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令和元年度 第１回 豊田市食育推進会議 

 

日時：令和元年５月２９日（水）午後２時から 4 時 

会場：豊田市役所 南庁舎５階 南５２会議室 

 

出席者：委員（団体名五十音順） 

伊藤 博一（あいち豊田農業協同組合） 

大野 恵（株式会社 山信商店） 

長幡 友実（東海学園大学） 

平吹 広一（豊田加茂医師会） 

藤澤 猛（豊田加茂歯科医師会） 

吉田 哲也（豊田加茂薬剤師会） 

河原 幹子（豊田市健康づくり協議会） 

越田 さゆり（豊田市こども園保護者の会） 

前田 定利（豊田市食品衛生協会） 

井本 貴之（トヨタ自動車株式会社 安全健康推進部） 

枡井 朝保（豊田市農産物直売所連絡会） 

本庄 悠輔（豊田市ＰＴＡ連絡協議会） 

海老子 里美（豊田市保健所管内栄養士連絡会） 

田中 充子（豊田市母子保健推進員の会） 

鎌倉 やよい（日本赤十字豊田看護大学） 

杉山 基明（副市長） 

湊 裕（連合愛知豊田地域協議会） 

小野 聡美（公募委員） 

佐藤 典子（公募委員） 

 

関係課 

 子ども家庭課 

保育課 

農政課 

学校教育課 

保健給食課 

 

事務局 

 竹内部長、兵藤副部長、柴川専門監、成瀬課長、河合副課長、川合担当長、 

櫻木主査、平光主事 

 

傍聴者 

 なし 
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会議概要 

議事（１）平成３０年度食育関連事業実績及び令和元年度事業予定 承認 

議事（２）豊田市食育推進計画の計画期間延伸に伴う目標指標の設定について 承認 

議事（３）食育人材バンクの活動について 承認  

 

会議録詳細 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

日頃のお礼 

平成２８年９月に皆様の御協力で策定した第３次豊田市食育推進計画の着実な推進を図る

こととしています。本日の協議事項でございます「ベジタブル＆トレーニングとよたプラス

１０」の取組について御紹介をさせていただくこととしています。また議題とさせていただ

いた他の案件と合わせまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を頂ければと思いま

す。事業の推進には団体組織の皆様方の連携協力が必要だろうと存じ上げます。今後とも御

理解御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員紹介 

名簿参照 

 

４ 会議の成立確認 

事務局   ：出席委員数は２０名中１９名。 

豊田市食育推進会議条例第７条第２項の規定による委員の「過半数」を満た

しており、本会議が成立することを報告します。 

 

５ 議事録署名者の選出 

副会長   ：副会長の私から御指名させていただいてよろしいでしょうか。 

委員    ：異議なし 

副会長   ：今回は、伊藤委員、大野委員にお願いします。 

 

６ 議事 

（１） 平成３０年度食育関連事業実績及び令和元年度事業予定 協議    

  ・平成３０年度食育関連事業実績及び令和元年度事業予定（行政） 

  ・「ベジタブル＆トレーニング とよた プラス１０」の取組 

事務局   ：資料１－１、１－２、計画概要版に沿って説明 

重点事業及び新規・休止事業について説明 

       今年度の市の重点取組について説明 

 

＜質疑・応答＞ 

委員    ： １ページ９番「食の自立支援事業」ということで、感想の方が多いですが、

私の母が一人暮らしをしており、栄養状態が悪い状態になりまして、一緒に
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暮らしてなんとか体調を戻したのですが、高齢者や障がい者の 1 人暮らしと

