
人口減少社会での 

持続可能な食と農を 

あいちから考える 

令和４年  

  6月18日（土） 
13：00～15：00 

開催 

日時 

一般社団法人 
アグリフューチャージャパン代表理事理事長 

合瀬 宏毅(おおせ ひろき)氏 
※パネルディスカッションへも参加されます。 

 食環境ジャーナリスト 
かなまる ひろみ 

金丸 弘美 氏 

日本料理店「一灯」料理長 
おさだ はやひさ 

長田 勇久 氏 

「第17回食育推進全国大会inあいち」シンポジウム 

カゴメ株式会社 
やまぐち さとし 

山口 聡  氏 

  基調講演 

  講 演・パネルディスカッション （順不同）※各パネリストの方の知見についてご講演を受け、その後パネルディスカッションを行います。 

(株)日本総合研究所 
もたに こうすけ  

 藻谷 浩介 氏 

人口減少社会での持続可能な食と農を考えよう 
みなさまからパネルディスカッションのテーマについて募集しております。  申込時に募集中 

参加料無料 
要・事前申込（先着順） 

会場定員：７０名 
（会場は定員になり次第締め切ります） 

オンライン：人数制限なし 

  裏面にタイムテーブルと講演者のプロフィールがありますので、ご覧ください。 

地域再生 食品企業 学校給食・地産地消 地域エコノミスト 地産地消の料理人 

「伝えていきたい愛知の多種
多彩な伝統調味料」 

愛知の食材と伝統調味料
の魅力を発信 

農業人材育成 
「どう変わる？ 人口減少社会での食と農」  
日本が直面する人口減少社会。その中での農業生産や

食の現場の対応を考えます。  

 約１，１３３万人 

 生 産 

消 費 

外部資源 

海外の資金・人材 

約９８９万人 

 生 産 

消 費 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30年推計）」 

東海３県でも 

人口減少・高齢化が進む 

   開会挨拶 

   東海農政局長 
こばやし かつとし      
小林 勝利 

人口 
１４４万人減少 

（現在の名古屋市の人口 

６割に相当） 

高齢化 

(75歳以上) 

６２万人増 
（現在の名古屋市の人口 

約３割に相当） 

「インバウンド復活に備えた食
育」 

世界に訴求する資源となっ
た「日本の食文化」。その継
承発展のカギは食育 

第６回食育活動表彰 
消費・安全局長賞  第６回食育活動表彰 

農林水産大臣賞 

２０１５年 
東海３県人口 

２０４５年
東海３県人口 

女子栄養大学名誉教授 
かねだ   まさよ 

金田 雅代 氏 

「地場産物を中心に、学校給
食を活用した食育の推進」 

学校給食に地場産物を活
用する効果を事例をあげて
紹介  

「食育が繋ぐ移住・定住・地
域の活力づくり」 

若者の移住・定住・農業
者の確保について、さまざま
な新事例を紹介 

東海地域でも人口減少・高齢化が益々加速していきます。 

こうした社会の変化は、食料システム（食料の生産、加工、輸送及び消費に関

わる一連の活動のこと）にも、どのように影響していくのでしょうか。 

「持続可能な社会に貢献するカ
ゴメの取り組みについて 」 

愛知県東海市との「トマトde健
康まちづくり協定」等、持続可能
な社会の実現にむけた取り組みを
紹介  

そうした中で食育に期待される役割は、ど

のようなものでしょうか。 

海外の資源の活用も視野に、地域の食料の

生産・消費の好循環を作っていくことが、望

ましい食料システムの構築に重要なことで

はないでしょうか。 

食育の基礎知識は必要としませんので、
ぜひ、ご参加下さい。 

コンセプト 

例えば、国内のマーケットが小さくなり、農林水産物の
消費や生産者が減る中で地産地消の重要性は？ 

食育ピクトグラム 
食育の取組を子どもから大人まで誰にでもわかりやすく発信するため、表
現を単純化した絵文字であるピ クトグラム等を作成し、多くの人に使用し
ていただくことを目的として作成しました。   

