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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 
 令和２年９月７日（月） 

午前１０時から午前１０時４５分まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階研修室１・２・３・４・５ 

出 席 者 

（委員及び助言者）酒井副市長（会長）、日比野直子委員、前

田真美委員、小野田加代子委員、伊豆原親博委員、雪江惠子委

員、柳田竜二委員、吉田律子委員、林晴子委員、児玉文子委員、

出井麻美委員、野田一弘委員、新谷千晶委員、小川雄二委員、

兼平奈奈委員、竹内和子委員、山本香美委員、小林一幸助言者、

近藤貴子助言者、中川葉菜子助言者（事務局）野々山環境経済

部長、野々山環境経済部次長、産業課水野主幹、原田副主幹、

松田主事、野々山健康推進課長、押村主事、学校教育課狩野主

幹、城山保育園小嶋副園長、給食センター松永主査、愛知県豊

田加茂農林水産事務所農政課髙橋課長補佐 

次 回 開 催 予 定 日  令和３年６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 
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会  議  録 

１ 会議名  みよし市食育推進会議 

２ 日 時  令和２年９月７日（月）午前１０時～午前１０時４５分 

３ 場 所  みよし市役所３階研修室１・２・３・４・５ 

４ 出席者 (1)委員及び助言者（２０名） 

       酒井喜市、日比野直子、前田真美、小野田加代子、伊豆原親博、雪江惠子、

柳田竜二、吉田律子、林晴子、児玉文子、出井麻美、野田一弘、新谷千晶、

小川雄二、兼平奈奈、竹内和子、山本香美、小林一幸、近藤貴子、中川葉

菜子 

      (2)事務局（１１名） 

       野々山環境経済部長、 

野々山環境経済部次長、 

産業課：水野主幹、原田副主幹、松田主事 

健康推進課：二子石課長、押村主事 

学校教育課：狩野主幹 

城山保育園：小嶋副園長 

給食センター：松永主査 

豊田加茂農林水産事務所農政課：高橋課長補佐 

５ 欠席者  委員（２名） 

       原田晃男、吉田ひとみ 

       助言者（１名） 

       木戸美代子 

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）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、酒井会長にお願い

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３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】  それでは第３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

要についてご説明させていただきます。第３次みよし市食育推進計画は、

第２次みよし市食育推進計画の計画期間の終了を迎えるにあたり、食や

健康を取り巻く社会情勢が変化する中、計画の進捗状況を分析し実情に

沿った食育施策を計画的に推進していくため、令和元年度から令和５年
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度までの５年間を計画期間とし、平成３１年３月に策定しました。 

第３次食育推進計画の策定においては、第２次食育推進計画の内容を

踏まえ、市民一人一人が自ら食を見つめ直し、健康的な食生活を培い、

安全で無駄のない食の環境づくりや、地産地消を進め、これらを実践す

るための行動指針を定めることにより、市民の皆さんが生涯を通しより

良い食生活が築けるよう、更なる食育の推進に取り組むこととしており

ます。 

また、第３次食育推進計画においても、『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、３つの基本目標、市民の行

動指針や目標値などを定めております。 

第３次食育推進計画概要版、１ページをご覧ください。第３次食育推

進計画策定時に実施したアンケート結果で出てきた課題 

      「朝食の欠食者割合の増加」 

      「食事の栄養バランスに気をつけている人の減少」 

が示されています。 

２ページでは先程申し上げた基本理念を、また基本目標として『「人づ

くり」食の大切さや楽しさが分かる心豊かな人を育てる』『「健康づくり」

食を通して健康な体を育む』『「環境づくり」食に関する環境を整える』

の３つを掲げております。 

第２次食育推進計画から改善の見られなかった欠食割合や栄養バラン

スなどの項目を含む基本目標２「健康づくり」の内、「バランスのとれた

規則正しい食生活の実践」を、第３次食育推進計画では重点取組として

定めております。 

３ページでは、市民の行動指針として３項目、 

① 「食育はじめの一歩」を踏み出そう 

② 望ましい食習慣を身につけよう 

③ 食への関心を高めよう 

を合言葉に、食育について具体的に取り組む際のキーワードを示し、市

民一人一人が日常生活の中で意識し、自ら行動していくことを推進して

いくこととしております。 

４ページでは、０歳から５歳頃までの乳幼児期から６５歳頃からの高

齢期までの６つのライフステージごとに、重要なテーマを明らかにし、

効果的に取り組んでいくこととしております。そして、５・６ページで

はライフステージ別の取り組みを定めています。 

       ７ページでは基本目標ごとの目標項目と目標値を表記しております。

家庭や学校などの関係各団体において、計画期間中に様々な取組を行っ

ていただくことにより、令和５年度までに達成すべき具体的な数値を掲

げております。なお、各目標の取組事項の内容の詳細は、第３次食育推

進計画書本編４１ページから６８ページに掲載しておりますのでご確認

ください。 以上が第３次みよし市食育推進計画の説明となります。 
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続きまして、みよし市食育推進会議の概要について説明させていただ

