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平成２８年度 第４回 小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時   平成２９年３月６日（月）午後２時～午後４時 

場  所   萌え木ホール３階 Ａ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  松 井 太 平 委員 

小 林 美 香 委員  廣 繁 理 美 委員 

佐久間 育 子 委員  鈴 木 祥 江 委員 

土 屋 直 己 委員   

 欠席委員   ４人 

志 田 尚 紀 委員  菊 谷   武 委員 

島 﨑 聡 子 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            皆さん、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。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

それではこれより、平成２８年度第４回小金井市食育推進会議を開催させていだたきます。 

まず初めに、委員の出欠と配布資料に関して事務局の方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、島﨑委員、渡辺委員、志田委員、

菊谷委員から欠席のご連絡をちょうだいしております。ただいま高木委員、土屋委員が少し

遅れて向かっております。本日、会長を除きまして、現在９名のご出席で、過半数以上を超

えてございますので、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、配布させていただいたものとして、「次第」、それから「第３次小金井市食育推進計
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画（案）」、また「第３次小金井市食育推進計画（素案）に対する意見及び検討結果について

（案）」、最後に前回の「平成２８年度第３回小金井市食育推進会議 会議録案」と、黄色い

用紙のアンケートの報告書の以上５点となってございます。何かお手元に資料がない方が

いらっしゃいましたら、事務局にお声がけをお願いします。    

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございました。 

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る議事録案で、ご自分の発言

内容を訂正されるところはございますか。 

また、訂正された箇所が正しく訂正されているかをご確認いただきたいです。 

よろしいでしょうか。では、了承される方は挙手をお願いします。 

 

（全員、挙手） 

 

 はい。ありがとうございます。 

もし追加で何かありましたら終了までに事務局にお願いいたします。 

それでは、議事の方に進めさせていただきます。本日は２題ありますが、前半と後半の２

部に分けて進めさせていただきたいと思います。１部目は（１）「第３次食育推進計画（案）

へのパブリックコメントにおける意見の結検討結果について」の確認を行いたいと思いま

す。３時くらいから「食育推進計画案」について、本審議会から市長への答申を行いたいと

思います。 

それでは１点目の（１）「第３次食育推進計画（案）へのパブリックコメントにおける意

見の結検討結果について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

○○○○平岡平岡平岡平岡係長係長係長係長     パブリックコメントを平成２９年１月２３日月曜日から２９年２月２１日

まで実施をさせていただきました。この間、２人の方から４件の意見の提出がありました。

意見の精査等につきまして、皆様には自主的勉強会や事前にデータの確認をしていただき、

検討結果についてということで、皆様の意見をまとめさせていただきました。お忙しいいと

ころ、ご協力いただきまして、ありがとうございました。    

 確認としまして、再度、こちらでご説明をさせていただきます。 

 １の「第２次計画の点検」で、今回の「評価がＡであったものへの定期的なフォローや再

評価が必要ではないでしょうか」というところで、実際、前回の目標から到達したものでも、

適宜、第３次計画においても、将来の評価が引き続きＡであることを確認していただきたい

というご意見でございました。 

 こちらの回答といたしましても、評価Ａであった「食育という言葉を知っている」という

項目を、目標を達成したという理由で１９ページの平成２９年度から３３年度までの新し

い指標とはしていませんが、計画の見直しに当たり行う「食育市民アンケート調査」におい

て、認知状況の変化については引き続き今後とも調査をしてまいりたいということを回答
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としてまとめました。また、その他に立てた指標で、ある程度達成したものに関しましても、

