
 

審議会等議事概要 

平成28年度 第1回 滝川市食育推進市民会議 議事概要 
                                              

日 時 平成28年5月26日（木曜日）午後6時30分～午後7時40分 

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、中野委員、金子委員、内田委員、田中委員 

壽永委員、関山委員 

事務局：国嶋部長・森課長、白石課長補佐、澤田主査、 

議 事 

1 開 会 

2 あいさつ 

    部長より今年度は第2次食育推進行動計画が最終年度になり、第3次計画を

策定する予定であることから、本日は昨年度の実績と今年度の計画につい

ての審議と第3次計画に向けた意見について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27年度事業実績・平成28年度事業計画の報告 

委員長) 事務局より平成27年度の事業実績の報告をお願いします。 

それでは、平成 27 年度事業実績の報告をさせていただきます。事前に資

料の配布をさせていただいておりますので、主な事業のみ報告させていた

だきます。なお、この実績は各団体・学校・保育所・市が実施しました実

績をまとめた内容になっております。 

    平成 27 年度の実績について資料に基づいて報告 

 

委員長) それでは、報告が終わりましたが、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 28 年度の事業計画について説明お願いし

ます。 

事務局) 平成 28 年度事業計画について資料に基づいて説明 

 

委員長) 例年どおり進めていくということで、よろしいですか。 

    それでは、次第の(2)第 3 次滝川市食育推進行動計画について事務局、説

明をお願いします。 

事務局) 第 3 次計画の資料に基づいて説明 

委員長) 計画の方向性、策定のスケジュールについて事務局から説明がありまし

た。 

    第 3 次の計画では、しっかり噛んでおいしく食べる、歯科保健分野に重点

をおいた案が事務局から出されましたので、これについて委員の皆さま



 

