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平成２８年度 第１回 小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時   平成２８年８月１日（月）午後２時～午後４時 

場  所   保健センター １階 大会議室 

 出席委員   １２人 

  会 長   南   道 子 委員 

  委 員   酒 井 文 子 委員  雀 部 かおり 委員 

髙 木 有 希 委員  鳥 羽 浩 子 委員 

松 嶋 あおい 委員  島 﨑 聡 子 委員 

小 林 美 香 委員  志 田 尚 紀 委員 

松 井 太 平 委員  廣 繁 理 美 委員 

佐久間 育 子 委員 

 欠席委員   ４人 

鈴 木 祥 江 委員  菊 谷   武 委員 

土 屋 直 己 委員  渡 辺   悟 委員 

 

事務局職員 

健康課長                        當 麻 光 弘 

健康課係長                       平 岡 美 佐 

健康課主任                       田 中 昌 子 

健康課健康係                      牧 野   恵 

 

傍聴者   なし 

（午後２時開会） 

 

○○○○南会長南会長南会長南会長        皆様、こんにちは。定刻を過ぎましたので、始めさせていただきたいと思いま

す。 

お忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。 

それでは、平成２８年度第１回小金井市食育推進会議を始めたいと思います。 

まず初めに、委員の方々の出欠について事務局のほうからお願いいたします。 

○○○○平岡係長平岡係長平岡係長平岡係長        本日の委員の方々の出欠でございますが、鈴木委員、菊谷委員、土屋委員、

渡辺委員の４名の委員から欠席のご連絡をいただいております。 

また、島崎委員のほうから、１５分ほど遅れるということでご連絡をいただいております。 

また、申し訳ございませんが、健康課長の當麻が本日所用で３０分ほど遅れて参加させて

いただきますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は会長を除きまして、委員出席予定者を含みまして、１１名の委員の方の出席予定と
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なってございますので、過半数以上の出席予定で、審議会として成立することをご報告申し

上げます。 

次に配布資料の確認をさせていただきます。 

本日机上に配布させていただいたものといたしまして、「次第」、「資料１ 小金井市食育

推進計画（第３次）策定スケジュール」、「資料２－１ 小中学生対象 食育に関するアンケ

ート」、「資料２－２ 市民アンケート」、「資料２－３ 国・都の食育推進計画目標値との比

較」、「資料３ 国・都・市の重点課題比較表」、「資料４ 平成２７年度食育推進計画の進捗

状況調査について」、また、前回の食育推進会議の会議録案と、別途、当日配布資料といた

しまして、「歯と口の健康」当日の様子と、「Koganei-Style」のホームページのカラーのチ

ラシ、「家族の食育 みんなの食育」という教育委員会がこのたび作りましたカラーの冊子、

あと、酒井委員のほうから資料のご提供をいただきました「平成２８年度 『農』のある暮

らしづくり アドバイザー派遣事業」というチラシを追加させていただきました。 

何か過不足等ございましたら、事務局までお知らせいただけますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            どうもありがとうございます。 

では、議事に入る前に、事前に皆様のところに送付されています、前回の議事録案ですが、

ご自分の発言内容は確認いただいていますでしょうか。 

訂正されたところは、そこが訂正されているか、確認していただきたいと思います。 

大丈夫でしょうか。もしあれば最後までにお願いします。 

議事進行に入る前に、今年度から食育推進委員になられた、新しい方がいらっしゃいます

ので、事務局から紹介をお願いいたします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        平成２８年度４月１日付けで、２名の委員の改変がございましたので、ご紹

介させていただきます。 

まず、多摩府中保健所から、廣繁理美様に、委員として今期から参加していただくことに

なりました。一言、お願いいたします。 

○○○○廣繁廣繁廣繁廣繁委員委員委員委員        多摩府中保健所の廣繁と申します。 

不慣れなことばかりで、教えていただくことばかりになるかと思いますけれども、精一杯

努めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        では、次に、４月１日付けで人事異動がございまして、福祉保健部長が新た

に佐久間福祉保健部長に代わりましたので、ここでご紹介させていただきます。 

○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員    改めましてこんにちは。４月１日付けで福祉保健部長を拝命いたしました、

佐久間と申します。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        なお、小金井市食育コーディネーター運営規則の第４条、任期の事項におき

まして、「食育コーディネーターの任期は委員の任期とし、再任を妨げない。ただし補欠の

任期は前任者の在任期間とする」とございますので、引き続き、柿﨑前福祉保健部長の残任

の期間を、佐久間福祉保健部長が後任で、食育コーディネーターとして就任をすることとな
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っておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございます。それでは、本日の議事を進めたいと思います。 

まず、１点目の食育推進計画策定スケジュールについてです。事務局のほうからお願いい

たします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        はい。では、お手元の資料１をご覧ください。 

皆様に大変ご心配をかけましたが、６月から食育推進計画の改定の予算が執行できること

となりまして、今回策定にあたりましてサポートをしていただきます、コンサルティング会

社の方にご参加頂いております。文化科学研究所の方です。本日の会議から早速サポートを

させていただくことになっております。なにとぞ、よろしくお願いいたします。 

○文化科○文化科○文化科○文化科学研究所学研究所学研究所学研究所    よろしくお願いいたします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        それでは、策定スケジュールになります。 

開始の時期が、計画の策定が２ヶ月遅れてしまったことはありますが、なんとか３月末ま

でで、タイトなスケジュールにはなりますが、計画策定のほうを進めていきたいと考えてお

ります。 

皆様に本日ご提示させていただきました、市民アンケートの準備をいたしておりまして、

早速８月から市民アンケート２，０００人をとらせていただきます。また、その内容のほう

は後ほどご報告をさせていただきます。 

アンケートの集計分析結果、報告書の作成を９月の半ばから１０月いっぱいまでさせてい

ただきまして、アンケートの集計結果がまとまる頃、１０月末あるいは１１月の頭に、食育

推進会議をもたせていただきまして、アンケートの結果のご報告をさせていただければと

思っております。 

その間、計画の素案の作成をいたしまして、１２月に計画案の確認を審議会の会議でさせ

ていただきたいと思っております。 

１月に１ヶ月間、パブリックコメントの実施をいたします。 

パブリックコメントの意見を受けまして、２月に計画案の修正等をいたしまして、３月の

頭に食育推進会議から会議案を市長に答申として出す形になりまして、計画の修正、印刷等、

配布準備をいたしまして、４月の頭には各自治体と関係者に配布をするという形で、かなり

タイトなスケジュールにはなりますが、皆様のご協力を得ながら進めていきたいと思いま

すので、なにとぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございます。では、スケジュールについて何かご発言ありますで

しょうか。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        酒井です。推進会議は年に４回ということになっているのですが、途中で何

