
 

審議会等議事概要 

平成27年度 第1回 滝川市食育推進市民会議 議事概要 
                                              

日 時 平成27年8月28日（金曜日）午後6時～午後7時 

開催場所 たきかわ農業協同組合 広域営農センター  2階 会議室 

出席者 

委員:   上野委員長、安彦委員、藤岡委員、中野委員、南川委員、内田委員、 

西村委員、菊田委員、関山委員 

事務局：高橋部長・森課長、白石課長補佐、澤田主査、 

議 事 

1 開 会 

2 あいさつ 

    部長より第2次食育推進行動計画に基づき、子どもに重点をおいた食育を

推進していくことを目標に様々な食育を実施していることから、本日は昨

年度の実績と今年度の計画について審議のほどよろしくお願いしたい旨の

あいさつがあった。 

3 委員紹介 

    各委員自己紹介後、部長以下事務局職員も自己紹介を行った。 

4、議 事   

    ○平成26年度事業実績・平成27年度事業計画の報告 

委員長) 事務局より平成26年度の事業実績の報告と続けて、平成27年度の事業計画

の報告をお願いします。 

事務局) それでは、平成 26 年度事業実績の報告です。事前に資料の配布をさせて

いただいておりますので、重点事業であります農業体験の推進についての

み、報告させていただきます。 

    食育ファームは北海道より消費・安全対策交付金の補助を受けて平成 24

年度から継続している事業です。滝川市の他、滝川おもしろ食育塾、教育

委員会、多くの農家さんの協力を得て、実施してまいりました。平成 26

年度は小学 5、6 年生 18 名が参加しました。 

    7/30 日は 8 月の食育ファームをより効果的にするための親子事前学習会、

8/7 日～8/9 日の 2 泊 3 日は、農家などで宿泊しながら農業体験をします

食育ファーム、それから 8 月に実施しました農業体験の振返りとして、

1/17 日に地産地消について農家の方が講師となり米の学習をし、滝川産の

米で作ったおにぎりを試食しながら、交流会をしました。 

詳細については資料ご覧ください。 

この食育ファームを実施するにあたり、多くの農家の方にご協力をいただ

き 3 年間継続して実施をしてきたところですが、参加者の子どもたちに、

ペットアレルギーの子が多くなり、農家さんで宿泊しながらの農業体験が

難しくなってきました。また、小学校の農業体験が確保されてきたことか

ら、昨年は３０名の募集に対して１８名の申込みとなりましたので、ここ



 

