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鈴鹿市地産地消推進協議会議事概要（平成 28年度） 

 

1. 日  時   平成 28年 8月 24日（水）14時～16時 

 

2. 場  所   鈴鹿市役所 5階 503会議室 

 

 

3. 出席委員   鈴鹿市生活学校          代表       渥美恭子 

       鈴鹿市 PTA連合会         総務部副部長    岩佐 信子 

       東京農業大学国際食料情報学部 

       国際バイオビジネス学科      准教授      内山 智裕 

       ㈱北勢青果商連合会        代表取締役社長  大泉 守 

       鈴鹿市農業委員会         委員       鈴木 久三 

       鈴鹿市農業協同組合        専務理事     伊達 亀嘉 

       Agriロマン三重          会長       豊田 栄美子 

       鈴鹿市食生活改善推進協議会    会長       平井 とし子 

       鈴鹿市議会産業建設委員会     委員長      矢野 仁志 

 

4. 出席オブザーバー 三重県四日市農林事務所鈴鹿普及課長 副参事兼課長 伊藤 寿 

        

5. 事務局    産業振興部次長 和田康男 

 

       農林水産課 久保田課長，曽我農政 GL，笹間農林振興 GL 

       浅野水産・畜産 GL，農政 G眞弓，農政 G堀田 

 

       学校教育課 山田課長，鈴木保健給食 GL 

 

       子ども育成課 植田課長，平田管理 GL 

         

6. 配布資料   鈴鹿市地産地消推進協議会事項書 

       平成 27年度地産地消の取り組み結果 

       方策一覧表 

       平成 28年度地産地消の取り組み計画 

       食のかけはし 

       給食だより 
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1. 開会挨拶 

久保田農林水産課長 

2. 事務局自己紹介 

3. 議事 

 

(1) 「平成 27年度地産地消の取り組み結果について」 

事務局より説明 

 

 委員意見 

（大泉委員） 

けっこう頑張って地産地消の取り組みをされているかと思うのですが，ＰＴＡや子ども

をお持ちの方から，私どもの方にも話がきていまして，給食の魅力が落ちているという声が

聞こえてくるので，できれば，せっかく地産地消で鈴鹿のいいものを使っているので，それ

を皆さんが喜んで食べていただけるようなものにしていただきたいと思います。 

 うちも給食はお世話になっているので，中学校のほうは特にそう言われるので。年齢も年

齢だから，小学生よりもいろんなものを食べている生徒さんが多いので，味等を考慮してい

ます。あまり濃い味も困るが，やっぱり安全でおいしいものを。 

地産地消で，おいしい・新鮮なものを使ってみえるのだから，それを活かせるような献立

をしていただけるとよろしいかと思います。そういう声を聞きましたので。 

 

（事務局） 

 学校教育課でございますけれども，今の声ですけれども，給食が始まったころでしょうか，

今でも続いていますでしょうか。 

 

（大泉委員） 

 今でも続いています。 

 

（事務局） 

 私どもも，昨年度の 5 月から中学校給食を始めたわけでございますが，やはり当初は保

護者の方が作っていただいた自分好みの味つけの弁当で食べているものから，全員統一の

メニューのものであることで，いろいろと，味付けや量については，ご意見もいただきまし

た。それで私どもも，子ども達から，献立についての意見もいただいて，改善を図るととも

に，給食試食会というものも何度か保護者の方等にもしていただいて，アンケート等もとら

せていただきました。その結果，その部分では，子どもは割と薄いとか好みではないと言い

ますが，概ね良いと思いますというご意見はいただいています。ただ，それだけでいいとい

うわけではございませんので，さきほど申しましたとおり，毎月，小学校・中学校でいろん
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な意見をいただいて，味付けについては，たとえばトロみをつけるとか，参考にさせていた

だきながら，改善に努めているところではございます。ただ，そういったご意見があるとい

うことは，私どももしっかり受けとめまして，今後も改善に向けて努めてまいりたいと思っ

ております。 

 

（内山会長） 

 ちなみに保護者の方の試食会は，どれくらいの期間で行っていますか。 

 

（事務局） 

 ある期間，詰めてさせていただいて，約百数十人参加していただきました。第二給食セン

ターは入れる人数があるので，３０～４０人を一週間で参加いただきました。まずは保護者

の方を中心ということで，お子さんが小学校から中学校に進学された保護者，次年度以降食

べていただく保護者，今食べていただいている保護者を中心に，それに加え，近所の方を連

れてきてくださいと，いろんな方の意見を聞きたいのでということで，これらの方を対象に

昨年度は，させていただいております。また今後もそういった形で少しずつでも，広げてい

きたいと考えておりますので，随時，計画はしていきたいと考えております。 

 