か審議、決めなくてはならないことがあったりした時に、臨時で審議会を開くということは

あり得るのかということと、昨年ですか、皆さんで勉強会という形で審議をしたことがある

と思うのですが、そういう形になるのか、予定としてはどういう形になるのでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        大変申し訳ないのですが、皆様にお支払いする報酬が４回分ということで
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予算が決まっておりまして、その関係で、皆様の意見を頂戴する機会は年４回という形にな

ります。 

もし皆様の中で、もうちょっと審議したいといったことがございましたら、前年度提言書

を作ったときに、副会長中心に自主的勉強会をしていただいたかと思うのですが、そのよう

な形で、皆様の意見を出していただくという場は検討すべきとは考えております。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        ありがとうございました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            他に、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、次に進めさせていただきます。次は、食育アンケート項目についてです。事務局か

ら説明お願いいたします。 

○田中主任○田中主任○田中主任○田中主任        食育推進計画の策定にあたり、小中学生向けアンケートと１８歳以上の市

民を対象とした市民アンケートの２種類を小金井市市民アンケートとして実施いたします。 

まず資料２－１をご覧ください。こちらは小中学生を対象とした食育に関するアンケート

として、市内小中学校各２校ずつ、小学校４年生と中学校１年生、３年生を対象に既に７月

中に実施しております。 

調査項目につきましては、会長にもご協力いただき、内容としまして朝食の欠食率、食事

のバランス、共食状況や共食への意識など、指標に関わる項目に加えまして、前回の審議会

の提言書の課題でもありました、若年の痩せの問題が見られたことから、体型への意識をは

かる項目、体の調子や睡眠状況をはかる項目、食品ロスに関わる項目などを追加いたしまし

た。 

細かい集計結果はこれからですが、単純集計の速報値を抜粋してお伝えしたいと思います。 

まず６番「朝ごはんを食べていますか」という項目については、「ほとんど毎日食べる」

という回答が９１．６％でした。 

７番「普段家では誰かと一緒に朝ごはんを食べていますか」という項目については、「①

誰かと一緒に食べることが多い」と回答した者が４９．５％。それに対し、９番「普段家で

は誰かと一緒に夕ごはんを食べていますか」という項目では、７４．５％が①を回答してお

り、朝食よりも夕食の共食率のほうが高いという結果が出ております。 

１２番につきまして、「平日に１日で主食と主菜、副菜の揃った食事を何回していますか」

という項目では、一番多かったのが「②２回」で５１．１％という結果になっております。 

１５番「自分の体型をどう思いますか」という項目では、「普通だと思う」と回答した者

が一番多く、５５．３％となりました。 

それに対して、「自分の体重をどう思いますか」という項目では、一番多かったのが「①

ちょうどよいと思う」で、４４．５％だったのですが、それに対し、「②もっと痩せたいと

思う」と回答した者も４０．３％と、決して低くはないという結果が出ております。 

１７番の「普段の体の調子について当てはまるもの全てに○をつけてください」という項

目では、「①体の調子は良い」と回答した者が６１．４％と一番多い一方で、「③朝すっきり

目覚められない」と回答した者も５２．８％と約半数を超える回答がありました。 
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１８番「普段の睡眠時間はどのくらいですか」という項目では、一番多かったのが「④７

時間より多い」ですが、こちらも３４％と高くはないという結果になっております。 

続きまして、資料の２－２をご覧ください。 

こちらは８月１日現在市内在住１８歳以上の市民２，０００人を抽出し、アンケートを送

付予定になっております。こちらも調査項目については会長、副会長にもご協力いただき、

前回平成２２年度に実施したアンケート調査項目に、国・都の動向を踏まえ、提言書でお示

しいただいた内容をはかれるような項目を追加変更いたしました。 

今回加えた内容について簡単にご説明いたします。 

まず１ページ目の問３「あなたの身長と体重を記入してください」ですが、こちらは、実

際の食生活状況と体型の相関を調べるため、身長と体重を記入してもらえる項目を追加し

ました。 

３ページに行っていただいて、問８－４「朝食で主食に何をよく食べますか」、問８－５

「朝食で主食以外に主に何をよく食べますか」。こちらは、実際の朝食内容を調べる項目を

追加いたしました。 

問９「あなたはふだん、誰と朝食・昼食・夕食を食べますか。その他の方は具体的な内容

をお書きください」、問９－２「食事をする時の自分の気持ちに近いものはどれですか」。こ

ちらは共食状況と共食への意識をはかる項目を追加いたしました。 

４ページの問１１「あなたは間食（夜食を含む）をすることはありますか」。こちらは、

間食の頻度をはかる項目を追加いたしました。 

５ページに行きまして、問１３「ここ２日間の牛乳（低脂肪・無脂肪乳を含む）またはヨ

ーグルトの摂取量はどのくらいですか」、問１４「ここ２日間の朝食・昼食・夕食のうちで、

和食のみの食事を何回食べましたか」。こちらは食事の洋食化を調べるため、乳製品の摂取

量、和食の頻度をはかる項目を追加いたしました。 

問１５「あなたは、主菜（肉・魚などを使ったメイン料理のこと）を食べる時、一緒に野

菜をどのくらい食べていますか」。前回のアンケートでは「たんぱく質の何倍野菜を食べて

いるか」という形で野菜摂取量をはかる項目だったのですが、実際の野菜摂取量を調べられ

るような項目に変更いたしました。 

ページが飛びまして８ページ目、問２７「あなたは学校で食育を受けた経験がありますか」、

問２８「食に関する知識が増えれば、今の自分の食生活がより良いものになると思います

か」。学校での食育経験の有無と、実際に食の知識が今の生活に生かされているかどうかを

調べる項目を追加いたしました。 

９ページに行きまして、問３０「あなたは、食に関するボランティア活動やサークル活動

をしたことがありますか」、問３０－２「食に関するボランティア活動やサークル活動をし

ない理由は何ですか」。こちらは、食に関するボランティア活動を調べる項目を追加いたし

ました。 

１０ページに行きまして、問３４「あなたは、家庭における「食育」によって、自分自身



6 

 

が良い食習慣を身につけられましたか」、問３５「あなたは、家庭における「食育」によっ

て、配偶者や子ども等の周りの人に、良い食習慣を身につけさせることができていると思い

ますか」。こちらは、家庭での食育経験と食育実施状況を調べる項目を追加いたしました。 

下に行きまして、問３７「学校の家庭科の授業で学んだことが、あなたの食生活で役に立

っていると思いますか」。こちらは、家庭科の授業が今現在生かされているかどうかを調べ

る項目を追加いたしました。 

問３９「家庭または地域で教えてもらった料理はありますか」、問３９－２「料理名を教

えてください」。前回のアンケートで、伝統食や郷土食についての回答がほとんど得られな

かったことから、家庭または地域で伝わっている料理があるかどうかを調べる項目に変更

いたしました。 

１１ページに行きまして、問４３「あなたはジュースや清涼飲料水等の甘い飲み物を１週

間に平均どのくらい飲みますか」。こちらは、甘い飲み物の摂取量を調べる項目を追加いた

しました。 

１２ページに行きまして、問４４「次の各々の項目について、改善したいと思いますか」。

こちらは全体的に前アンケートより文言を変更し、「④適正体重を維持する」「⑤牛乳・乳製

品を毎日２００ｇ程度摂る」「⑨自炊をする」「⑩食事はゆっくりよく噛んで食べる」「⑪食

事を「噛む」、「飲み込む」が問題なくできる」については、新しく追加いたしました。 

以上です。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            はい、ありがとうございます。今説明がありましたアンケート項目について、