きます。 

       この食育推進会議は平成１９年から施行しました「みよし市食育推進

会議条例」に基づいて設置する附属機関です。条例の条文について、第

３次食育推進計画書の７９ページ、８０ページに掲載してありますので

ご覧ください。 

この条例には、第２条で会議の所掌事務を「食育推進計画の策定とそ

の実施を推進すること」としており、本日の会議においては、第３次食

育推進計画の推進と実施について協議いただくこととなります。 

第４条で会長を副市長に、第５条で委員について「食育に関して十分

な知識を有する者」「市内に住所を有する者等」としており、委員任期を

２年とし委嘱させていただいております。 

食育施策は、家庭を中心とし、保育園・幼稚園、学校、地域、農業団

体、事業所、行政などが、それぞれの役割や特性を活かしながら、互い

ん連携、協力して事業展開をしていくことが重要であると考えておりま

す。 

第３次食育推進のため、食育推進会議において関係各団体の代表や学

識経験者などの皆さんに委員としてお集まりいただき、様々な立場での

活動状況やご意見をいただきながら、更なる食育施策の推進を図ってま

いりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

以上で議題（１）の説明を終了します。 

 

【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」事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】  議題（２）みよし市の食育推進に関する取組についてご説明させてい

ただきます。 

事前に送付しました資料の別紙１は、第３次みよし市食育推進計画に

掲げられている「具体的な取組」を実施している各団体に調査を行い、

令和元年度の実績と令和２年度の計画を取りまとめたものです。具体的

な取り組みは全部で110あり、各々の団体で食育推進のため取り組んでい

ただいています。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、産業フェスタをはじめ

とした多くの人が集まるイベントや講座などが数多く中止されています。

そのため、昨年度時点では計画していたものの、中止となった取組もし

くは当初の計画を変更して行うことを余儀なくされた取組が多数ありま

す。また、新型コロナウイルス感染症とは関係なく、今年度はサンアー

トの改修工事に伴い福祉フェスタが開催されないため、中止となってい



5 

 

る取組もあります。 

しかし、保育園・幼稚園や小中学校での給食を通しての取組や子ども

を通して親にも伝えられる取組、農作業体験等の三密を防ぎながら屋外

で行える取組など、継続して行われている取組も多数あります。 

新型コロナウイルス感染症の影響で私たちの生活は大きく変わりまし

た。多くのことが制限される中、改めて健康でいることの大切さを実感

している方も多いのではないでしょうか。そして、健康でいるためには

【食】が欠かせないことに改めて気づかされた方も多いのではないで

しょうか。 

食育は短期間で結果が出るものでも、その結果が明確に現れるもので

もありません。だからこそ個人や各団体による地道な取組が不可欠です。

そして食育推進のための仕組みづくりとして様々な関係者が連携、協力

していくことが重要となりますので、食育推進会議委員並びに助言者の

皆様には、今後ともご尽力いただきますようお願いいたします。 

事務局からの説明は以上です。ありがとうございました。 

 

【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、次に議題（３）食育推進に関する周知・啓発

活動について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】  議題（３）食育推進に関する周知・啓発活動について説明させていた

だきます。 

       資料の別紙２をご覧ください。13ページは偶数月の広報みよしに掲載

されている「我が家で食育」の令和２年度掲載計画、14ページは年６回

更新を予定している食育ホームページの掲載計画となります。また15

ページから23ページは昨年4月から今年８月までの「我が家で食育」、24

ページから28ページは昨年度と今年度の６月号に掲載した「食育特集」

となります。 

お手元の資料では白黒印刷となっていますが、昨年８月から広報みよ

しの発行が月一回に変更になったことに伴い、カラー印刷になったため、

以前より「我が家で食育」も「食育特集」も見やすくなったとの声をい

ただいています。「我が家で食育」は、学校教育課、給食センター、健康

推進課、市民病院及び産業課で担当月を決め、それぞれの視点からの食

育についての記事を掲載しています。 

また、「食育特集」は、昨年度は「食事の栄養バランス」について掲載、

ただ食べるだけでなく「赤」「黄」「緑」の三色のバランスに気を付けて

食べる、簡単なものでいいから朝もきちんと食べる、「毎日三食きちんと

三食」をテーマに簡単な朝食レシピを添えて特集しました。 

そして今年度は「地産地消」について掲載、地産地消の良いところ、
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みよし市内で生産されている農畜産物について、実際にその農畜産物を

