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令和３（２０２１）年度 第１回柏崎市食育推進会議 議事録（概要） 

 

開催日時 令和３（２０２１）年１０月１８日（月）１５：００～１６：３０ 

会  場 柏崎市元気館 きりん 

出席委員 井倉委員、井比委員、今井委員、岡嶋委員、近藤委員、新澤委員、佐藤委員、鈴木委員、髙橋委

員、登内委員、星野委員、前澤委員、若林委員 

１３人（五十音順） 

事 務 局 山﨑福祉保健部長、品田健康推進課長、坪谷健康推進課課長代理、曽田地域保健係長、相沢主任、 

神田主任、佐藤主査、金子主任 

 

概  要  

 令和２（2020）年度及び令和３（2021）年度の事業内容と目標値の進捗状況を報告し、令和３（2021）

年度の重点課題の取組の推進について委員より意見を伺った。 

 

１ 開会 

 

２ 委員紹介 

  第１号委員 登内委員と第３号委員 佐藤委員をご紹介し、ご挨拶をいただいた。 

 

３ 福祉保健部長挨拶 

  第３次食育推進計画は平成３０（2011）年３月に策定し、４年度目を迎えた。昨年度は、新型コロナウ 

 イルス感染症予防のため行政のイベントや活動が中止になり、何事もなかなか思うようにできなかった一 

 年だった。おそらく皆さんもそう感じられていると思う。食育に関する活動も同じで、皆様も大変ご苦労 

 されたのではないかと思う。 

一方で、不要不急の外出自粛、テイクアウトが増えたことで、家庭では家族で食卓を囲むシーンが逆に 

増えた方もいると思う。その反面、行動が制限される日々が続き、運動もなかなかやりにくい中で、運 

動量が少なくなって体重が増加するなど、健康面でのコロナの影響が大きいと心配している。 

後ほど担当から詳しい説明もあるが、今年度の重点課題「朝食摂取・肥満予防」の２つの取組について、

昨年度の推進会議の中で提案した学校との連携事業の実施に向けて、関係課と連携を重ねてきたところで

ある。学童期から保護者世代の健康課題を解決するためにも、事業を継続しながら効果的な取組を進める

ことが重要と考える。まずは広く皆様にご理解していただくことが重要だと思う。それぞれの立場で考え

られる啓発のアイデアなど忌憚のないご意見を賜りたい。 

 

４ 議事 

 （１） 第３次食育推進計画の推進体制と８月２４日健康づくり推進会議の報告について 

＜資料１・資料２＞ 

      事務局が説明 

      委員からのご意見はなし 
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 （２） 令和２（２０２０）年度の取組状況と令和３（２０２１）年度の事業内容について 

     ＜資料３－１、資料３－２、資料４、資料５、資料６-１、資料６－２＞ 

      事務局が説明 

「かしわざきの食育５か条のうた」を紹介した。 

 

会 長   「かしわざきの食育５か条のうた」の活用についてご意見をお願いしたい。学校給食で実際 

に活用して子ども達の反応について、Ａ委員いかがか。 

 

Ａ委員   南中学校では、６月頃から給食の配膳の時間に流している。最初の頃は、このノリと曲調な 

     ので生徒がとても興味を持ち、「何々？」とざわついた反応があった。最近は中学生男子でも口 

ずさむ生徒が出てくるくらい定着してきて、この曲が流れてもざわつきも無く普通に受け入れ 

て聞いている。食育５か条は食堂にも掲示物を作って貼っているので、分かっている生徒が増 

えている感じである。 

 

会 長   保育園の子ども達にも楽しく聞いてもらえそうな曲だが、Ｂ委員いかがか。 

 

Ｂ委員   今後、公立保育園で活用していく予定だということだが、もし、私立保育園にもＣＤをいた 

     だけるようであれば、活用させていただきたい。 

 

会 長   ＪＡ女性部の活動での活用について、Ｃ委員いかがか。 

 