でいったん区切りをつけさせていただき、今後につきましては第３次計画

策定も控えておりますので、それと合わせて検討していきます。 

次の 2～5 の農業体験は保育所や学校の目的に沿った、収穫・農業体験が

進められ、食の大切さや感謝する気持ちを育てる事業となっております。

6 から 29 までは、例年実施されている事業で、資料に記載されているとお

りとなっておりますので割愛させていただきます。 

引き続きまして、平成 27 年度の事業計画を報告させていただきます。資

料をご覧ください。 

2 の食育の推進、重点事業、農業体験の推進としまして、保育所や学校の

収穫・農業体験は前年度同様記載のとおり実施いたします。また、他の推

進事業の中の新規事業として 20 番の夏休み、木育・食育ものづくり楽校

を、市のくらし支援課と滝川おもしろ食育塾が連携し、小学生を対象とし

て夏休みの時期に合わせておにぎりと豚汁を作りました。他は例年と同様

の事業になっておりますので、記載されたとおりです。以上です。 

委員長)それでは、報告が終わりましたが、まず、平成 26 年度の実績報告について

何かご質問ありませんか。ないようですので、平成 27 年度の事業計画に

ついてありませんか。 

委員)   食育推進市民会議を 8 月に開催するのは、もう計画の中で実施している事

業もあるので、会議を早く開催することはできないですか。 

事務局) 農家の方が忙しくない時期の開催要望がありましたので 7 月開催としてお

りました。今年は 1 か月遅れてしまいましたので、来年度の開催時期につ

いては検討させていただきたいと思います。 

委員)  新規事業の木育・食育ものづくり楽校は定員が何人募集で、参加者は何人

だったのですか。 

事務局)滝川おもしろ食育塾が中心になって実施しましたので、出席する予定の滝

川おもしろ食育塾代表から報告していただきたいと思いますが、まだ出席

されていませんので、後程報告していただきます。事務局で情報として把

握しております内容は、3 日間実施で一日に付き 120 名位と聞いておりま

す。参加者は主に児童館の小学生で子どものみが対象となっております。 

委員長)この件は滝川おもしろ食育塾代表が到着しましたら、報告していただくこ

とにします。平成 26 年度実績報告と平成 27 年度事業計画の報告について

は承認していただいたということで、よろしいですね。 

それでは、意見交換ということで事務局よりお願いいたします。 

 

○意見交換 

事務局)第 3 次食育推進行動計画は平成 28 年度から平成 33 年度の 5 か年の計画と

して策定します。第 1 次計画では子どもの欠食と孤食が課題で改善のため

に、親子や子どもを対象に料理教室や栄養教室を、年間 40 回位実施しま

した。第 2 次計画では農業体験から食の大切さや感謝する気持ちを育んで

いくために、幼児から大学生までを対象に農業体験を重点事業として、取



 

り組んできました。 

来年度で食育の推進も 10 年目を迎え、少しずつ欠食や孤食は改善されて

きています。第 3 次の計画はどのような内容で策定していくのかが今後の

課題です。食育を推進するにあたり何をどのように改善していくのか、ど

のような取組みを重点とするのか、それぞれのお立場からご意見を伺いた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長)それでは、委員のみなさんからご意見を伺いたいと思います。 

    保育所などではいかがですか。 

委員)   今感じていることは子供の体が弱くなっていること。３月から４回も前歯

をぶつけ、９か月の子がつかまり立ちして歯が折れてしまいました。食べ

ものが影響し歯や骨が弱くなっていると思います。また、アレルギーも増

えていると思います。現在は給食も除去食をしながら対応していますが、

最初からアレルギーの子にあわせていく・硬いものを食べさせないという

考えも出てきました。残念ですが、給食のパンも軟らかいパンを要望する

保育士もいます。噛むことは脳の発育にもつながるし大事です。保護者は

簡単にコンビニなどで軟らかく食べやすい物をすぐに与えてしまう傾向が

あります。幼児期の食の大切さを見直すことが今とても必要です。 

昨年、収穫体験でお世話になっている農家さんに提案されたので、お便

りに地産地消についての情報を掲載し、保護者の方に配布しています。 

委員長)アレルギーのお子さんは、どのように保育所で対応しているのですか。 

委員)  病院を受診してもらい、医師の指示を受けてからアレルゲンを除く除去食

をしています。卵や牛乳が一番多いです。将来に向けて、少しずつ食べら

れるようになることを望んでいます。ある市の保育園では、みんな一緒

に」を給食の方針としているため、アレルゲンの食材を給食から排除して

献立を立てている所もあります。集団給食において、どちらがベストな方

法なのか今後の課題で、この件に関しては保育所以外の栄養士の意見も参

考にしたいと思います。 

委員長)歯が弱くなったとの意見がありましたが、歯科医として如何ですか。 

委員)   むし歯の数はかなり減っていますが歯の質が強いか弱いかというと、極端

に弱っているという訳ではないです。問題になっているのは『格差』で、

ものすごくむし歯の多い子と全然ない子がいます。軟らかいもの・食べや

すいものが増えてくるとむし歯になる確率が高くなります。年をとると固

い物は食べなくなってきますが、固い物を食べると唾液が出て口腔内の自

浄作用もあります。固い物を食べないとかむ回数は減ってしまうため、顎

が細く歯並びが悪くなります。恐らく何世代にも渡って顎が細くなってい

ったのではないかと思います。私が気になるのはいい素材の食べ物を食べ

る機会が少なく、出されても食べ方がわからない子どもが多いことです。

親が出さないから食べた経験が無く親が問題だと思います。先程、事務局

から孤食・欠食が減ったと言うけれど、本当に減ったのかなと感じていま

す。幼稚園の先生に聞くと朝から元気が無く、グタッとする子もおり、や



 