何かご質問、ご発言ありますでしょうか。 

今から調査項目が変更可能ということではないですよね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        今回、南先生と学芸大学の皆様のご協力を得て、アンケートの内容を精査い

たしまして、時間の関係上、内容を決めさせていただいた次第でございます。 

アンケートについては、市民の皆様にはこういったアンケート調査票在中という事で、皆

様に今お配りいたしました問題、アンケート調査のお願いの市長の文章、返信用封筒、こち

らをセットにいたしまして、計画の策定の都合上、８月５日には発送をしないと間に合わな

い状況でございまして、そのような形で準備をさせていただいているところでございます。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            内容を了承していただくということですね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね、内容はこういった形で送らせていただくというご報告をさせ

ていただいたということでございます。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            なるほど。よろしくお願いいたします。 

では、先ほど説明がありました、小中学生アンケートの速報について、ご質問などありま

すでしょうか。 

○○○○平岡係長平岡係長平岡係長平岡係長            アンケートの数値は速報値でございまして、単純集計の数値を田中のほ

うから口頭で説明をさせていただきました。 

また、市民アンケートの結果等を踏まえまして分析をかけたものを、次回の会議までに資
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料として準備をさせていただきたいと思っております。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございます。では次に移ってよろしいでしょうか。 

次第の３番目「国及び都の食育推進計画について」です。事務局のほうから説明をお願い

いたします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        資料が前後してしまうのですが、資料３のほうから見たほうが図が大きく

書かれていてわかりやすいと思いますので、資料３のページをおめくりいただいてもよろ

しいでしょうか。 

平成２８年度から平成３２年度までの食育推進計画の改定が発表されたところでござい

ますが、国に関しましても都に関しましても、大幅な変更はせずに、第２次の計画を踏襲し

て第３次に受け継いでいるという流れになっております。 

しかしながら国も都も、昨年度こちらの会議で提言書でもまとめていただいた通り、若い

世代への食育のアプローチというところが、やはり大きな課題として認識を持たれている

ところがあるかと思います。 

左から国、都、そして市は、オレンジ色の表紙の現年の食育推進計画の柱となっている項

目を挙げさせていただきました。その隣には、昨年度こちらの会議でまとめていただきまし

た提言書の項目がどこに該当するのかというところを記し、小金井市の平成２９年から３

３年度までの新しい計画を立てていくといった流れの表になってございます。 

国のほうは一番左に書かせていただきましたように「子どもから高齢者まで、生涯を通じ

た取組を推進」ということと、ただ単に地方公共団体単独ではなく、国、地方公共団体、教

育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等が主体的かつ多様に、またそれぞ

れが連携共同しながら食育の取組を推進しなければならないということで、この２つをベ

ースとしてどのように食育を推進するかというところで、５つの重点課題を挙げておりま

す。「（１）若い世代を中心とした食育の推進」、「（２）多様なくらしに対応した食育の推進」、

「（３）健康寿命の延伸につながる食育の推進」、「（４）食の循環や環境を意識した食育の推

進」、「（５）食文化の継承に向けた食育の推進」となっております。 

都に関しましては、大きく分けまして３つの重点課題が示されております。「（１）生涯に

わたり健全な食生活を実践するための食育の推進」で、その中のさらに重点課題を細かく落

としたところが下の段に書いてございます。「乳幼児期における食育の推進」、「家庭、学校、

地域が一体となった取組の推進」、「食を通じた健康づくりの推進」、「いきいきと暮らすため

の健康的な食生活の支援」でございます。「（２）食育体験と地産地消の拡大に向けた環境整

備」は、「食の生産・流通・製造者と消費者の交流支援」、「都内産食材の理解促進と地産地

消の拡大」。「（３）食育の推進に必要な人材と情報発信」は、「食育の推進で核となる人材育

成の支援」、「食育を実践するための情報発信」というふうに都は整理をされております。 

本市としましては、今年度までの計画におきましても、ライフステージごとに食育の推進

をうたっております。また地域展開としまして「Koganei-Style」と称した事業団体と、地

域と、また、わたくしども市との団体の連携強化ということで、地域に根付いた小金井らし
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い食育の展開をしていこうということで、計画にはうたっております。 

また、「食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備～」というところでは、食育ホ

ームページ等、市のイベントに食育がからむ、食育のチラシの配布ですとか、食育というキ

ーワードをいかに市民の方に身近に感じていただいて、触れていただくかということを、啓

発活動の充実というところから、事業展開をしてきたところでございます。 

皆様にまとめていただきました提言書のほうも、大きく分けますと、ライフステージに応

じた、都で言いますところの「（１）生涯にわたり健全な食生活を実践するための食育の推

進」では、幼児期から学齢期、その保護者への食育の推進の継続、また高校生から主に若年

層向けを対象とした食育の強化、あと新しい視点では、若年女性、特に女性の痩せについて

の食育の啓発、また、高齢者の低栄養の問題を提起しまして、高齢者の食育の強化の展開と

いうところで提言をまとめていただいたところでございます。 

また、「Koganei-Style」の地域展開の連携の要となる情報発信ツールといたしまして、市

の情報の発信源となっております、小金井市食育ホームページのさらなる充実と、そのホー

ムページ自体の周知と強化というところで、普及啓発のほうと、地域展開のほうに入れさせ

ていただいたところでございます。 

今日はこちらの一番右の欄は、市民アンケートや小中学生のアンケートの分析が終わった

後にアンケート結果を踏まえて、今後、小金井市の計画をどういった柱で展開していくのか、

どういった問題があるのかというところを皆様と一緒に精査しながら計画策定に当たりた

いと思っております。 

細かい表で恐縮ですが、次に資料の２－３になります。 

実際、国と都がどのような計画目標値を立てていたかについて、計画目標値の具体例と、

一番右の列には、市で平成２２年度に市民アンケートを実施しており、その時の指標と今年

度の調査項目で、該当するところを表にまとめました。 

国としても、第３次食育推進計画では９０％以上の国民が「食育」というキーワードを知

っている、関心を持っているというところに持っていきたいとしております。ちなみに、小

金井市では、前回「関心がある」が２５．６％、「どちらかといえば関心がある」が４６．

８％で、両方合わせますと７２．４％で、小金井市は食育についてかなり高い意識を持って

いるという結果が出ています。今年度も同様に「食育に関心がありますか」という問題を残

しておりますので、この数字がどう推移しているかというところも、アンケート結果から見

ていきたいと思っております。 

次に共食の問題です。国は、共食の週あたりの回数が１１回以上に増加することを目標と

しています。わたくしどものほうは「何回食べていますか」という訊き方というより、「普

段、日常どういう形の食のスタイルですか」という訊き方にしております。国は、共食した

いと思う人の割合を７０％以上に増加したいという目標を立てておりまして、市のアンケ

ートの設問でも、一人で食事をしている人に対して「自分の気持ちに近いものはどれですか」

ということで、選択肢で「できれば家族や友人等と食べたい」と、共食を求めている方の割
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合を訊く設問を増やしたところでございます。 

