
 

審議会等議事概要 

平成29年度 第1回 滝川市食育推進市民会議 議事概要 
                                              

日 時 平成29年6月16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:   伊藤委員長、安彦委員、中野委員、平沢委員、田中委員、内田委員 

亀田委員、関山委員、吉原委員、高橋委員(堤委員の代理) 

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.部長あいさつ 

    本日は昨年度の実績と今年度の計画についての審議、第3次計画の推進に

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.委員長・副委員長選出 

    各委員自己紹介後、事務局から委員長に伊藤委員、副委員長に大町委員を

推薦し、了承された。 

4.議 事   

  (1)平成28年度食育推進事業実績について 

事務局) 資料1に基づき報告をおこなった。 

委員長) 質問等なし。 

    (2)第3次滝川市食育推進行動計画の概要について 

事務局) 資料 2 の第 3 次滝川市食育推進行動計画概要版に基づき説明。 

本計画は、食育基本法に基づく計画。平成 24 年度～平成 28 年度の第 2 次

計画に続く計画で、期間は平成 29 年度～平成 33 年度の 5 年間。計画の趣

旨は、市民一人ひとりが、食に関心をもって自ら食について考え、選ぶ力

を育て、健康寿命の延伸を目指す市民が主役の計画。家庭をはじめとし

て、地域や保育所・幼稚園・学校・生産者・行政が連携、協力し食育に取

組むため、基本的な方向と具体的な方策、計画を推進する上で、それぞれ

の役割を明らかにするために策定したもの。 

    第 3 次計画では、健康寿命の延伸を大きな目標としており、この目標を達

成するために、食を通じた健康づくりをはじめ、4 つの基本目標と重点取

組み、4 つのライフステージごとの具体的な取組みを設定している。 

    第 2 次計画では、子どもを対象として「家族みんなで楽しい食卓・毎日食

べよう朝ごはん」をテーマに、農業体験を通して、食の大切さを伝えるこ

とに重点をおいた食育を進めてきたが、第 3 次計画では、歯科保健の視点

を取り入れ、子どもから高齢者までを対象に、食を通じて健康な体と、豊

かな心を育むための 71 の事業に取組む。推進体制は、図で示したとお

り、食に関わる全ての生産者、保育所・学校などがそれぞれの役割のもと

連携、協力しながら事業に取組むものとする。 



 