Ｃ委員   今日初めて聞いたので分からないが、研修会の前にＣＤを流すと良いかと思った。 

 

 （３） 重点課題「朝食摂取・肥満予防」の取組の推進について 

      事務局が説明 

 

会 長   ただいま、事務局から説明があった重点課題「朝食摂取・肥満予防」の取組の推進について、

委員の皆様からご意見をお願いしたい。 

   日頃から小中学校では朝食や適正体重の啓発がされていると思うが、学校栄養士として行政と  

の連携による啓発で期待することなど、Ａ委員いかがか。 

 

Ａ委員   市内の栄養教諭、栄養職員にも、このことについて意見をもらった。実際に出前講座を行った 

     方がおらず、連携することのメリットについては意見をもらえなかった。期待することとしては 

     学校の現状・目指すことを知ってから講座の内容を提案してもらえると、相談しやすく活用しや 

     すいという意見があった。また、睡眠・メディアコントロール・朝食等、どこの学校でも課題と 

なっている生活習慣の問題に即した出前講座があると活用しやすい、学校では揃えにくい、行政 

ならではの情報やどんな資料があるか事前に分かっていると活用しやすいという意見があった。 

肥満だけでなく、やせ志向の強い児童生徒も多くいるため、全体指導で肥満をクローズアップす 
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ると過剰に敏感になる場合があるので、同じ内容でも適正体重の視点での指導内容を検討してい 

ただけるとありがたい。皆さんの意見をまとめると、学校の現状、児童生徒が抱える課題が学校 

によって違うことが分かった。その課題が市の抱える課題とイコールではないこともあるのでは 

ないかと思う。出前講座の内容を具体的に示したものを事前に十分な打ち合わせをした上で実施 

できれば教育的な効果も上がるため、学校からの需要も増えるのではないかと思う。 

 

会 長   学校での啓発は、高校生も対象になっている。高校で実施する場合、プラスしてもらいたい内 

     容など、Ｄ委員いかがか。 

 

Ｄ委員   ８月の養護教諭の研修で、市の啓発についての説明があった。高校生の場合は学校での授業等 

     を通じて、保健や家庭科でかなり具体的な理論と実習をやっているが、高校生の時期は進学、部 

     活動が優先し、なかなか将来の健康や不利益を自分事としてとらえにくい世代であると感じてい 

る。 

高校は市外から通っている生徒もいるが、身近な地元地域の健康データは自分や家族の健康、 

生活習慣を考える上で効果的ではないかと捉えている。学校によって生徒の実態や学校体制が違 

うため、必要となる内容なども変わってくると思う。今回は出前授業だけでなく、データの提供 

なども臨機応変に対応してもらえるようなので、学校の養護教諭が窓口になり、いろいろな学校 

で効果的な活用について検討できるのではないかと思う。例えば、家庭科や保健の授業で地域の 

健康データ資料を活用するとか、保健委員会で食に関することを取り上げたときに活用するなど 

が考えられるかと思う。 

 

会 長   栄養士会でも高校生への啓発を行っていると思うが、高校生への働きかけでポイントになると 

思うことなど、Ｅ委員いかがか。 

 

Ｅ委員   米消費拡大で高校の食育授業に関わって感じていることだが、高校生はいろいろな情報をＳＮ 

Ｓ、スマートフォンから入手し、誤った情報でも正しい情報だと思い、間違った方向に行きやす 

い世代でもある。家庭科や保健体育の授業を上手に活用し、基本をしっかり覚えてもらい、市や 

いろいろなところの出前講座などを使って、正しい選択をする知識を身につけてもらうことが大 

切になってくるのではないか。それには、一つの部署だけでなく、関係機関の協力が必要だと思 

うので、しっかりと連携を図っていくことが重要だと思う。 

      高校を卒業してから親元を離れ、一人暮らしをする生徒が柏崎でも多いと思う。一人暮らしに 

なっても正しい食生活を続けていけるよう、いろいろなところで食育の教育をしていかなければ 

ならないと感じている。 

 