に、それぞれのお立場からご意見を伺いたいと思います。 

委員)  第 2 次計画の重点事業の農業体験はすごく重要だと思うが、農業体験に取

組んできた農家の中には、農業体験はもういいのではないかと言う声もあ

り、地域で進める食育はなかなか難しいという感じです。 

    第 3 次のしっかり噛むことについては、70 代や 80 代ぐらいの世代の方が 

    今より硬い食べ物を食べてきた世代で、「よく噛んで食べなきゃだめだ

よ」とよく言っていた。それぞれの年代の食意識の高い人に集まってもら

い、意見を聞き、健康で元気でいなきゃいけないことを知ってもらうこと

が大事だと思う。 

委員)  第 3 次計画の案を見て、計画のテーマが「しっかり噛んで、おいしく食べ

よう」はちょっと唐突な感じがしました。 

    第１次が「家族みんなで楽しい食卓 毎日食べよう朝ごはん」第 2 次が

「食が大切と思う気持ちを育てよう」第 3 次が集大成になるのかと思った

が、今後も 5 年ごとに計画を策定しながら継続するのであれば、今年度か

ら委員になったので計画の全体像について説明をしてほしいです。 

    また、朝ごはんをしっかり食べてくる家庭の子どもは学力や体力の結果も

良く、市内の小学校の調査結果からも明らかになっている。これは、公表

してもよいのではないかと思う。朝食を欠食している家庭と朝食を毎日食

べている家庭の率を出すことも大事ですが、子どもの発育や発達に大きく

影響を与えることを保護者に知ってもらうようにすると、子どもに食事は

しっかり食べさせなくてはならないと保護者は思うのではないか、それを

数字で示すことができれば、なおいいと思う。 

事務局) 国が全国調査したもので、朝食欠食者と学力についてのデータは公表され

ていますが、この調査結果については、解釈の仕方が色々とあり微妙な 

    状況です。公的機関が情報の発信をするのには、十分議論する必要があ  

    ると思います。 

委員)   朝食の欠食・孤食を 0%に近づけるという目標に向かって取組みをしている

中で、農業体験は間接的には関係あると思うが、直接的には関係あるかど

うか解らない。また、第 2 次計画の評価を踏まえた中で具体的にどのよう

に取組んでいくといいのか難しい。 

委員)   子どもの朝食欠食や孤食は大人の食意識が低いからだと思います。子ども

と一緒に食事をして、子どもが親においしかったことを伝えることで、親

が変わってくると思います。また、噛むことはとても大切です。離乳食か

ら始まって噛むトレーニングをしながら発達していきます。第 3 次では子

どもから高齢者まで自分の歯でしっかり噛んで食べることを進めていくこ

とは時間がかかり結果がなかなか見えないかもしれませんが、この取組み

が子ども達に良い影響を与え大人になった時にしっかり噛むことが身につ

いているといいなと思います。家庭の食事を変えていかなければならない

ので、難しい話ですが、大事な取組みだと思います。 

委員長) 欠食や孤食は大人の食意識が影響します。このような取組みは長期間の継



 

続した取組みが必要で、すぐ結果が出るものではないと思います。 

委員)   子どもアレルギーの増加や歯が折れやすくなるなど、子ども達の体に問題

のある子が多くなってきている。子ども達を見ていると、少しずつ健康で

はない方向になっている。これから母親になる若い女性に食べることの大

切さを教えていかないと、親になった時に子どもに食事を作って食べさせ

られない。食べる物を簡単に買ってきてすんでしまう時代、柔らかい食べ

物も多い。噛む体験は毎日の食事の中でできること、難しいことではない

と思う。給食でも柔らかいパンを好む傾向があり、固いから食べない子ど

もが多く、食べないので給食のパンも柔らかいパンにしてしまう。食べや

すいものが決していいわけではないので、よく噛んでほしいと思う。 

    良く噛むことは、脳の発達にも良い影響を与えるので噛むことの大切さを

を伝える取組みをしていきたい。 

委員長) この頃は非常に柔らかいものが多く、固い物を逆に選ばないといけない

し、しっかり噛むことは身近な中で十分教えられることだと思う。 

委員)   皆さんのご意見を聞いて、子どもの時からの食育は大切なことだと改めて

感じました。私たちは月に１回高齢者を招待して昼食の食事会を行ってい

るが、高齢者の中にも一日 2 回の食事の方も多く、お昼を食べないので参

加できませんと言われ驚いています。 

委員長) 高齢者も食生活が乱れている方もいるんですね。 

委員)   この会議に数年出させてもらっているが、毎年同じような意見が出てい

る。どこを改善したいのかといったら、改善されないでこの会議だけで、

終わってしまっている感じがする。いったいなんの会議だろうと不思議に

思っているところですが、実際のアクションを起こさなければならないと

思う。朝食の欠食をしているのは、親が用意していないのであって、用意

してあるのであれば食べていくのではないか。親の教育を十分に徹底して

やることが大事だと思います。給食が一番の栄養源という子どもの話を聞

いたことがありますが、例えば、新鮮な野菜を食べる環境が無い。保護者

の意識を変えるアクションを起こすことが大切だと思う。計画の中に「健

全な食生活」とありますが、これはどういう食生活のことですか? 

事務局) 栄養的にも食習慣としても健康を維持していける食生活のことです。一日

一日と言うよりは、大体一週間単位でということになります。 

委員)   難しいことは多々ありますよね。健全な食生活と言う言葉は美しいが、具

体的に栄養のある料理が家庭のテーブルに並ぶかと言うと難しい。第 3 次

の計画にカミング 30 の推進とありますが、30 回噛むと言ってもほとんど

の人は噛まないですよ。固いパンや肉なら 30 回噛めても柔らかい食べ物

なら噛む前に溶けてしまいます。ただ単に 30 回噛むといっても無理があ

る。よく噛んだら唾液が出て脳が活性化するということは、皆さんよくわ

かっているので、30 回噛まなきゃだめだということではなくて「しっかり

噛んで食べよう」と言うようなキャッチフレーズや目標で具体的なアクシ

ョンを早急に起こす必要があると思います。 



 

委員長) 噛むという意識をいかに持たせるかが大事だと思います。会議の中で同じ 

    ような問題が毎年繰り返し出されているので、同じ意見になってしまうの

だと思います。 

委員)   学校給食の残量など解るのですか? 