委員長) 質問なし 

  (3)平成 29 年度食育推進事業計画(案)について 

事務局) 資料 3 の(3)平成 29 年度食育推進事業計画(案)に基づき説明。 

  1.市民会議の運営 

第 1 回食育推進市民会議を本日開催し、10 月に進捗状況の確認と次年度の

取組みを協議する、2 回目の開催を予定している。 

2.第 3 次食育推進行動計画の PR 

    記載のとおり。 

  3.食育の推進 

4 つ重点事業と推進事業に取組む。噛ミング 30・8020 の推進では、むし歯

予防デーを 6 月 3 日に開催し、口腔機能とよく噛んで食べることをテーマ

に各コーナーの体験や展示、かみかみ焼きそばの試食を実施した。若い世

代の家族の参加も多く、良い啓発の機会になった。また、新しい取組みと

して、噛みごたえのある食材を使った給食を保育所や学校で提供する。 

    朝食欠食の改善は、小学生と中学生を対象とした調査の結果、欠食率が小

学 5 年生 14.4%と悪化傾向、中学 2 年生は 10.0%と改善傾向という結果だ

ったが、欠食率は全国と比較してまだ高いため、第 3 次計画においても、

子どもから高齢者まで幅の広い世代の取組みを進めていく。推進事業は、

地産地消の推進として地元食材を意識して食べる市民や地元の食材を知っ

ている小中学生を増やす取組みを続ける。新規事業として、くらし支援

課、図書館、健康づくり課の 3 課が連携し、9 月 30 日に「まるごと食べよ

う!!たきかわ産りんご DE クッキング」を小学生 20 名を対象に実施する。

内容は、りんごの収穫体験やりんごを題材にした絵本の読み聞かせ、アッ

プルパイを作る。次に、食べきり運動の普及啓発では、食べ残し食品ロス

削減に向けて、宴会などで「おいしく残さず食べきろう」をスローガンに

行う。忘年会、新年会、歓送迎会などの時期に合わせて市民へ PR をす

る。 

委員)   計画を市民に浸透させていくのは、なかなか難しいことだと思う。 

事務局) どのように進めていくと市民に浸透するのか、ご意見をいただきたい。 

委員)  せっかく生産地に暮らしているのだから、もう尐し生産者と学校が密接な

関係になるとよいと思う。学校の受入れ体制にばらつきがあるため、先生

方も生産者との交流が地産地消にとって大事なこととして認識してほし

い。 

委員)   地産地消を進めようとする中で、学校と生産者の間に距離感があるので、

大事なことを進めて行く中でどう関わっていくのか、もう尐し明確にした

ほうが良いのではと思う。地元食材を食べて健康にするというのは、農業

新聞に取り上げてもらうくらいの注目度はある。たとえば滝川産雑穀の力

など PR しながら、農業に関して興味を持ってもらえる仕掛けを作ってみ

るのはどうか。「まるごと食べよう!!たきかわ産りんご DE クッキング」

のまるごととはりんごをまるごとということか。 



 

事務局) 滝川産りんごを題材にしてりんごまるごとという意味。 

委員)   できれば、まるごとという意味をりんごだけでなく、滝川の食材まるごと

ということにして、滝川産の農産物全体に販売も含めた取組みをするとよ

いのではないか。取組みに参加してくれる生産者を集め、交流しながら仲

間を増やし食育を進めて行くと良いと思う。新鮮で美味しい農産物に興味

や関心をもってもらうため、滝川の農業を市民に伝えて行くよう取組んで

いくのはどうかと思う。 

事務局)  第 3 次計画は噛むことがテーマの一つであることから、例えば白いごは

んに、滝川産のもち麦を混ぜることによって、各段に噛む回数は増える。 

    もち麦は食物繊維やビタミンなど豊富な栄養素を含んでいるので、生活習

慣病の予防や咀嚼の観点から、食べてほしい食材。食育の推進の一環とし

て、市民全体に広げていける可能性がある。 

委員)   28 年度のもち麦は生産量が尐なく、ブームで需要が多くなったため、現在

販売量を縮小している。今の時期は品物がない状況が続いているが、29 年

度の作付面積を倍以上に増やしたので、今年は大丈夫だと思う。 

事務局) 第 3 次では、噛むことがテーマとなっているため、新鮮な野菜を食べるこ

とを習慣化できるとよいと思う。たとえば滝川市でごぼうを生産している

が、きんぴらごぼうだけでなく、いろいろな料理方法を紹介しながら、食

べてくれる市民を増やすことも大事だと考えている。 

委員)   学校の給食で提供するメニューは決まっているのか。意外にカレーによく

合って美味しいので、ごぼうを入れてみてはどうか。 

事務局) だいたいは決まっているが、7 月に部会を予定しているので、試作品を作

りながら決めたい。カレーは子どもたちにとって食べなれた料理で、いろ

いろなアレンジの受入れも抵抗がないのではないかと思う。今後は栄養教

諭と相談しながら進めていく予定である。 

委員)   是非、もち麦をカレーのごはんに入れてもらうとよい。 

事務局) ごはんにもち麦を入れたいが、栄養教諭の話では臭いがするので、あまり

良い反応ではなかった。しかし、小中学生の便秘が多いと聞いているし、

便秘に効果のあるもち麦をカレーのごはんだけでなく、米飯給食で使用し

ていくことも今後部会のなかで検討していきたい。 

委員)   保育所でもち麦をごはんに混ぜていると聞いたが、入所児は食べているの

かもしれないが、保護者は子どもがもち麦を食べていることを知っている

のか。保護者を対象に試食会を行うとか、子どもたちが食べている物を保

護者へ知らせたり、試食してもらったりするときにもち麦の PR をする

と、家庭でも食べてもらうきっかけになると思う。お便りを読む世代の保

護者ではないので、そのようなことはしているか。 

委員)   保育所では給食のモデルを展示したり、献立表には毎月載せて保護者に伝

えている。参観日には、保護者が子どもの食べている様子を見ているが試

食はしていない。給食を保護者でも子ども以外に提供することはできない

ので難しい。 



 

