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平成２８年度 第３回 小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時   平成２８年１２月２７日（火）午前１０時００分～午前１１時３５分 

場  所   保健センター ２階 講堂 

 出席委員   １２人 

  会 長   南   道 子 委員 

  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 

志 田 尚 紀 委員  島 﨑 聡 子 委員 

松 井 太 平 委員  廣 繁 里 美 委員 

鈴 木 祥 江 委員  佐久間 育 子 委員 

土 屋 直 己 委員 

 欠席委員   ４人 

酒 井 文 子 委員  菊 谷   武 委員 

小 林 美 香 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 

（午前１０時開会） 

 

○○○○南会長南会長南会長南会長        皆さん、こんにちは。定刻を過ぎましたので、始めたいと思います。 

今日は年末の押し迫った２７日という時に、お集まりいただき、ありがとうございます。

平成２８年度、第３回の小金井市食育推進会議を始めたいと思います。 

まずは、事務局のほうから委員の出欠についてお願いいたします。 

○○○○平岡平岡平岡平岡係長係長係長係長        本日の委員の方々の出欠でございますが、副会長と、小林委員、渡辺委員、

菊谷委員の４名から欠席のご連絡を頂戴しております。また、雀部委員と鳥羽委員から若

干遅れるということでご連絡をいただいているところでございます。１１名の委員の方の

ご出席で、過半数以上の出席となっておりますので、審議会として成立することをご報告

致します。 

次に、配布資料でございます。本日、机上に配布させていただいたものとしまして、「次
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第」、「第３次小金井市食育推進計画（案）」、パブリックコメントに関するものが２枚です

ね。あと「アンケート調査報告書（案）」と前回の議事録案ですね。それから、最後にカレ

ンダーをお配りしております。 

何か足りない資料等ございましたら、教えていただければと思います。事務局からは以上

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す。 

では、議事に入りたいと思いますけれど、まずその前に、配布されている議事録案につい

て、皆さん事前に訂正等した箇所がきちんと訂正されているかどうか確認をお願い致しま

す。 

そろそろよろしいでしょうか。では訂正されていて、この案で了承していただけましたら、

挙手をお願い致します。 

 

（全員挙手） 

 

はい、ありがとうございました。ではまた、のちほど気が付きましたら、事務局までお願

い致します。 

では、まず１点目ですね、「小金井市食育推進計画」について、案ですけれど、事務局の

ほうから説明をお願い致します。 

○○○○平岡係長平岡係長平岡係長平岡係長        はい。では、お手元に配りました「食育推進計画（案）」と表紙に書いてあ

るものをご覧下さい。 

こちら、皆さまのご協力を得まして、計画案としてまとめることができました。今日、ご

審議いただきまして、皆さまのご意見を賜った後に、パグリックコメントをかけさせてい

ただくというふうにしていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

まず、１ページ目をおめくりいただきますと、「食育推進計画の策定にあたって」という

ことで、食育基本法の概要を簡単にまとめたものになってございます。こちら、前回の計

画よりもすっきりして見やすくなっているレイアウトにはなったかなと思っております。 

続きまして、もう１枚おめくりいただきますと、２ページ目「計画の位置付け」でござい

ます。こちらは１か所訂正がございます。（３）の「計画の期間」のところですね。「本計

画は平成２８年度から」となっておりますが、「平成２９年度から」の誤りでございます。

大変失礼いたしました。平成２９年度から３３年度までの５年間の計画年度にしますとい

うことで、下の方に「国」と「小金井市のこれまでの計画」、条例が制定されてからという

ことを、表にしてまとめたものでございます。 

見開き３ページ目ですね。こちらは他の計画案との関係を図で示したものでございます。

国と都の食育推進計画を受けまして、「第３次小金井市食育推進計画」として平成２９年度

から３３年度までということが位置付けられてございます。こちらの計画は、小金井市保

健福祉総合計画、健康増進計画とも連動しておりまして、食育にとどまらず、食育を通し
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た健康保持増進も図っていくとのことで、計画の位置付けがございます。 

４ページ目をご覧下さい。「小金井市の食をめぐる現状と課題」ということで、概略をま

とめさせていただいたところでございます。こちらの概略は、現況と取組の４本柱ですね。

“Koganei-Style”の「野菜」｢団らん｣「ふれあい」「環境」の４つのわかりやすいキーワ

ードをさらに市民の方に普及して、ここから食育を身近な生活の中に取り入れていただこ

うということで、前計画を踏襲しております。 

５ページ目は、今お配りしております市民アンケートの報告書の結果から現状と課題を掘

り起こしたページとなってございます。調査概略としまして、８月１日を基準日とした一

般市民調査と、小中学生調査ということで、まず１つ目が「食育の認知」で、食育という

言葉を知っているかというところでございます。前回の会議でもご報告させていただきま

したが、言葉を知っているという事を含めますと、９割以上の方が食育という言葉を知っ

ているということでございまして、前回の８８．３％から４．８％増ということで、皆さ

ま各団体のご尽力を賜りまして、２５年から大きく進捗がみられたかなと感じてございま

す。 

６ページ目をご覧ください。「食育への関心と関心理由」でございます。６３．５％の方

が何らかの食育に関して関心があるというお答えをされております。こちらの関心がある

層を、いかに実際にご自身の食生活の改善やライフスタイルの改善等に結びつけていかれ

るかということが、これからの課題と感じております。 

７ページ目、「朝食の欠食状況」でございます。こちらは、「ほとんど毎日食べる」という

方が８割以上ですね。かなり高い数値で、小金井市民の方は朝食をとっている現状ではご

ざいますが、「ほとんど食べない」と答えてらっしゃる方も１割程度いる状況でございます。

朝食をしっかり食べるというところも、やはり課題としてまだ少し残っているかなという

ところでございます。 

８ページ目は「朝食を欠食し始めた時期」ですとか、「朝、誰と朝食を食べているのか」

といった朝食に関連する質問でございます。 

９ページ目の「朝、朝食を誰と食べていますか」という問に関しましては、半数以上の５

４．４％の方がご家族と召し上がっているということでございますが、お一人で召しあが

っている方も３６．４％ということで、１０代２０代の若い世代が一人で食べる割合が多

くなっているというところでございます。ただですね、出来れば友人とか家族とかと一緒

に食べたいと思っている方も６３．８％となっております。「団らん」という目標を掲げて

おりますので、食事を「ふれあい」と「団らん」を大切にしながら食べるというところの

取組も必要かなと感じてございます。 

１０ページ目は、夕食やその他、学年別や、共に食事をする方のアンケートの概略をまと

めたものとなってございます。 

１１ページ目は「家庭での食育の役割」でございます。５８．２％の半数以上のご家庭が

配偶者やお子様に良い食習慣を身につけさせることが「できている」、「まあまあできてい
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る」という回答をいただいてございます。また、「食事の栄養バランス及び改善意欲」も１