生産している農家の方の紹介とともに特集しました。 

また、資料とは別でお配りした「令和２年度版みよし市産直マップ」

は、みよし市内の産地直売所の認知度を向上させ、みよし産農畜産物の

消費拡大を図るため、今年７月に発行したものです。市内の様々な直売

所が写真付きで掲載されており、中でもみよし市の特産品である柿、梨、

ブドウに関しては、各直売所の取扱い品種が記載されています。また、

地図上でそれぞれのアイコンで表示してあり、探しやすくなっています。

そしてマップ表紙の右下にもついているシールは、数多くの種類が生産

されているみよし市の特産品である柿・梨・ブドウを市内外の方により

知ってもらうため、作成した特産品シールです。現在、柿は「富有」「太

秋」「次郎」「陽豊」、梨は「幸水」「あきづき」「豊水」「愛甘水」、ブドウ

は「巨峰」「シャインマスカット」「デラウェア」「クイーンニーナ」が作

成されており、市内の該当品種を生産している農家の方に無料で配布し

ています。 

みよし市は、市街地と農地がすぐ近くにあり、地産地消を勧めるには

うってつけの場所です。ですから、こういった地産地消を推進する取組

も継続していきたいと思います。 

事務局からの説明は以上です。 

 

【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。 

 

       ご意見等なければ、ここから食育推進に関する意見交換に入りたいと

思います。どなたかご意見のある方、お願いいたします。 

 

いらっしゃらないようですので、学識経験者の方にご意見を伺いたい

と思います。最初に小川委員、お願いします。 

 

【小川委員】 先程の説明にもありましたが、今年度、新型コロナウイルス感染症の

影響で残念ながら食育に関する取組の多くが中止となっています。しか

し様々なことが制限される中で、ただ中止するのではなく目的を達成す

るための違う方法を模索することが重要だと思います。例えば、ある学

会は通常200人程度集まるのですが、今年度オンライン開催にしたところ、

参加費は変わらないのに500人の参加がありました。また私が園長を務め

る幼稚園では、園全体の集まりをやめ、クラスごとの少人数制にしたと

ころ、子ども達への話が以前より良く伝わるようになったり、参加する

保護者が自分の子どもを見やすくなったりという良い効果がありました。

このように、目的達成のための方法を変えることで、ピンチをチャンス

に変える、よりよい取り組みになる可能性があります。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で家にいる時間が増え、家庭菜園が流行る、家族との
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時間が増えるなど食育推進に良い風向きになっていることも多くありま

す。各団体の行う具体的な取り組みも、方法を変え目的達成ができない

か、考えてみることで、より良い結果へつながるかもしれません。 

       また本来ならば今年度は愛知県で食育推進会議が６月に開かれる予定

でした。来年度は岩手県での開催がすでに決まっていますが、再来年度、

ぜひ再度エントリーしてはどうかと思います。こういった大変な状況で

はありますが、ピンチをチャンスに変える、よりしっかり目的が達成で

きる取組が展開できたらと思いました。 

 

【会 長】  ありがとうございました。ピンチをチャンスに変える。中止でなく目

的達成のための別の方法を模索する。食育のみでなく、市での様々な取

組に対しても、こういった考えを持って行っていけたらと思います。 

続きまして、今年度から新たに委員になられました兼平委員、お願い

します。 

 

【兼平委員】 今年度から新たに委員に加わりました東海学園大学の兼平です。今、

小川先生のお話にもありましたように、新型コロナウイルス感染症の影

響で大変な世の中ではありますが、ピンチをチャンスに変える、目的達

成のための新たな方法を模索することが大切だと思います。 

       昨年、台風で中止となってしまったのですが、ＪＡの行うイベントに

学生達でブースを出す計画がありました。学生達は大変張り切っていた

ため、延期ではなく中止になってしまったことでかなり落胆しておりま

した。中止にするのは簡単ですが、違う方法を模索して、何とか目的達

成を成し遂げることが重要なのではと強く思います。 

 

【会 長】  ありがとうございます。 

       ではもうお一方、ＪＡ代表の前田委員、いかがでしょうか。 

 

【前田委員】 ＪＡとしては、いかに地元の農家さんの農産物をＰＲしていくか、食

農教育に力を入れています。新型コロナウイルス感染症の影響でたくさ

んの取組が中止となっていますが、私も先生方と同じ意見で、ただ中止

ではなく違う方法で行っていくことが必要だと思っています。 

 

【会 長】  ありがとうございました。もし他にご意見がありましたら、この後で

も結構ですし、後日でも構いませんので、事務局の方におっしゃってく

ださい。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。 
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【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 》 

 