アンケート等を取りながら引き続き取組を行ってまいりますと回答としてまとめました。 

 ２番目が「小金井市における食育の基本方針」で、「地場野菜の地産地消の取組が積極的

でいいと感じました」というところで、一方で無農薬野菜を扱っているお店に対しての質問

でございました。無農薬に切り替える農家が増えればいいというところと、学校給食に無農

薬野菜を取り入れることで、小金井市が先駆けて広めていくという先駆的な役割を果たす

ということはいかがでしょうかというご質問がございました。 

 こちらに対しては「食の安全は小金井らしい食生活のキーワード「野菜」「団らん」「ふれ

あい」「環境」において、「環境」「食の安全・安心」として位置付けられている」という説

明を加え、小金井の食育推進計画でも「食の安全・安心」は重要であるとした上で、無農薬

野菜の生産に関しましては、生産面や生産量等の課題があり、すぐに全ての学校給食に無農

薬野菜を取り入れるのはなかなか難しい面もあるということを踏まえ、貴重なご意見とし

て参考とさせていただきますということで回答とさせていただきました。 

 ３つ目の清里山荘についてです。こちらは生涯学習課が清里山荘の取組を行っておりま

すが、食育推進の対象に含めていただきたいということです。清里山荘では、現場の食材の

活用など、教育現場ということもあり、食を扱うイベント等を展開しているというところで、

こちらで清里山荘も取組に入れてはどうかというご意見でございました。 

 こちらの回答といたしましては、林間学校等、学校とも連携しながら利用させていただい

ている清里山荘の施設がございまして、その中で、季節に応じた農業体験や団子づくり等を

実施されています。平成２９年度も引き続きこういった事業を実施していくということで

ございました。市民の方がこのような体験を積むというところが、食育の観点からも非常に

重要なことと考えているというところで、直接、清里山荘の取組を入れるかどうかは今後の

検討が必要ですが、進捗状況調査等で、どういった取組をしているのかなどを紹介させてい

ただければと思っております。 

 最後の４点目のご質問は、武蔵野公園の田んぼの取組で、不耕起冬季湛水農法を薦めたい

ということです。自然な生態系の中で、子どもたちが作物が育つ状況を学ぶ場になればとい

う紹介がありました。 

 作物が育ち、人がそれを食すという、環境と食という視点は従来どおり、小金井の食育推

進計画では大変重要な視点として指標に掲げているところです。本計画で該当するところ

としましては、生涯にわたる食育推進の中で行われている環境に関する施策の中で取り組

んでいるということで紹介をいたしました。 

 また、田んぼの利用法など個別具体的な取組に関するご意見につきましては、武蔵野公園

が都立の公園であるということなどを勘案し、ご意見として参考にさせていただくという

回答とさせていただきました。 

こちらの回答は皆様に事前にご確認いただき、まとめさせていただきました。こちらの回

答案で皆様のご承認が得られましたら、「検討結果について」の「案」を外させていただき、
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パブリックコメントの結果として公表させていただければと思っております。 

 事務局からは以上です。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございました。では、今の説明に何かご意見、ご質問はあります

か。 

 ないようですので、他に事務局から何かありますか 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長     では、この場をお借りしまして、皆様のお手元にお配りしました計画案をご

覧ください。１２月の時点でお示しした計画については、多分、絵が入っていなかったと思

います。なるべく食育の明るいイメージと家族の団らん、ふれあいというところで、余白の

所々に野菜や家族が食事をする絵を入れさせていただいております。 

 また、皆様から１２月にご意見をちょうだいいたしました。例えば、５ページ目の「食育

の認知」で、「言葉や意味を知っている」だったのですが、「言葉か意味を知っている」とい

うことで、食育という言葉を耳にしたことがあるという表現が正しく伝わるように、全体の

文章の中で「言葉か意味を知っている」で統一させていただきました。 

 また、２０ページの「施策の体系」で、それぞれの施策に番号をふったのと、「生涯にわ

たる食育推進」の「①乳幼児と保護者の食育推進」の「イ 保育所・幼稚園等」の表現を正

しく変えました。 

 注意書きに「各施策番号はＰ２２〜２８の事業名に対応しています」ということで、この

施策の体系に書かれているものが、次のページからの施策の展開を図表で示したものであ

るということを追加しています。 

 前回、パブリックコメントで図表に番号があったほうが示しやすいとご意見がございま

したので、図表に番号を入れました。 

 皆様に１２月に出していただいたご意見を新しく計画案に反映させていただきました。

こちらは本日、答申として審議会から市長に提出をさせていただきます。流れといたしまし

ては、答申として提出した計画案を庁内検討委員会等、庁内で検討をいたしまして、小金井

市食育推進計画ということで策定させていただく手続きに入りたいと思っております。 

 印刷部数は３００部程度を印刷いたします。また、指標等がすぐにわかるような概要版を

２００部程度、準備いたします。計画を見るのが大変でも、カラー刷りの概要版を用意して、

簡単に市民の方に手に取っていただけるようにしたいと思っています。３月末には冊子の

印刷ができあがりますので、次回の５月の最初の審議会で冊子の正式なものを配布したい

と思っています。 

 計画については以上のような手続きになっています。 

 事務局からの連絡としては、平成２９年度の食育月間行事についてでございます。昨年、

「歯と口の健康」を６月第１日曜日に保健センターで行うときに、食育月間ということもあ

りましたので、そこで食育のブースを作らせていただき、かなりの方に食育のパンフレット

等で食育の周知を図ったところでございます。 

 平成２９年度は６月４日日曜日に「歯と口の健康」を開催予定です。また昨年と同じよう
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な形でブースの場所を１か所お借りして、食育について皆様に触れていただくコーナーを