（大泉委員） 

 好き嫌いもあるかとは思います。 

 

（事務局） 

 肉が好きとか，魚が嫌いでまったく家でも食べないというお子さんもいますが，栄養バラ

ンスなどで献立を考えるので魚が出ることは当然あります。その中で，極端な話ですが，そ

のメニューを魚が嫌いだから食べない，そうしたら量が全然足らない。当然それはそうなる

と思います。そういったご意見もいただきますし，味付けがどうしても，中学生でクラブと

かもやっているもので，濃い味が好きな子が，多いと思いますが，私達大人が食べてみると，

味付けとしては，これくらいかなと思うのですが，子どもさんにとっては，ちょっと薄めじ

ゃないかと感じることもあります。ただ，私どもも，国が決めた基準の分量など，そういっ

たものも考えながら，その中で，いかに子ども達の好む味に近づけていくかということで，

工夫もさせていただいているところでございます。ですので，先ほども申し上げましたとお

り，これでもう完璧とは思っていませんので，改善を重ねてまいりたいと思っております。 

 

（内山会長） 

 試食会やアンケートは単発で終わらせずにしていただきたい。 

 

（事務局） 
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 そうですね。 

 

（平井委員） 

 試食会の話なのですが，去年の地産地消推進協議会でも，委員の皆さんで試食会ができた

らという話が出たと思うのですが，私達も全然，給食を食べる機会がなく，どういうものか

わからなかったので。 

 

（事務局） 

 ぜひ，今年度は調整させていただきたいと思います。 

 

（森下委員） 

 私，鈴鹿シティロータリークラブというのをやっていまして，それの関係で，第二給食セ

ンターに給食の試食に呼ばれたことがあったのですが，おっしゃるとおりの味でした。かな

り薄い。正直一言で言うとおいしくない，というのが率直な意見でした。これを毎日食べる，

毎日おいしくないわけではないと思いますが，確かにそういうことを感じました。 

 

（鈴木委員） 

 私もよく，小学校の給食はおいしいが，中学校に変わったときに，なんだこの味は，とい

うのを聞きますし， かなり小学校の給食よりは，味が落ちるというのは耳にします。 

 それから地産地消ということで，鈴鹿市の野菜も非常に多く使っていただくようにして

いただきたいなと前回の協議会でもお話ししましたが，あれからぐっと使用率も上がって

いるようですし，農家に聞くと，大根など学校給食でたくさん使っていただけて，非常にあ

りがたいことだなと，思っていますので，より使っていただけるようにまた努力していただ

きたいなと思っております。 

 

（事務局） 

 小学校と中学校というのは，もともと違うところというのもあります。割と小学校は，規

制品を使っているところもありまして，中学校というのは，手作りに近い形でやらせていた

だいております。ただ，こどもたちにはおいしく，安全安心な給食を目指しております。ま

た，こういったご意見もいただきましたもので，さきほどもありましたとおり，委員の方々

にも食べていただいて，そこでご意見もいただきたいと思いますので，皆様のご予定も伺い，

実現させていきたいと思いますので，よろしくお願い致します。 

 

（豊田委員） 

 鈴鹿ブランドという言葉をよく聞くので，鈴鹿ブランドとはなにかと思ったら，お茶と植

木しか出てきませんでした。私は自分の Agriロマンで，農協の人から鈴鹿のブランドはセ
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イロン瓜ですと言われたので，それで私達は本を作りました。生活改善実行グループの本を

作りました。鈴鹿ブランドはセイロン瓜ですと言われたので，本に載せました。それで去年，

新潟のケーブルテレビに出て，今年は三重テレビの番組に出たのですが，それもまたセイロ

ン瓜でした。私達にセイロン瓜を宣伝してというのですが，私達は本当のことを言うと食べ

ていません。作ってもいないし。たまたまもらったので，その場で料理しているということ

なのです。 

 

（伊達委員） 

 セイロン瓜は鈴鹿農協としては，苗を作って，学校とかの日よけ代わりにさせていただい

ていて，料理なんかも 2年くらい前までは，一生懸命やっておりました。セイロン瓜は病院

食ということで，栄養価もあるということですけれども，味自体はほとんどない。 

 鈴鹿農協としては，セイロン瓜をブランド化していこうとはなっていないです。関西には，

今の時期販売しておりますが，なかなか傷みやすいので，すこし静かになってきております。 

  

（森下委員） 

 果菜彩さんではレシピも作ってもらっています。 

 