いう所が本当に大きな問題で、利用実績がどんどん上がってくることはとて

も納得できます。 

少し話がそれますが、子ども発達センターで働いておりますが、お母さん

方の就労というものがとても多くなっていて、給食の大事さという所は、私

達給食を提供するものも重要な時代がやってきたと思っています。栄養だけ

ではなく、色々な意味でこの自立支援事業の内容も充実させていただきたい

と思っています。 

３ページ３０番「バランスの良い食事の普及啓発」ですが、私の事業所も

健康づくり啓発シールを送っていただきました。水場や職員室において体を

動かしたりしております。私は栄養士なので簡単な作り方の献立がもう少し

あり、サイズももう少し大きくなっても良いのではと思いますが、分かりや

すく職場で活用させていただいています。 

最後に４ページ３１番「食育キャラクター『たべまる』を活用した啓発」

ですが、こども園の先生と御一緒することも多く、園長先生の御意見の中に、

たべまるはとても人気があり、「たべまるを知っている」、「たべまるが赤黄

緑というと、必ず赤色はお肉だ」というようにきちんと答えていて、お母さ

んがお忙しい中、子供自身に色々なことを伝えていくということで、園長先

生たちは毎年実施してほしいと言われておりますので回数が増えるように

何か工夫があればと思います。 

事務局   ： 食の自立支援事業につきましては、実際に高齢者の方が増えておりますの

で、実態が配食数、利用者数に反映をしているのかなと思います。本日所管

の高齢福祉課職員がおりませんので、所管に伝えておきたいと思います。 

次に御意見をいただきました、３０番「バランスの良い食事」について、

本日回覧させていただきましたシールは特に子育てをする３０代４０代に

直接的なアプローチができないかということで市内の企業・事業者に間に入

っていただくような形で事業者への働きかけ、従業員の方に対しそのような

チャンスを活かして行っております。昨年度は１４の事業所に対して行いま

したが、今年度は倍の約２４の事業所に対しての予定をしております。 

３１番「食育キャラクター『たべまる』を活用した啓発」ですが、これま

で継続して園訪問をさせていただいております。その甲斐もあり、本日数値

は出しておりませんが、大体市内の高校生くらいの子であると、たべまるを

知っているという声を聞きます。実際、園訪問につきましては昨年３５園と

いうことでなかなか正直回り切れていないという状況ですが、概ね２年に１

回は回るよう、園にいる間に一度はたべまるに触れることが出来るような機

会も設けていきたいということを考えています。その中で今年度の取組の中

にも書かせていただいておりますが、着ぐるみそのものを連れて行く方法も

ありますし、園の先生に御協力いただく部分もありますが、エプロンシアタ

ーということでプログラム自体をコンパクトにした園訪問を考えておりま

して、出来るだけ数多く出来るようにと取組を引き続き行っていきたいと思

っております。 
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委員    ： facebook の閲覧数が限られていると書いてありますが、実際に見てみま