あとは、先ほど田中からございましたが、朝食欠食の割合です。こちらは今年度の調査項

目に追加をさせていただいております。 

次に６、７、８、９のあたりですね。学校における給食の地場産物の使用の割合の増加、

国産食材の割合の増加というところですが、市の中でも生産の品目が量的に少数で、給食の

中にいかに地場産物を取り込んでいくかということで、担当部署も関係機関と調整をしな

がら検討をしていると聞いております。ですので、数値としてこちらを表すのはなかなか難

しいということで、市民に対してのアンケート項目としては入っておりません。 

栄養バランス等につきましては、前回と同様「栄養バランスを意識した食事をしているか」

という設問を設けております。 

あと、すみません、１５番の食の安全性についての質問ですが、市の調査項目はこちらが

空欄となっておりましたが、アンケートの８ページ、問２６の７、８、有機農法や食品廃棄

物のことですね、また、前のページの問７の２５のところで、食品の安全性に関する理解と

いうことで、「関心のある項目はどれですか」というカテゴリーの中で訊いております。そ

の中で、食品の安全性とか、そういったところに意識関心がある市民の割合を拾おうと思っ

ております。 

２５の「児童生徒に地場産物について指導している」というところですが、アンケートの

設問にはないのですが、学校の「給食だより」など、そういったところで、かなり学校のほ

うが丁寧に、児童生徒さん向けに小金井の旬のもの、野菜、地場産物について、折に触れて

紹介をしていただいているところでございます。 

裏のページをめくっていただきますと、２８で「東京都産の食材を知っている割合」とい

うことで東京都で目標を立てていまして、３２年度の目標８０％ということになっていま

すが、市のアンケート項目でいきますと、６ページ目の問２０の「小金井産の野菜と聞いて

思い浮かぶ野菜があれば」というところですとか、１９の「市内で採れた野菜を買うことが

ありますか」ということで、ここで小金井市内の野菜について、皆様がどれだけご存じで、

どれだけ食されているかというところを訊いていきたいと思っております。 

雑駁に説明をしてしまったのですが、国と都と、市の今のアンケートと、計画の背景の内

容については以上でございます。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございました。何か今の説明についてご意見ありますでしょう

か。 

アンケートの結果が出ましたら、来年度からの計画を考えるということでよろしいでしょ

うかね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね。また、皆様の中で１年間審議をされていく中で、気づかれた点、

こういう視点が大事なのではないかという点がありましたら、アンケートの終わった時点

に限らず、ご意見等を頂戴できればと思っております。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            よろしいでしょうか。ではそういうことで、また第３回目の会議で話し合っ
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ていきましょう。次の会議はいつくらいになりますか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        次の会議は秋ぐらいになってしまうと思うのですが、次の会議までには出

た数字を資料としてお示しして、そこで検討をさせていただけばと思っております。アンケ

ートの結果がまとまり次第なるべく早くお手元にお送りしまして、次の会議の日程調整を

させていただきたいと思っております。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            では皆様、そのようなおつもりでお願いいたします。 

では次に進んでよろしいでしょうか。４番目の「平成 27年度食育推進計画の進捗状況調

査について」、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        お手元の資料４をご覧ください。こちらは平成２７年度の小金井市の食育

推進計画の進捗状況報告として、まとめさせていただいたものでございます。 

昨年度同様、具体的な計画の具体的な施策の展開について単元ごとに内容を分けて、進捗

の報告をさせていただきます。 

「（１） 食育の土台作り～啓発活動の充実と情報の整備～」の「①啓発活動の充実」で

は、まずＮＯ．１の「食育月間・食育の日の取組」というところで、平成２６年度はチラシ

等を市内イベントで６００枚配布し、また、食育メールの配信が８９９名というところでご

ざいました。２７年度は、皆様や、食育のホームページ、ボランティアの皆様のご協力を得

まして、キッズカーニバル等の食育のイベントを通しまして、１，０００人の方に食育に関

するチラシ広報をさせていただくことができました。また、食育の配信メールは、毎月１９

日に乳幼児の保護者に対しまして、食の大切さと情報を発信したメールを送っているとこ

ろですが、前年度と同じくらいの推移で８６４名の方が配信を受け取られている状態でご

ざいます。２８年度は、皆様からご意見を頂戴しました通り、食育月間にあたります６月に

なにかできないかということで、後ほどご紹介いたしますけれども、「歯と口の健康」の時

に食育のブースを設けまして、啓発活動を行ったところでございます。 

続きまして、量が多いので割愛させていただきまして、次のページをおめくりください。 

ＮＯ.７です。「②情報の整備」というところでございます。平成２７年度は食育ホームペ

ージの委員の皆様がボランティアで本当に常日頃がんばってくださっておりまして、サイ

トのリニューアルをいたしまして、また Facebook 等情報発信ツールも追加することによ

り、新たに小金井の食育の情報を発信する土台が整備されつつあるのかなと思っておりま

す。運用が止まっていたブログについても、更新を再開したというところで、市内のリンク

済み数も小学校７校、中学校４校ということで、リンクをしてくださる学校も増えておりま

す。食育のホームページには、小金井野菜を使った簡単な、誰でも作れるレシピの助言だけ

ではなく、食品ロスのこと、食育基本法に関すること、食に関する基本的な知識等も配信し

ているページを準備して工夫をしておりますので、もっともっといろいろなページをいろ

いろな方に見ていただけるような周知の工夫を、こちらとしてもしていきたいなと考えて

おります。 

次のページ、ＮＯ.１１です。「（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進」の 
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「①乳幼児と保護者の食育推進」ということで、こちら保健センターで行った事業をまと

