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湯村課長あいさつ 

 

令和元年度山梨県消費者団体との意見交換会の概要 

 

 

１ 日  時： 令和元年７月２５日(木) １３：３０～１６：００ 

２ 場  所： 関東農政局山梨県拠点２階 共用会議室 

３ 出 席 者： [消費者団体] 
         山梨県内消費者団体 役員等 ３３名 
        [関東農政局] 
         消費・安全部 

消費・安全管理官 鶴岡佳則 
           消費生活課 課長 湯村勇治 外４名 
         山梨県拠点 地方参事官 赤堀益男 外２名 
 
４ 議事 
 
  （１）情報提供 

○「健やかな食生活を考える～食中毒の予防について～」 
  関東農政局 消費・安全部 消費生活課 消費者行政専門職 片岡明宏 
 
○平成３０年度食育白書の概要について 
  関東農政局 消費・安全部 消費・安全管理官 鶴岡佳則 
 

  （２）グループ討議 
      テーマ① 早ね早おき朝ごはん～朝食欠食率ゼロを目指して～ 

テーマ② 健康長寿につながる山梨の食育 
 
【 １班発表 】 
テーマ①について 
朝食を食べない理由として、子供がギリギリまで寝ていて朝ごはんを食べら

れる環境にない、子供が夜、ゲームや携帯電話に夢中で寝不足になっているの
ではないか、また、コンビニ食が増えていて、コンビニに寄れば買って食べる
ことができるなど、家で食べなくても問題ない時代になってしまった、毎日（朝）
ごはんを作ることが若いお母さんのプレッシャーになっているのではないかと

いう意見がありました。 
テーマ②について 
健康長寿・郷土食を考えたとき、まず山梨には

野菜などの素材が豊富にあることが大きいと思い
ます。 
特にほうとうをよく食べるのですが、ほうとう

に使っている味噌、発酵食品が非常に良いのでは
ないか、特に甲州みそは米こうじと麦こうじの割
合が非常に良いといった話が出ました。 
また、山梨は、マグロの消費量が非常に多いの

で、もしかすると健康長寿に関係しているかもし
れないという意見もありました。 
健康長寿のためには、豊富な食材があるだけで

はダメで、豊富な食材と食べ方の両方が大切だと
思います。食べ方でいうと、山梨県では減塩運動
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が盛んに行われているので、これも健康長寿につながっているかもしれないと
いう意見が出ました。 
次の世代に引き継ぐという点では、最近、若い方々にとってほうとうは、家

でほとんど作らなくなって、食べに行くものになってきた、そんな中、手作り
ほうとう講習会を行ったところ、若い方からの申し込みがたくさんあり、知り
たい、学びたいと思っている方々が、たくさんいることが分かったので、そう
いう機会を今後作っていくことが大切だと感じましたし、しっかりと若い方々
に伝えていかないと
いけないと感じまし
た。 
 
【 ２班発表 】 
テーマ①について 
朝食を食べるメリ

ットについては、家
庭内で会話がはずむ、
それによって朝から
幸せになる、学力が
上がる、集中力が増
すという意見が出さ
れました。 
朝食欠食のデメリ

ットについては、おなかがすきすぎて集中力がきれる、栄養が偏ることで健康
を害する、力が出ない、目が覚めない、お昼までにおなかがすいてしまう、キ
レてしまう子供が増えるのではないか、などの意見が出されました。 
朝食を摂取するには、どうすれば良いかということについては、学校で朝食

を提供することにより朝食を摂る習慣づけができるようになるのではないか、
そして、習慣づけができれば、親世代になった時に活きるのではないかという
意見が出されました。 
また、スポーツ少年団等で、朝食として、おにぎりを提供しているところが

あるという事例も紹介されました。 
テーマ②について 
郷土食の、ゆばなど、たんぱく質の多い食事や、やこめ、麦とろごはん、野

菜の多いほうとう、おざらが健康に良いのではないかという意見が出ました。
また、無尽（※）でたくさん話をして笑ってストレス発散することや集会やお
祭りが多いのも良いことなのではないか、畑仕事などで体を動かすので元気な
のではないか、働く高齢者が多く頭と手をよく使うことが健康長寿につながっ
ているのではないかという意見が出されました。そのほかとして、健康意識が
高く検診率が高い、山梨の保健師数が多い、スポーツ等の趣味を持っている人
が多いという意見もありました。 
次の世代に引き継ぐということについては、世代間交流など、地域での交流