したが検索が出来ません。「たべまる」か「豊田市食育」のどのキーワード

でアップして啓蒙されているのでしょうか。 

事務局   ： facebook 名としましては、「とよた まるごと いただきます」となって

おりまして、アイコン自体がたべまるの写真がついたものとなっております。  

委員    ： その名前だと誰も見ることが出来ないのではないでしょうか。探してみま

したがたどり着けなかったので、もう少し簡単に「たべまる」にするとか出

来ないでしょうか。 

会長    ： なぜ「まるごといただきます」なのですか。 

事務局   ： 豊田では地域の色々な食材が作られているので食育でどういうことを行 

っているのか皆さんに全て知っていただきたいという思いを込めています。

豊田市食育の「みんなでたのしくいただきます」のキャッチフレーズも参考

にしました。また検討させていただきます。 

会長    ： ぜひ今の委員の御意見を参考にしていただければと思います。 

委員    ： ７ページ５番「行事食を伝承する取組の支援」ということで、五平餅はポ

ピュラーなもので、誰でも知っているものですよね。豊田市も稲武から南部

は知立市までたくさんありますので、その中で稲武にお住まいの方が知らな

い知立市に近い伝統食とか、南部にお住まいの方が知らない伝統食もあると

思いますので、マイナーな伝統食を聞き、消えないうちに作り方等を残して

いただければと思います。 

事務局   ： こちらの行事食教室につきましては、毎年五平餅教室を行っておりました

が、今年度はやり方を変え、食育人材バンク登録者に依頼し、１１月頃に年

末の年越しそばを想定した行事食教室を予定しております。今後事業を検討

する中で今いただいた御意見を参考にさせていただきたいと思います。 

委員    ： ６ページの９番「環境学習施設を中心とした環境学習」ですが、食べ物の

廃棄について重点事業になっておりますが、他の重点事業はある程度何千人

単位の大勢を対象として、事業を行っているかなと感じているのですが、こ

の事業に関しては対象人数がすごく少ないなと感じまして、重点事業でもあ

りますし、食品ロスのことだと思いますが現段階では市民の方にそれを周知

していく段階だと思うので、今この実施している講座も良いとは思いますが、

プラスしてもう少し市民に周知していく事業があっても良いのではと思い

ました。 

事務局   ： （保）総務課では、毎年発行している食育だよりに、ごみ減量推進課に提

供いただき、食品ロスに関する記事を発行し支所・交流館に設置をしました。

今年度は先ほどお話にあった facebook にも食品ロスに関する記事を掲載

していく予定です。また、昨年の取組ですが、全市民への取組ということで、

ごみ減量推進課が中心となり食品ロスに関するポスターを作成し、キャラク

ターにつきましてはたべまるを活用させていただいております。市内の食品

スーパーに御協力いただきまして、来店されるお客さんの目に触れるように、

例えばお買い物をした後の買い物を袋に詰めるテーブルの前に貼るとか、来

店者向けの掲示板などに貼っていただいている状況です。そういった取組は
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環境の取組ということで環境政策課が軸になって取り組んでいる状況です。 

委員    ： ４ページ３８番「PTA 主催の行事や学校保健委員会として行われている具

体的にどのようなことでしょうか。 

学校教育課 ： PTA の方が中心となり、例えば講師の方を呼んで、栄養のバランスよく食

べるとすごく健康に良いこと、今食べているものが１０年後２０年後の自分

の体を作っていくということを、学校保健委員会で行ったり、保護者が来て

いる授業参観で行ったりしています。家庭の教育がとても大切ですので、保

護者の方が見える機会を利用して一緒に勉強をしていくということで行っ

ている学校も多いです。難しいことを行うのではなくて、簡単に出来ること

で、子供がきちんとバランスよく好き嫌いなく食べられるように栄養教諭を

招いて行ったり、先生が中心となって授業を行ったり学校によって色々やり

方はありますが、大事なことはバランスよく自分の体のために食べようとい

うことを伝えています。 

委員    ： 特に今の段階で何かをやる計画があるというわけではないということでし

ょうか。 

学校教育課 ： １０３校ありますが、学校がそれぞれの食育計画というものを自分の学校

で作っていて、今年はこういうことを重点的にやっていこう、来年はこうい

うところに力を入れていこうと学校によって計画の立て方は違います。そち

らは学校長中心に任せている状況です。 

会長    ： ここに記載してある PTA 主催の行事とか、学校保健委員会というのは学

校長が PTA などに相談をして行っているということでしょうか。各学校で

学校長の判断でということですか。 

学校教育課 ： そうです。 

委員    ： 小学生の娘を育てる母として参加をしておりますが、今年ラグビーの対戦

相手国のメニューが給食に出てきて、それをすごく楽しみに、どこの国のも

のを食べていると言ってたまに話してくれたりして、献立を見ると伝わり一

緒に楽しんでいます。まだ低学年なので学校に行って友達と遊び給食を食べ

ているといった学校生活なので、そういった楽しみを作ってもらえると嬉し

いです。高学年になると低学年に比べあまり伝わって来ず、学校でどのよう

にして過ごしているということが伝わってくるといいなと思っています。 

保健給食課 ： ラグビーについては「４年に一度じゃない。一生に一度だ」ということで、

豊田市一丸となって PR をしていこうと、ラグビーについて給食を出来るだ

け小さなお子さんから大きなお子さんまで一緒になって食べられるものを

作っておりますが、そうやってお子さんと親御さんとの間で、話題にさせて

いただけていると聞いて、こちらとしてはとても励みになると思います。ま

た献立等を作っている栄養教諭の方にも今日いただいた御意見をフィード

バックさせていただきます。 

委員    ： 園の方で栄養士として勤めて３年目になりますが、給食の大切さというこ

とで、お願いがあるのですが、学校給食が現在豊田市内小・中が給食センタ

ーから配送をしていただいていて、園では幼児は給食センターからの配送で、

乳児は自園調理を行っております。幼児の方は、給食センターで学校栄養教
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諭によってしっかり管理されており、安心して食べることが出来ます。一方、