作りたいと思っています。そちらで食育月間行事としての取組を前年度と同様にさせてい

ただきたいと思っており、また、皆様からご意見等ございましたら、この場で承りたいと思

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した。食育月間について、何かご意見がありますか。 

○○○○酒井酒井酒井酒井委員委員委員委員        昨年は初めてだったので、規模としては小さいものになっていましたが、今

年は２回目なので、もう少し規模を大きくできないでしょうか。    

○○○○平岡係長平岡係長平岡係長平岡係長        今、歯科医師会と調整を図っておりまして、スペースを取って何か展示でき

るようになるかと思います。 

○松嶋○松嶋○松嶋○松嶋委員委員委員委員        去年、少しお手伝いをさせていただいておりましたが、人の流れがちょっと

もったいない感じでした。待ち時間があるところで開催できればと思いました。最後の方だ

とさっと通り過ぎるような感じでした。ちょっと人が溜まってゲームなどをやっていると

何人も通り過ぎていったので、人がゆっくり見やすい場所、順番なども考えていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。    

また、今現在、市民のボランティアの方を募集しましたところ、３名ほどご希望の方がい

らっしゃいました。小金井市で市民の方が食育の主体者として関わる、短い時間ではありま

すが、大切な機会と思っております。その方たちにもご協力をいただきながら運営をしてい

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。他によろしいでしょうか。では次に進まさせてくだ

さい。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        次に、今まで食育推進委員として貢献していただいておりました鈴木委員

が３月いっぱいで市外に転居されるということで、こちらの委員を３月いっぱいで辞退さ

れるということになりました。一言、よろしいでしょうか。 

○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員○鈴木委員        小金井に来て 5 年半ほどになるのですが、食育の活動をするのに、小金井

は畑もあり、市民活動も活発で、とても良い場所で、私も食育の会議に出ながら、子どもと

一緒に食に関する催しや畑の作業に参加したことで、関心がすごく高まり、良い経験をさせ

ていただきました。北海道に戻るのですが、そちらでも何か食育の活動に携われたらと思っ

ています。どうもありがとうございました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ありがとうございました。その他、何かご発言はございますか。 

○○○○雀部雀部雀部雀部委員委員委員委員        雀部です。先ほど食育推進計画案についてご説明いただいたのですが、２０

ページの「生涯にわたる食育推進」の「①」の「イ 保育所・幼稚園等」とお話しされたと

思うのですが、私たちに配られている資料は保育園のままになっています。もしかして、前

のものと同じかなと思います。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        すみません。確認します。 

○○○○雀部雀部雀部雀部委員委員委員委員        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        大変、申し訳ございません。新しいものに差し替えます。 
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 表紙の絵のところのお味噌汁ですか、こちらは削除させていただいて、絵はまた皆様にご

確認をしていただいて、食育の関係のかわいい絵があったら入れるということで。 

 私の説明が不足していまして申し訳ございませんでした。 

 こちらの５ページ目の「食育の認知」のほうはアンケートの質問の項目なので、こちらの

文言としてはこれで大丈夫だと思います。 

 １７ページ目の「第２次計画の点検」の最後の下から３行目のところで「食育という言葉

の認知は」というところで、言葉や意味の認知だったのですが、言葉自体の認知というとこ

ろで表現を揃えました。 

 あとは２０ページのご指摘いただいた「①」の「イ」の「保育所・幼稚園等」というとこ

ろと、「②」の「イ」が「学童保育所・児童館」というところが違っているというところで

す。２０ページを直したものと、表紙の絵を抜いて白いものにして、そういった形で答申の

ものとして準備をさせていただきたいと思います。大変、申し訳ございませんでした。 

 何か、お気付きの点がございましたら、修正いただければと思います。    

○鈴木○鈴木○鈴木○鈴木委員委員委員委員        ２０ページの「施策の体系」のところで「Koganei-Styleの地域展開」が２

１ページの「Koganei-Styleの地域展開」と同じだとしたら、２０ページに（１）とつけた

らわかりやすいのではないでしょうか。 

 「生涯にわたる食育推進」は２３ページだと（２）なので（２）「生涯にわたる食育推進」

とすると対応して見やすくなるのではないかと思います。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        ページ数をここに入れるという案も以前ちょうだいしていたのですが、そ

