
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28年5月31日（金曜日） 

午後2時から午後4時まで 

開 催 場 所  みよし市役所 6階 601・602会議室 

出 席 者 

（委員及び助言者）鈴木副市長（会長）、藤森猛委員、久野文

彦委員、深谷良雄委員、成瀬早苗委員、加藤哲司委員、伊藤隆

守委員、山内陽二委員、柘植久子委員、児玉文子委員、渡辺悦

津子委員、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、服部裕二助言者、

田口良子助言者、江坂良子助言者（事務局）廣戸環境経済部長、

山田環境経済部次長、原田産業課長、久野産業課主幹、酒井主

任主査、國本主事、健康推進課松谷課長、健康推進課石田副主

幹、学校教育課山田副主幹、すみれ保育園小嶋伊志恵副園長、

豊田加茂農林水産事務所農政課森本課長補佐 

次 回 開 催 予 定 日  平成２９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２８年５月３１日（金）午後２時～午後４時 

３ 場 所  みよし市役所 ６階 ６０１・６０２会議室 

４ 出席者 (1)委員及び助言者（２０名） 

       鈴木淳、藤森猛、久野文彦、深谷良雄、成瀬早苗、加藤哲司、伊藤隆守、

山内陽二、柘植久子、児玉文子、渡辺悦津子、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、服部裕二、田口良子、江坂良子 

      (2)事務局（１１名） 

       廣戸環境経済部長、山田環境経済部次長、 

原田産業課長、松谷健康推進課長、久野産業課主幹 

産業課：酒井主任主査、國本主事 

子育て支援課：小嶋副園長（すみれ保育園） 

学校教育課：山田副主幹 

健康推進課：石田副主幹 

豊田加茂農林水産事務所農政課：森本課長補佐 

５ 欠席者  委員（２名） 

       近藤 高明、樋口 慶子 

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）委員・事務局自己紹介 

（３）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」の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むだや廃棄の少ない食事づくり、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、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。第二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。 

 

 

【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。第二次計画に

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２７年度の実績と、平成２８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。 

 

【新谷委員】 資料をみて事業の活動実績はわかるが、実施状況がわからないため、

継続が適当かどうかわからない。せっかく調査をするなら、活動の評価

などをいれるとよい。 

 

【事務局】  それぞれの活動に優劣をつけることはできないが、効果については次

回の会議から示します。 



 

【会 長】  概要版の達成したい目標指標の設定の項目で、平成２５年の達成の現

状値と、平成３０年の目標値が示されているが、この中間のデータが必

要なのではないか。 

 

【事務局】  平成３０年の計画に向けて、実施を検討します。 

 

【加藤委員】 概要版のみよし市における食の課題の②によく噛んで食事をする人が

増加しないとあります。調査の健康づくりの項目に子どものむし歯を予

防するために、フッ化物洗口をするとあるが、これはその課題のためな

のか。それとも他に何か取り組みがあるのか。 

 

【事務局】  小学校にどのような取り組みをしているか、細かい内容について確認

をします。 

 

【会 長】  他にないようですので、議題（３）の「平成２８年度における食育推

進に関する周知・啓発活動について」事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】  本日の資料の別紙２に平成２８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２８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。 

 

【藤森委員】 概要版の６ページや本誌の６７ページを見ると、野菜嫌いであったり、

朝食に野菜を食べない子どもがとても多いことが分かる。そのため、食

育の啓発をするならまずは野菜からやってみてはどうか。具体的には、

みよしの果物「柿・梨・ぶどう」のように、みよしの特産の野菜をもっ

とPRする。また、友好都市の木曽町やコロンバス市ではどんなものが特

産なのか紹介する。さらに１年を通して野菜をテーマにすると、子ども

達にもわかりやすいのでは。 

 

【事務局】  テーマを野菜だけにするのは難しいが、野菜のテーマを積極的に盛り

込むよう検討します。 

       



       学校給食は士別市やコロンバス市、みよし市の給食とテーマを決めて

作られているが、それが子ども達や保護者に確実に伝わっているとはい

えないため、広報活動にも力をいれていこうと思います。 

 

【会 長】  次に、議題（４）として「食育推進に関する意見交換」の場を設けさ

せていただきました。委員・助言者各位それぞれの立場から、食育に関

する最新情報やご意見等について、なんでも結構ですので、お一人ずつ

お話しいただき、食育の更なる推進に向けての情報交換の場にしたいと

考えていますので、よろしくお願いいたします。なお、委員・助言者か

らの発言に対してご意見・ご質問等がある方は、挙手をしてから発言を

お願いいたします。それでは、成田さんから順次お願いいたします。 

 

【成田委員】 広報活動は大切だと感じた。ホームページなどに載せるだけではなく、

その広報をするといいのでは。 

 

【新谷委員】 食育の推進事業をやってどうだったという評価が必要。市民にとって、

そのような情報があると自分もやってみよう、次はこうしようという気

持ちになれる。 

 

【三澤委員】 テーマを野菜に絞ったり、みよし市の健康診断のデータからみよし市

は高血圧の方が多いなどとわかったなら、減塩の食事メニューなどと決

めるなどするといいのではないか。また、保健センターの管理栄養士が

いない。来年度募集するという話もあったが、募集要項をみると募集し

ていない。栄養士がいないままなのは不安。  

 