事務局) 水分を抜いた残量を計測しています。 

    ただ、牛乳などはアレルギーの問題があり昔と違い飲むことを強制されな

くなってきています。給食の指導の方法も変わってきています。 

委員長)  お米のアレルギーも多いので、販売促進の時アレルギー表示をしてくだ

さいと言われ表示をしている。 

事務局)  乳幼児健診時に感じるところですが、全体的に食事が柔食化傾向になっ

てきており、しっかり噛むような料理の提案をしているが、「ひっかけ

る」「うまくかめない」といって必要以上に切ったり、つぶしたりしてい

る保護者が多い状況です。 

委員)   保護者によるが、全体的に子どもに甘くなってきている。私たちの子ども

の時は、出されたものを全部食べるのがあたり前だった。今は子どもの頃

から食べやすいものを与えるようになってしまい、子どもの方から食べる

物を選んで食べるようになっている。 

委員長) 子どもというより大人の意識をどう変えていくのかということが、問題で

すね。 

委員)   アレルギーなど子どもの体がだんだん弱くなってきている。あまり子ども

を過保護にしないで、歯のことから考えると「固い物をたべましょう」と 

    言い続けることで、結果的に 30 回噛むことにつながると思う。いかに、

保護者が子どもに選ばせるのではなくて、色々な食べ物をバランス良く食

べさせるかが家庭の食育だと思う。 

委員)   給食で生野菜など食べさせているのですか? 

事務局) O-157 の発生後野菜は生ではなく加熱した料理を出しています。 

委員)   それでは、柔らかくなってしまいますね。 

委員)   農業体験の中でもりんごを収穫後まるかじりするなど、噛む体験もできる

と思います。 

委員)   農業体験は農作物を作る体験が中心ですよね? 

委員)   種まきから収穫、調理などをして食べるなど色々なパターンがあります。

農業体験は学校の教育現場の中で進めていくのが大事だと思います。学校

などの菜園で収穫した野菜を食べた時の感動は、子ども達に良い影響を与

えるし、生産者も地元で取れた体に良い農産物の知識を子ども達や保護者

に伝えていくことが大切。伝える側の生産者も農業体験に対して意識の高

い生産者が取組むと良いと思う。 

    また、ワーキングのメンバーは協議会の中から選ばれるのですか? 

事務局) 委員さんの中から 4～5 名選びたいと考えておりますので、これからご相

談させていただきます。 

委員長) 皆さまから貴重なご意見がだされましたので、活用していきたいと思いま



 

す。食育を進めることは大事なことではありますが、実際にやろうとする

と、なかなか難しい問題なのかなと思います。 

    それでは、その他について事務局から説明願います。 

事務局) 今日の委員の皆さまのご意見を参考にしながら、案としましては、第 3 次

の計画は歯科保健からの食育を進めさせていただく方向で考えておりま

す。ご意見にありましたように、早急なアクションについもこれから委員

さんの中からワーキングのメンバーを選出させていただき、ワーキングの

皆さまと検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長) 選出された場合はよろしくお願いいたします。 

事務局) 遅い時間までありがとうございます。滝川市教育振興会での食生活アンケ

ート結果の資料が平成 27 年度事業実績の最後についております。小学 5

年生を対象に調査した結果で、朝食の欠食や朝食・夕食の孤食に関する結

果も載っておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

    これからも、今日いただきましたご意見を基に具体的なアクションをどの

ように起こしていったらいいのかについて検討し、第 3 次の計画につなげ

ていきたいと思います。 

5、その他 

    特になし 

 

6、閉 会 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議資料 

資料1 会議次第 

資料2 委員名簿 

資料3 平成27年度事業実績 

資料4 平成28年度事業計画 

資料5 第3次食育推進行動計画の策定について 

  