８歳以上の市民では、改善したいと感じている方が半数を超えてございます。この方たち

に、いかに正しい情報を伝えていくか、情報発信していくかというところも課題となって

ございます。 

１２ページ目は、そちらをグラフで示したものでございます。こちらのグラフは、全体的

なことなのですが、前回、会議で皆さまから色の濃淡をつけてなるべく見やすいものをと

いうことでご提案をいただいておりましたので、濃淡をつけてなるべく大きく調整をしま

して、見やすいレイアウトに変更を致しました。 

また、小金井のキーワードとなっております「野菜」のことでございます。１３ページ目

ですね。野菜は、全体では十分足りている方が４３．６％で、小鉢１皿以上食べていると

いう方が大半の８５．８％となっておりますが、やはり若い世代の野菜不足が気になると

いう結果が出てございます。「地場野菜の購入状況」も、「時々買う」、「いつも買う」を合

わせると３２．５％で、「たまに買う」も合わせますと６３．６％が地場野菜を購入されて

いるということになっていますが、まだ販売をしていることを知らないという方も６．７％

いらっしゃるということで、地場野菜の普及をどう図っていくかというところも課題とな

ってございます。 

最後、１４ページ目、「食品ロスの状況」でございます。残さないという意識をされて食

事をされている方が、市民の７割を占めているところでございます。小中学生では、４４．

４％のお子さまが「だいたい残さず食べる」、「いつも残さず食べる」とうことで、食品を

捨てないという意識を持って食事をされているという結果が出ました。 

こちらの結果を踏まえまして、現状と２次計画の点検をしたものが１７ページの表になっ

てございます。こちらは、今までの審議会で使わせていただきましたオレンジの表紙の現

状の計画の点検の数値でございます。 

こちらですね、「食育の意味を知っている」という方が７０％以上の指標でございました。

現状値が、知っている方を含め９３．１％ということで、一定の達成をみたということで

評価をさせていただきました。「朝食を食べる」は１００％を目指しておりますので、現状

８３．８％ということで、まだちょっと達成していないかなというところでございます。「家

族と一緒に食事をする」というところでは、朝食が半分ぐらい、夕食が７割を超えるとい

うぐらいで、朝夕いずれかでも１００％のお子さまが誰かと一緒に食事をしていただきた

いというところで、達成していないということでＣという評価をさせていただきました。

「子どもがよい食習慣を家庭で身につける」というところが、５０％以上の市民の方がな

んらかの意識を持つという指標を立てさせていただいたところですが、今回のアンケート

で５８．２％と指標を超えることができましたので、達成ということとさせていただきま

した。「食事のバランス等に気を付けている」というところでは、小中学生が４割を超える

方、また市民が５割を超える方でございましたが、指標は小中学生５０％以上、市民６０％

以上でございましたので、それぞれＣとＢという評価をつけさせていただいてございます。



5 

 