【加藤委員】 食育に興味のある人はさまざまな事業に参加するが、興味の無い人は

そうではない。興味のない人にはインパクトのあるイベントなどで、興

味を持ってもらうことが大事。学校教育の場に積極的に取り入れること

もよい。興味が無い人に興味をもたせるにはどうしたらよいか、考える

とよい。 

 

【服部助言者】 愛知県は平成１８年に食育いきいきプランを作成した。みよし市も

さまざまな取り組みをしていることが分かり、また食育に対して興味を

持たせることが大事という意見は大変参考になった。 

 

【田口助言者】 ２０１３年の国民健康栄養調査で愛知県は野菜が全国で一番少ない

というデータがある。まず野菜に興味を持たせることをしたらよいので

は。例えば、苗を配って実際に育て食べてみるなど。東海市では子ども

にトマトの苗を配ったり、公園にもトマトが植えられている。そのよう

にみよし市も何かできるとよいのでは。 



 

【江坂助言者】 本誌の５９ページを見ると、１割くらいの人が朝食を食べていない

ことがわかる。おのずと野菜の摂取量も少なくなってしまうのでは。保

健センターでは、妊婦さんからお年寄りの方までに食育について講座を

しているが、興味のある人には評判がよく繰り返し参加してくれるが、

そうではない人にはなかなか広がらないことが課題。テーマを一つの方

向性に絞って何度も声掛けをすれば、市の底上げにも繋がってよいので

は。また情報の発信地として一躍を担っていきたい。 

 

【森本課長補佐】 冬場はほとんどのキャベツが愛知県産であったりするが、みよし

市単独でみると、野菜の生産が少ない。みよし市に限らず、愛知県

の野菜を身近に感じてもらえたら食育も進むのではないか。 

 

【近藤委員】 給食は沢山の野菜を使っている。しかしみよし市産が少ないので、給

食の中により流通していくような仕組みづくりをして欲しい。給食セン

ターとしては、給食とともに実際に生産者の話を聞けるような取り組み

をしていきたいと考えている。また、みよしには健康づくりキャラクター

のキューちゃんがいる。そのように食育のキャラクターも作り、シール

や着ぐるみ、歌を通して子ども達に広めていってほしい。 

 

【渡辺委員】 子どもに「給食が美味しかったから作って」とお願いされて、豊田市

在住のため、豊田市のホームページに載っているレシピで給食のメ

ニューを再現した。このように子どもに情報が与えられることで、その

家族も情報を共有することができる。このような食育もいいのではない

か。 

 

【児玉委員】 子どもの野菜摂取量がとても少ないことに驚いた。家庭で野菜を食べ

たいと言ってもらえるように、幼稚園で野菜の美味しさを伝えられるよ

うな取り組みをしていきたい。マーガレット幼稚園では園庭で、ブロッ

コリーや白菜を栽培し、子どもに採りたて野菜の美味しさを伝えている。

みよし市は果物の産地なので、市の予算で、子どもに果物狩りを体験さ

せてほしい。それによって親にもみよしの良さが伝わるのではないか。 

 

【柘植委員】 園児に野菜の栽培や、給食センターの見学などを体験させているため、

子ども達は給食の野菜をたくさん食べる。保護者へも資料を配布するな

ど啓発はしているが、不十分なため更に力を入れていきたい。 

 

【山内委員】 食育において学校教育が持つ役割は大きいと感じた。学校では、地域

の方に協力してもらい野菜を栽培したり、スーパーを見学している。し

かし、子どもの孤食など家庭での問題も数多くあるため、家庭や地域に



も入り込んでいくことも必要なのではないかと感じた。 

 

【伊藤委員】 調査の２７年度実績と２８年度計画の差があまりないので、もう少し

変化をつけたほうがよい。三吉小学校ではマテバシイせんべいで、楽し

く食育をしている。市民の食育推進の認知度が低いので、興味も持って

もらえるような活動ができたらよいのでは。 

 

【加藤委員】 食育のホームページがスマートフォンで見るには見づらく、探しにく

い。カウンターをつけて、アクセス数を確かめてみてはどうか。内容は

よいのでみよし市のバスなどで宣伝するとよいのではないか。 

 

【成瀬委員】 子育て世代に調理実習を開催して欲しいとの声があり、１１月に開催

を予定している。そこで野菜をたくさん取り入れていこうと思った。 

 

【深谷委員】 食育の取り組みが数多くあることはわかったが、多すぎて見づらいた

め、もう少し整理したほうがよい。また、みよしにはあまり知られてい

ないがりんごなどさまざまな果樹が採れる。産直センターなどを通して

広まっていくと嬉しい。 

 

【久野委員】 みよしは米や小麦はたくさん採れるが、野菜は少なく豊田がメイン。

遊休農地を利用して、小学校とシルバーの方が協力して食育に取り組ん

でいけるとよいのでは。 

 

【藤森委員】 小学校や幼稚園、保育園で、野菜キャンペーンの日を作るとよいので

は。野菜の苗や、野菜そのものを配るような取り組みを行い、子ども達

に野菜を身近に感じさせ、広めることができたらよい。 

 

【小川委員】 調査をみて、単独事業になっていると感じた。それぞれの団体が連携

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とよいのでは。また長野県では給食の６０％を地

元産の食材でまかなっている村がある。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。 

 

 

【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。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 》 

 