会 長   保育園において、朝食と肥満予防で今後必要な取組など、Ｂ委員いかがか。 

 

Ｂ委員   朝食摂取・肥満予防について主体になるのは家庭であって、保護者の方々も生活リズムを整え 

ることや朝食をとることの大切さは十分に分かっている。しかし、様々な家庭環境によって困難 
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だったり苦手とされる方もいる。保護者に向けて、生活リズムを整えることが大切ということを 

保育園で継続的に発信することは大切な使命だと思っているが、自分達ができるところは、家庭 

の背景をきちんと理解した上で保護者の困り感にきちんと寄り添い、子ども達に何が大切かを一 

緒に話し合いながら、信頼を深めていくことが第一と考えて取り組んでいる。 

 

会 長   学校歯科医としての活動もあると思うが、児童生徒、保護者世代への効果的な働きかけについ 

て、Ｆ委員いかがか。 

 

Ｆ委員   歯科医師会は３年ごとに学校歯科医を交代して、担当校の校医となっている。その中で、学校 

から要請を受けて、学校保健委員会や移行学級で保護者に話をする機会があった。しかし、学校 

によって温度差があるようで、全く働きかけが無い学校もある。そこに私達から話をしたいとい 

うアプローチはしていない。３年ごとに変わるので、歯科医が話をしたいと思って養護教諭に伝 

えたとしても、次の担当から断られてしまえばそれまでである。朝食を食べて早寝早起き、お口 

の中を清潔にすることを実施した結果として、学力がかなり向上したデータもある。継続性はな 

いが、学校保健委員会や移行学級でそのようなことを話すと、かなり反応が良かったように思う。 

学校だけに頼るだけでなく、地域においても地道に話を聞いてもらえる機会を作ってアプローチ 

したら良いのではないかと思った。 

 

会 長   学校での歯みがき指導などの場面で、児童生徒や保護者に啓発できることなど、Ｇ委員いかが 

か。 

 

Ｇ委員   学校で子ども達に指導する機会がある。子どもはすごく素直で反応してくれる。だが、保護者 

に話す機会はほとんどない。学校ではないが、歯の健康展で子どもに甘い飲み物の話をすると、 

「わあ、そうなんだ」と言っているそばで、保護者が「ちょっとくらいなら大丈夫だよ」と言う 

ケースをよく目にする。 

移行学級で歯科衛生士に講話を依頼される学校は数えるほどである。今までに歯科関係者を呼 

んで実施しなければ、そこの学校は今後も取り組まないと思われ、学校によって差がある。特に 

小学生は、家で食事をやりくりするのは保護者がほとんどなので、小学１年・２年の子ども達に 

直接指導をして「そうなんだ」と思っていても、その子ども達がすぐに自分で何とかするのは難 

しい。そうなると、学校で保護者に指導する機会が移行学級以外にもあると良い。 

 

会 長   保護者の立場として、朝食摂取や肥満予防に関して知りたい情報や働きかけのポイントなど、 

Ｈ委員いかがか。 

 

Ｈ委員   市と学校が連携して活用されると良いと思って話を聞いていた。私は大学２年と中学３年の子 

どもがいる。早寝・早起き・朝ごはんの強化週間があるが、中学３年男子になると勝手にチェッ 

クシートに丸をつけて保護者は見ないところがあるので、保護者は子どもの生活習慣をだんだん 

知らなくなるかもしれない。Ｇ委員が言っていたように、それを知る保護者に直接何か働きかけ 
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たり、話をする機会があると良いと思った。皆さん仕事が忙しくて、学校の集会に行く機会があ 