をする場が多いと良いのではないか、学校給食で郷土食を取り入れたり、地産
地消を積極的に進めたり、子供たちが収穫体験をできる場があると良いのでは
ないかという意見が出ました。 
結論としては、欠食を減らすことも健康寿命の延伸も学校や企業・行政など

で取り組んで行うことも大切だけど、最終的には、家庭で学び家庭から発信す
ることが一番大切だという意見に行き着きました。 
 
【 ３班発表 】 
テーマ①について 
朝食を摂取するメリットとしては、健康になる、集中力が高まる、太りすぎ

会場の様子 
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ない、バランスがとれるといった意見が出されました。 
朝食欠食のデメリットとしては、朝食を抜くことで、おなかがすきすぎてお

昼ごはんを食べ過ぎてしまう、また、学力が低下するという意見もでました。 
朝食を食べるには、どうすれば良いかという具体的な方法については、早起

きをして時間に余裕を持って用意をする、食欲がわかなくても食べたいものを
少し食べることを続けることで、食べられるようになるのではないかという意
見が出ました。また、企業、地域、生協等の講習会等で朝食をとることの大切
さを伝えたり、学校でも朝の給食が必要な家庭があれば、そういった取組みも
必要だと思いますし、学校の先生が児童（生徒）に朝食をとっているか確認し、
現状を知ることも大切かと思います。 
テーマ②について 
健康長寿については、やはり山梨は野菜が豊富なので、野菜を多く使ったほ

うとう等の料理があることが大きいと思いますし、自然に恵まれているので体
を動かす機会も多い、体を動かせばおなかがすくので、食事をおいしく、特に
ごはんをたくさん食べられるのが良いのではないか、もちろん果物もたくさん
食べているので良いのではないか、という意見が出ました。また、男性の健康
寿命が全国で１位ということについては、無尽（※）でのコミュニケーション
が健康を保っているのではないかという意見が出されました。 
健康長寿の取組をどのように次の世代に引き継ぐかという点については、や

はり、各家庭で子供たちと一緒に調理したりして教えていくことが一番良いと
思いますが、それが出来ないということであれば、講習会等で伝えていったり、

給食に郷土料理を
取り入れていくこ
とで、伝えられる
のではないかとい
う意見が出されま
した。また、三世
代交流をして健康
づくりを推進して
いくなど、地域全
体で郷土食や食育
を進めていくこと
が重要ではないか
という意見が出さ

れました。 
 
【 ４班発表 】 
テーマ①について 
朝食摂取のメリットについては、ほかの班からの意見にもありましたが、目

が覚める、1日の活力が出るといった意見がありました。 
朝食欠食のデメリットについては、食べないと元気が出ない、食べないこと

が続くと、朝食を作らなくなるので、作ること自体が面倒になってくる、お昼
まで元気がもたない、などの意見がありました。 
どうすれば、朝食を食べるようになるかを考えたところ、学校とか企業とか

で集団給食（朝食）を実施して、おにぎり等、簡単なもので良いので、みんな
で朝食を食べる習慣をつけると良いのではないか、家庭の責任だけでなく、み
んなで取り組むことが必要なときにきているのではないかという意見がありま
した。問題点として、１日２食しか食べないという人がいるのも現実ですし、
一人暮らしの場合、一人分だけ作るのは張り合いがない、といった話もでまし
た。各家庭のみで、どうにかしようというだけでは難しいので、社会環境を考
え直さないとならないのではないかという意見にまとまりました。 

会場の様子 
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テーマ②について 
健康長寿で、山梨県が全国でも上位にいるということについては、近所から

果物、野菜、漬物をもらったりする機会が多いと思うし、それらを食べながら
交流（会話）できるのが健康長寿に役立っているのではないか、また、無尽（※）、
グランドゴルフなどみんなが集まることが良いのではないかという意見がでま
した。次の世代に引き継いで行くには、地域のつながりも大切にしていかない
とならないと思いますので、無尽（※）やグランドゴルフを続けていくことも
大切だと思いますし、子供だけでなく、お父さんお母さん世代にも学んでもら
う必要があると思いますので、働き方改革により、みんなが余裕を持って健康
に暮らせるような環境作りが大切なのではないかという意見にまとまりました。 
 