乳児の給食の献立は市役所の方で立ててくださっていて、ありがたいのです

が、実際の調理の現場の内情はおそらく知らないのではないのではと勤めて

思っており、各園任せと言ってしまっていいのか分からないですが、給食は

大切と思う中で、内情が各園について、自分の園だけはようやく分かってき

ましたけれども、他の園ではどうなのかなと思います。園の方は質問などを

出来るツールはありますが、各園に任されているので、実際に中に入ってい

るのは栄養士や調理師の資格を持っていない方もいらっしゃいますので、も

う少し園の乳児給食についても何か配慮を作っていただけると良いと思い

ます。ツールの方もシステムがあり、資料などを取り出せる豊田市内のツー

ルがあると思いますが、園の方ではそういうものを参考にしたいと思った際

に問合せれば教えていただけると思いますが、園の方の食育にも力を入れて

いただけると良いと思いました。 

保育課   ： 現在園の動きとしては、乳児に関しては自園調理ということで、０～２歳

の食事は各園で作っています。実態としては、年に２回当課の栄養士が現場

の運営と衛生管理で前期と後期で２回入っております。こういった現場から

のお声をいただきましたので、栄養士ともっと、現場の悩み等を拾い出せる

ように連携を取っていきたいと思います。 

委員    ： 発達センターで仕事をしておりますが、現在お母さんたちが就労されてい

て、障がいのある子も地域の園に行っておりますが、乳児さんの食事という

のはとても美味しく、子供に合わせてありとても感謝しております。しかし、

乳児給食が終わると急に学校給食をゆっくりと食べるか、持参していくかと

いうことになるので同じ園の中で、発達がゆっくりであればその子に合わせ

た乳児の食事を出していただけるというのがなかなか難しいんですけれど

も皆さんに知っていただいて、障がいの子も地域に出る時代になりましたの

で、そこの所を少しずつ考えていただけたらと思います。 

 

    ・令和元年度食育関連事業（関係団体）  

関係団体  ：資料１－３に沿って順に説明 

事務局   ：欠席した関係団体の事業を説明  

 

＜関係団体説明＞ 

委員    ： 農を含めた形で食農教育という形で進めさせていただいております。行事

食の関係ですと女性部の方で味噌を毎年作って色々なイベントで実施して

いただいたり、ひなまつりのおこしもの作りを母親の皆さんと一緒に作ると

いった活動をしております。また、親子農業体験ということで、先日松平の

方で田植えの体験、収穫まで含め、食べることを色々な形で展開をしており

ます。その都度広報誌等で広報させていただきながら行っております。また

管内に産直の売り場やグリーンセンター、本店の方には産直プラザがござい

ますが、それぞれ店頭に野菜ソムリエというのを設置しまして、その場で野

菜の美味しさを伝えるような活動ということも行っております。 
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また、こちらはまだ計画段階で調整中ですが、JA 共済と金融の関係のと