めております。妊婦さんの低栄養の問題、若い女性の低栄養というところで大きな課題とな

っておりまして、マタニティクッキング等、具体的な栄養の摂り方等を、具体的に試食を通

しながら行うことによって、食生活を見直すライフステージの大切な時期に、ピンポイント

で情報を発信していける機会と捉えております。平成２７年度も４回実施し、妊婦さん５０

名、パートナー様３０名、その他ご家族ご親族１名ということでご参加いただいておりまし

て、２６年度よりもパートナー様と一緒にご参加されるという機会が多く、妊婦さん、女性

の方だけではなくて、男性の方にも食の大切さというところを伝えられる、非常に大切な機

会だったと思っております。キャンセル待ちが非常に多いところで、この事業に限らず、他

の離乳食教室、こどもクッキング等、栄養講習会等、キャンセル待ちが非常に多いので、そ

こをどうやって工夫して受け皿を作っていくかというところが健康課としては課題になっ

てございます。 

続きまして、次のページをおめくりいただきまして、「（２）生涯にわたるライフステージ

に応じた食育」の保育園と幼稚園への展開のところでございます。 

ＮＯ.２４のところで、園児のクッキング保育というところで、園児が自ら調理体験をす

ることによって食の楽しさを学んでいく場として、各幼稚園も大変力を入れていらっしゃ

るところでございまして、公立保育園の合計の回数が６８回ということになっております。

食の知識だけではなくて、調理の過程ですとか、器具の使い方ですとか、そういったところ

で初めて経験する園児の方も多かったと聞いております。本当に楽しかったという意見が

とても多くて、保育園のほうでも園児またはご父兄の方にご好評いただいていると伺って

おります。 

続きまして、次のページをおめくりください。学齢期の食育で、小中学校での展開でござ

います。ＮＯ.３２の「給食を通じた食育」というところで、今年も食育リーダー会議を開

きまして、「上手に食べるために」というテーマで、平成２７年１２月１８日に講演会を行

って、好評を得ているというところでございます。また各学校の食育の取組について、ここ

で情報を交換し合ったり、保護者向けのリーフレットの検討作成を行ったと報告を受けて

おります。リーフレットの検討作成を行ったものを、２８年度、今年度から学校を通じて保

護者に配布をされるというところでございます。 

次、ＮＯ.３５です。「家庭と協働した食育支援」ということで、今年も小中学校１４校で

給食だよりを毎月発行していただいておりまして、また学校ごとに独自に食育に関するペ

ージをホームページ等を設けて保護者の方にアプローチをしている学校もございますので、

そういった紙媒体、メディアの媒体を通じながら、保護者の方にも訴えかけているというこ

とを伺いました。 

続きましてＮＯ.４４でございます。「③高校生から成人・高齢者等の食育推進」で、「ア 

高校生から成人の食育推進」でございます。こちら、健康課事業で「健康づくりフォローア

ップ指導教室」ということで、何回かこちらの委員会のほうでもご紹介させていただいて、
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委員の皆様におかれましては周知等でご協力を賜ったところでございます。誠にありがと

うございます。こちら、糖尿病予防教室等、実際の生活習慣病等、具体的にターゲットを絞

りながら生活改善を支援する教室でございます。その中で、いかにバランスのとれた食生活

が健康を守るのかというところでも、情報発信をしているところでございます。今年度は、

平成２７年度の事業展開としまして、今までは疾病別で事業を展開していたところでござ

いますが、若者や３０代、４０代の男性が来るような親子健康教室を企画したり、世代別に

ターゲットを絞りまして、そのことにより新規の参加者数が増加をいたしました。糖尿病予

防教室等につきましては、昨年度に引き続き、ヘモグロビン A1c の値が高めの方に個別に

勧奨通知を送りまして、食生活の見直しをしませんかというところで、運動と食生活のご案

内をしたところでございます。やはり皆様、健康に関しては関心が高いところでございます

ので、周知の方法や教室の開催の内容の工夫によっては、新しい新規の参加者を募れるので

はないかと考えておりますので、また来年度に向けまして事業内容の見直しをしまして、工

夫をしてまいりたいと考えております。 

ＮＯ．４７、４８、４９で、公民館が行っております「成人学校」での食をテーマにした

講座等の開催内容で、４７「江戸野菜に親しもう」ということで、今年度も昨年度同様の参

加者数を得られまして、更に今年度は野外研修で千葉県の八街市への落花生収穫体験を追

加されて、実際にさまざまな収穫体験を外に出てやってみようということで試みをされた

そうでございます。来年度も講師が１名体制で事業実施し、講座的には実施期間の短縮等、

さまざま検討する課題は多いことは聞いておりますが、継続して行っていきたいと担当者

からは聞いております。また、協働夢農園の「野菜づくりコース」ですが、こちらは非常に

関心の高い事業でございます。今年度は昨年度より伸びまして、延べ１，１０２名が参加を

されております。こちらは一から野菜を育てて、種まき苗植え収穫まで行って、調理して食

すという一連の食の循環を年間通して体験できるというところで、また参加者同士の親睦

も深まるイベントということで、今後も継続して行うと伺っております。また同様に、ハウ

ス栽培教室等もニーズの高い事業で、年々参加者が増えているところでございまして、こち

らも継続して行っていると報告を受けております。 

次は、「イ 高齢者、障がい者の食育推進」のところで、健康課の事業としましては、８

０２０運動、８０歳で２０本の歯を残して、自らの口で楽しめる食生活を維持していこうと

いうことで、健診事業として歯科医師会の先生の協力を得ながらやっているところでござ

います。受診者数は昨年度と同様の２，１１９名で、今年度も歯科医師会の先生と相談をし

ながら、さらに８０２０運動の自らの口から食べ物を噛んで栄養を摂取するということが、

いかに健康な体を作るために大切かというところから、普及啓発をもう少し深めていけた

らと考えてございます。 

次に「（３）“Koganei-Style”の地域展開～生産者・事業者・団体の連携強化～」の「①生

産者の食育活動に対する促進策」でございます。 

ＮＯ．５７「地場野菜等の販売促進」ですが、経済課中心で行っている事業で、地産地消
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を推進するための庭先販売を行っている農家様に直売所ののぼり旗や野菜を入れるボード