【 ５班発表 】 
テーマ①について 
現状として、ほとんどの方が、朝ごはんを食べているようでしたが、一緒に

暮らしているお孫さんなどは、塾があって夜の帰りが遅く、朝食は食べている
ものの、その量が少ないと感じているといった話が出ました。 
朝食を摂ることのメリットとしては、力が出る、頭の回転がよくなる、食べ

ることでその日の活力を作り出す事ができるという意見がありました。家族で
朝食を食べるこ
とで、家族のコ
ミュニケーショ
ンが増えて、家
族みんなで体調
のチェックがで
きるという意見
もありました。 
朝食の欠食の

デメリットとし
ては、生活習慣
が乱れて、健康
を害することに
つながるのでは
ないかという意
見がでました。
朝食を食べるよ
うになるには、生活習慣を見直し夜更かししない、学生は早く起きて朝に勉強
をするなど、朝型の生活にする。そのためには、早寝早起きを実践し、生活習
慣を見直すのが良いのではないか。また、食べ物に感謝する気持ちを持つよう
にする、食事の時にしっかりあいさつする、朝起きたら体を動かしておなかを
すかせるといった意見もでました。 
テーマ②について 
健康長寿につながる食材や郷土食については、やはり水が良いということで、

お米がおいしく炊ける、おいしい野菜や果物も良い水があるから育つのではな
いか、郷土食として、やこめや甲州小麦が良いのではないかという意見が出ま
した。 
健康長寿の取組を次の世代に引き継ぐには、郷土食の歴史をしっかり学んで

次世代につなげていくことが重要なのではないか、そのためには、学校給食で
郷土食をたくさん出してもらうとか、郷土食、食文化について、子供も大人も
学ぶことが大切なのではないか、家庭菜園、お米作りの勉強会、お茶や野菜栽
培などの農業体験が有効なのではないかという意見がでました。 
 

会場の様子 
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鶴岡 消費・安全管理官 

【 ６班発表 】 
テーマ①について 
朝食摂取のメリットとしては、元気が出る、目が覚める、１日の始まりでメ

リハリがつくといった意見が出ました。また、朝食を食べた方がお昼におなか
がすくので、昼食をしっかり食べられるといった意見もありました。 
朝食欠食のデメリットについては、元気が出ない、脳が働かない、朝食を抜

くことで、昼食や夕食に影響が出て、結果的にバランスのよい食事ができなく
なるのではないかという意見が出ました。 
朝食を食べるにはどうすれば良いかという点については、本日の説明の中で、

高校生になると急に朝食を摂る事が減るという話がありましたので、高校生に
メリットだけでなくデメリットもきちんと伝えると良いのではないかという意
見がありました。 
テーマ②について 
健康長寿につながる地域の郷土食については、ほうとう、発酵食品を多く摂

っている、しょうゆの実を食べている地域もあるといった意見や、水・空気が
おいしいと野菜や果物もおいしいので、たくさん食べているのではないかとい
う意見がありました。 
次の世代へ引き継ぐ取組みについては、小学校の放課後児童クラブに働きか

けたり、農業や山梨の歴史・文化を学ぶ機会があると良いのではないかといっ
た意見がありました。 
結論としましては、朝食を欠食することでどういうデメリットがあるかわか

りやすく伝える事や「食事バランスガイド」をもう少し分かりやすくして普及
していくと良い、バランスガイドを見ながら調理できるようになると良いと思
います。地域で食に関する講座をもっと開いて、地域・行政が連携して、三世
代交流の場をもっと増やしていく、家族みんなで食事をする楽しさをもっと感
じるために家族で食事をする機会を増やしていくといった意見が出ました。 
 