（豊田委員） 

 私達はカレーやポタージュに使いました。塩もみしたサラダもおいしかったです。 

もう一つわたしのところで，資料に出ていませんが，ずっとそれまでは鬼饅頭をやってきた

けれども，大豆，きなこを使ったげんこつ飴をやっています。げんこつ飴を配らせてもらっ

ていまして，それが今年もやることが決まっていて，3年目になります。鈴鹿産の大豆をき

なこにしてやっております。 

  

 （森下委員） 

 私は商工会議所の立場で来ておりますが，実は商工会議所では，昨年度もですが，カレー

を鈴鹿のブランドにしようということで，鈴カレーをやっております。27 年度は鈴カレー

スタンプラリーをやりまして，7 月 1 日から 9 月末まで 3 ヶ月間，市内の４０店舗くらい

を対象に行って，三つスタンプを押してもらったら応募の権利があり，最高９個ということ

で，昨年は４００通ぐらい応募がありまして，それで抽選でポイントに応じて，地産地消の

そういったブランドをはじめとした景品を渡す，そのようなことをやっています。資料から

抜けているかなと思い，28年度もやっておりますので報告させていただきました。 

 

（事務局） 

 申し訳ございませんでした，来年度は取り組み計画に反映させていただきます。ありがと

うございます。 
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（内山会長） 

 去年度もやっているし，今年度もやっているということですね。 

今の話の流れで何か他ありますか？資料にのってないが，行っていることなど。 

 

（平井委員） 

すずか産の野菜を使った，そのときに合ったものを振る舞いでやっています。去年は東北

震災関連で，3年続いて東北鍋とかをやって，今年は熊本のだご汁をやりました。だご汁で

すけれども，熊本のはだんごだけ入った汁ですが，一応鈴鹿の行事ですので，すずか産のを

入れるようにしています。 

 

（内山会長） 

 それはどこのイベントでやられているのですか？ 

 

（平井委員） 

 これは社協のです。ふれあい広場で。 

 

（事務局） 

 そうですね，たくさんいろいろな行事をやっていただいているかと思いますが，またお伺

いさせていただきたいと思います。来年度ですが，たとえば社協でどんなことがあったのか

見させていただいたりして，記載してあるかと思うので，また改めて確認させていただきま

す。もっとたくさん皆様にはいろいろなことをしていただいているかと思いますので，でき

るだけ記載させていただきたいと思います。あるいは若干，全部を羅列するという書き方か

ら，また改めて，いろいろなことをしていただいているという表現をとらせていただくよう

に，年々よくなるように検討させいただきたいと思います。また来年ご紹介させていただく

ときには，もう少し見やすくてよいものをと考えておりますので，ご理解をいただきたいと

思います。 

 

（内山会長） 

 他になにか皆様方からありますか？昨年度ご自身がされた，こんな取り組みがあるとか，

もしくはやったわけではないが，見たけど，入っていないのがありましたら。 

 今の段階では，今のリストとお話の出たものということでよろしいですか？ 

 あと，今日ご欠席の漁協さんとかももし可能であればフォローして，いただければ。 

 

（豊田委員） 

 学校給食のなかの１ページのところで，すずか産のこんにゃく芋を使用したこんにゃく
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と書いてあるのですが，鈴鹿でこんにゃくをどこで作っているのか教えていただきたいで

す。私の Agriロマンは毎年，１２月，１月に出前講座で，こんにゃく芋からこんにゃくを

作っていますが，鈴鹿にはこんにゃく芋がないと思っていましたので，群馬から仕入れてや

っています。鈴鹿でこんにゃく芋を作っている人がわかれば，そこから仕入れたいです。た

だ，これは椿こんにゃくの話ですか？ 

 

（事務局） 

 はい，そうです。給食でお願いしていますのは，毎回ではないのですが椿こんにゃくで，

お願いをしています。 

 

（豊田委員） 

 椿こんにゃく産のこんにゃくということですか。私はこんにゃく芋と思っていました。私

たちは農業なので，こんにゃく芋はどこにあるのだろうって思って。 

 

（事務局） 

元の芋は全量ではないのですが，少し鈴鹿産が入って作っているということです。 

 

（豊田委員） 

 もし大量に作っていれば，出前講座で，公民館でものすごい量のこんにゃくがいるので。 

 わたしたち Agriロマンは，すずか抹茶に対抗して，ささらさんのかぶせ茶の粉を売ろう

としています。ささらさんの人が Agriのメンバーなので。粉を売ろうと，今までは鬼饅頭

だったのですが，このごろはかぶせ茶蒸しパンで，鬼饅頭をしています。とても好評です。

香りがあり，おいしいのですよ。だけど時間が経つとお茶の粉なので，色が変わる。でも香

りがいいので，ちょっと売り出そうかなと。うどんもその粉でやっています。 

 