ン袋２，０００枚を配布し、市としても地産地消に向けて協力をしているところでございま

す。 

また、ＮＯ.５８にある庭先直売マップですが、マップは冊子としては新たに作成はして

いないのですが、毎年６月１日号のあたりでリアルタイムの庭先直売所マップを市報に載

せてございます。そちらでご覧になった市民の方が直売所に足を運んでくださるケースも

多いと伺っております。 

次にＮＯ.６５の事業者の食育活動に対する促進策というところで、飲食店や商店でミニ

パンフレットを置く等、市民への食育に関する普及啓発を推進するとなってございます。皆

様のお手元に「Koganei-Style 小金井らしい食生活」ということで、両面のカラー刷りの

ものを今年度作成いたしました。こちらは食育ホームページのボランティアの方、南会長含

め内容を精査していただき、カラー刷りでパッと見て食のバランスを取るような、大切な食

育基本法のことにも触れておりまして、内容的には大変充実したものができたのではない

かと思っております。こちらのパンフレットは、今年度の健康課事業やキッズカーニバル等

を通して配布をさせていただいております。パンフレットはまだ冊数ございますので、食育

のイベント等で活用していただけたら大変ありがたいなと思っております。 

次にＮＯ.７０、７１の食育関連団体の登録制度についてでございます。こちらは登録が

個人２名、団体７名で、登録等の内容は変わってございません。こちらはそれぞれ酒井副会

長や会長のご意見をお聞かせいただいたところですが、食育に関連する団体は幅広い活動

をされており、さまざまな視点から活動されている団体も多いかと思います。食育ホームペ

ージや Facebook等がない時に登録団体制度ができた次第で、今は皆さんが食育ホームペー

ジや Facebookで情報発信をされている現状もございまして、その情報を取りに行ってお互

いつなぐ役目ですとか、食育コーディネータにこういう方はいないかという意見が来た時

につなぐ役割として食育コーディネータという役割の仕組みもできておりますので、団体

の登録制度の今後の活用の仕方や持ち方、そういったところをどうしていくのかというと

ころを、皆様のご意見を賜りながら、整理していかなければいけないのではないかと感じて

おります。今日は進捗状況の報告なので、お話はここでとどめさせていただきますが、また

個別に様々ご相談に乗っていただくこともあるかもしれませんが、よろしくお願い申し上

げます。 

続きましてＮＯ.７５でございます。皆様のご協力をもちまして、食育コーディネータの

設置ということで、平成２７年６月に福祉保健部長を食育コーディネータに任命させてい

ただき、今活動をしているところでございます。食育コーディネータの平成２７年の主な活

動としましては、小金井第三小学校のＰＴＡ役員の方からのご相談で、江戸東京野菜につい

ての講演を行ってほしいということで、酒井副会長にご相談させていただいたり、Ｊ：ＣＯ

Ｍの番組制作会社から江戸東京野菜を栽培直売している農家を紹介してほしいということ

で、今日ご欠席されている渡辺委員にご紹介させていただいたり、口腔リハビリテーション
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の多摩クリニック様からスマイルケア食の試食会等の周知ということで、松島委員等にご

協力いただきましてありがとうございました、こちらは食育ホームページと推進会議、自立

生活支援課に依頼をいたしまして周知をさせていただいたところでございます。 

平成２８年度も、途中経過ではございますが、テレビ朝日様から食育ホームページに掲載

された早寝早起き朝ごはん運動について教えてほしいと問い合わせが入ったり、東京都か

ら特別展示の和食に対するイベントのお知らせ等の周知をさせていただきたいですとか、

第一小学校の授業の展開のほうを依頼をさせていただいたり、経済課の夏の地元野菜を使

った料理教室の周知の案内等、食育ホームページの皆様にご協力いただきながら、展開をし

てきたところでございます。今後も食育コーディネーターの活動等につきましては、各会議

でご報告をあげさせていただきたいと思いますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

一気にお話をしてしまい申し訳ございません。進捗状況は、今あげたところで、ご説明を

一旦終了いたします。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございました。今の説明に対して何かご発言ありますでしょう

か。 

○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員        佐久間です。２点あるのですが、１点目が、ＮＯ.２４の平成２６年度の

事業実績で食材の下に下線が入っているのですが、この意味を教えていただきたい。それか

ら２点目は、最後のページのＮＯ.７６の食育推進検討委員会が平成２６年度と２７年度は

開催されていないということですが、その理由についてご説明をお願いします。以上です。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        まずＮＯ.２４の下線ですが、こちらはレイアウト上、下線がついていたも

のを消し忘れてしまいました。大変申し訳ございません。特に強調しているといったような

意味はございません。 

ＮＯ.７６の食育推進検討委員会ですが、こちらは計画策定の時点で検討委員会に諮ると

いうところがあるのですが、平成２６年度と２７年度に関しましては、検討委員会に諮る案

件であがってきたものがないと判断いたしまして開催しておりません。 

ただし、今年度、計画策定につきましては、検討委員会を立ち上げて、アンケートの集計

結果、素案の策定等、検討委員会で都度諮らせていただきたいと考えております。 

○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員        わかりました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            他に何かよろしいでしょうか。 

○○○○雀部雀部雀部雀部委員委員委員委員        雀部です。２６年度の進捗状況では課題及び対策等という項目があって、２

７年度の進捗状況は今途中まで出ている状況で、課題及び対策等という項目はいつ頃出て

くるのですか？ ここで話し合われたことが課題などに反映されたと、前回は記憶してい

るのですが、そういう場というのはいつ頃になるのでしょう。今この場なのか、それとも次

回なのか。それによって、意見をどのタイミングで言ったらいいのかなと思いまして。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        できれば、今この場でご意見を賜れればなと思っております。 

○○○○雀部雀部雀部雀部委員委員委員委員        わかりました。では続けてで申し訳ないですが、すごく改善がみられた部分

もあって、感想としては、特に健康課さんの疾病別に行われた健康教室などは、やり方を変
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えたり切り口を変える事によってずいぶん参加率が変わってきたというのはひとつの成果

なのかなと思いました、 

あと、離乳食講習会を健康課さんで開催されていて、今まで８から１１ヶ月の３回食の時

にやられていたと思うのですが、近々の市報を見たら、違う時期に行うものが初めて出てき

たかなと思ったのですけれども、思い違いではないですよね？ 

○○○○田中主任田中主任田中主任田中主任        今年度から、離乳食教室の２回食の教室も実施しております。そのため２７

年度の進捗実績にはのっていないのですが、３回食の離乳食教室で、２回食の段階で上手く

進めないという方が多かったので、２回食の教室も実施することにして、２８年度の４月か

ら実施しております。 

○○○○雀部雀部雀部雀部委員委員委員委員        それを市報で見て、大進歩というか、大変だと思いますが、よりやることを

広げていらっしゃるなと。私は児童館で離乳食講習会をやっているのですが、こちらに来る

のが遠い方が主に対象だったり、東児童館、緑児童館、貫井南児童館でもやっているのです

が、ニーズがだんだん前倒しになってきているというか、後期の離乳食講習会まで待てなく

てこちらにいらっしゃっている方もいたり、離乳食をまだ始められる前の方でも、話を聞き

たいという方が結構いらっしゃっていたりするので、そういうふうに枠が広がったという

のはすごいなと思って、勝手な思いなのですが、こういうことがありましたということをぜ

ひお話したかった。 

あと、課題及び対策等に反映されてくると思いますが、項目によっては、２６年度も２７

年度も実施なし、あるいは、ほとんど実施できていないようなものも、今後の食育推進計画

の中に載せるべきかどうかはぜひ検討したほうがいいのではないかと思います。実質不可

能であることをいつまでも項目として残しておくのはいかがなものかと思いますし、これ

は項目として残したいから、ぜひ来年度はやろうといった話も出てくるかもしれないので。

そのへんについては今まで出すだけ出してきた分、いらないものも出てきた。いらないとい

うより、本当は全部やったほうがいいのですが、やりきれないものも出てきているのかなと、

そういう時期に今入っているのかなとは率直に思いました。以上です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            ありがとうございました。他にご意見ありますでしょうか。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        酒井です。７１番の食育関連団体登録制度が気になるところで、何年間も課

