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令和３年度 第２回 旭川食育推進会議

日時：令和４年３月２２日（火）

午後６時３０分～午後８時

場所：旭川市第二庁舎 ３階 問診指導室
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（司会）

○開会

○委員１５名のうち１３名の出席により，定足数に達していることを報告

○新型コロナウイルス感染症対策として，マスクの着用及び入室時の手指消毒の協力お礼

及び会議の開催時間短縮に係るお願い

〇配付資料の確認

（担当部長）

〇挨拶

（会長）

令和２年度第１回の会議以降，書面会議ばかりでしたが，その中でも多くの意見をいた

だききましてありがとうございました。

このように顔を合わせられる貴重な機会でありますのでたくさんご意見をいただきた

いところですが，先ほどもありましたとおり，感染予防ということで短い時間の中で濃縮

しながら議事を進めて参りたいと思います。ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。

議事１号「令和３年度食育関係事業実績及び令和４年度事業計画について」，事務局か

ら説明願います。

（事務局）

事務局説明

（資料１ 令和３年度食育に関する事業取組状況一覧【委員回答分】）

（資料２ 市の主な食育関係事業一覧）

（資料２－２ （担当部局別）主な食育関係事業名一覧）

（会長）

事務局の方から説明がありましたが，資料１について，委員の皆様からご報告いたきたい

と思います。

（Ａ委員）

コロナ禍ではありますが，３条通の場所をお借りして子ども食堂を月に１回開催するこ

とができました 。後半は医大の学生も一緒に，授業として参加され，子どもたちと食育

に関する交流をしながらお弁当を配付するという事業を行いました。

今年度はコロナ禍というもあり，お弁当を配ることしかできませんでしたが，利用動機

のアンケート結果から，居場所や交流ということにすごく意識が高いということがわかり
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ましたので，今年度実施した内容も引き継ぎつつ，次年度は，場所を変えたり，規模を小

さくしながらですが，子どもたちとの交流という形でも行いたいと考えています。

（副会長）

食育という取り組みのテーマに合っているかどうか疑問はありますが，学校の状況につ

いて説明させていただきます。

昨年も，コロナでほぼ食に関わる実践的な取り組みができない状態でしたが，10～12

月の少し落ち着いた時期に，家庭科での調理実習を行い，子どもたちが実際に食について

触れて考えるという場面がありました。

それ以降のまん延防止期間については，教職員が廊下で給食の準備をし，密にならない

ように子どもたちが席に持ち帰る，おかわりも同様に，教員がよそうなど感染対策を徹底

してまいりました。また，黙食が定着しており，生徒たちはよく頑張っていると感じる一

方，とてもかわいそうな気がしています。

例えば栄養バランスを考えて，安全面を考えてというのも食育の大切な側面だろうとは

思うのですが，何より子どもたちが食べることを通して話をしたり，豊かな時間を過ごす

機会がなかったことが非常に残念でした。

このような中でも，市内のどこの小中学校でも行ったのではないかと思いますが，給食

指導に関連して，沖縄の郷土料理が給食で提供される時には，沖縄県の概要や郷土料理に

ついてのプリントを事前に学級に掲示をし，子ども達も先生方も気持ちを高めてその給食

の日を迎えました。食べる時には当然，黙食なのですが，例えば，社会の授業で掲示資料

に触れる機会を設ける，学級での会話の中で沖縄料理についての会話をするなど，それら

の食に関する資料を通して子どもたちが関心を持つのはもちろんですが，子ども達がみん

なで話をして食を楽しめる，そういう環境ができたのではないかと思います。

来年度以降も少し厳しい状況が続くと思いますが，できるだけ今回のように資料を用い

て子どもたちの関心意欲を高める，食を楽しみながら人間関係も形成するなどの取組をし

ていきたいと思います。

（Ｂ委員）

食生活改善協議会の事業についてですが，コロナの影響により，「地域講習会」の開催

回数について，以前は年４０回開催していたところ，今年度は未就学児を対象としたもの

は８回，一般市民の住民対象のものは１２回の計２０回での開催としました。

住民対象の地域講習会では，通常，調理実習を行うので，それを楽しみにしている方が

多いのですが，今年度は調理実習は実施せず，栄養士の講話と推進員からは食事バランス

ガイドと減塩の講話を行い，１時間程度としました。このような中でも，自分たちの健康

のことを考えて参加してくれる住民がいることを知り，このような機会は大切だと感じま

した。また，未就学児対象では，以前はロールサンドを調理していましたが，今年度は３
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０分程度の話だけの内容としました。また，いつもなら３色に食材を分類し，それぞれが