ころも食について支援していくということで、食育イベントを開催したいと

思っております。昨年までは JA バンク「キッズ・サマースクール」で支援

をいただいておりましたが、変更となり新しいやり方でということで考えて

おります。区画整理の関係で高橋支店の方が今立て直しをしておりますので、

そちらの方が１１月にオープンしますので、こちらには地域交流施設のよう

なものも出来ますのでそちらを活用しながらやっていきたいと考えており

ます。 

委員    ： スーパーやまのぶでは、元々安全で安心な食を提供する事をモットーとし

ておりますので、たくさん計画はありますが、その中でも積極的に今年取り

組むことをお伝えしたいと思います。 

１つ目の「新入社員の料理教室」については、高校卒業あるいは大学卒業

して親元を初めて離れてきた方に対して食材をどのように活かすか、どのよ

うに調理するかということを毎月１回実際に調理場に立って、講師と一緒に

調理をし、どのように原材料から料理を変化して、お客様に流れていくかを

具体的に勉強しています。調理後に役員の私達が全部味見をしておりまして、

濃いとか薄いとか言い合いっこして楽しく過ごしています。１年経つと彼ら

もすごく成長して、自分からこんなメニューを作りたいと言ってくるので、

成長しているなと感じます。 

お客様に関しては、２番目の「ことりの惣菜」は、アレルギーで悩んでい

る子供を持つお母さん達が自分たちで惣菜を作りたいと言って、現在梅坪店

にありますが、小麦粉・牛乳・卵・砂糖を使用しない惣菜の販売をしており

ます。年々販売数が増加しているので、やはり現場でもアレルギーで悩んで

いる方が増えていると感じています。 

３つ目の「ますつかみ大会」ですが、小学生までのお子さん１，０００人

くらいを対象に、募集をしておりますが、毎年とても人気があり、予約の時

点でお断りをするケースが多いです。水の中に実際に子供達が入って、生き

て逃げていく魚を捕まえ、それを希望者には目の前で調理をして、食べると

いうことを行っています。動いている魚が、自分の口の中に入るまでの工程

を見せたい親御さんもいらっしゃいますし、それまで魚がとても苦手だった

子が、残さない意識が具体的にできていて、さっきの食品ロスの話が出てい

ましたけど、こういうところでも、もしかしたら食品ロスに繋がるような活

動だったのかなと今気付きました。「田植え、稲刈り体験」は、こちらも食

べることを大事にしようということから来ておりまして、私達は炊飯器から

でてくる暖かいご飯が当たり前だと思っておりますが、それまでには農家さ

んが昔ながら苦労して、田植えから始めて、季節を超えて秋に収穫する流れ

を学びます。５月１２日に実際田植えをした様子なのですが、ここにも新入

社員の子たちが関わり、食育の一環として行っています。秋には実際に稲刈

りをして、それを自分たちの口に入れる所まで食育でやっています。 

他には「ごんべいの里 勉強会」と言って、自社ブランドでごんべいの里

の野菜を作っておりまして、手をかける代わりに肥料や農薬を出来るだけ一
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切使わない野菜を作っていますので形はボコボコしておりますが、野菜本来