っても参加することが少ない現状であると思うが、少しでも話を直接聞く人が増えれば、この活 

動も広がっていくのではないか。 

      私は乾物屋をやっている。新型コロナウイルスが流行する前に、市内の小学校５年生の家庭科 

授業で、「だしの教室」として子ども達にだしを飲んでもらったりした。だしが効いていると塩 

分が少なくて良い。朝からだしをとったみそ汁を飲ませるのは若い家庭は難しいと思うが、小学 

生にだしのとり方を実習し、「家に持ち帰って、作ってもらってね」「お家の人と一緒に、だしを 

とって作ってね」と、だしの材料をお土産で渡している。 

学校に保護者が来られないなら、子ども達が習ったことを家族と一緒にご飯を食べながら話す 

ことがきっかけで、保護者への啓発につながると良いと思っている。 

 

会 長   朝食摂取や肥満予防の効果的な働きかけなど、Ｉ委員いかがか。 

 

Ｉ委員   市内で料理教室の講師をして１０年以上になる。参加する目的がこの１０年で変わってきてい 

     ると感じる。当初は栄養や健康、若い世代では花嫁修業の一環として、料理を習いに来られる人 

がいたが、今の若い人は「写真に撮ってＳＮＳにアップしたいため」が多くなっている。作り方 

もレシピでなく、作りながら写真を撮って映像として持ち帰る人が多くなったと思う。 

朝食がなぜ食べられないか考えた時に、「朝遅く起きるので、時間が無い」「夜食を食べたり、 

     夜寝るのが遅いため、朝に食欲がない」「家の人が忙しくて、食べるものが無い」など、いろいろ 

     ある。原因は分かっているが、なかなか改善につながっていないのが現状だと思っている。料理 

教室で夕ご飯の献立を紹介し、「夕ご飯の時点で、最初から明日の朝の分を残しておけば良い」 

「余った物をうまく活用して、何か言われても気にしないで堂々と出して食べれば良い」と話し 

たりする。 

      シニアカレッジでは家で食事を作る年配の女性が多く、栄養のことや新しいレシピを意欲的に 

学んでくれるが、「何よりも、家族の『おいしかった、また作ってね』の言葉が、一番自分達の原 

動力になる」と言っていた。栄養のことや調理方法も大事だが、食事を作ってくれる方に「あり 

がとう、美味しかった」という言葉が、家でなかなか言ってもらえないと思う。このようなこと 

も、子ども達に伝えていけたら、言われた方も言った方もお互い嬉しいと思う。 

教室の中でも、ひと手間省いた時短レシピやリメイクレシピは大変人気がある。参加者の反応 

を見ながら、レシピも１０年で大きく変わったと感じている。また、外食で美味しそうに写真が 

撮れるものは高カロリーで油の量がとても多いということも、料理教室で伝えるようにしている。 

 

会 長   事業所での保健指導で見られる若い世代の生活習慣から、児童生徒に伝えたいことなど、Ｊ委  

員いかがか。 

 

Ｊ委員   市の国民健康保険の特定保健指導と中小企業の事業所の特定保健指導を行っている。国民健康 

保険の方は、主に６５歳前後の対象者が多い。食への関心は高く、朝食の欠食や不規則生活の人 

は少ない。しかし、事業所では「朝食を中学の時から食べない習慣だから、これは３０年ものだ」 



  

6 

 