考えて貼るという参加してもらう内容も，見せるだけですが真剣に聞いてくれました。

次の乳製品料理についてですが，こちらは調理実習を行いました。調理台１台当たり４

名程度しか参加ができず，本来，市民の方にもっと参加していただきたいのですが，今年

度は推進員を対象として実施しました。乳製品を使用した料理ということで，カルシウム

を多く摂取できること，乳和食は減塩につながることを周知し，無事，終えることができ

ました。

（Ｃ委員）

末広北小学校では，昨年度，児童生徒にｉＰａｄが配布されたのを機に，ロイロノート

スクールというアプリを使った授業を導入しています。これを用いて，今年度はパワーポ

イントも活用した食育授業を行いましたので，いくつかご紹介します。

最初の事業はロイロノートを活用したものではありませんが，コロナ禍になり，今まで

実施していた試食会が開催できなくなったため，「食育セミナー」として，保護者を対象

としたオンラインセミナーを企画しました。スポーツ活動や，偏食，少食，肥満など様々

な課題を持つ児童生徒の個別の課題解決に向け，保護者や関係職員と連携した栄養サポー

トの活動をお話の中でさせていただきました。

２，３年生を対象とした「早ね 早おき 朝ごはんのひみつ」も，パワーポイントとロイ

ロノートを組み合わせた授業で，朝食の働きを学び，生活リズムを整えて早寝早起きの必

要性をクイズ形式と話し合いで子ども達自身で自分の生活を見直すきっかけをつくる内

容としました。自分の睡眠時間が遅くなる原因をロイロノートの提出箱に各自が送ると，

大型のテレビに全員の分がカードになって見られるようになりますが，それを見ながら意

見を共有したり，問題となる点を話し合ったりするとともに，チェックシートを家庭に持

ち帰って保護者とも共有しました。

次の５年生を対象とした「成長期の強い体を作る食事と栄養素」では，デジタル教材の

食事の時間プラスというアプリを使い，バランスの良い食事を考える取り組みを行いまし

た。このアプリは，アニメーションを見た後に，栄養バランスチェッカーで，１日３食分

の献立を選択することにより，炭水化物や脂質・たんぱく質，無機質，ビタミン量が算出

されるので，栄養素の過不足を見ながらさらにバランスの良い食事に改善していく方法を

見つけるもので，楽しく学べる内容になっています。この授業では，好きなものばかり食

べていては必要な栄養素が取れないことを学びました。

（Ｄ委員）

旭川消費者協会もコロナ禍の中で様々な活動が中止，延期を余儀なくされました。

その中でも，食の安全部会では食の安全を考えるということで，農薬を使わない野菜作

りはいかに大変かを体感するために私たち自身が挑戦しようということになり，東旭川に
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ある会員の畑をお借りして，ジャガイモを中心に農薬を使わない野菜作りをしました。