「地産地消」に関しましては、８割の方の地場野菜の食材利用を目標としてございました。

こちらは前回のアンケートよりも伸びているところではございますが、６３．６％という

ことでございますので、達成していないという評価にさせていただきました。 

こちらの２次の計画の点検を受けまして、今回、新しい計画の指標を立てさせていただき

ました。１８ページ、１９ページをご覧ください。まず、１８ページの下の図でございま

す。９割以上の方が「食育という言葉を知っている」ということでしたので、今まで平成

２０年から計画を続けてきまして、ある程度一定の土台作りの成果は出てきたのかなと感

じてございます。従いまして、現行の計画では、土台作りも３本柱とさせていただいたと

ころでございますが、今回の計画からは、新たなもう一歩、さらなるステージということ

で、「啓発活動の充実と情報の整備」のところを、「”Koganei-Style”の地域展開」という柱

に入れさせていただきました。大きく分けて２本の柱ですね。「”Koganei-Style”の地域展開」

として「啓発活動の充実と情報の整備」「各種団体の活動及び連携の推進」と、個々の市民

が自ら選び食事をする能力ですね、「生涯にわたる食育推進」として「乳幼児と保護者、学

童期、青年期から高齢期への取組」ということで、ライフステージにおける食育推進とい

う、この２本柱を相互に推進することによって、「”Koganei-Style”、健康増進・豊かな生活」

を目指していきましょうというところで、これを基本的な考えの図として示させていただ

いたところでございます。こちらの計画で青年期と指してございますのは、１３歳から２

０代前半くらいの年代を指して年代設定をさせていただいたところでございます。 

１９ページは、新しい取組の指標でございます。こちらの指標の中に今回の新しい指標と、

括弧の中は、今回のアンケートの現状値のパーセンテージを併記させていただきました。

１から４までは、前回達成できなかった指標をそのまま入れてございます。１番右寄りの

国と都の○とか△がついているマークは、国と都が具体的な目標を掲げている項目が○、

このような項目で指標、目標を掲げているものを△というふうに整理をさせていただきま

した。ご覧になった通り、２９年度からスタートしております国及び都の計画と連動した

指標になってございます。まず１番目が、朝食１００％を目指してございますので、こち

らはまた指標として残すというところで、”Koganei-Style”の４つのキーワードとしては、

「栄養バランス」の『野菜』というところに位置付けさせていただきます。家族と一緒に

食事をするというところでは、こちらも１００％を目指してございますの

で、”Koganei-Style”の位置付け『団らん』をキーワードで残させていただきます。３番の

食事のバランス等に気を付けるというところでは、小中学生４割、一般市民５割というこ

とで、現状が指標に届いていないところでございますので、「栄養バランス」という意味で

キーワードとしては『野菜』というところで位置付けております。また「地産地消」につ

きましても８割以上を目指すということで、前回の計画の指標を踏襲してございます。こ

ちらは地産地消、食文化の伝承ということで『ふれあい』の”Koganei-Style”での位置付け

にしてございます。最後、５番目が新しい指標で、「食品ロスの軽減」というところでござ

います。食品ロスの軽減のために活動している市民の割合が８０％以上でございます。普
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段の食生活で勿体ないと感じている方で、なるべく残さず食べるという意識をされている

方はかなり多い数字ではございますが、もう１歩進んで食品ごみを減らすという新しい意

識付けは、ちょっとまだこれからかなというところがございますので、食の安全・安心『環

境』というところで”Koganei-Style”での位置付けにさせていただいてございます。食品ロ

スの説明を１９ページの１番下の段落に書いてございます。小金井市に限らず、日本全体

で食品ロスは６３２万トンと言われています。食料自給率は４割を切っており、輸入をし

ている一方で捨てられているという現実がございます。こちらの８０％以上という指標は、

国の目標値の８０％以上と同じ目標値で設定をさせていただいたというところでございま

す。 

次のページをめくってください。こちらは施策の体系図になってございます。２１ページ

から具体的な施策の展開を記載しておりますが、こちらの目次的な役割と、その施策の展

開の内容がこの２本柱のどこに当たるのかというところで、図の形式でまとめさせていた

だいたものでございます。こちらは、９月に新しい計画を策定するにあたりまして、関連

団体を含めました各課の事業展開ということで調査をかけさせていただき、このように施

策の体系としてあげさせていただいたものでございます。特に、③の「各種団体の食育推

進活動に対する促進策」としまして、２３ページをご覧ください。こちらは４番から１０

番まで経済課の取組となってございます。従来も経済課のほうで地場野菜の販売等の推進

をしてきたところでございますが、具体的に事業内容の中に、その事業を一緒にご協力い

ただいている団体名を明記させていただくことにより、経済課だけではなく地域の団体と

一緒に共同で事業展開を行っているということで、事業内容をさらに詳しく書かせていた

だいたところでございます。 

２４ページをお開きください。こちらは、前ページから「生涯にわたる食育推進」という

ことで、ライフステージごとの事業に分けているところでございます。１点、２４ページ

の「イ 保育所・幼稚園」と書かせていただいているところでございますが、今後、認定

こども園さんなどとの連携等も入ってくるのかなと思いますので、再度、保育課等を通し

て確認をさせていただき、表記を「保育所・幼稚園等」などとする必要があると思います

ので、もう１度内部で確認をさせていただきます。また、その前の項目の「保健センター」

での取組の６番、「栄養講習会」ですが、こちらは健康課と学務課ということで、担当課を

併記させていただきました。学校での調理の機会というのが、なかなか会場を使うことが

実際は困難な状況でございまして、栄養講習会を保健センターで利用することにより、健

康課だけではなく他の学務課等と連携を図りながら、庁内の担当課も幅広く意識を持って

食育に取り組んでいただくように連携をして、小学生やその保護者に食育の普及を図って

いこうということで追記をしてございます。 

ちょっと戻りまして、２５ページの９番の「地域連携の推進」というところで、こちらも

同じく「保育所、幼稚園等」という形で幅広く入れられるか確認を致します。こちらは、

保育課のほうで、保育園を実際に管理している栄養士さんとも直接連絡を取らせていただ
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きまして、例えば、食物アレルギー等の個別相談で実際に相談に乗られている状況ですと

か、７番の「生産者・食材納品業者等との交流」ということで、地域の生産者等が園児に

触れ合い、野菜やお魚を実際に目の当たりにするよう配慮しているということで、少し詳

しく事業内容等を保育課からあげていただいたところでございます。 

あと２５ページ、「学童期の食育推進」のところですが、「ア 小学校」、２６ページで「イ 

学童保育所・児童館」、「③ 青年期から高齢期」ということで、小学校と中学生１３歳以

降を分けさせていただきました。中学生になりますと、自立の時期に入ってきますので、

前計画では小中学校で１つの枠組みだったところを、中学生を青年期のカテゴリーで位置

付けさせていただいたところでございます。 

２６ページからは、最初にご説明いたしました通り、「青年期から高齢期の食育推進」で、

１３歳から２０代前半の方の食育推進というところで事業の位置付けをさせていただいた

ところでございます。年代が広範囲にわたっている事業につきましては、「再掲」という形

で年代ごとに整理をさせていただいているところでございます。 

２７ページからが「成人・高齢者の食育推進」で、２８ページに活動内容が書いてござい

ますが、６番の「８０２０運動」に追加して「６０２４運動」ということで、健康的な食

生活を送るためにもう少し若い世代に対しても自分の口で食べて咀嚼をして飲み込むとい

うところで、目標を持ってもらおうということで、６０２４運動の目標をあげたところで

ございます。 

２９ページは「計画の推進に向けて」ということで、推進体制でございます。こちらの２

番に、「食育コーディネータ」の記述を入れさせていただいたところでございます。また、

「大学等との連携推進」というところで、今後また南先生等、ご協力を賜りながら、小金

井市の食育の推進を計画的に進めて行く為にも、今まで食育を市の中で推進してこられた

学識経験者の方、また実際に活動されている方のご意見等を賜りながら、計画を着実に市

の施策として推進していきたいところでございます。 

３０ページ以降は、関係者の役割等をまとめさせていただいてございます。こちらのほう

は、食育の小金井市の条例に基づいての文書で、現計画と条例が変わってございませんの

で、合わせて引き続きこちらに記述をさせていただいたところでございます。 

最後、３２ページですが、食育推進会議の委員の皆さまのお名前を載せさせていただいた

ところでございます。公募市民の方が５名、学識経験者の方が２名で、関係機関の役員ま

たは職員の方ですね、それから関係行政機関の職員の方、市の職員の方ということで、任

期等々あわせて併記をさせていただきました。 

また２番の検討結果につきましては、今年度８月１日から皆さまには様々な資料等にお目

通しいただきまして、審議会でお諮りした内容等を書かせていただいたところでございま

す。 

あとのページは、食育基本法の条文及び小金井市食育推進基本条例の条文、あと、小金井

市食育コーディネータ運営規則を載せさせていただいたところでございます。 
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計画案の説明については、簡単ではございますが、以上です。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            はい、どうもありがとうございました。ただいまの説明に関して何かご意