のものを作っています。先ほど園の話が出ておりましたが、やまのぶでも企

業主導型で保育園を運営しており私が担当しておりますが、今年で２年目に

なります。初めは野菜が食べられない子供がとても多く、食卓に出てこない

ものを食べるのにすごく勇気がいり、口に入れるけれど家で出してしまって、

お母さん達がうちの子絶対野菜を食べないっていう子供達も数か月たつと

食べられるようになり、なぜかと思ったらごんべいの里の野菜を提供してい

るということと、管理栄養士がおりまして、栄養士が毎月これは食べる・食

べられない、硬い・柔らかいと味が薄い・濃いというのをタイムリーで変え

ている努力をしていますので、その辺りもごんべいの里から栄養士の食育に

繋がっているのかなと感じています。 

委員    ： 豊田市健康づくり協議会で、ヘルスサポートリーダーと呼んでおります。

内容といたしましては、「健康づくり講座」「たべまる体操の普及」「とろう！

野菜３５０ｇ」を目標にやっています。 

「健康づくり講座」ですが、私達ヘルスサポートリーダーは豊田市で全部

で８ブロックに分け、挙母、高橋、上郷、高岡、猿投、松平、藤岡、足助の

中でそれぞれの学校の地域が全部で２８地区あります。その中学校区ごとに

分かれて、ヘルスサポータ―が地区によって色々な活動を行っています。そ

の中で健康づくり講座として、豊田市では野菜の摂取量が少ないということ

も踏まえ、地域づくりの健康ということで、野菜を中心としたバランスの良

いメニューを講座や調理実習をそれぞれの地区に応じて行っております。 

２つ目の「たべまる体操の普及」ということですが、こちらは元気アップ

教室というものがあり、介護予防教室の支援をしておりますが、その時にヘ

ルスサポートリーダーも高齢者の方と一緒にたべまる体操しております。そ

の他には、地区メーデーや産業フェスティバルなどでキャラクターのたべま

ると一緒にみんなで体操し普及を行っています。昨年度は９月１５日の市の

金婚祝賀会があり、その時にヘルスサポートリーダーが一緒にたべまる体操

を行いましたが、皆さんとても喜んでくださいました。たべまる体操はバラ

ンスの良い食事についての歌詞と、手足を動かす運動ということもあります

ので、皆さん楽しんでいただき、子供達もたべまるのキャラクターをよく知

っているので「あ、たべまるだ」とすごく喜んでくれています。皆さんたべ

まる体操を御存知かと思うんですけれども、YouTube で「たべまる体操」

と検索していただくと動画が流れますので御覧になって覚えてください。市

内では例えば、朝日小学校が食育の推進を行っており、先日の運動会の時に

たべまるのうたの元気っ子体操を準備体操の一部として取り入れておりま

して、これもとても良いことだなと実感しておりました。 

３つ目の「とろう！野菜３５０ｇ」では、フードモデルやリーフレットの

視聴覚教材を利用して、シナリオに基づき講座やミニ講座を各地で開催して

います。皆さん御存知のように野菜の摂取量が全国で愛知県が最下位ですが、

ポッカと協力をし、このように１日３５０ｇとろうということでこのように

チラシを作り、それぞれのイベントや催しの時に配布して、野菜が３５０ｇ
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必要であることを啓蒙しています。また、地域保健課がヘルスサポートリー