こで見にくいという意見がありまして、こういった形になりました。 

 ２０ページの地域展開というところで、（１）（２）のところのみで大丈夫ですか。 

○高木委員○高木委員○高木委員○高木委員        今の議題からさかのぼってしまうのですが、「歯と口の健康」のイベントの

件で言えなかったことがあって、松嶋委員の意見を受けて、けっこう並んでいるブースがあ

って待ち時間、空き時間が出ることがあります。当日は歯科医師会との関係もあると思いま

すが、張り紙とか歯科医師会の邪魔にならないようにということでした。難しいとは思いま

すが、スライドなどで小さく紹介できたら、設けなくてもいいし、設けないといけなくても

人も何人も必要ではなくなったりして、伝えやすいのではと思います。 

○松嶋○松嶋○松嶋○松嶋委員委員委員委員        検討が必要な感じではありましたよね。去年は初めてだったので、不行き届

きだったと思います。時間も場所も。もう少し待てるスペース、流れがあれば並んでいただ

けたかなと思いました。 

○高木○高木○高木○高木委員委員委員委員        例えば、環境は違いますが、乳幼児の健診、１歳児健診などで待っている時

間を使って歯と口の健康の説明や、間の時間をうまく使って食のことを伝えたりというこ

とが行われていたこともありました。それも健康課でやっていることなので、参考に。待ち

時間の間に大人だともっとやりやすいと思うので、大講堂を使ったりしてやっていました。    

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        多分、去年は初めて「歯と口の健康」にブースを出させていただいて、参加

される方も「歯と口の健康」だと思って来ているから、次々にそこに行きたいというのがあ
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ったと思います。だんだん周知されてくれば、その中に食育のコースもあって、流れの中で

見てみようかという雰囲気がだんだんできてくるかなと思います。プラス思考なのですが。    

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        試みは良かったです。気づかれただけ、どのくらいとれるかなという凝縮し

た感じでした。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        おっしゃったとおり、場所と順番が検討できれば、流れを作れるのではない

かと思うのですが、これからの検討のようですね。キッズカーニバルのところに「歯と口の

健康」を作りますと言ってもらえるといいのですが。    

○土屋委員○土屋委員○土屋委員○土屋委員        キッズカーニバルが後なので、多分無理だと思います。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        今、ご意見が出ました、先ほどの「施策の体系」のところの（１）（２）を

入れるという案なのでが、ここに入れますと、「施策の体系」に「２２から２８の事業名に

対応している」と注釈は入っているものの、１８ページの（１）のことを指しているのかな

ど、体系図なので逆にわかりづらくなってしまうというご意見を承りました。これはあくま

でも施策の体系図で目次ではないので、（１）（２）はないほうが誤解が生じないとご意見を

承りましたので、いかがでしょうか。 

○鈴木○鈴木○鈴木○鈴木委員委員委員委員        はい。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        貴重なご意見をありがとうございました。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            ではもう一度「歯と口の健康」のところで。    

○佐久間○佐久間○佐久間○佐久間委員委員委員委員    先ほど、「歯と口の健康」でブースがもうちょっと広げられないかというお

話をいただきました。検討させていただきたいと思います。また乳幼児健診等を行っている

ときに、お子様が小さいので、なかなか待ち時間をジッとしていることができないため、本

を読んだり、ＤＶＤを見ていただいたりして、少しでもそこで時間を過ごすことができるよ

うな工夫をしているところです。先ほどのお話が出たのはこの関係かなと思っています。 

 ブースの設置については去年始めたばかりですので、場所の広さについてはもちろん追

加させていただきますが、動線のこと、少しそこで止まっていただく工夫も含めて、歯科医

師会の先生方とお話しさせていただきたいと思います。 

 歯科医師会の主催であり、市の共催ということなので、なかなか難しいこともあると思い

ますが、先生方のご協力をいただきながら検討させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            それでは市長がいらっしゃいましたので、事務局のほうで進行をお願いい

たします。 

○當麻課長○當麻課長○當麻課長○當麻課長        それでは今回、手違いがございまして申し訳ございませんでした。ここから

事務局が進行させていただきます。 

 ただいまより、「第３次小金井市食育推進計画案」の答申を行います。会長、市長、前へ

お願いいたします。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            平成２８年度に審議されました「第３次小金井市食育推進計画案」を作成い