見がありましたらお願い致します。 

○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員○島﨑委員        島﨑です。たくさんの計画ありがとうございます。小さいところなのです

が、２７ページの「青年期の食育推進」の事業のところで、１番の「学校における食育の

推進と情報発信」の横の事業内容なのですが、「食に関する全体計画」ではなく、正しくは

「食に関する指導全体計画」なので、「指導」と入れていただければよいと思います。    

○○○○南南南南会長会長会長会長            はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        廣繁です。教えていただきたいのですが、５ページの「食育の認知（食育

の意味）」というところなのですが、「言葉は知っているが、意味は知らない」という人が

３４．５％いらっしゃったというところで、５８．６％が「言葉も意味も知っていらっし

ゃる」方で、合わせると、３行目で「「食育」という言葉や意味を９割以上の９３．１％が

知っている」というふうになっているのですが、この書きぶりだと、２行目のところに「言

葉は知っているが意味は知らない」となっていて、そのへんに多分、この指標の解釈があ

ると思うので、そこを教えていただきたいのと、「言葉は知っているが意味は知らない」人

が前回の調査から２．７ポイント増えているということですが、これで有効な変化として

評価するという理由を教えていただければありがたいと思います。    

あとは簡単なところなのですけれど、図１とか表１とかあとで入るのでしょうか。グラフ

とか表に番号が何も入っていないので。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        ページごとにまとまって図表と説明が入っているので、番号を全部ふると

いうことはしないでいこうと思っていたところです。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        大概の場合は、図１とか表１とか入っていたりするのですが、パブコメの

時とか市民の方が「このグラフなのですけれど」と言った時には、「７ページの表です」と

か「９ページの表です」とかいう感じになるということですか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね、文章の中で、一応ページごとにまとめているというところと、

文章の中で指し示すところを図表１と入れていくと、文章の流れを簡略化したいというこ

ともあったので、入れなかったところです。入れた方がいいかどうかは、見やすさも含め

て検討させていただければと思います。 

食育の認知については、ご指摘いただきました通り、確かにまだ３４．５％の方は「意味

は知らない」という現状でございます。ただ、平成２０年度に計画を立てた時に、食育と

いう言葉自体も目にしたことがない、触れたことがないというところからのスタートで、

この指標に関しては、食育と聞いたことがあるよね、なんか知っているよねという、意味

まではうまく説明できないけれども聞いたことがある、見聞きしたことがあるという人を

とにかく増やそうというところからスタートしてございます。意味まで知っているという

ことになりますと、まだ６割弱の方でとどまっているところではございますが、私どもと

いたしましては、「小金井らしい食生活、野菜、団らん、ふれあい、環境」というところで、
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その方が食育の意味を説明できるというよりは、食の重要性や大切さが日常生活の中で実

際に行動ができるというところが大切なのではと考えてございます。もちろん食育の正し

い知識、普及は、２本柱の情報発信というところでも載せさせていただいたところではご

ざいますが、前回より４．８％上回って９割以上の方が、食育というワードに触れたこと

があるということを踏まえまして、一定の整理をさせていただいたところでございます。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        書きぶりとして、「食育という言葉や意味を９割以上が知っている」と書い

てしまっていると、市民の人も引っかかるのではないかと思いました。そのすぐ上に「意

味は知らない」という言葉もあるので。おっしゃったことはすごくよくわかります。この

単語を知っているかという事よりも、そういう行動につながるような意識づけが出来てい

るということを評価したいというお気持ち、すごく大事だなと伺わせていただいたので、

ちょっと書きぶりが変わるとよいかなと思いました。ただ、この単語は、１４ページとか

１７ページとか２１ページにもあって、この何年間かの取組を評価してしまっているとい

うのがあるので、ちょっとそのへんの整理があったほうがよいのかなと思いました。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        ５ページ目の食育の意味につきましては、途中の表現、文章の表現等をも

う１度精査させていただきたいと思っております。計画の目標としましては、現行のこの

オレンジの表紙の計画の土台作りの３本柱では、土台作りから発進して第１ステージに行

って、それを地域展開していきましょうという形で、線が１本に並列で並んでいるような

図の表示なのですが、こちら新しい計画の柱としましては、１８ページの図のように、個々

の食育推進が進むことにより地域展開が広がり、地域展開が活性化することにより個々の

食育推進も図れるということで、相互に関連し合うということで、こういった一定の整理

をさせていただいたところなので、是非、この第３次の計画に関しては、２本の柱で行か

せていただきたいなというところではございます。    

○○○○南南南南会長会長会長会長            前に戻るのですが、廣繁委員のご質問で、文章を、例えば「食育という言

葉と意味を９割以上の９３．１％が知っている」と、そういう表現にしたほうが正確でよ

ろしいということですよね。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        「意味を知っている」が９３．１％と思われてしまうかなというところが

気になるだけで、そこを一言変えればよいと思います。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね。言葉は知っている方が９割以上ということですよね。そこを

はっきりするということですよね。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        そうです。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        わかりました。文章のほうは構成を考えて適切に表現するように致したい