（内山会長） 

 ひとつ確認なのですが，鈴鹿市さんの場合は，さきほどブランドの話がありましたけど，

鈴鹿ブランドの認定みたいなものはされていないのでしょうか？ 

 

（事務局） 

 鈴鹿のブランドというのは実はありまして，認定をしています。ただ，その認定に際して

は，ブランド化の協議会というのを，同じ産業振興部の中なのですけれども，産業系のとこ

ろで持っておりまして，一次産品というよりかは，何かしら加工を加えたものが多いのかな

という状況ではあります。 

 

（内山会長） 
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 伊勢型紙みたいな，そういうものということですか？ 

 

（事務局） 

 はい。食に限らず，ということになりますので，鈴鹿産ブランド化推進協議会というのが

ありまして，その中でご認定をいただくというような形になっています。 

 

（内山会長） 

 農産系もそこに載せることは不可能ではないということですか？ 

 

（事務局） 

 確認をさせていただきたいと思います。 

 

（内山会長） 

 認定制度みたいなのを作ると，良いところと悪いところがありまして，作ってしまうと，

認定する，しないの基準はどこにあるのかという話になることがあります。現状のような使

い方でいいような気はします。行政があまり何もしないというのがいいようなこともあり

ますが，私は農産物で鈴鹿市はあまりブランド制度のイメージはなかったのですが，農産品

以外，制度としてはあるということですね。 

 

 

（事務局） 

あります。ただ，おっしゃられるようにこれは鈴鹿市産なのだという本来の意味のブラン

ドというのは，制度を受ける，受けないというものではないと思っているので，今までどお

り，これは鈴鹿のものなのだと言っていただければ，それを推し進めていったときに，本当

のブランドの確立になると考えております。 

 

（大泉委員） 

 この間，伊勢志摩サミットで出たはなびらたけですが，ああいったものを認定したらどう

かと思います。あれはあまり他所では作ってないと思います。私も食べましたが，結構おい

しいものですね。茶碗蒸しから，てんぷら，クセもなく，サミットで出たものでどうかと。 

 

（内山会長） 

その他，ブランド化について，なにかご意見がある方いらっしゃいますか。 

 

（森下委員） 

商工会議所では，鈴鹿小麦をブランドとして認定しております。 
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（内山会長） 

平成 27年度地産地消の取り組み結果についてのご意見は以上でよろしいでしょうか？ 

いくつか，ぜひこういった取組を載せてほしいというご意見がありましたので，対応してい

ただければと思います。 

 

(2) 「平成 28年度地産地消の取り組み計画について」 

事務局より説明 

 

委員意見 

（鈴木委員） 

目標３なのですが，鈴鹿市産の食品の利用拡大のために支援するとあるのですが，各地域

に公民館があって，料理の講習する場所があるので，講師の先生を呼ぶなど，大変だと思い

ますが，夏休みに 1回ぐらい，親子の料理教室をやったらどうでしょうか。よくシルバーの

方は料理講習会を含めいろいろな講習会をやっているので，親子を対象にしたのをやって

いただけると，親御さんも子どもさんも出席しやすいかなと，おもいますので，そのような

のもできたらどうかと思います。 

 

（豊田委員） 

わたしのところでは，今年夏休みに 6 箇所くらい公民館にキッズ料理を開きました。こ

れには親御さんは参加していただきません。親御さんは子どもたちに指示をしてしまうの

で。子どもだけでも，一生懸命に話を聞きますし，ちゃんと，お土産として親御さんに食べ

さすように，自分は食べなくても，親に持って帰りたいと言いますよ。けれども 1回親御さ

んを入れてしまうと，子どもに洗い物を早くしなさいとか指示をしてしまうので子どもさ

んだけの参加にして行っています。 

 

（平井委員） 

今年から，子どもの食育ということで，子どもを対象にお話をして，親は別の部屋で話し

を聞くというのを行っています。来てもらうのは親子で来てもらいますが，講習は別々とい

うのを，４回しました。 

 

（豊田委員） 

こどもたちに怪我をさせないように，スタッフはたくさん入れています。 

 

（平井委員） 

公民館で要望があればいつでも声をかけてください。いつでも出前にいきます。 
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親子料理教室というのが保健センターで毎年あるのですが，それも市報に載せてもらって

います。 

 

（豊田委員） 

一日で埋まります。 

 

（鈴木委員） 

親子で参加しないと，包丁で怪我をするなど，いろいろ問題があってできないと思っていま

した。 

 

（森下委員） 

市報に載せてもらっているのですね？ 

 