委員)   実際試食することが大事なので、もち麦入りおにぎりなどを、学校の PTA

給食試食会で試食してもらい、PR してみてはどうだろうか。 

委員)   どこで販売しているのか知らないのではないか。大きいスーパーに行くと

もち麦はあるが、滝川産ではない。菜の花館や道の駅に行かないと買えな

いのは不便だ。 

委員)   農家が高齢化して生産量が減尐している。量が尐ないので近所のスーパー

におけるほどもち麦がない状況。 

委員)   地元産の物をほしいのに買えないというのはどうかと思うので、今後考え

ていかなければならないと思う。 

委員長) もち麦を知らない市民が多い。販売方法がうまくいっていないのではない

かと思う。どこで買えるか、滝川産食材の美味しさだけでなく、食材のも

つ機能性や体に良い理由など、市民に伝えていく人や方法を考えていかな

ければならない。 

委員)   噛むことはとても大切だが、噛むことだけに固執してしまうと、食べる物

が美味しくなくなってしまう。噛みごたえのある食べ物を食べたら、噛ま

なくてはならない。形を大きく切るとか、火の通し方を変えるとか、料理

の方法で噛む回数は変わると思う。噛むことをスローガンにするのはよい

が、噛むことだけにこだわらず、自然にかむことや美味しく食べるように

するにはどうしたらよいかを知らせるとよい。料理の紹介をしてはどう

か。誰かが機能性を説明すべき。 

委員)   もち麦はいろいろな料理に使うと口の中で探しながら噛むので、よいと思

う。 

委員)   噛むことばかり意識するよりは、美味しく食べることのほうが大切ではな

いか。もち麦は普通の炊飯器で炊けるのか。 

委員)   誰でも炊飯器で美味しく簡単に炊ける。 

委員)   丸い形で、米粒よりもプチプチした食感があって、美味しい。 

委員)   健康や噛むことだけを期待してもち麦を多くすると美味しくないので、量

はそれぞれ好みで加減するとよいと思う。 

委員)   欠食している人は誰かわかるのか。 

事務局) 無記名のアンケート調査なので、個人を特定することはできない。 

委員)   噛むことは、個人指導をしなければだめなのでは。給食で残菜の割合はど

うなっているか。 

委員)   残菜率を算出してはいないので具体的な数字はわからない。学校によって

バラツキがあると聞いている。 

委員)   副菜の内容によって残菜量は変わるものなのか。 

委員)   いつも残菜量の多いメニューもある。子どもに人気メニューはやはり残菜

量は尐なくなる。 

委員)   残菜量が多い場合は、次回工夫して作ることも必要。 

委員)   学校給食センターに残菜は戻るのか。 

委員)   戻ってきて、量っていないが確認はしている。 



 

委員)   以前、第二小学校の交流給食で生産者が一緒に給食を食べたときは、沢山

食べたと聞いたことがある。江部乙の小学校、中学校の子どもは給食を残

すイメージがない。地域性もあると思うが。 

委員)   以前よりは残菜量は減尐してきている。統計を出すとしてもおかわりをす 

    る子どもが多いクラスは残菜が尐なく。比較できるような資料にはならな 

いし日差も大きい。 

委員)   滝川は米飯給食が多いのか。 

委員)   主にごはんで、パンと麺がそれぞれ月 1 回。 

  (4)市民会議の運営について 

事務局) 市民会議の役割は要綱の中に記載されているとおり、重要事項の調査、審 

議、進捗状況の評価を行うが、細かい事業の検討を市民会議の中で行うの

は難しい。部会を設けて細かいことを検討、親会である市民会議に報告、

協議いただきたいと考えているがいかがか。部会に参加していただく方

は、検討内容の関連のある方に事務局から声をかけたい。また、現在子ど

もの食に関わる学校の栄養教諭・歯科衛生士・栄養士が集まり、第 3 次計

画のテーマの一つである、「しっかり噛んで美味しく食べる食事の実践」

について検討しているところ。この集まりを市民会議の部会として位置付

けたいと考えているので、ご審議お願いしたい。 

委員長) 部会を設置することでよいですか。 

委員)    問題なし 

5.その他 

    特になし 

6.閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

資料1 会議次第 

資料2 第3期滝川市食育推進市民会議委員名簿 

資料3 滝川市食育推進市民会議設置要綱 

資料4 滝川市食育推進市民会議平成28年度事業実績 

資料5 滝川市第3次食育推進行動計画概要版 

資料6 滝川市食育推進市民会議平成29年度事業計画(案) 

                                              
 ＊ 上記表は、例となりますので参考にしてください。 

 ＊ 記入後は、総務課総務グループへメールで提出してください。 

   （e-mail：soumu_g@city.takikawa.hokkaido.jp) 