と思います。ありがとうございます。    

○○○○南南南南会長会長会長会長            他に気がついた１４ページと１８ページも、あとで事務局に場所を言って

もらえるとありがたいです。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        わかりました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            正確に表現したほうが良いということですね。 
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○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        考え方とかはとても理解できるし、とても素晴らしいと思います。宜しく

お願いします。 

○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す。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            では他に気が付いた点はございますか。はい、お願いします。 

○高木委員○高木委員○高木委員○高木委員        高木です。４ページの図の色分けなのですが、栄養バランス『野菜』と家

族、友人、知人『団らん』の色が一緒になっているのは、先ほど説明があったのかもしれ

ないですが、何故ここだけ一緒なのだろうと。『ふれあい』と『環境』は薄いですが色分け

がされていて、『野菜』と『団らん』はされていないのは意味があるのでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        印刷の質が悪くて大変申し訳ありません。色分けは、実際の原稿ではされ

ておりまして、刷ったのが庁内の紙とコピー機で、そこの細かい色の濃淡までが出せなか

ったのです。申し訳ございません。濃淡がわかるようなものにしまして、パブリックコメ

ントを得る時は図を確認します。申し訳ありません。 

○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員○佐久間委員    今の４ページのところなのですが、現計画の３ページに同じ

“Koganei-Style”が載っていて、ここには色分けは特にないんですね。色分けする必要は

ありますか。逆に色分けをするから、わかりづらくなるのではないでしょうか。例えば、

真ん中の“Koganei-Style”だけ色を付けて、それ以外の部分は多分色分けしても限界があ

るので、同じように出てしまうと思うのですよ。現計画の３ページの１番下のところには、

色分けがないので、逆に色分けにする必要はないのではないでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        そうですね、４つの異なる分野が重なり合うということで図として表現を

強調したかったというところで、今回少し色分けをしてみたのですが、本番の製本も白黒

なので、ここは逆に色を抜いて重なりあっている部分だけ濃淡つけるというのも、そっち

の方がわかりやすいのかもしれないですね。図を比較してみて確認をさせていただきます。

ありがとうございます。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            他にありますか。はい、お願いします。    

○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員        鈴木です。１７ページの表で、３番と５番が「小４・中１共に」と書いて

あるのですが、右側の現状値をみると、小中学生一緒になっているので、「小４・中１共に」

というのであれば、別々に出さないとわからないのかなと思いました。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        現状値の出し方、パーセンテージを小・中分けて出すということですか。    

○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員        はい。「共に」と書いてあるので、別々じゃないとわからないかなと。あと、

小学生は、給食や家庭での食事は全部作ってもらってそれを食べるので、４２．９％が食

事のバランス等に気を付けているということだと、評価はＣなのですが、実際は結構現状

は良いのかなというふうに感じました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございます。では他にございますか。    

○高木委員○高木委員○高木委員○高木委員        高木です。同じく１７ページの、前回のアンケートの話になってしまうの

ですが、前会議でも松井委員が意見でおっしゃっていたように、今回アンケートをとった

学校が、私も一市民として普通の公立小学校、中学校でとるべきだったのではないかとち
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ょっと思っていて、やはり国立の学校に行かれている保護者さんは意識が高いという一般

的な見方があるかなと思います。今回、数値としてすごく高くても、次回のアンケートを

とる時に別の場所でとると、また数値の比べ方が変わったりするのではないでしょうか。

同じ学校でまたアンケートをとれば、数値の上がり下がりもうまく見られると思うのです

が、そのままずっと国立の学校でアンケートをとり続けるのかというのも、ちょっと私は

疑問に思ってしまって。アンケートの話を今更持ち出して申し訳ないのですが、意見とし

て言わせていただきました。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        事務局です。アンケートにつきましては、市内の公立の小中学校にもご協

力をいただいているところではございます。こちらのアンケートの実施内容につきまして

は、８月１日の審議会でお諮りした内容でございます。アンケート実施後、皆さまから意

見をいただきまして、次回の計画作成の時にもアンケートを実施することになるかと思い

ますが、もう少し時間の余裕を持って皆さまにお諮りしまして、なるべく早くアンケート

の実施内容についてご審議いただければと思いますので、次回に向けた反省点として受け

止めたいと思います。ご意見ありがとうございました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            ありがとうございます。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        今のアンケートのことにも絡むのではないかと思うのですが、アンケート

を基にして指標を立てている部分もありますので、アンケートの内容によっては指標の言

葉選びとか位置付けがだいぶ変わってくるのかなというふうに思います。ひとつその具体

的な例が、例えば、地場野菜を食材に利用する市民ということで、アンケートでは地場野

菜を実際に購入したことがあるかという項目でなされていたと思うのですが、公立の小金

井市の小学校、中学校は地場野菜を給食に使っているので、そういう観点で見てしまうと

１００％になってしまうのですね。だから、子どもが意識しているか、親が意識している

か、それをわかっているかによって違ってくるかと思うのですが、捉え方によってすごく

数値も変わってくるというのは、そういうこともあったりするかなということがひとつあ

ります。 

あと、例えば食品ロスの軽減なのですが、この文言については審議会で諮ることが出来る

のですが、では実際どうしていくかという話を全体の人に意識してほしいという場が、や

はりこういう場でしかないかと思うので敢えて言わせていただくと、「食品ロスの軽減のた

めに活動している市民」というこの「活動」という言葉をどう捉えるかです。市民活動の

ように団体じゃなければ活動していないように捉えてしまうと、そういうところに所属し

ていないのでやっていませんというふうに捉えられてしまいがちなので、例えば、意識し

ているかとか、実践しているか、個人でもやれることをやっているかどうかということの

ほうがむしろ大事ではないかと思います。１８．９％という数字の中にはそういうふうに

意識された方もいらっしゃるのかなというふうに思います。例えば、具体的にどこかに個

人でできる食品ロスを軽減する方法が、媒体を使ってもよいのですが、何かの形で示され

ていれば、それをやっているだけで、自分はやっているというふうに意識ができると思い
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ます。この言葉と、項目の書き方というのも重要になってくるかなと思います。 