（平井委員） 

市の広報に載せてもらっています。８月５日号でしたかね，載せてもらいました。 

 

（鈴木委員） 

一度，地区市民センターのほうとも相談して，考えたいと思います。 

 

（豊田委員） 

私達も，４月か５月の広報に，地元産あやひかりを使った教室ということで，載せていただ

きました。ものすごくお客さんが入りますよ。 

市民の方はものすごく広報を読んでます。 

 

（内山会長） 

今の話で事務局からなにか補足等がございましたら，お願いします。 

 

（事務局） 

鈴木委員のおっしゃられたことは，本当に大事なことだと思います。小さいお子さんから

鈴鹿市の農産物を知っていただくというのは本当に大事だと思っておりまして，その事業

を他の委員さんにしていただいております。鈴鹿市として，やっていけるといいのですが，

なかなかできておりません。そのあたりは，皆さまに補っていただきまして，できるだけ，

たくさんの子どもが来ていただけるように，市内に周知をするというような手法でしか，い

まのところございませんが，これからもそういった新たなもの，今までやっていたけれども，

広報にのっていないもの等がございましたら，おっしゃっていただければ，ぜひとも取り上

げさせていただきたいと思います。他の委員の方の行事でもそうですが，おっしゃっていた
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だければできる限りのご支援はさせていただく，というよりもお教えいただきながら，前に

進んでいきたいと思いますので，どうぞ宜しくお願い致します。 

 

（内山会長） 

その他ご意見ございますか？ 

 

（渥美委員） 

今年は 2 月に植木祭りのパンフレットをいただきまして，あれが好評で，もっとないの

かと言われたぐらいでした。あと，私達の会では，今年度はすずか産の海産物をつかった料

理ということで，講師の方を招いて，教えていただくことになりました。全国的には私達は，

食品ロスに取り組んでいます。今年は特にフードドライブに取り組んでおります。地産地消

にも関係があるかと思いますので。 

 

（内山会長） 

他に意見等ございますか？ 

 

（森下委員） 

鈴鹿小麦のブランド化のイベントということで，本年度もやらせていただいております。

JA鈴鹿さんの後援などをいただきながらやらせていただいておりまして，今年度について

は，市内の２０組のご家族様に，種まきから始まり，刈り取り，先日の二十日にはうどん作

りといった一連の作業をやっていただいております。これもまた広報で周知させていただ

いています。 

 

（内山会長） 

募集はどういった方法で？ 

 

（森下委員） 

ホームページとチラシでやっています。また今年も秋には小麦の種まきから始まります。 

もう一点ありまして，商工会議所の飲食部会のほうの鈴カレーグランプリーなのですが，こ

れは，目標４の１４番「地域資源を活用したご当地グルメ開発支援」になるのかなと思って

おりまして，当然鈴カレーの定義は，鈴鹿の食材を使うということですから。 

 鈴鹿市には，ご当地グルメというのがあるようなないような，四日市市や亀山市に比べて

弱いですからね。ぜひなんらかの形で支援いただければなと思います。 

 

（内山会長） 

２つ出していただきましたが，最初の鈴鹿小麦ですが，事務局から何かありましたら。 
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（事務局） 

鈴鹿小麦のイベントですが，大変楽しいイベントで，今の時代に小麦を植える，刈り取る，

脱穀するのを子ども達が目の当たりにしますので，小麦はこうやってできているというの

を私たちでも思い起こすので，子ども達は本当に初めてみて楽しんでいただけるだろうな

と思います。そのイベントの中で，うどんを提供していただいたり，小麦粉で作ったピザや

饅頭を提供していただいたりして，小麦がこういった食べ物になるというのが分かる，その

中では，これはすぐには食べられないから，さきに取ってあるなども説明いただいて，もっ

と多くの方に来てほしいと思っております。ぜひ委員のみなさまも種まきから刈り取りま

で，ご参加いただけたらなと思います。鈴鹿市としても，これまで以上に周知をしていきた

いと考えておりますので宜しくお願いいたします。 

もう一つ鈴カレーなのですが，商工会議所でしていただいておりまして，市でもスタンプ

ラリーのパンフレットをお配りさせていただいております。なかなか手に入らないという

のもありまして，市役所なら手に入るだろうということで，多くの方に来ていただいており

ます。本当にいろいろなお店で，いろいろなカレーの味もあるので，私どもとしても目標４

の１４に掲げるように実施し，ご報告させていただきたいと思いますので,宜しくお願い致

します。 

 