はり、いい素材のものを食べさせることが大事だと思いますが、じゃあ行

政は何ができるのか、なかなか難しいですね。 

事務局)イベント的な１回きりの料理教室は、その場を楽しんで終わってしまうこ

とが多く、家庭で繰り返し行われる方法というのが難しいです。体験した

ことを定着する方法はどういったものがあるのか、意識の高い保護者は吸

収して発展していけるが、問題のある家庭や保護者に、どのようにして行

動が変わるような方法を届けていくのか、保健事業を進めていく時に本当

に難しいと感じています。どのような方法が効果的か委員の皆さんにご意

見いただいて、第３次計画に盛り込んでいけたらと思います。 

委員)   興味のある親はいろいろな場にでてきますよ。 

委員)   3 年間の食育ファーム事業は子供だけを対象に実施していた私たちも、親

がいた方がもっといいのにと思っていました。この事業をもう少し改善し

て続けられないかなと思っていたら、やらないということで残念です。新

規事業の木育・食育ものづくり楽校では約１２０人が参加していると。そ

ういう事業にも親が参加するようにできたら良いと思います。来ない保護

者は来ないので無理してくるのは無理だと思う。何かおもしろいことをや

っているなと、振り向かせるしかけが大事なのではないかと思います。地

産地消給食で生産者として、学校の教壇で話しをしているが、話すのはす

ごい苦手。生産者がくると子ども達はいつもより食べるといった声がある

ので行っているが、地産地消給食も実際現場に来てもらって、話をすると

いうこともやってみると良いと思います。 

委員)   母親クラブや各児童館では、子どもの料理教室を行っているが、子ども 

だけが対象で保護者は対象としていません。保護者は働いているため参加

は難しいのが現状です。 

委員長) 保護者の参加は難しいのは解りますが、保護者も取り込んでいくやり方を

しないと、食育は浸透していかないのではないかと思いますが。 

委員) 毎年継続して取り組んでいくのが大事で、単年で終わるのは効果が低いと

思います。継続することで効果が出てくるのであって、止めることよりも

続けていくことをしないと、市民に浸透していかないのではないかと思い

ます。 

委員長) 東京のある地域では、お米屋さんが小学校で、食育授業をしているようで

す。米の生産者として何かご意見ありませんか。 

委員)  私たちは仕事で農業をしている訳で食育のためではないが、田んぼが子供

達の通学路になっているので、毎日通学している子ども達は田んぼを見て

季節感を感じ取ってもらってると思う。先日、テレビで学校給食がない夏

休みに、食生活が大変な子供達がいるというのを見て、とんでもない話だ

なと思いました。農家として農業体験の中で、見てもらったり食べてもら

ったりはこれからもしますが、滝川市は食育に対して他の市町村と同じ様

なスタンスではなくて、滝川市独自の食育の取組みがあってもいいのかな

と思います。 



 