題になっていることだと思うので、皆さんで考えていただいて、このままの状態でいくのか、

別な形をとることにするのか、このあたりは問題視したほうがいいのかなと思います。関連

団体の登録制度が始まった頃に登録した方がほとんどだと思います。実際に検証もされて

いないでしょうし、集まって話し合いもされていないので、今後どのようにもっていくかは

課題ではないかと思うのですが、皆さん、いかがでしょうか。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        食育関連団体につきましては、どう捉えるかだと思うんです。登録団体を活

用して、例えば食育コーディネータの情報の把握という意味で、６９番の調査をもう少しし

っかりやって、その中のひとつと捉えるべきなのか、そうではなくて食育関連団体同士の結

び付きを強くするためならば、やはり懇談会をもつべきなのか。その２つになるのではない
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かと思います。せっかく食育コーディネータができたので、それを考えて、食育コーディネ

ータがより仕事をしやすいように捉えるのであれば、実際にどういう活動をされている団

体あるいは個人であるのかという把握をきちんとやったほうがいいのではないか。それぞ

れの団体の話し合いも場合によっては必要かもしれませんが、コーディネータがより生き

てくるためには、６９番をむしろ充実させたほうがいいので、その中のひとつとして登録制

度などがあるというほうがいいのかなと私は思いました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            ありがとうございます。経済課主催のものなどは経済課で課題及び対策な

どをあげる場合もあるのですか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            全てをここで考えるということでもないわけですね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        はい。 

○○○○松嶋松嶋松嶋松嶋委員委員委員委員        今後食育コーディネータの活用ということで、食育コーディネータができ

たということを周知しているのでしょうか。例えば、食育コーディネータができたことを知

らなければ相談しようもないと思うので。相談の仕組みをより多くの人が知らなければコ

ーディネータが生きていかないので、関連団体の調査も含めて周知もしていったらいいの

ではないかと考えました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            他にいかがでしょうか。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        この進捗状況の報告は、毎年このような丁寧なものをお作りになっている

のですよね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        はい、そうですね。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        ここで書かれていることについて、この計画期間の２５年度から２８年度

について４パターンのものができていることになると思います。それを合わせて評価する、

要するに増えた減ったということではなく、課題が解決したとか、新たな課題が出てきたと

いうことになるかと思いますが、それをどのように扱っていく性質の資料なのか教えてい

ただければと思います。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        今現在の計画のライフステージ毎の課題に絞って、具体的に施策で展開し

ている内容や状況を示したものがこちらの報告になります。先ほど雀部委員からご指摘い

ただきました通り、実際の進捗状況を踏まえて、こういう事業展開はもう淘汰されているの

でアンケートの結果も踏まえて達成されていると見なし、新たなステップとして次回の計

画にどのように反映させていくのかといった形での、計画の骨組みの策定にあたってアン

ケート結果とともに進捗状況の推移は大切な資料になるのではないかと思っております。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        とても綺麗に作られていて、よく読み込むと改善案などが出ていたりする

のだと感じるので、作った方のことを考えると、より効果的に活用されるといいと思い質問

しました。ありがとうございます。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        ありがとうございました。他にご発言はありますでしょうか。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        食育コーディネータの周知は私も必要だと思います。一番早く実質的にや
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るのであれば、食育ホームページで「食育コーディネータの制度ができました。福祉保健部

長にやっていただいています。」ということで、今までの実績と、「こういう相談があれば健

康課まで」という１ページを設けてもいいのかなと思います。もっと広く知っていただくに

は市報で、どれだけのスペースがとれるかということもありますが、健康課のページに掲載

していただければ、多くの市民の目に触れることになるので、まずここに相談してみようと

いう団体や個人が増えるのではないかと思います。せっかく実績もあるので、こういうこと

をしていますというのは、ぜひ表に出すべきだと思います。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございます。これはすぐにできそうですね。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        はい。周知が足りないと思いますので、まずは健康課のホームページに載せ

ることを検討しまして、食育ホームページの編集委員の方と相談しながら、その健康課のペ

ージのリンクを貼っていただく等、周知の工夫をさせていただきたいと思います。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        今、全部をじっくり見るのは大変だと思いますので、お気づきの点がありまし

たら、会議の後でも健康課のほうへご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。 

では次に移らせていただきます。５番目の食育行事の報告を事務局のほうからお願いしま

す。 

○田中主任○田中主任○田中主任○田中主任        「歯と口の健康」当日の様子の資料と、カラーの食育ホームページという資

料とミニパンフレットをご覧ください。 

平成２８年６月５日の日曜日に、歯科医師会主催の「歯と口の健康」に食育月間行事とし

て食育コーナーを出展いたしました。「栄養バランスを考えよう」をテーマに、食育展示や

食育クイズを実施し、内容としましては、パネル展示として、主食・主菜・副菜の３つを用

いて栄養バランスについての展示、スマイルケア食についての展示、飲料に含まれる砂糖の

量の展示の３つを行いました。飲料に含まれる砂糖量については、実際のペットボトルを用

いて、その中に砂糖を入れてモデル展示も実施いたしました。もう１つ、食育クイズとしま

して、食育カードを用いて、赤・黄色・緑の色に分けて食品分類をし、栄養バランスのとり

方について理解してもらう「栄養バランスクイズ」を体験していただきました。参加のうち、

お子様には折り紙で作ったメダルを進呈し、大人の方には食育ホームページ編集委員会で

作りました食育のチラシ、今年は「とりわけ食にチャレンジ」というチラシと、先ほどご説

明しました「Koganei-Style」の食育ミニパンフレットの２点を配布しました。 

「歯と口の健康」全体ではおよそ６００名にご来場いただきまして、食育コーナーについ

ては、大人２７０名、子ども１５０名の計４２０名にご参加いただきました。当日は、酒井

委員と松嶋委員には食育コーナーのお手伝いに入っていただき、誠にありがとうございま

した。また、ご来場いただきました委員の方々につきましても、どうもありがとうございま

した。以上です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございました。今の説明について、何かご発言はありますでしょう

か。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        今回初めてだったので、とてもかわいらしいブースだったのですが、来年以
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降はたぶん少しずつ大きくなっていくのではないかと思います。歯科医師会さんのほうか

ら見た健康課さんの食育ブースは何かご意見やご感想をいただいているのでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        例年以上に非常に来場者数が多く、当日は歯科医師会さんが健康課のブー