（伊藤オブザーバー） 

 オブザーバーという立場からですが，私は四日市農林事務所の農業改良普及センターと

いう組織におりまして，当組織は，栽培する場面での技術指導とかあるいは，農業者組織の

活動の支援をさせていただいております。農業者組織には，指導農業士というのがありまし

て，亀山と鈴鹿で十数名の指導農業士の方がおりまして，副会長もその一員であります。７

月以降どんな活動をしていこうという話の中で，５月にありましたサミット，そこですずか

産の食材が使われたという話も先ほどからありましたけれども，すずか産の食材だけで，サ

ミット食を再現できないものかとそんな話が出て，自分たちで作るわけにもいかないので，

どこにお願いするのがいいのかとかそんな話も出ています。あと，学校給食関係で，食育と

いう観点から学校給食にも働きかけができないかという話が会合では出ておりました。も

うこれで８月になって，今年度なにをしようかまだ具体的にこんなことをというのは煮詰

まっていないところではありますが，指導農業士として何か御協力できることがあり，お声

をかけていただけましたら，指導農業士のほうで相談させていただきますし，またこれから

指導農業士がこんなのをしたいけれど，ということで，みなさんのほうにお願いすることも

あろうかと思いますが，そのときはぜひ御協力いただければと思います。 

 

（内山会長） 

委員の皆様から他になにかございましたら。 
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（鈴木委員） 

目標２の１０番「北勢地方卸売市場における「すずか産」農産物の流通拡大」に関連して，

学校給食で，いつのころに，どのくらいの量を作っていただけるのか。今おっしゃっていた

だいたように普及所，農協，これらに入っていただく中で，いつぐらいにどのくらいの量を

作っていただけるのか，提案していただければ，農協中心に大変ですけれどもどのくらいの

量を農家の方に作ってもらえるのかということで，話をしていただけると，わたしたちも農

家と会うと買ってもらえたら，作りたいという声をたくさん聞いておりますので，農協や市

場の方がこんなもの作れないかとか，この時期なら鈴鹿ではこういったものを作ったら販

売できるのではないかとかアドバイスをいただきながら，そういった話を持ってきていた

だけると，鈴鹿の農業がもう一歩前進するのではないのかなと思います。それが地産地消に

も繋がっていくのではないかと思います。 

 市役所のほうには，私達もよく出入りするので，予算がないのでということをよく聞きま

すが，産地づくりなどに助成金を少しでもなんとか，部長や次長，課長で考えていただいて，

農協も含め，いただけるようなものを考えていただきたいなと思うのですけれども。 

 

（事務局） 

地産地消という言葉は，消費と地産つまり，農林の場合は産地をいかに作っていくのか。

ただ，今の農業は厳しく，いかに農業を守っていくか，その一つの方策として，産地化して

売れるものを作っていくということは重要です。今まではどちらかといえば，農林の主軸は

水田農業ですので，市の助成もいわゆる麦とかそういった部分に偏っている部分もござい

ました。しかし農業全般が大きく変わっていくなかで，いかにして農業を守っていくか，補

助金というのは，ある意味見えやすいところでもございますので，そのへんはどういったも

のが産地として進めていけばいいのか，そのあたりは県の普及や農協とも意見を交換させ

ていただきながら，取り組みについてはおっしゃるとおり大事なことですので，考えていき

たいと思います。そのあたりは農家の方，現場のご意見が非常に大事なので，皆様と一緒に

考えていきたいなと思っておりますので，宜しくお願い致します。 

 

（内山会長） 

その他事務局のほうから，ご発言に対してございましたら。 

 

（事務局） 

今いただいたご意見について，食のかけはしや食育だよりといった資料がありまして，その

資料に鈴鹿の野菜の使用状況，どんな野菜をどれくらい使用したのかについては，載せさせ

ていただいています。今年度の使用予定というのは，献立を立てるのがだいたい半年くらい

前には考えますので，そのときに今回でも JAに入っていただいたりしながら，いまおっし
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ゃっていただいたことも，まさにやろうとしていることもございます。まだなかなか学校給

食だけでやれることもないものもありますが，ほかの，農林水産課の関係や，全体的な出荷 

等の関係もあるかとは思いますが，おっしゃっていただいたことについても頑張っていた

だきたいと思います。また，こういったこともあるということで，ホームページにも載せて

おりますが，見ていただく機会がないかなと思うので，PRもさせていただきたいと思いま

す。 

農林水産課としても，今日は新しいイベントなんかも紹介していただいて，また市のイベ

ントでも盛り上げていただいて，引き続き連携ができるような形で取り組んでいきたいと

思いますので，宜しくお願い致します。 

 

（豊田委員） 

目標４の１４番について，「地域資源を活用したご当地グルメ開発支援」は，これは市から

の支援なのか，国・県からの６次産業化支援のことを言っているのか，お金の出所は市なの

ですか。 

 