という人もかなりいる。その家族の様子を聞くと、「妻と子どもは食べるが、自分は食べない。習 

慣だからそれで良い」という人が多い。「腹囲が気になって、メタボリックシンドロームを指摘 

されて保健指導に呼ばれた」という人は、自らも何とかしたいとは思っているが、現実の生活を 

聞くと、夜の過食と朝食欠食といった２つの重点課題が、まさに地で行く人達である。夕食時間 

が遅い人でも、「昨年は新型コロナウイルスの影響で残業が無くなったので、今年は数値が改善 

したが、最近また残業が再開した」という方がいた。夜遅く食べるのがいけないと思っている方 

もおり、そういう人は残業が無くなれば数値が改善している。しかし、家庭を持っていない人は 

「自分が食べたい物を、食べたい時に食べる」と言い、習慣が変わらない気配を感じる。特に男 

性が多いが、態度が変わるときのキーポイントとして、「２１時以降に食べる人は脂肪蓄積ホル 

モンが一番盛んに出るときに食べているから、腹囲を何とかしたいと思っても、そこを考えない 

と解決しにくいよね」と伝える。また、「朝食を食べずに、一食抜いてやせたい」という人には、 

「朝食を食べないで出勤して、空腹のままお昼を迎えた時、何のエネルギーで動いていると思い 

ますか」と尋ね、「省エネで動いている」ということを伝える。省エネだから、せっかく食べた物 

を効率よく使えていない仕組みにしてしまっている状況を考えてもらう。規則的に食べる意味合 

いや朝、腸に刺激を入れることが重要だということを理解すると、「完璧には食べられないが、 

何を食べればいいか」と聞いてくる人もいる。その人の生活リズムで実践できそうなことを提案 

し、「飲み物や食べ物ひとつでも、腸に刺激が入るものがとれると良い」と指導している。どのよ 

うなキーワードがその人に染み込むかがそれぞれ違うが、私が感じている働き世代の課題の多く 

は、夜の過食と朝食欠食であると思う。 

様々なところで市のデータを集めて啓発しているとのこと。いろいろな世代を対象に活動して

いる皆さんにお願いしたいことは、「お父さんも朝食を食べた方がいいよ」など、家庭で話題に

してもらえる子どもを一人でも増やしてもらいたいと思う。そして、私ができることはその逆で、

「子どもさんが今は朝食をとっているけれども、大人になったら食べなくても良いのだなと学ん

でいるかもしれませんね」と働きかけたい。子どもの見本になることも大切ではないかと視点を

変えて、保護者世代へ考えてもらうことをしていきたいと思う。家族の誰かが朝食を食べていな

かったら、「今日学校で、朝食は食べた方がいいよと言われてきた」と、子どもからの働きかけが

あると良い。 

      もう一点、高校生がこれから一人暮らしをする場合や小中学生で、食事を準備してくれる家族 

が、もし入院などで１週間か１０日間いなくなったときに、朝食をどうするかということを少し 

想像してみる場面があると良いと思う。そういったことが起きたときに「食べた方が良い」と自 

分で思っていたり、習慣になっている人は何かしら食べようと努力すると思うし、必要性が薄い 

と「食べなくてもいいや。学校の給食まで待っていよう」となると思う。普段は想像しにくいこ 

とだが、もしものことなどを考えて、強固な意志を育ててほしいと思っている。 

 

会 長   ＪＡ女性部の活動を通じた啓発など、Ｃ委員いかがか。 

 

Ｃ委員   ＪＡ女性部の部員は本当に高齢化している。早寝・早起き・朝ごはんは、生活の中では習慣に

なっていると思う。部員のほとんどが野菜を作っているので、朝食はご飯と具だくさんのみそ汁
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を食べている方が多いようだ。最近は塩分が濃いのが気になるので、「牛乳を入れて薄めて、塩