●申込方法 
申込は右の二次元コードから参加申込ページにアクセス
し、ご希望の参加方法（会場又はオンライン）を選択し
てお申込み下さい。 



１３：００ 開会挨拶 
           東海農政局長  小林 勝利 

１３：０５ 基調講演 合瀬 宏毅 氏 

１３：２５ 講   演（取組事例の紹介等） 

●  金丸 弘美 氏 

●  山口 聡 氏 

●  金田 雅代 氏 

●  藻谷 浩介 氏 

●  長田 勇久 氏 

１４：１５ パネルディスカッション 

● パネリスト：基調講演者および講演者（6名） 

● モデレーター：東海農政局 

             消費・安全部長 島村 知亨 

● 司会・アシスタント：東海農政局 消費生活課 

１５：００ 閉   会 

お問合せ先 
東海農政局  
消費・安全部 消費生活課         
担当：小田木・飯田 
電話 052-223-4651（ダイヤルイン） 

株式会社日本総合研究所  

 主席研究員  

もたに こうすけ 
藻谷 浩介 氏 

1964年生まれ、山口県出身。東京大学法学
部卒業。米コロンビア大学経営大学院で経営学
修士（MBA）取得。日本開発銀行（現日本
政策投資銀行）を経て、2012年より現職。平
成合併前3,200市町村のすべて、海外99ヶ国
をほぼ私費で訪問。地域特性を多面的に把握
し、地域振興、人口減少問題、観光振興等に
関し、精力的に研究・著作・講演を行う。主な著
書に『デフレの正体』､『里山資本主義』（共にK
ADOKAWA)､近著に『進化する里山資本主
義』（ジャパンタイムズ出版）。  

  食環境ジャーナリスト  

 

かなまる ひろみ 
金丸 弘美 氏 

食からの地域再生、地域力創造と活性化をテー

マに執筆活動を行う。また、食の総合プロデユー

サーとして、食育と地域づくりを連携させた食の

ワークショップのプラニングや食の講師を手掛ける。

ラジオ、テレビ、雑誌、新聞、講演、学校の授業

などを通して広く伝えている。著書に『田舎力 ヒ

ト・夢・カネが集まる5つの法則』（NHK生活人

新書）他多数。  

女子栄養大学名誉教授  

 

かねだ まさよ 
金田 雅代 氏 

岐阜県出身。1965年から30年間、岐阜県多

治見市で、管理栄養士として学校給食に携わっ

た後、文部科学省で学校給食調査官を務めた。

退職後は女子栄養大学短期大学部の教授とな

り、2015年より名誉教授。現在は栄養教諭食

育研究会の代表幹事を務め、学校における食育

を推進する。主な書著に『小学校で大人気の「給

食」レシピ』など。 

一般社団法人アグリフューチャー

ジャパン代表理事理事長 

おおせ ひろき 
 合瀬 宏毅 氏 

長年ＮＨＫ解説委員として 「食料・第一次産

業」を中心とする経済問題を担当。現在は、日

本農業経営大学校を運営するアグリフューチャー

ジャパンの代表理事理事長として、次世代の農

業を担う人材の育成を通じて、魅力ある農業を

創造し、地域社会・経済の持続的な発展に取

組まれている。食育推進会議を始め、政府の多く

の審議会の委員を歴任。 

日本料理店「一灯」料理長  

 

おさだ はやひさ 
長田 勇久 氏 

1965年生まれ、愛知県出身。大学を卒業
後、東京の【つきぢ田村】で6年間修業。そ
の後、実家である【小伴天】に入社。地元の
農家・醤油やみりんの醸造メーカーやその他
多くの生産者などの輪を広げながら街を活性
化したいと語る。 平成30年度地産地消等
優良活動表彰、第６回食育活動表彰にお
いて農林水産大臣賞受賞。  

       カゴメ株式会社  

代表取締役社長  

やまぐち さとし 
山口   聡  氏 

1960年生まれ、静岡県出身。東北大学農学

部卒業。1983年カゴメ入社。技術系で、品質

管理や商品設計に携わり、2003年には業務用

ビジネスユニット部長に就任。2010年執行役員

業務用事業本部長。2015年執行役員イノベー

ション本部長。2018年執行役員野菜事業本部

長兼ベジタブル・ソリューソン部長。2019年取締

役常務執行役員に昇格。2020年から代表取

締役社長。 

（順不同） 

●会 場：Aichi Sky Expo 愛知県国際展示場 
        （メインエントランスを入って右側 会議室L１） 
【アクセス】「名鉄名古屋駅」→名鉄常滑線（最速２８分）→「名鉄中部国際空

港駅 」→徒歩（約５分）→「愛知県国際展示場Aichi Sky Expo」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込方法 
表にある二次元コードまたは下記ＵＲＬ→参加申込ページ→ 

6/18「会場参加の申込はこちら」ボタンをクリックして申込下さい。 

 

 

●申込方法 
表にある二次元コードまたは下記ＵＲＬ→参加申込ページ→ 

6/18「オンライン参加の申込はこちら」ボタンをクリックして申込下さい。 

会場の御案内（定員：７０名） 

 

・参加申込ページＵＲＬ 
https://www.syokuikutaikai17th-aichi.jp/symposium-reception/ 

名鉄中部国際空港駅 

第一ターミナル 第二ターミナル 

オンライン参加の御案内（人数制限なし） 

メインエントランスを入って右側の会議室Ｌ１ 