（事務局） 

あくまでこれは目標のなかのひとつの項目として，こういう取り組みだというように範

囲を限定したものではございません。当然，開発支援の「支援」のあり方というのも，補助

金もあれば，人的なもの，PRも含めていろいろな取り組み方もあるかと思います。ここで

の目標はそういった意味合いで挙げさせていただいております。 

 

（内山会長） 

この支援という言葉は，さきほどご説明いただきましたが，金銭的な支援，人的な支援，

PR もありますし，あとは実際，今回これは鈴鹿市としての話ですが，県が県単の事業で，

地域活性化プランといったように，ちょっとしたなにか事業をしたいというときに当ては

まるのかはともかくとして，県の事業，国の事業いろいろあると思いますが，そういったあ

たりも含めて，市として支援していくということでご理解いただければいいのかなと思い

ます。 

そのほかに何かございますか。 

 

（事務局） 

1件，お詫びと訂正がございます。鈴鹿ブランドというものについてですが，森下委員がお

っしゃっていただいておりました，商工会議所が認定していただいているものがございま

す。そのひとつにはさきほどお話にもありましたはなびらたけも登録されております。そし

て皆様のお手元にもございます鈴鹿のお茶のペットボトル，これもそのなかに登録されて

いるものでございますので，訂正をさせていただきます。 
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（内山会長） 

私から一つ。目標３の指標として，「中学校給食センター『食育通信』の発行」があります

が，この指標ではなく，すずか産の使用率等で指標を取るべきではないかと思うのですが，

その点について，事務局としてはどのようにお考えでしょうか。 

 

（事務局） 

昨年ご指摘をいただきまして，昨年度の指標とそれ以降の今年度のものを作らせていた

だきました。ただおっしゃられるように，すずか産の食材の割合もでてきておりますので，

来年度以降は変えさせていただければと思いますので，よろしくお願い致します。 

 

（内山会長） 

私は，質問しながら，変えなくてもいいのではとも思っているのですが，というのはさき

ほど何回かご意見が出ておりましたけれども，特に給食に関しては，一番大事なのは，安心・

安全であって，それから味であり，そのあたりを重視すべきで，あまりこういった指標に，

地元のものをどれだけ入れるかなどにしてしまうと，その目標を達成するために何かおか

しなことが起きてはいけないと思うので，私は，通信の発行回数がよいのかという意見は現

れても，地元食材の使用率に変えるべきなのかは，質問をしながら疑問ではありました。 

そのあたりについて，委員の皆さまはどうお考えでしょうか。 

 

（森下委員） 

私は個人的には，うどん屋をやっておりまして，地元の小麦を使っておりますが，地産地

消をうたっても，その麺がおいしくなければ認めていただけないですし，逆に鈴鹿のブラン

ドを汚すことになってしまいます。ですので，おいしいというのは大前提でないとずっと続

いていかないのではと思います。そういう意味では，給食の安全・安心のうえでおいしさを

追及するべきだと思います。 

 

（大泉委員） 

安全・安心の面なのですが，すずか産の，農薬の関係もあるかもしれませんが，キャベツ

などには虫がよく入ります。中に入ってしまうと取り出せない感じなので，そのあたりは農

協さんもよく知っていると思うので，そのときにはキャベツがたくさん取れても，使わない

という選択もありなのではないかなと，正直な話，うちの会社では使っておりません。それ

と，すずか産はさきほど言われたかもしれませんが，ほとんど手に入りません。というのは，

中学校の学校給食が始まったので，全部が中学校給食にまわってしまって，すずか産はまわ

ってきておりません。 

７月の終わりころに，うちも少し虫が入って，生徒さんには全然関係はなしで，給食セン
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ターのなかの話なのですが，もう取引をやめるくらいの言い方をされたもので，それだけう

ちも気を使って入れているので，それなのになぜか，すずか産だからよしというのは，ちょ

っと違うのではないかなと。やっぱり安心なものを届けないと，僕らも商売ではあるがプラ

イドもありますし，ましてや，鈴鹿の人間ですので，自分たちの子ども，孫たちにおかしな

ものは絶対に出せないので。それと，検品も二人がかりでやっておりますし，できるだけそ

ういうのが入らないように，虫は異物とは違うのですが，でてきていいものではないですの

で，そういうのが一番大事かなと思います。それと，当然おいしくなければ食育にはなりま

せんし，すずか産の野菜がこんなに不味いのかという評判を出したら大変ですので，耕作放

棄地があってもこちらにはまわってきませんので，第二給食センターができてからは，こち

らにまわってこないというのがありまして。たぶん，鈴鹿産の野菜は足らないと思います。

無理して作ってもらっては困ります。いいものを作っていただきたい。それを，胸を張って

センターに納めたい。それを子ども達においしく食べてもらって，鈴鹿の野菜ということを

ＰＲしたい。 

 