昨年は，全体的にジャガイモの収穫があまり良くなかったようですが，私たちが育てた

ジャガイモは，農薬を使わない畑で作ったにも関わらず豊作で，収穫の喜びを味わうこと

ができました。一方で，農薬を使わないで育てるため，草取りは頻繁にしなければいけな

いということを学びました。

また，市の環境部と協力し，余りがちな野菜を無駄にせず利用する料理を YouTube で発

信する取組を初めてさせていただきました。令和元年度に，「食品ロス削減モニター調査」

を環境部で行ないましたが，その中で廃棄物の多かった大根，白菜，トマトの３種類を使

った簡単に作れる料理が既にアップされておりますので，皆様もよければご覧ください。

（会長）

それでは，私からも簡単に報告をさせていただきます。

１ページ目に「教育大生のためのフードパントリー」とあります。今現在も，教育大で

は，学生は必要最低限しか学内に入ることはできない状況です。しかし，生活資金すらも

危うい学生もいます。当初，政府等の援助で何とかなるのではないかとその状況に気が付

きませんでしたが，切実な思いを聞き，大学でも援助を行う必要があるということでこの

事業を実施することになりました。最初は，フードバンクにご協力を得ようと思っていま

したが，様々な関係者の方々が協力してくださり，学生がいかに大切にされているかとい

うことを実感しながらの実施となりました。学生には，お米かインスタント食品程度しか

渡せないかもしれないと話をしていましたが，効果及び今後の課題にも記載していますが，

実際には，多くの方から支援を受けることにより，今は生活が苦しいけれども，いつか恩

返しがしたいという熱い思いと，自分たちも教員になって，もう一回地域に貢献したいと

いう気持ちが，多分，授業以上に実感できたのではないかと思っています。食の偉大さと

いうか，地域の皆様のご協力の力の大きさを感じました。今回は，援助が必要な学生の中

にも，情報が得られなかったとこともあったかと思うので，状況をきちんと確認した上で，

今後はきめ細やかな支援ができたらと考えております。

次のページですが，これはゼミの活動紹介になります。コロナ禍以前は，年２回，市内

の小学生に公民館に集まってもらい，食育の体験学習を行っていましたが，このような状

況下であり，学校でも実施していない調理実習を実施してもよいのかと悩み，７月は，例

年であれば，各台４名程度，全体で１６名で実施していたところ，今回は小学生１人に対

して学生１人で組になって行いました。各台に４人いると，工程がわからないということ

もあり，調理をする子としない子が出てくるのですが，今回は，１人の子どもに簡単なも

のを最初から最後までやってもらえるようにという取り組みを考える上でよいきっかけ

になりました。しかし，１月はまん延防止措置がとられていたため，昨年と同様にオンラ

インで発信させていただきました。コロナ禍で，食そのものもそうですが，食から派生す

る効果も重要だと感じているところです。
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各委員の皆様からのご報告をいただきましたが，先ほど，事務局からの説明にあったと

おり，資料２市の主な食育事業一覧についてもご覧いただき，資料１，２について，ご質

問，ご感想等があればお願いいたします。

（Ｅ委員）

医療機関に勤めている者が多く，自分の職場の対応で精一杯ということがあり，栄養士

会ではほとんど活動ができていないため，皆様のご努力を聞いて，今後また取組を行いた

いと思いました。

Ａ委員に質問ですが，子ども食堂の開催にあたり，予算などはどのようになっています

か。

（Ａ委員）

今回の子ども食堂の運営母体が旭川福祉生協となっています。福祉生協が，市から補助

金等をいただき，運営をしましたが，現在は補助金が打ち切られているため，フードバン

クの協力を得ながら開催しています。

（会長）

私も北門の子ども食堂に関わらせていただいています。大人からは 200 円をいただいて

いますが，関わった子どもからは，もらっていません。大人からの料金と，先ほどの助成

で運営しています。また，作れないときはお弁当の配布，作れるようになったら，フード

バンクやＪＡからもお米の寄付をいただき，それらを駆使しながら実施しているようです。

その他，活動のご報告や市の食育関係活動につきまして何かご質問やご意見などござい

ますでしょうか。

それでは，私からよろしいでしょうか。Ｃ委員に質問です。聞き逃したのかもしれない

のですが，児童対象のものは，どのような時間の中で指導していますか。

（Ｃ委員）

年間に食育指導の時間を各学級１時間，特別活動で行なっていたと思います。その中で，

毎年，食育に関わる授業をしていますが，特に保護者からは，朝食の内容があまりよくな

い，子どもの方から様々なことに取り組んでいるがなかなか成果が出ないのでどうしたら

いいのか，好き嫌いが多くて直せないなど，給食指導の際に関心があると聞いたこと，成

長期に必要なカルシウムのことなど，給食の大事さを分かってもらうために授業を行って

います。
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（会長）

他にご質問や感想がなければ，「議事１ 令和３年度食育関係事業及び令和４年度事業

計画について」は承認いただいたこととします。

続きまして「議事２ 令和３年度旭川市食育に関するアンケート調査及び令和３年度旭

川市栄養調査の結果について」，事務局から説明願います。

（事務局）

事務局説明

（資料３ 令和３年度旭川市食育に関するアンケート調査結果報告書）

（資料４ 令和３年度旭川市栄養調査結果の概要）

（会長）

食育に関するアンケート調査結果と併せて，栄養調査結果の概要について，ご質問やご

意見等があればお願いします。

（Ｅ委員）

この資料について，紙媒体以外で市民等が目にする機会や場所はありますか。

（事務局）

今後，ホームページの掲載やリーフレットを作成し，市の事業等で配布する予定です。

（Ｅ委員）

もう一点ですが，食塩摂取量が特に男性ですが，国の調査結果に比べてかなり多いよう

でしたが，調べるにあたり原因等が考えられるようであれば教えていただけますか。

（事務局）

国の数値は，国民健康・栄養調査で得られたもので１日分の秤量調査ですが，今回の調

査は１か月の食習慣を調べる調査のため，やや異なった結果が出てくると考えられます。

食塩の摂取量については，前回調査時の市の結果と比較しても多く感じられますが，

1,000kcal 当たりで比較するとほぼかわっておらず，６年前から食塩の摂取量がすごく増

えているというわけではありません。

（Ｅ委員）

1,000kcal あたりの摂取量で考えると増えているわけではないということですね。
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（事務局）