１７ページの２番と３番の、例えば、「毎日きちんと朝食を食べる」「家族と一緒に食事

をする」というのは、具体的にしているか、していないかという評価だけですので、市民

の方もわかりやすいと思うのですね。していれば○、していなければ×というふうにわか

りやすい項目だと思うのですが、例えば、５番と６番「食事のバランス等に気を付けてい

る」「地産地消を取り入れる」というのは、先ほどの野菜の話ですけれど、購入しているか、

していないかだけで測るのかということもありますし、食事のバランスというのは、その

人の考え方によってずい分違ってくるもので、自分の食事はバランスがとれているという

人でも実はとれていないのではないかという、少しあいまいな部分もあったりするので。

今後、事業者でも各種団体でもいろいろな課でも意識していかなければいけないことだな

と思うのですけれど、実際に地産地消とは何か、実際に何をやれば食事のバランスをとれ

ていることになるのかというのを、どこかで示していかない限り、永遠にＣ評価のままだ

と思うのですね。朝食についても、朝食のＣは目標値を１００％にしている以上、多分永

遠に続くのではないかというＣなので、意識レベルが高いのは素晴らしいと思うのですが、

１００％には永遠になりえないと正直思ってしまうところがあるので、今後５年間１０

０％でやっていくのは少し厳しいのではないかと正直思うところであったりします。例え

ば、共働きで両親とも忙しく、朝早く出て夜遅く帰ってくる家は、一人っ子の場合は兄弟

もいないので、満足に親と一緒に食事を取る時間がないという子もきっといるでしょうし、

そういうことを考えるとなかなかクリアしていくのが難しいのかなというふうに受け取り

ました。以上です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長   はい、ありがとうございます。１００％というのは、やはり市側としては

こうしてほしいという要望ですよね。もしこれを避けるとしたら、９０にするのか８５に

するのか、そこの数値を今度また大いに考えないといけないので、やはり望ましい数値を

市側はあげざるを得ないかなと思います。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        事務局です。ご意見ありがとうございます。アンケートの聞き方によって

は、パーセンテージが変わったり、指標の数値が変わるというところは十分ございますの

で、アンケートの聞き方はもう少し工夫をして、皆さまのご意見を取り入れる時間をしっ

かり取れるように、事務局としても準備をして、今後の課題として受け止めております。 

朝食の１００％の指標に関してでございますが、都も国も、３２年度まで、これは永遠

に指標として残すというところもあるかと思いますが、朝食を一人で食べている子をゼロ

にするということで、ずっと掲げている目標というところがあるので、会長がおっしゃら

れた通り、こちらは国と都に合わせた指標とさせていただいたところでございます。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        わかりました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            食事バランスについては、私も大学などで朝ご飯に何を食べてきたかと聞

くと、やはり牛乳とパンだけとか、本当にバランスがとれてないというのがあるので、や

はりどういうものを食べたらバランスが取れているのかというのは、早急にこういう場で
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考えて、発信していくのは大事かなと思います。主食、主菜、副菜、それをあげるのが１

番簡単かなと思うのですけれど。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        すみません、続けて申し訳ないのですが、文章の文言の中に、例えば具体

的な何かを全部入れるのは難しいとは思うのですけれども、今、先生がおっしゃられたよ

うに「とるのが理想です」とか「望ましいです」とか、先ほどの栄養バランスとか食品ロ

スの軽減についても、「意識して行動に移すことが大事です」とか「実践することが大事で

す」とか、そういう文章をちょっと入れていただくことができないかなと思います。その

実践の例をいろいろな場所で示していくと、市民はずっとわかりやすく、今後もしかした

ら数値も上がる可能性もあるかなと思うので、どこかに「実践していく」、「行動に移す」、

「意識する」というような文言を入れられないでしょうか。５か年計画の中で、次の目標

はそこだと思うので、一文としてちょっとどこかに入れていただきたいなというふうに希

望します。 

○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す。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            他にございますか。はい、お願いします。 

○島崎委員○島崎委員○島崎委員○島崎委員        調査は本当に難しいなと思います。国のほうでもゼロにするという目標そ

のものがおかしいのではないかと言われていたのを何かで見たことがありました。 

それから「バランスに気を付けている」という問についても、学校であるアンケートを

しようという時に、ちょっと余談なのですが、「旬を知っていますか」という問いかけにつ

いて、それだと本当に知っているかどうかわからないから、実際にいくつか野菜をあげて

みて、「この季節はいつでしょう」というふうに「春」「夏」「秋」「冬」と選択肢をもたせ

て、どこかに○をつけるというふうにしたら、知っていると思っていたことが全然違う答

えを書いてきたりしていて、質問の仕方によって、実態の把握は難しいなというふうに思

ったことがありました。なので、先ほどおっしゃった「主菜、副菜」であったり、食べ物

のグループではないのですけれど、聞き方とか、あと、行動の示し方とか具体的な表現っ

て大事だなというふうに、今ちょっとお話を伺いながら改めて思いました。 

食品ロスについてですが、これも今後に向けてなのですが、今回、食品ロスの状況とし

て書いてくださっているのは、「食事を残さず食べているか」ということのみなのですね。

実際に食べている子どもたちや食べている大人は、捨てないために食べているのかは、ち

ょっとわからないなと。おいしいから食べている、おいしくないから残している、それが

ゴミになる。これがゴミになるから最後まで残さず食べようとしているかどうかというの

は、多分、そこの意識の部分のところまでは推し測れないところがあるなというふうにち

ょっと思いました。最近急にクローズアップされてきた食品ロスなので、多分これからだ

と思うのですが、食品ロスの状況というのは本当に把握しようと思うと、食べる食べない

もそうですが、買ってきたものを捨てているとか、捨てないためにこういう行動をしてい

るとか、違う問いかけも今後必要になってくるのかなという気がしましたので、それは５

年後、時代がどうなっているかわかりませんが、食品ロスを扱う時には、もう少し文言を
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検討したほうがよいかなと感じました。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。他にありますか。 

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        廣繁です。小さなことをお尋ねしてもよろしいでしょうか。今、出てきて