【 農政局まとめ 】 
朝食欠食率を減らすには家庭はもちろん大事

ではありますが、学校や地域も手助けしていか
なければ賄いきれません。現在の家庭環境はと
ても複雑で、一番多いのが単身世帯、そして２
人家族、これだけで全体の５０％以上を占めて
おり、三世代で暮らしているのはほんの数％し
かいないのが現状です。 
 学校や企業等が連携して地域で集団給食を行
うというのも１つの方法としてあります。食育
白書にも事例として紹介されていますが、小学
校で朝ごはんを５０円で提供したところ、もの
すごい人気が出ているということです。その給
食を作っているのは、学校給食の調理員や栄養
教師ではなく、地域ボランティアの方が輪番制
で行っています。 
このように、自治体、企業、地域が知恵を出し合えば出来るということです。

これからは、多様な暮らしの中でいかに食育を進めていくかという部分が求め
られています。食育の原点はもちろん家庭ですが、なかなか難しいという現状
を知っていただき、地域で盛り上げていっていただけたらと思います。 
例えば、食べているところを見られたくないといった子供のために、地域で

学校や企業に働きかけて空きスペースを朝の一定時間、飲食スペースとして設
けてあげるというのも１つの方法であると思っています。 
 山梨の食の基本はきれいな水。きれいな水がおいしい野菜や果物を作ります。 
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そして地産地消の推進も大切だと思います。よく地産地消の推奨店といって提
灯を掲げているお店がありますが、行政の方と地域の方で相談しながら地元の
食材を使用しているお店を増やしていく、クローズアップしていくといったこ
とも大切だと思います。 
 発表の中で無尽（※）の集まりが出ていましたが、コミュニケーションの場
はとても大切な部分であります。笑うことによって体が活性化するといわれて

いますので、み
んなで集まって
楽しむ、笑うこ
とができる無尽
（※）というの
はよいシステム
だと思います。 
 そして、働き
方改革の話も出
ましたが、現在
は、男性も女性
も共に家事をや
りましょうとい
う時代に入って
います。地域に

おいても特に男性に家事参加を勧めていただきたいと思います。国は男性の家
事や育児に取り組む時間の目標を２０２０年までに１日１５０分としています。
今後は、早く帰ったほうが料理を作って待っているというような社会、家事に
参加しやすい環境作りが求められていきます。 
 農業体験も食べ物の大切さを知るという意味では大切です。 
 そして、ほうとう教室がものすごい人気だったという話がありましたが、ま
さにこの活動をやっていくべきではないかと思います。地元のおいしいい水、
新鮮な野菜を使って山梨の伝統食を次の世代へ残していくという取り組みを地
域で広めていただけたらと思います。 
 
【 質疑応答 】 
（消費者団体） 
 私は、子育て支援センターで働いているのですが、離乳食や食べさせ方など
分からないことが多いママたちはかなり多いです。パパを引きずり込みなさい
と話をしてもなかなか難しいということでしたので、働き方改革というところ
であった男性の家事に取り組む目標の話を持ち帰って伝えたいと思いますし、
いろいろなところでも伝えていきたいと思います。 
本日は、班のなかでもいろいろな意見が出て勉強になったのですが、ふだん

そういった情報はなかなか入ってきません。どこに聞けばわかりますか。 
 
（農政局） 
食育の取り組みはいろいろなところが連携しないとできないのですが、やは

り軸となるのは行政になるのかと思います。県や市町村に食育の担当部署があ
りますので相談をしていただけたらと思います。 
また、郷土食のレシピ集を作ったり、郷土食を伝えるセミナーなどに国の交

付金（１／２）を使用することができます。栄養士会や食生活改善推進協議会
などとタイアップしながら進めるのも１つの方法だと思います。交付金は県を
通じて交付しておりますので、県の食育の窓口に相談していただきたいと思い
ます。 
 

会場の様子 
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【 閉会のあいさつ 】 
本日の意見交換では、私も班に入れていただき皆

さんと一緒にグループ討議を行うことができ、大変
ありがたく思います。非常に面白かったですし、皆
さんのご意見を直接聞くことができ大変勉強になり
ました。食べるということは何なのかと考えると、
まさに食べるということは生きること、食べること
の大切さをあらためて感じました。本日は長時間お
疲れさまでした。 
 
※ 無尽 

 山梨県独特の風習で、定期的に特定のメンバーで集まって、

食事や飲み会をすること。 

また、メンバーでお金を出し合って積立てを行い、旅行など

グループの目的のために役立てたりすること。 

赤堀参事官あいさつ 