そうです。

（Ｅ委員）

それでは，前回調査時の方がエネルギー摂取量が少なかったということでしょうか。

（事務局）

摂取量は前回よりも少ないのですが，前回は申告値，今回は調整値を用いたため多く見

えるということです。

（Ｅ委員）

分かりました。ありがとうございました。

（会長）

その他に何かご質問等ありますか。

（Ｃ委員）

聞き逃してたのかもしれませんが，間食の調査はされましたか。

（事務局）

間食については，摂取量として加算されていますが，現在，菓子等のみの摂取量を評価

はしていません。

（Ｃ委員）

先ほど，資料４の４ページで女性の脂質のエネルギー量が多いのは主食の摂取量が少な

く，おかずの摂取量が比較して多いことが要因ではないかと話がありましたが，これだけ

多いということは菓子類の摂取量が多いと見えてくるのではないかなと感じました。 子

どもの食事量を把握する場合，親の食事量と両方を見るのですが，お母さん達は結構お菓

子を食べていますので，そのようなこともわかれば知りたいなと思いました。

（Ｆ委員）

感想になりますが，資料３の３６ページ，「野菜を買う場合どこの産地の野菜を選んで

いますか」の設問で，「なるべく旭川産」を選択している割合が平成 27 年度に比べて少し

減少している結果を見て，地元のものが一番新鮮でおいしくてというものを生産者は自負

していますし，消費者の方々には食べてもらいたいという思いで日々仕事をしていますの

で，その辺りも青果連に持ち帰り，話し合いたいと思いました。
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（会長）

購入する時に，どこでとれたものかがわかっても，地元のものを選択しないということ

は，価格面，経済的な困難ということもあるのかもしれませんが，具体的には分からない

ので，その辺も調査していただけるとよいのではないかと思います。

（Ｈ委員）

私もできるだけ地場のものを買うようにしています。何年か前に，Ｉ委員が主催されて

いる料理教室に参加した際，野菜の食べ方がとても勉強になったので，今はコロナのこと

があって難しいのかもしれませんが，今後，生産者の料理方法を学びたいと思っています。

（Ｉ委員）

Ｆ委員の話にもありましたが，農業者側からの発信というのがまだまだ不足していると

思いました。一度食べてもらえればおいしいのは分かるはずなのですが，ＰＲや情報発信

が下手だと常々感じていますので，もう少し力を入れて農業者側は頑張りたいと思います。

（会長）

消費者側も，情報があってもアクセスをしない場合もありますので，どのように求める

かも大切だと思っています。

（Ｇ委員）

食品ロスに関してなのですが，食品加工に携わる者として，資料３の４１ページ食品ロ

スの認知度について，「よく知っている」，「ある程度知っている」という人が９５％もい

ました。しかし，賞味期限は，本来よりも短く設定していますが，スーパーなどではす全

ての店舗というわけではありませんが，３分の２を過ぎたものは引き下げるところもあり

ます。それなのに，食品ロスを減らすための取り組みとして，「商品棚の手前に並ぶ賞味

期限の短い商品を購入する」という人は１３％しかいないということで，食品ロスが非常

に出てもしょうがない状況だと思います。ですから，もう少し詳しく消費者の方々に周知

をして，賞味期限を手前のものから取って行こうと働きかけていけないものかと思います。

（会長）

つい後ろを探ってしまうこともありますが，今日食べるなら前からとる，期限が近くな

ると割引になるということもあり，その日になくすための取組や対策もなされているので，

認知と行動が伴うよう働きかけも必要だということですよね。

（Ｊ委員）

とても詳しく，身につまされることもありまして，食品ロスについては，価格が下がっ
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ているので割と利用しています。先ほど話されていたように，その日にダメになるという