ダーの養成講座として、プラス１０について野菜をあと１０口ということも

啓蒙していますので、そちらもアピールし今よりもプラス１０口食べようと

いうことを盛り込んだ資料を作り啓蒙しています。私達はこの活動を通して

一人でも多くの方に食を通して健康な生活を送っていただきたいという目

標で毎日活動しています。 

委員    ： 本年度「食中毒ゼロキャンペーン」で市民の方に啓発活動として行ってい

きたいと思っております。また、活動の内容ですが、生協や温泉等を利用し

たりして多くの方が集う所で食の安全の大切さを伝えていきたいと考えて

おります。続きまして「食品衛生講習会および食品衛生指導員研修会」とい

うことで、各お店が安全な食の提供が出来るように勉強会をし、市民の方が

安心で安全な食事が出来るように、みんなで取り組んでいきたいと思ってお

りますし、今年度 HACCP の考えに基づいた衛生管理ということで、こちら

の件も今サポーターを通じて各店舗が実施出来るように活動していきたい

と考えております。あと今年度の内容としまして、１２８名いる指導員の皆

さんに手洗いマイスターの制度で手洗いの大切さを伝える伝道師になって

いただこうかなと思っています。そういった活動を通して小学校や幼稚園と

かに出向きまして、手洗いの大切さを伝えるマイスターを育てていきたいと

考えておりますのでよろしくお願いします。 

委員    ： 弊社では従業員の皆様に社内食堂で昼食あるいは夕食を提供しております

が、その環境をいかに良くしていくかを取り組んでおります。昨年度と同じ

内容ですが、１つ目は健康メニューの提供ということで、カロリー定食、野

菜たっぷり、ノンフライデー、ほどしおというメニューを提供したり、食事

バランスガイドに基づく内容かということを従業員の皆様に分かりやすく

お示し出来るようにメニューカードを整えたりしております。 

それから３つ目、４つ目ですがミールチェックシステムというものがあり、

従業員の皆様の食事を精算する際に、カロリーと塩分が表示されるというと

ころで、そこで状況を把握して気付きを動かします。ミールチェックシステ

ムで自身の食事摂取状況や、食堂献立を確認とありますが、自身のパソコン

でミールチェックシステムにアクセスすることで、精算機ではカロリーと塩

分量だけでしたが、より詳細に食事バランス、理想に対して御自身の過不足

が分かるというようなものが確認できます。また、この先の食堂の献立の内

容の情報が入っておりますので御覧いただき、ヘルシーな食事を選んでいた

だこうというようなことをしています。 

最後に健康チャレンジ８イベントメニューとありますが、弊社においては

健康づくりの取組としまして、健康チャレンジ８ということで、８つの健康

習慣に着目して１つでも多く実践していただこうと、具体的には、適正体重、

朝食、飲酒、間食、たばこ、ストレス、睡眠、運動それぞれの習慣に関連付

けてメニューを提供しております。例えば睡眠をより良く促すための食材と

取り入れたメニューといった、８つの健康習慣と関連付けたメニューを提供

してそれぞれの行動に意識を向けてもらおうといったことをしています。 
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委員    ： 市内で２９か所の直売所が加盟しております。その中で安心安全旬の野菜

をここには書いておりませんが、安い値段でお届けして、市民の皆様に喜ん

でいただく活動をしております。 

委員    ： 管内栄養士会では、赤ちゃんから高齢者まで対応した災害用備蓄食品ガイ

ドというものを作りました。市民の皆様にイベントや講座にて使っていただ

いて、随時配布しているといった状況です。 

委員    ： 私達はおめでとう訪問というものを行っております。産まれて１か月から

３か月のお子さんのいる家庭を訪問させていただいております。その時に

「もぐもぐ・ぱくぱく生きる力」という冊子の方をお渡しして、子供の１日

のリズム、母乳やこれから始まる離乳食のことをお話して、こちらをお渡し

することをさせていただいております。資料で大体の数３，１００記載して

おりますが昨年度は３，４００強訪問させていただいております。 

委員    ： 例年ですとメーデーの際に健康づくり協議会の皆様に実施をしていただき、

それを記載しておりますが、今年はみよし市で行いましたので本年度は記載

しておりません。また来年はスタジアムで行う予定です。みよし市でメーデ

ーを実施した際に連合愛知の取組として、フードドライブといった食品の寄

付という形の活動をさせていただきました。短日の活動ですが、約７２キロ

くらい、お米で２６キロと色々な食材の寄付がありまして、連合愛知全体で

すと３００キロを超える食材の寄付が寄せられました。まだトライ段階では

ありますが、セカンドハーベスト名古屋という NPO 法人の方にその食材を

寄付し、愛知県下の子ども食堂であるとか、食に困っている御家庭の方に寄

付をするといった流れを今後作っていきたいと今始めたというところにな

っております。 

また、労働組合ということで、色々な働き方改革が進められており、宴会

や飲み会を仕事の一環として深夜まで飲み食いするような世界も残ってい

るんですけれども、その中でも宴会の中での飲み残しを少しでも減らそうと

いうことで組合の中でフード連合という連合体もございまして、こちらの方

の主導で開始の３０分、終わりの３０分食べ残しをなくすこと、食べること

に集中しようといった運動をスタートしていきたいと思います。 

事務局   ：豊田公設地方卸売市場協会の事業は資料に沿って説明 

 

＜質疑・応答＞ 

なし 

 

 

 

（２）豊田市食育推進計画の計画期間延伸に伴う目標指標の設定について 協議  

事務局   ：資料２に沿って説明 

 

＜質疑・応答＞ 

会長    ： より新しい資料をもって目標指標を設定していきたいということで、この
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形で進めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

委員    ：（意義なし） 

 

 

（３）食育人材バンクの活動について 報告  

・食育人材バンクの活動について 

 ・食育人材バンク登録一覧 

事務局   ：資料３－１、３－２に沿って説明 

 

＜質疑・応答＞ 

  なし 

 

 