いる１７ページの５番の「食事のバランス等に気を付けている」という項目の指標のこと

なのですが、現状値はアンケートの問題からとったということですか。「食事のバランス等

に気を付けている」小学生が４２．９％いるということなのですか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        小中学生のアンケートにつきましては、食事全般についての項目で、「平日

に１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回していますか」ということで、「主食と主

菜と副菜がそろった食事」イコール「バランスに気を付けている」という発想でとったア

ンケートになっています。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        ありがとうございます。これは前から使っている指標だから変えられない

ということですよね。そういうステップがあるのならば、どこかにそういうことがわかる

ようになっているのでしょうか。主食と主菜と副菜がそろった食事をしているということ

は、栄養バランスがとれている食事だということの考え方はあるので、それは了解です。

書きぶりは、食事のバランスに気を付けている小学生がいるのだということの驚きがあっ

て。すみません、私の主観です。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            それは、親が気を使っているというか、バランスのとれた食事をしている

小学生ですよね。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        それならば、先程来、ここの書き方ってすごく大事だねというお話を各委

員から伺っているのですけれども、これだと小学生が主体的に主食と主菜と副菜をそろえ

ているような感じがしてしまう。ただ、継続した指標ならばあまり変えることは好ましく

ないという部分もあると思うので、どこかに注釈なり入れたほうがよいかなと思いました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            「食事のバランス等がとれているか」ですかね。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        そういう感じです。    

○南会長○南会長○南会長○南会長            ここの項目の表記を変えられるかですね。変えられそうですか。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        指標に関しては継続したものになっています。確かに「食事のバランス」

というワードを、小学生にアンケートをとる時に何で測るかというところは、非常に難し

いところです。実際に保護者の方から食事は提供されていると思うのですが、提供されて

いる食事が主菜と副菜がバランスのとれた食事になっているのかどうかというところを、

小学生に聞くということも、やはり意味があるのかなというふうには思っています。小学

生のアンケートには、具体的に「主菜：肉、魚、卵、納豆などのおかず」「副菜：野菜のお

かず」というのを併記して、「平日に１日で主食と主菜と副菜のそろった食事を何回してい

ますか」という聞き方をしています。誰から提供されたか自分がそろえたのかではなく、

実際に小学生、中学生が口にしている食事で、主食・主菜・副菜がそろったものを何回食

べていますかというのが実際の回答の現状だとは思いますけれども。バランスのとれた食

事というのを、どういう物差しで聞くのかというところで、今回はこういった聞き方をさ
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せていただいたということです。また、小中学生に対して、バランスのとれたものを口に

しているのかどうかを聞く、聞き方に関して何かもう一歩の工夫とか、こういう表現が良

い、こういう注釈をつけた方が良いといったものがありましたら、また次回アンケートを

とる時に、アンケートの設問に関してご意見を賜れればと思います。    

○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員○廣繁委員        家庭科教育の前の年代なので、わかるのかなと思ったりしたのが発端だっ

たのですが、次回につながることであれば。わかりました。ありがとうございました。    

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        松嶋です。重ねた意見だと思いますけれども、やはりパブクリックコメン

トを求めるということであれば、この数字がどこに相当するのかをきちんと書いたほうが

いいと思います。私達が今ここで説明を受けてもわかりにくいので、パブリックコメント

では、この数字が何を根拠にどこから持ってきているかということを、何ページの何から

ということを記しておかないと、ただ見ていただいても意見が集まらないかなと感じまし

たので、パブリックコメントの求め方も精査していただきたいと思っています。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        事務局です。こちらの計画案の載っている図の何番からパーセンテージを

載せたかというのをわかりやすいように記すということで大丈夫でしょうか。    

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        そうですね。文言の中に、アンケート調査のこういう結果から、何を根拠

にというようなことも記載しないと、この数字がどこから引っ張られてきた数字なのかが

市民の方にはわかりにくいのではないでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        わかりました。ありがとうございます。レイアウトを含め検討いたします。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        先程の話に戻ってしまい申し訳ないのですが、１７ページの５番の「食事

のバランス等に気を付けている」の項目を、「バランスのとれた食事をする」というシンプ

ルな言葉に変えることはできないでしょうか。そもそも気を付ける、気を付けないという

ことを小学生が主体的にしているかどうかということもありますし、気を付けているけれ

ど出来ていないということを項目としてあげるのはどうかなということと、項目に「等」

という言葉を安易に使ってしまってはいけないと思うのですね。ざっくりした言葉になり

ぼやけてしまうので、「バランスのとれた食事をする」という項目にして、その中に「改善

意欲のある市民」が６０％いるというふうに、もう少しシンプルな言葉に変えるというの

は難しいでしょうか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        その項目に関しては、なるべくシンプルにはっきりとしたほうがよいかと

思いますので、アンケートのパーセンテージや設問の聞き方をもう１度再度精査しまして、

そういった変更が可能かどうかを確認させてください。可能な限り対応させていただきま

す。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        はい、ありがとうございます。 

○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、この件については以上で終了ということにして、次の「今後のスケジュール」、「パ

ブリックコメントについて」に移りたいと思います。では、まず事務局から説明をお願い

致します。    
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○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長     では、「第３次小金井市食育推進計画案に対する意見募集」という表紙と「パ