分を控えてください」と乳和食を勧めている。 

先日、保健師からフレイル予防の話をしてもらった。運動は「コツコツ貯筋体操やウォーキン

グを部員でやっているし、畑で頑張っている」と言っていた。社会参加は「新型コロナウイルス

でお茶飲みはできないけれど、毎日、隣近所の人と畑で話をしている」と言っていた。栄養は「野

菜を家でたくさん作っているから多く食べているが、たんぱく質がなかなか取れない」とのこと。

１日の目安量をとるのは難しく、買い物に行くのも大変である。店もだんだん少なくなってきて

いるという悩みが一番多かったように思った。 

コロナ禍で地産地消の料理教室、郷土料理が実施できていない。事務局と相談して「我が家で

人気のご飯に合うおかずコンクール」を始めた。柏崎が誇る米の素晴らしさを地域に広く伝え、

ご飯を通して健康維持、米消費量アップにつなげていくために、美味しいご飯のお供のおかずを

募集している。大体の部員は２人暮らしで年配の高齢者が多いが、４５歳以下の若いお母さん世

代の方もおり、１１月１２日までのコンクールにチャレンジしている。若い方も応募しやすいよ

うに、写真やレシピも簡単にし、スマートフォンで応募できるようにした。 

９月１日から１月３１日まで、ＪＡグループ新潟が県全体で「健康チャレンジ継続３０日」と

いう事業を実施しており、柏崎支部も参加している。１に「朝食をしっかり食べる」ご飯と具だ

くさんのみそ汁を食べる、夜食・間食・飲酒は控えめにする。２は「減塩生活を続ける」しょう

ゆは小皿に取ってつけて食べる、漬物は小皿に少々盛って食べる、乳和食を心がける、めんのス

ープは飲み干さない。３が「バランスの良い食事を心がける」新潟の旬の味を楽しむ、県産の野

菜・果物を毎日食べる、主食・主菜・副菜をそろえることを心がけて食べる。４に「自分に合っ

た運動を続ける」毎日１０分以上の早歩きをする、１０分歩くことを心がける、テレビを見なが

らでもストレッチや筋トレをする。５に「タバコは買わない・もらわない」吸いたくなったらル

ールを決めて周りの人に宣言して実行するようにする。６に「自分で決めるマイチャレンジ」と

して、今日のうちに寝る、楽しく笑ってストレス解消に心がける、寝る前のスマートフォン等の

使用は控える、お口の健康を保つ歯みがきとパタカラ発声をする、脳トレ、音読、ぬり絵、クイ

ズ、パズルをする。その中で一つを選んで３０日間取り組み、ハガキを送ると抽選で県内産の果

物や新潟産の和牛などの景品がもらえるということで、皆で取り組んでいるところだ。 

 

会 長   学校と連携した取組に期待すること、効果的な啓発方法などについて、Ｋ委員いかがか。 

 

Ｋ委員   まず、当部の取組について話をしたい。平成２８（2016）年度から、若い世代の食育推進事業 

で、高校生に対しての食育授業を学校の先生方をはじめとし、関係機関として鮮魚商協同組合、 

食生活改善推進委員協議会柏崎支部、栄養士会と協力して実施している。生活習慣病予防のため 

の望ましい食生活や柏崎地域の食文化について知識を深めて、自分で調理がうまくできるように 

技術を身につけることを行っている。それにプラスして今年度は、災害食、食の備えについても 

啓発する場面を計画している。そのようなことを、これから旅立つ高校生に対して啓発している 

ところである。また、その部分についても関係者や市と連携して活動することで、いろいろな事 

業がつながり、効果的な実施ができると思う。 
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若い世代への食育啓発の提案として、今年度の食育の事業計画を見ると、いろいろな事業を行 

っているのが良く分かった。先ほどから、子ども達だけではなく、保護者世代を対象としたいろ 

いろな事業の中に、生活習慣病予防対策を盛り込んでいくことで広がりが出てくると感じた。ま 

ず、小中学校の子ども達が知って、それを保護者に伝えていくことで広がりが出てくると思う。 

事業所については、保護者世代にいろいろな指導をしていくことで子ども達に活かされる。いろ 

いろな世代のつながりや関わりが大事だと感じた。 

 

会 長   学校と連携した取組に期待すること、効果的な啓発方法などについて、Ｌ委員いかがか。 

 