訳ではなく，自己判断も含めて私自身は食品のロスに気をつけているなと思いました。

地産地消のことについては，調査が１１月に行われていることも影響しているのではな

いかと思います。季節的に旭川産のものが少なく買えない，自分の畑で作っているので買

う必要がないなどの理由もあるのかと思いました。

また，家族で食事を食べるかどうかについても，コロナの影響で変化しているのだと思

いますが，このアンケートの結果から知ることができ，よかったと思います。

調査の結果として興味のある内容もあるので，家族や周りの人，自分自身を含めて食に

気を付けていきたいと思いました。自分の取組を含め，再確認することができてよかった

です。

（会長）

アンケートの調査時期が１１月ということで，旭川市では夏のものは保存期に入り新鮮

なものは手に入りづらい端境期でもあるということに気が付くことができました。

（Ｋ委員）

食品ロスについてですが，料理の作りすぎも目につきます。我が家は本当は６人家族で

すが，主人は単身赴任，子も巣立っていき今現在，家には３人しかいません。普段は３人

分を作ればいいのですが，みんなが帰宅すると足りなくなるので，料理の数や種類を作り

過ぎることもあります。また，子どもの食べる量の変動が大きいので，翌日，リメイクす

ると，逆に昨日の方が良かったという話になったりもして難しいです。他のお母さん達と

も情報交換を結構しています。

旭川産の食品についても，学校で話を聞いてきて，子どもが気にして探し歩き，これを

買って欲しいということがよくありますので，なるべく旭川産のものを買うようにしてい

ます。

（会長）

家の中での作り過ぎについては，多分，私の経験では一人分のものを作るほど難しいこ

とはないと思います。ある程度の人数が揃った方がうまく材料を使えますが，作り過ぎる

と保存方法を考えなければならずロスは減らない。うまく１つの食材でいろいろな料理を

作り，食べて，保存するという，循環は重要ですが，家族のスケールによっても様々な問

題があるのだと思いました。

（Ｃ委員）

食品ロスについて，製造者側の気持ちがよくわかりました。私が勤務する小学校では，

３，４年生で学びますが，「食べ物を残さないようにしよう」，「手前から取って買いまし
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ょう」などのポスターを作り，学校の近くのコンビニやスーパーに掲示しています。それ

を見た，保護者などが「こんなことを学校で取組んでいるのなら，前の方から取って食べ

物を大切にしよう」とか気にかけてくれます。消費者側からも，自分たちの子どもが一生

懸命取り組んでいるのを見ると，「食品ロスを考えて賞味期限に近いものから取るように

しよう」という気持ちになっていくのではないかと思います。

（会長）

確かに，今日報告があった調査でも，自分に子どもができたときと，自分の子どもから

発信された情報というのは大きな意味を持つということを考えさせられたところです。

様々な視点から，多くの意見をいただきましてありがとうございました。

それでは議事２はご承認いただいたということで進めて参りたいと思います。

「議事３ 第三次旭川市食育推進計画指標項目の現状値と目標値について」事務局から

説明願います。

（事務局）

事務局説明

（資料５ 第３次旭川市食育推進計画目標値の達成状況）

（会長）

目標値の達成状況について，何かご質問やご意見等があればお願いします。

（Ａ委員）

このように見やすく表にしていただけると，３の朝食の欠食が大問題だと浮かび上がり，

危機感を抱きました。考えて，何か行動に移したいと思います。

（会長）

数字よりも何よりも 「Ｄ」と標記されると達成していない項目として見えてきます。

（Ａ委員）

この表では，悪化しているものはすべて「Ｄ」なのですが，若い世代の朝食の欠食だけ

は，ずば抜けて悪化しているのが驚きでした。

（会長）

６の児童生徒の朝食を食べている割合もありますが，朝食については課題を抱えている

様子が見えます。子どもの頃の課題が，大人になっても続いているのかもしれないという

ところでしょうか。その他，何かご感想等ありますか。
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（Ｉ委員）

Ｆ委員に質問ですが，10 のクリーン野菜表示の販売率について，あまり上がっていな

いようですが，これはどういう関係なのでしょうか。

（Ｆ委員）

おそらく YES!Clean のことだと思うのですが，YES!Clean というのは農薬の使用回数を

を減らしたり，化学肥料を減らしたりしてことで安心安全なものを販売する取組です。し

かし，気候により規定の数よりも薬をかけなくてはならない，かけなければ無駄になると

いうこともあるので YES!Clean 自体が浸透しないということもあります。せっかくこのよ

うな規格を作ったので，浸透できるよう見直す時期にきているのかとも思います。

（会長）

農薬の使用は一定の基準かと思っていましたが，気候によって栽培法や農薬の使用にも

影響を与えることを教えていただきありがとうございます。規格の意味も理解しておかな

ければならないということだと思いました。このように，具体的な数値があると，改善が

必要だということはわかっていても，数字だけに表れないものもあるということを踏まえ

て，この調査結果，目標値というのを考えていかなきゃいけないと思いました。

それでは議事３について，承認いただいたこととします。

議事４「その他」ですが，委員の皆様の方から何ありますか。

皆様のご協力をもちまして，議事を終了させていただきます。

ありがとうございました。

（事務局）

〇連絡事項

令和３年度第２回旭川市食育推進会議を終了します。

本日はありがとうございました。