委員長) 夏休みになると食事は自分でという子供も増えるかと思います。夏休み中

に児童館を利用する子どもが多いと思いますが、児童館ではどうですか。 

委員)  子供は確かに児童館に集まります。先程からご意見を聞いていますと子供

だけではなく親も巻き込まないとという意見でしたが、その通りだと思い

ます。児童館でも子供だけの参加の場合保護者は積極的ですが、親子の参

加になると働いているから平日は参加できないなど、保護者の参加は非常

に消極的です。このような状況なので児童館では、子どもだけを対象にし

た料理教室になっています。 

委員長) 子どもだけではなく親にも波及させていくことが、課題かと思いますが 

    どうですか。 

部長)  もっと昔だと栄養不足の改善のために給食が子供の命をつなぐといった事

もありましたが、それが、豊かな時代になって別な意味でどんどんひろが

っているのではないかと思います。親御さんへもっと食べることは大事な

ことだととらえてもらえるように、教育や啓蒙などの重要性を感じます。

このような場で問題の確認だけではなく、子どもたちに多くの良い経験を

させられるような、取組みを考えることは大事だと思います。 

委員)  小中学校では 地産地消の授業を行ったり、違う学年の子と一緒に食べる

交流給食を行っています。ランチルームのある学校ではランチルームで食

べるなど、食べる環境づくりにも努めています。親を巻き込もうと思うが

参観日も来ない親が多く、なかなか食育に親子の参加は難しいと思いま

す。 

委員)   交流給食はビュフェスタイルですか。 

委員)   ビュッフェスタイルではなく、食べる場所だけ教室からランチルームに移   

動します。 

委員)   地産地消・食育と言うことで、私は農政に携わる者としての意見ですが、

地産地消には将来の消費者を育てるという側面もあり、どこの市町村でも

取り組んでいます。実際のスーパー等の売り場も変化してきていまして、

野菜は丸ごと１個で売っているのが少なくなりました。今はカット野菜に

なっています。一世帯あたりの家族数が減って１次処理、加工が進んでき

ている結果です。これからの食生活は電子レンジで加熱するだけ、調理を

しなくても良いように徐々になってきます。一方では○○クッキングとい

うように、料理教室が大人気だったりするなど二極化しています。国は日

本の人口が減少しているので、国内消費より海外に輸出しようと考えてい

ます。日本の食文化は健康食として海外で取り入れられているため非常に

反応が良い状況です。逆に日本の食生活は欧米化しており、生活習慣病の

原因の一つになっています。そんな中、子ども達が地産地消によって、地

域の特産物に愛着を持ち食べつないでいくためには、やはり農業体験が一

番良いと思います。農業体験で土に触れて食べ物は簡単にできないことを

知り、感謝する気持ちを持たせることが今一番必要です。子どもばかりで

なく大人も必要だと感じます。国を挙げた対策として何か抜本的に１日農



 

業体験の日を設けるなど、このようなことが大切だと思います。また、そ

れと同時に社会の仕組みを、変えていかなければならないと思います。 

委員長) 皆さんの意見から、5、6 年生を食育の対象として終わりではなく、やは 

り毎年続けていくことが大事だということですが。 

事務局) たくさんのご意見を伺うことができ、非常に参考になりました。私が担当

しております健康分野から申し上げますと、北海道は農業王国としてのイ

メージがありますが、男性の野菜摂取量は全国で４７位、女性は３１位だ

そうです。道ではなんとかしてこの摂取量を上げようとしています。あと

男女とも１００ｇ足りない状況です。野菜不足から生活習慣病を悪化させ

る方が非常に多い中、青汁や野菜ジュースで野菜を摂ろうとする方が増え

てきました。特に成長期の子ども達に対して野菜が嫌いだから野菜ジュー

スを飲ませたり、青汁は体に良い物と思い牛乳に混ぜて飲ませているな

ど、食生活が決して適切な方向ではなく悪い方向へ向かっており、私たち

保健指導の専門職は非常に危機感を持っています。これをどのようにし

て、適切な方向へ向かわせるかが今後の大きな課題です。食育を推進する

ためにどのように滝川らしいもので推進していくのか、これから知恵をし

ぼって考えていきたいと思います。計画の策定につきましてはワーキング

の様な形で委員の中から４～５人の方にお願いし、進めていきたいと考え

ております。ワーキングで原案を作り市民会議で委員の皆さまから、ご意

見をいただきたいと思います。1 次・2 次の計画は行政主導型で計画を策

定しましたが、第 3 次計画は委員の皆さまのいろいろな意見を取り入れな

がら、計画を策定したいと考えております。これからもご協力お願いいた

します。 

委員長) 第３次計画についてはワーキングの中で素案を作りたい。これについては

後日連絡をしてグループを作るということでよろしいですか。  

事務局) 立場は偏らない方に入ってもらう予定です。 

課長)   ワーキングメンバーになられ方には、今出されましたいろいろなご意見に

つきまして検討していただきたいと思います。長時間ありがとうございま

した。 
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