対応も重要で、小中学校でも取り組んでほしい。

我が家は豊田市なのだが、子どもが通っている小学校では給食時間に食材

の紹介の放送が流れたり、畑で野菜を育て収穫したりという事を行ってい

る。また６年生になると食材を買う所から調理、お弁当箱に詰めるまで全

て自分で行い、自作のお弁当を学校へ持っていくというのがあり、食育と

してとてもいいと思う。 

 

【近藤委員】 みよし市の給食センターでのアレルギー対応について、市内にはアレ

ルゲン除去メニューを作れる施設はないが、アレルギーの子でも食べられ

るようメニューを工夫はしている。また除去が難しい分、この献立にはこ

ういった食品が含まれているといった情報提供は命にかかわる重要なこと

としてしっかりやっている。安心安全でおいしい給食を作る側として、使

いたいのはまずみよし市産の食材、次に愛知県産の食材。しかし、みよし

市産の農作物が尐ないのが現状。生産者が分かる食材を使った給食を生産

者の方の話を聞きながら一緒に食べる、そんなことができたら、すごく良

い食育になると思う。 

 

【藤森委員】 みよし市の給食は他市とも比べて非常においしく充実していると思う。

一方でアレルギーの問題がある。小中学校では今、残菜ゼロ運動をやって



いるが、食を大切に、残さずに食べるよう言っておきながら、アレルギー

の子には食べるなと言う。教室内で矛盾が生じており、担任の先生も頭を

抱えている状態である。また朝食に関してだが、学校で調査をすると、朝

食をとっている子がほとんどではあるが、１０人中９人がパン食、しかも

ジャムやチョコを塗ったトーストなどである。夜もコンビニやファースト

フードなどで済ますこともあるみたいで、昼食である給食で何とかバラン

スが取れている状態の子も尐なくない。両親共働きの家庭も増え、なかな

か難しいのかもしれないが、もっと朝ごはんをしっかりとるべき。このま

までは今の小学生が親になった時、同じことを繰り返す、負の連鎖が続い

てしまう。家庭でもしっかりと食事をとることを啓発する運動を市として

も推し進めていってほしい。 

 

【成田委員】 三好高校には普通科のほかに県内唯一のスポーツ科があり、校内にあ

る寮で暮らしている生徒もいる。スポーツ科ではやはり体作りも学ぶため、

食の大切さは分かっている生徒が多いが、実践できない生徒も中にはいる。

それでも寮生は三食寮の食事という事もあり食生活がしっかりしている生

徒が多い。それに対して普通科の生徒の昼食はお弁当が基本だが、中には

購買の菓子パンのみで済ます生徒もおり、考えていかないといけない。ま

た三好高校では毎年１年生が長野県で農村体験をしている。食育にもつな

がるいい行事ではあるが、長野まで出向くのはやはり遠いので、何とか市

内でこういった農業体験ができないものか、今後考えていきたい。 

 

【新谷委員】 私たちNPOは市民がもっと街づくりに参加してほしいと思い活動してい

る。その中で前から行っているのがパッククッキングで、高齢者や子ども

の昼食、災害時の食事として使えるため、色んな所からパッククッキング

教室の依頼は受けている。また簡単に朝食がとてる方法として味噌玉作り

も教えている。今回の会議について、個別の状況は分かるが、第２次食育

推進計画の中での中間評価を一度すべきではないかと思う。 

 

【三澤委員】 先ほどの商工会からの話を受けて、大人数の中で食品を扱う場合の食

品衛生講習をもっとしっかり受けさせるべきと思った。また幼稚園の味噌

作りを聞いて、小学校でもやってほしいと思った。アレルギー対応に関し

ては公募委員をやり始めたころからずっと言っていたことが広まってきて

良いと思う。今後は災害時用の備蓄品にもアレルギー食を加えるべきだと

思う。 

 

【加藤委員】 公募委員として、自分の家庭のことではあるが、やはり家庭での食育

はとても大切だと思う。例え三食きちんと作れなくても食べられなくても、

だったらこうしようと思える工夫できる知識を持っていることが大事。家

庭での食事が食育の基本になると思う。 



    

【小林助言者】みよしの食育推進計画を見たが、愛知県のものとよく似ている。県は

次回の計画には野菜の摂取量増を目標に入れるので、みよしも次回は入

れてみてはどうか。ホームページも拝見した、非常によくできているが、

場所が分かりにくいので、そこをもう尐し工夫しては。ちなみに県のホー

ムページはアクセス数を伸ばす工夫として更新頻度を多くしている。個

人的には食育推進の立場として、朝食を尐しでも改めようとスムージー

を取り入れるなど、できる範囲でやっている。 

 

【塩之谷助言者】幼尐期からの食育はとても大切。愛知県は野菜の摂取量が全国最下

位だが、やはりこれは幼尐期からの教育が大きく影響している。今、幼

尐期から野菜の大切を学ぶことは将来へ繋がるはずと期待している。ま

た朝食は別に作り置きでも大丈夫。朝から作らなきゃと気負わなくても、

作り置きしたもので十分きちんととることが可能である。それから食育

計画の中のライフステージ、年齢別、これをもっと大切にしていくとよ

りいいと思う。 

 

【江坂助言者】みよし市保健センターとしては健康づくりや検診受診率のアップのた

めにマイレージ事業や、６０歳以上を対象にいきいき元気度測定を行い、

楽しく健康づくりをするための運動や食生活の支援活動をしている。 

 

【宮﨑主査】 県では小中学生への農村体験や、食育ボランティアによる講座なども

行っているので、良かったら活用してほしい。 

 

【小川委員】 調査をみて、単独事業になっていると感じた。毎年一回の会議だけで

は不十分なので、やはり中間評価が必要ではないか。それぞれの団体は

良くやっているとは思う。しかし各々が連携し、さらに食育を盛り上げ

ていく必要がある。事務局が、団体を繋ぐ働きを積極的にしていくべき

では。例えば、地産地消の推進で給食に結び付ける、空いている農地を

幼稚園や保育園、学校に貸し出す、そのような仕組みづくりを市として

行うことで、さらに豊かな食育活動に繋がるのではないか。食育の中で

も子どもへの食育は親へ繋がりダブルの効果がある、教育現場と家庭、

双方での食育が今後、重要になってくると思う。事務局が広告だけで終

わらずもっと具体的な取組をしていくべきではないかと思う。 

 

 

【会 長】  委員の皆さんから貴重な情報やご意見をいただき、ありがとうござい

ました。ＰＤＣＡができていないというご意見もいただきました。いた

だきました情報ご意見等については、今後の食育推進の参考とさせてい

ただきます。また、委員・助言者各位におかれましても、それぞれのお



立場で、食育推進にご協力を賜りますよう、お願いを申し上げ、本日の

議事を終了いたしたいと存じます。ありがとうございました。 

 

【事務局】  以上でみよし市食育推進会議を終了いたします。 

《 会議終了 》 

 