・全体を通して 

委員    ： 昨年度体調を崩し欠席をしたのですが、昨年度このような資料を打ち出し

ました。その中に、先ほど言われたように愛知県は男性の野菜摂取量最下位、

長野県が第１位で男性は３７４ｇ（平成１６年のデータ）ですが、平均寿命

は長野県の男性が１位ですよね。一方愛知県は１７位ということで、愛知県

の職員の方が調べたら、健康寿命でいきますと愛知県は第１位だそうです。

長野県は第６位。野菜をこれだけ取っていて、愛知県は最下位で平均寿命は

確かに上ですが健康寿命は愛知県の方が上ということは本当にこの３５０

ｇが良いのかと思うので、解析していただきこの３５０ｇが正しい数字なの

か確認をしていただきたい。愛知県の場合、確かに野菜は少ないですが長野

県に対しては所得は愛知県の方がちょっと上ですよね。愛知県の人は、野菜

は少ないけれども魚とか肉は愛知県の方がよく摂っているのではないかと

資料には書いてあります。なので、その辺を解析していただいて、次回の会

議で報告いただけるとありがたいです。 

事務局   ： 今お話がありましたように平均寿命や健康寿命が野菜の摂取量に関係する

かどうかがなかなか国のレベルでも難しいのではと思います。平均寿命や健

康寿命に関して言いますと、先ほどの愛知県と長野県の所得の差をおっしゃ

いましたけれどもやはり少し感覚的な話もありますが、食事以外にも生きが

いみたいなものがあるかないか、そういうところも健康寿命に大きく関係す

ると思います。ですので、端的に野菜と寿命というのはなかなか難しいのか

なと思いますが色々な情報は出ておりますのでそういったものは一度まと

めておきたいと思います。 

委員    ： 今野菜の話がありましたけれども、やはり健康寿命や平均寿命に関しては

色々なファクターが絡み合うので野菜だけではなくて酒や喫煙などの生活

習慣や、運動などの習慣や職種など色々なものが絡んでいるので難しいかな

という気はしたのですが、一つのファクターとして食事というのは非常に大

事なので、こうやって市全体で活発に意見を交わしていって豊田市民の健康

意識というのを高められたらと思いますのでまたよろしくお願いします。 
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委員    ： 食べるということはすごく大事なことだと思いますが、全身状態とか口腔

状態によって野菜も煮詰めないと食べれないような方々もいらっしゃいま

すし、好みの違いもあると思いますがなかなか難しいと思います。野菜を食

べることを進めるよりサプリメントで補えるものであればそれも手かなと

思いますけれども、その辺に関しては個人差がありますので無理なく食育に

関しては進めていけたらと思いますのでその辺もまたゆっくり考えていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

委員    ： 野菜もそうですし今高齢者だとテレビではたんぱく質をとりなさいと特に

高齢者の筋肉をつけるためには必要だという情報がかなり氾濫しているこ

とと思います。その中では野菜よりはたんぱく質だという意見もあるようで

すし、ネット上で色々な情報が出ていると思いますが、本当はどれが正しい

のか何を見ておいた方がいいのかという精査出来るものがどこかで発信さ

れないと間違った情報もかなり出ていると思いますのでその辺りも重要か

なと思いながら、facebook の中でもそういうものも発信してもらえるとあ

りがたいと思います。 

保健部部長 ： 本日は皆様活発な御意見をありがとうございます。三師会の委員がおっし

ゃっていただけたように難しいところはありますが、ひとつでも市民の誰か

のためになる事業なり、予防発信なり出来るように事務局の方も一生懸命務

めて参りますので様々な御意見がございましたらぜひ教えていただきたい

と思います。本日は誠にありがとうございました。 

委員    ： 豊田市そのものはかなり活発に取り組んでらっしゃるということを毎年感

じているところです。先ほどの高齢者の問題に関しては例えば簡単なふくら

はぎの指輪っかテストで３２ｃｍ以下になると良くないということで、御自

身の親指と人差し指で作りまして、それよりも更にすぽっと入ってしまうと

問題ということなど簡単なテストも経腸栄養学会の方から出ておりますの

でそのようなものも発信していただけると先ほどの正しい知識をというと

ころにもなるのかなというところを感じながら聞いておりました。あと食品

ロスの問題も取り組まれておりますし、分割してみると本当によく推進され

ているということの実感を持っております。 

 

７ その他 

  なし 

 

 

８ 閉会 