（伊達委員） 

本当に言われるとおりで，農協としても中に入っているものについてはなかなか確認が

できないということもあります。今後もそういうところはきっちりしていきたいと思いま

すし，生産者も増やしていくなかでは，今までやっておられた方も，新たに栽培されるとい

う方にもきっちり指導をして，病害虫防除はもちろんですけれども，味についても鈴鹿産と

して安心のもてる栽培に向けてやっていきたいと思いますので，今後ともお願い致します。 

 

（鈴木委員） 

適した時期に鈴鹿のものを作って，それを学校給食で使ってもらえるようにする。あとの

時期は，県外などのものを使っておいしいものを作っていただくようにすると生徒さんた

ちも野菜に愛着と，食べる機会が増えていくと思います。普及，農協は適した時期に鈴鹿の

ものを，何月ぐらいが適期なのかなと考えていただいて，そのときに売っていただく，それ

以外の時期については県外から入れていただくという形を取っていただくということでい

いのかなと。 

 

（内山会長） 

ＰＴＡの立場からはどうでしょうか。 

 

（岩佐委員） 

保護者の給食試食会には行ったことはないのですけれども，物資の選定委員会には参加

させていただいて，冷食とか乾物とかいろいろあるのですが，わたしは冷食の選定をさせて

いただきまして，すごく厳密に味を一個ずつ，さばならさばを，どこから取り寄せたものか
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産地が示されていたりしていて，これで子どもたちの給食の材料が決まっていくのだなと

いうことを初めて知りました。安心・安全の面でいうと地産地消なら顔も見える安全なもの

が仕入れられる前提で，地産地消を進めていっていただきたいなと思います。あと商工会議

所のはなびらたけは鈴鹿ブランドというのは知らなかったのですが，うちのこどもはとて

も好き嫌いが多いので，きのこはだめなのですが小学校ではなびらたけを使ったものが出

て，はなびらたけはすごくおいしかったと言っていました。 

 

（内山会長） 

学校給食のいわゆる地元産の使用率というのは，これは国の食育基本計画というのがあ

って，そこで数値を出すようになっていますので，数字が出てきます。数字が出てくるとや

はり上げたくなるのですが，委員の方々のほとんどに賛同していただきましたが，やはり数

値を上げようとすると大事なものが抜ける危険があるというところはですね，これは一致

した意見なのかなと思いますので，そういったことを踏まえて指標についてはご検討いた

だければと思います。なにか事務局のほうからございますか。 

 

（事務局） 

委員の皆様のご意見を頂戴しましたので，ただ単にもつのではなく，次回のこの場ではき

ちんと話させていただきまして，指標にさせていただきたいと思いますので，宜しくお願い

致します。 

 

（内山会長） 

以上で今年度の取り組み結果につきましては終了とさせていただきます。次に事務局か

らもう一点説明があるということですので，お願いします。 

 

（事務局） 

本地産地消推進協議会においてご審議をいただきます内容は，平成２４年３月に策定され

た鈴鹿市地産地消推進計画に基づいており，当該計画の目標年度は平成２８年度とされて

おり，本年度が最終年度となります。 

 つきましては，来年度以降の計画につきましては，内山会長のご指導を仰ぎ，本年度中に

検討し，委員の皆様にご提案させていただくべく，作業を進めてまいりたいと考えておりま

すので，ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（内山会長） 

ちなみに先ほどブランドという話がありましたけれども，実は国のほうも地理的表示制

度というものなどもできていまして，さきほど委員の方から話がでたように，ブランドとい

うのはそもそも消費者が認知してくれるかどうかが問題で，行政がお墨付をつけたから何
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なのだということもありますが，国の制度もありますので，こういったものの戦略的な活用

も含めて，おそらく来年度以降の新しい推進計画は考えられるのではないのかと思いまし

た。そういった形で来年度以降も事務局が中心となって，進めていきたいと思いますので，

よろしくお願い致します。 

たくさんのご意見をいただき，ありがとうございました。 

本日賜りましたご意見を参考に，今後，地産地消をさらに推進していければと考えておりま

す。鈴鹿市の地産地消の推進につきましては，行政はもとより，委員の皆様方の引き続きの

ご尽力が必要であると考えております。皆様には，これまでと同様に，ご理解，御協力をい

ただきますようお願い申し上げまして，本日の議事を終了させていただきます。 

 