Ｌ委員   子どもから高齢者までの食育のいろいろな話を聞き、柏崎の熱心な取組と併せて課題について 

も勉強になった。 

＜資料６－１＞で、今年度の活動について提案をしたい。学校と連携した健康づくり啓発活動 

は市と教育委員会、学校と連携した取組で感銘している。市からの出前講座ということだが、肥 

満と朝食欠食の問題は全国的にも改善していない。そのため、簡単な特効薬は無く、地道に啓発 

してくことが重要だと思っている。小中学校には、食に関する指導の全体計画や給食計画、保育 

園であれば食育計画や給食計画などがある。そういった各保育園、小中学校の計画と市の計画が 

同じ方向に向いていることが非常に重要だと思う。そういう意味では、今年度は事業をスタート 

し、もちろんその中に肥満と朝食の問題が入っていると思う。次年度以降についても、全ての保 

育園や小中学校において、市が重点課題としている２つのテーマを位置付けていただきたい。学 

校によって温度差があるという話があったが、少なくとも年に１回、各学校に合った形で何らか 

の取組をしていく、そういった仕組みを作ることが重要かと思った。 

私は地産地消会議の代表としてこの会議に参加しているが、柏崎であっても米の消費量が減少 

     し、大切にされている魚食、魚を食べる習慣が減ってきていると思う。それは国民健康・栄養調 

     査で如実にそのような結果が出てきている。その歯止めをかけるという意味でも、市の食育計画 

が重要である。また、「かしわざきの食育５か条のうた」のような媒体は、子どもの印象に残る。 

私は普段、大学生を相手に仕事をしているが、学校で受けた食育のことをいまだに話してきたり 

する。そのような積み重ねは非常に重要なので、さらなる普及に期待している。 

柏崎地域の食育の特徴は、高校と連携していることだと思う。他の市町村でも食育に関わって 

いるが、高校の先生方と組むのは非常に難しいということを伺う。そういう意味では、既に取組 

の中に入っている高校の先生と連携が取れているので、ぜひ強みを活かして食育をさらに進めて 

ほしい。 

＜資料６－１＞裏面の小児生活習慣病予防検診は、肥満度が非常に高いお子さんと保護者の方 

を対象としたハイリスクアプローチということで、非常に重要な取組である。併せて肥満度は高 

くないが、やせの問題もあるということなので、全ての子どもを対象とした「自分の適正体重を 

知っている子どもがどのくらいいるのか」「望ましい生活習慣をしている子どもたちがどのくら 

いいるのか」というデータは、学校で生活習慣調査を行っているので、多分あるのではないか。 

保育園の方にもあるのではないかと思う。各施設の特徴もあると思うが、全市的に肥満や朝食欠 

食などの共通項目を入れた生活習慣調査を年１回程度実施することで評価にもつながるし、モニ 
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タリングにもなる。それをまとめれば保護者にも発信することができるので、そのようなことが 

今後できないかと感じた。既に取り組んでいる事かもしれないが、そうすることによって、＜資 

料４＞に食育計画の目標進捗状況が示されているが、データが無い幼児の朝食欠食、生活リズム 

についての数値が埋まるため、この会議での報告にもなる。そのような取組もどうかと思った。 

 