ブリックコメント説明資料」ということで、２枚の両面刷りの資料をご覧ください。今年

度の２月に、市長から本審議会に計画案の策定の諮問がございまして、それを受けて、小

金井市食育推進会議として計画案を今後３月に市長に答申を出すという流れになってござ

います。その答申をあげるにあたりまして、この小金井市食育推進計画案を食育推進会議

として、市民の方の意見を求めるというところが今回のパブリックコメントとなっており

ます。 

こちらは実際に市民の方に配布する内容となってございます。１月２３日の月曜日から

２月２１日の火曜日の１か月間を意見の募集期間としております。対象は、市内に在住・

在勤する方、市内に事務所もしくは事業所を有する法人、その他の団体からも個人からも、

募集をかける予定になってございます。こちらの意見等、検討結果の公表に関しましては、

２９年の３月を予定してございます。開示場所に関しましては、市内の各公共施設等で配

布をする他、市のホームページでも案内を載せまして、また１月１５日号の市報に意見募

集ということで掲載をする予定になってございます。 

意見募集の募集要項については、この両面刷りのもの１枚なのですが、実際の計画案の

説明として、また食育推進会議というのはどういう団体なのかというところで、付属の説

明の資料を付けたものが、左上に「パブリックコメント説明資料」と書いているものでご

ざいます。最初に計画の目的、今回作る計画策定期間など計画の概要ですね、冒頭ご説明

しました計画の基本的な考え方の図をこちらに掲載してございます。裏面のほうは計画の

構成を示しまして、実際にこのパブリックコメントの主体となっております本会議の概要、

設置年月日と現行の委員の皆さまの任期等を書かせていただいてございます。あと、食育

推進計画の検討の成果として、８月１日から本日に至る３回までの主な審議内容を書かせ

ていただいてございます。審議内容は、資料等、会議録を含めまして、過去のものにつき

ましては、ホームページで公開している状況でございます。 

パブリックコメントに関しましては、以上のスケジュールになってございまして、本当

にタイトなスケジュールで大変申し訳ないのですが、３月の頭に、また皆さまのご都合が

そろうお日にちに審議会を開かせていただきまして、その際に市長に計画案として答申を

するという流れにさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            はい、どうもありがとうございました。何か今の説明に関して質問はあり

ますでしょうか。 

○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員        鈴木です。細かいところなのですが、このパブリックコメント説明資料の

下の右側の「１３歳から２０歳代前半」の２０歳代前半が「２０代前半」でも良いのかな

と思いました。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        図の下のところですね。こちらは再度検討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            はい、ありがとうございます。他に何かご意見ありますでしょうか。 

○高木委員○高木委員○高木委員○高木委員        パブリックコメントの説明資料の件ではないのですが、今、鈴木委員から
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ご指摘があった図のところで私も今気づいたのですが、「生涯に渡る食育推進」の円の中に

「乳幼児と保護者」「学童期」「青年期から高齢期への取組」と書かれているのですが、「青

年期」に※印が書かれていて説明があって、それが「１３歳から２０代前半」となると、

ここに「成人期」だけが書かれていないですよね。引っかかる人はいないかもしれないの

ですが、２０代後半から高齢期に行くまでは、書かれていないのはどうなのだろうと、少

し引っ掛かってしまいました。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        事務局です。円の中に入る言葉の関係で、「青年期から高齢期」という「か

ら」を使うことによって、その期間の中の時間の継続性を表したところではございます。

レイアウト的に、あまり字を小さくしたくないというところもございまして、このような

表現とさせていただきました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            ありがとうございます。他にいかがでしょうか。あとから事務局のほうに

気が付いた点を言っても、時間的な余裕はありますか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        申し訳ございません。この計画案ですが、まとまらない場合は、会長にご

一任いただくという形でご了承をいただけないでしょうか。スケジュールが１月２３日か

ら市民の皆さまに公表するということでございますので、年初めからすぐに修正をさせて

いただいて、準備を整えたいところでございます。大変申し訳ございません。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            今日いっぱいぐらいなら間に合うかなという感じですよね。すみませんが、

この場で何かお願い致します。よろしいでしょうか。ではこの形で進めさせていただきま

す。 

本日の議事は以上で終了になりますが、次回の開催予定について、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        はい。次回、こちらのパブリックコメントをかけた後に、答申として、市

長に計画案を審議会から出すという形で、第４回目という形になるかと思います。皆さま

にはお集まりいただいてご審議いただくという時間がスケジュール的にもちょっと難しい

もので、パブリックコメント案がまとまった段階等で、データ等を送らせていただき、や

りとりさせていただきながら、計画案として何とか２月末には準備させていただいて、３

月の頭に審議会を開催したいと考えてございます。 

本日、たくさんのご意見等をいただきまして、誠にありがとうございました。ここから、

会長と文言等、ご意見等を精査させていただきまして、例えばご意見いただいた文言がや

はり元の計画案の方が正しい文言の使い方であるとなった場合は、このまま行かせていた

だく場合もございますけれども、会長にご一任いただくという形でご承認いただきました

ので、そのように進めさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございました。では、そのような段取りで準備を進めさせていた

だきます。よろしいでしょうか。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        本日、机上にお配りしましたカレンダーなのですが、こちらは農業振興連

合会が農業委員会と共同で作ったカレンダーでございます。農業祭で絵画コンクールが開
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かれていたかと思うのですが、市内の小学生が市内の地場野菜をテーマに書いた作品でご

ざいます。大変すばらしい作品が掲載されています。また、ちょっとした地場野菜の紹介

をした豆知識も載っておりまして、そちらは食育ホームページ編集委員の皆さま方に代用

案等を出していただきまして、作成に携わっていただいたところでございます。雀部委員、

鳥羽委員、鈴木委員、松嶋委員と、食育ホームページでご尽力いただいている委員の皆さ

ま、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。農業委員会のほうにまだカレンダ

ーの在庫があるということですので、もし何部か持ち帰りたいといったご希望がございま

したら、事務局までお知らせいただければと思います。 

すみません、１点お伝えするのを忘れておりまして申し訳ございません。アンケート調査

報告書をお配りしているかと思います。こちらは、前回の審議会でレイアウトをもう少し

見やすく、濃淡をつけて、大きくということで、レイアウトの調整をして濃淡をつけたと

ころでございます。表紙に「案」と書いてございますが、こちらの「案」をとりまして、

印刷製本をかけさせていただきたいと思っておりますので、製本できた際にはまた皆さま

に配布をさせていただきますので、宜しくお願い致します。以上でございます。 

○南会長○南会長○南会長○南会長        ありがとうございます。    

では、本日はこれで終了と致します。平成２８年度第３回の小金井市食育推進会議を終了

致します。皆さま、お疲れ様でした。 

 

―了― 