スを見る余裕が全くない状態だったんです。ただ、最初に心配していたような、いきなり「歯

と口の健康」イベントに食育がきて馴染むかどうかというところは、問題なく皆さんが受け

入れてくださって、先生方も「食育も来場者数が多かったですよね」というご評価だったの

で、来年度以降にもつなげられたかなとは思っております。 

○田中主任○田中主任○田中主任○田中主任        全体の反省会としてはご意見は出なかったのですが、先生方は、お忙しい合

間に見に来てくださり、特に砂糖のペットボトルの展示については興味深くご覧いただき

分かりやすいとのお言葉をいただきました。 

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        見た感想ですが、かわいらしいお部屋だったので、一斉に人が来てしまった

時には「やりたいけど、混んでいるから早く行きましょう」という感じでスルーされてしま

う方が多くて、とても良い感じだったのに人を取り逃がして勿体ないということもあった

ので、来年度はどこにブースを挟み込むかの順番を考えて、待っていて暇な時間にやってい

ただけるような形でもよかったのかなと思いました。再終盤だったので、子どもはやりたが

っているのに急いで帰られる方も多かったので、今後考えるといいかなと思います。 

また、ペットボトルの展示は私自身も衝撃を覚えるほど沢山の砂糖が入っているので、皆

さん非常に熱心に見ていて、「いつも飲んでいるものにこんなに砂糖が入っているの？」と

驚いているお子さんが多くて、歯みがきともすごく連携が良かったと思いました。以上です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございました。その他にいかがでしょうか。 

○髙木委員○髙木委員○髙木委員○髙木委員        髙木です。「歯と口の健康」の当日は、息子の体調がよくなくて参加できな

かったのですが、飲料水の砂糖量は息子が通っている保育園でも展示されていて、子どもた

ちは毎日帰りがけに食い入るように見ているので、「歯と口の健康」の食育のブースでも続

けてほしいと思いましたし、各保育園、各学校に置くと、子どもはそれなりに興味を持って

くれると感じました。以上です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

では、その他に委員の皆様から何かありますでしょうか。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        皆様にお配りしてある「平成２８年度 『農』のある暮らしづくり アドバ

イザー派遣事業」のチラシですが、これは農林水産省の事業で、一般財団法人都市農地活用

支援センターが行っております。私と松嶋委員の２人が小金井でアドバイザーになってい

て、私たちは食育関連や野菜関連で派遣をされるのですが、１つの団体で年に３回まで派遣

してもらうことが可能で、無料です。学校でも児童館でも一般の方でも問わず、毎年全国で

２００例の募集をしています。早い者勝ちにはなってしまうのですが、この団体としてもぜ

ひ皆さんに活用していただきたいということなので、学校あるいはＰＴＡさん、商店会さん

などもどんどん活用してもらいたいと思います。全国にアドバイザーがいますので、内容に

よっては私たちではなく他のアドバイザーが行くこともありますが、小金井でやっていた
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だいて農や野菜や食育関連の際には私たちを指名していただければと思います。とても使

い勝手のいい事業だと思いますので、ぜひ活用していただければと思います。 

急にふって申し訳ないですが、島﨑委員の学校でアドバイザーをさせていただいたので、

活用してみてこの取組の感想をお願いします。 

○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員        島﨑です。毎年、酒井先生や松嶋先生、そして農家の方にお出でいただいて、

ちょうど冬なので、江戸東京野菜の生の大根の食べ比べや江戸東京野菜についての話を３

年生対象にしていただいています。毎年お願いしているのですが、昨年はこの派遣事業を通

して同じことをお願いしました。外部講師を呼ぶ授業は学校でいろいろあるのですが、学校

にとって一番大きいのは講師料が発生するかどうかです。公立学校では、そういうお財布が

あまりないので、実際にこの派遣事業を通してお願いした場合には無料で、生きたお話をい

ただけるというのは非常にありがたいということで活用させていただきました。 

今年も活用支援センターからご案内をいただいているのですが、日程が決まっていないの

で本校はまだお願いできていないのですが、３月くらいにお電話した時には既に２００件

終わっているというお話だったので、早めに日程を決めなくてはいけないと思っています。 

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        年内に２００件はいっぱいになってしまうので、年度を超えて行いたい場

合は、やることが決まっていれば仮の日程で依頼していただいても大丈夫だと思います。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございます。他にありますでしょうか。 

○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員        本日配っていただいている「家族の食育 みんなの食育」というパンフレッ

トについて紹介させていただきます。これは、教育委員会で「明日の小金井教育プラン」の

一環として、小金井市食育リーダー会で作成したパンフレットです。「明日の小金井教育プ

ラン」で食育に関しては、２７年度に家庭向けの食生活に関するパンフレットを作るという

計画があり、それに則って作成したものです。家庭に配られる給食だよりや食育だよりの拡

大版のようなイメージで受け取っていただければと思います。今回は「家庭ではどうです

か？」「学校ではこのようなことをしています」「小金井市ではこのような取組があります」

「このような地場の野菜が売られているお店があります」といったお知らせを兼ねたもの

です。小中学校の全家庭には配布されていますが、今後しばらくは、例えば入学説明会や市

の定期健診、給食試食会などでも活用できるかなと考えているところです。「明日の小金井

教育プラン」はこれからも継続されるのですが、恐らく平成３０年から３２年くらいに内容

を変えてこのようなパンフレットを作ることになると思います。ご覧いただければと思い

ます。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございます。他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、本日の会議以降に何かありましたら、８月１０日までに健康課まで連絡をお願いい

たします。 

本日の議事は以上ですが、今後の日程について事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        今後の日程についてですが、冒頭でご説明しました通り、次回を１０月末あ

たりに、アンケートの集計結果が出た時点で一度お集まりいただきまして、アンケートの内
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容報告とともに計画のベースとなるものについて皆様からご意見を賜れればと思っており

ます。また、その前に、皆様が持たれている日頃の視点で、こういった視点が計画の策定に

必要ではないかといったご意見がありましたら、事務局のほうに都度お寄せいただいても

構いませんし、自主的勉強会の開催というご意見が出るようでしたら、その旨ご連絡差し上

げて、勉強会の計画もしていきたいと思っております。 

会議自体の日程については調整させていただき、ご連絡を差し上げます。以上です。 

○當麻課長○當麻課長○當麻課長○當麻課長        ちょっとよろしいでしょうか。今回、遅参いたしまして誠に申し訳ございま

せんでした。４月１日に健康課長に就任いたしました當麻光弘と申します。これまでは経済

課長として農業からの食育へのアプローチをさせていただいていました。食育が小金井市

に与える影響というのは、今の小金井市の良さを未来につなげていくものだと私は確信し

ております。ぜひとも、これからも皆様のお力を貸していただきながら、小金井市の食育を

積極的に進めていきたいと考えております。これからもご指導のほど、よろしくお願いいた

します。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ご挨拶ありがとうございました。 

これで平成２８年度第１回小金井市食育推進会議を終了したいと思います。皆様、お疲れ

様でした。 

 

―了― 