会 長   最後に食生活改善推進員として、活動を通じてできることについて話をしたい。残念ながら、 

昨年度からコロナ禍のため、これまでと違った活動形態である。主食・主菜・副菜をそろえたバ 

ランスの良い食事、適塩の大切さ、なぜ朝食が大事なのかということを啓発している。市の食育 

研修会の調理実習で教えてもらったことを各地区で伝達講習をしているが、現在はできない状態 

である。調理実習や試食提供ができないため、レシピの配布や私達の活動の基本であるお隣さん 

・ご近所さん、友人、離れた家族へ声かけによる啓発をしているが、実際に味わってもらうこと 

ができないことを残念に思っている。 

今年は６月１９日の「食育の日」前後に、柏崎地域振興局と協力して市内のスーパーを訪問し 

た。新潟県で行っている健康立県啓発事業として、おいしく減塩を基本に「主食・主菜・副菜を 

そろえたバランスの良い食事」についてＰＲした。併せて、「食育の日」ということで食育レシピ 

をスーパーに置かせていただくことをお願いした。店長の話では、店頭に学校給食だよりを貼っ 

ておくと、買い物に来た母親や祖父母が「今日はカレーだったから、夕食は違うものにしよう」 

と言って、買い物の目安にしてくれるため大変好評とのことだ。 

日頃の活動で「忙しいから、時短レシピを教えてもらいたい」「スマートフォンで撮った時に 

きれいで見映えのするレシピが欲しい」などよく声をかけられる。時短で簡単なだしの取り方や、 

ちょっとした工夫で減塩ができることを伝えている。自分の舌で確かめてもらうことが一番だが、 

今はそのような活動ができないため、レシピを配布したり、少しお話したりというだけで、なか 

なか浸透していくことができないのが現実だ。それと併せて、口腔ケアの大切さ、しっかりと噛 

むことによって肥満の防止にもなることを一緒に啓発している。食生活改善推進委員協議会支部 

総会の際に、歯科医師会の方から口腔ケアの仕方、歯みがきの仕方を研修させていただき、私達 

の活動に大変役に立っている。 

なかなか思うように活動できていないのが現実だが、皆さんの話を聞いて、やはり家庭が大事 

だと言われたときに、私達がこれからもお隣さん・ご近所さんに声をかけていくことが、草の根 

運動で一番良いのではないかということを改めて感じた。 

 

会 長   様々なご意見をいただいたが、全体を通してご質問やご意見、もう少し話を聞きたいというこ 

とはないか。 

 

Ｇ委員   適正体重と言われるが、適正の範囲内に収まっていれば、筋肉も脂肪も無い体でも良いのかと 

私は思っている。特に中学生くらいの女子は体重を抑えるために、野菜をたっぷり食べて主食は 

全然食べない。ケーキを食べたいからと、主食と肉などの主菜をカットして、サラダとケーキの 

ようになる。それでも、「体重は適正体重に収まっている」というのでは、全然良くない。そのよ 

うなことを話す機会があれば良いと感じている。また、今は家庭向けの体重計で体組成計がある 
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時代だが、特定健診では身長と体重、ＢＭＩまでとなっている。併せて、骨格筋量や体脂肪率な 

どが測定できれば良いと思っている。例えば、メタボリックシンドロームになって体脂肪が急に 

上がってから一生懸命落とすのではなくて、わざわざ自分で機械を買わなくても、年に一度の健 

診で体脂肪率が測れるようになると、もう少しみんなが意識しやすいのではないかと思った。 

 

Ｅ委員   ひとつ提案をしたい。移行学級での啓発という話があったが、卒業をきっかけに食育は大切だ 

と伝える時間があると良い。スーパーでどう食事を選んでいくか、このような選び方をするとバ 

ランスが取れた食事になるなど、学校の給食だよりの他に何か参考になる資料の設置について、 

スーパーとコンビニに協力を願えないかと思う。食生活改善推進員がいろいろな活動をされてい 

る中で、現在はなかなか皆さんに伝えられないというジレンマにある時期なので、そのようなこ 

とはお願いできないか。社会全体を巻き込むという形で健康づくりをしていかないと、なかなか 

難しいと思うので、もしそのような機会があればお願いしたい。 

 

会 長   スーパーへの働きかけというのは、保健所を通さないとなかなかできない。地域振興局から保 

     健所の立場として「レシピを置かせてほしい」という一言が無いと、食生活改善推進員の私達が 

     依頼しても、なかなかスーパーから了解がもらえないので、地域振興局と協力しながら進めてい 

     きたい。 

以上をもって、議事を終了する。 

 

５．その他 

  この食育推進会議の委員の皆様の任期は、令和４（2022）年３月３１日となっており、今年度で任期終 

了となる。計画の推進にご尽力いただいたことに、心よりお礼申し上げる。 

  引き続き、委員をお願いしたい団体については、来年３月頃に改めて推薦依頼を出させていただくので、 

 よろしくお願いしたい。 

 

６．閉会挨拶（健康推進課長） 

  長時間にわたり貴重なご意見をいただき、感謝申し上げる。以上をもって、第１回食育推進会議を閉会 

 とする。 