たしましたので、提出させていただきます。 
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○西岡市長○西岡市長○西岡市長○西岡市長        ありがとうございます。 

 皆様、こんにちは。小金井市長の西岡真一郎でございます。 

 今日は、皆様方に大変ご熱心に審議をいただきました。「第３次小金井市食育推進計画」

に関します答申をいただきます。 

 「第３次小金井市食育推進計画案」の作成にいたりましては、タイトなスケジュールの中、

小・中学生、市民アンケート、パブリックコメントを実施され、市民の皆様方からの意見を

踏まえ、闊達、ご熱心な議論をいただきましたことに心よりお礼と感謝を申し上げます。あ

りがとうございます。 

 市民アンケートでは食育というキーワードが９３．１％の市民の方々に周知され、また、

家庭で子どもに良い食習慣を身につけさせるよう意識されている市民の方々が５８．２％

に上るとの結果が得られました。第１次計画策定から９年間が経過しましたが、食育がここ

まで市民の皆様方に普及したことは、皆様方の食育推進への熱い思いとご尽力の賜物だと

実感しております。ありがとうございます。 

 今回、新しい計画には近年問題となっています食品ロスの軽減が指標に入れられたと伺

っております。小金井市食育ホームページでも食品ロスについての情報発信をしていると

ころですが、環境に配慮した視点を強化することは小金井らしい食生活、「Koganei-Style」

の人づくり、まちづくりの推進に欠かせないものです。食品ロスにつきましては環境の方で

先行する形で、昨年の市民祭りから試行的に実施をいたしまして、来年度も続く予定でござ

います。 

 また、先般、私は小池東京都知事とインターネットで公開されている中で意見交換をさせ

ていただきました。冒頭、小金井市のまちを知事にピーアールするに際しまして様々なこと

をぶつけたのですが、私としては小金井市においては都市能力と食育を大切にするまちを

目指しておりますという決意表明をさせていただきました。 

 また、学校給食の分野におきましては、小金井の地場産野菜をこれまでよりももっとたく

さん活用させていただけるような取組を来年度からスタートいたします。まず、学校教育関

係者と農業者の方々と意見交換をスタートいたしますが、学校給食で利用される地場野菜

の数値を少しでもあげて、そして、給食を通じて地場野菜の大切さ、土地農地の大切さを訴

えていけるような取組を行ってまいりたいと思っています。 

 食育推進会議の皆様にはこの新しい計画に基づき、市民が健全で豊かな食生活を実践す

るための推進策を引き続きご検討いただき、私ども行政とともに「Koganei-Style」の地域

展開を進めていただきたいと思っています。 

 J:COMで私も出ている「長っと散歩」という番組があります。食育に少しでも関連する

ような話題、人、スポット、取組を市内外に紹介していきたいと思っています。 

 このたびはご熱心なご議論、本当にありがとうございます。そして、意義のある計画案の

答申をいただきましたことに感謝を申し上げます。今後も皆様と一緒に頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。    
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○當麻課長○當麻課長○當麻課長○當麻課長        以上で「第３次小金井市食育推進計画案」の答申を終了いたします。市長、

お忙しいところ、お時間をいただきまして、ありがとうございました。市長は公務がありま

すので、退出いたします。    

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        今、皆様のご協力を得まして答申をさせていただきました。ありがとうござ

いました。こちらの不手際があり、本当に申し訳ございませんでした。差し替えさせていた

だいたところと、表紙の絵につきましては早急に代替えのイラストをピックアップいたし

まして、それを皆様に電子メールで確認していただき、ご了承いただければ印刷をかけてい

きたいと思います。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            では第１部ですが、他にご意見はございませんか。終了してよろしいですか。 

では、第１部議事の（１）を終了させていただきます。 

 次回の開催予定について、事務局からお願いします。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        次回の開催予定でございますが、５月ごろを予定しております。ちょうど食

育月間の前の時期に一度、開かせていただきたいと考えておりまして、また皆様のご都合等

をお聞かせいただければと思っております。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。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        あと１点、来年の審議会で取り上げて欲しいテーマ等、例えば、新しい指標

に加わった食品ロスについて皆様でどういうものなのか研究したいなど、そういったご意

見等ありましたら事務局までお知らせいただければと思いますので、お願いいたしします。 

○○○○南南南南会長会長会長会長            それでは議事（２）の答申については終わりましたので、議事（３）のその

他については何か提案をするようなことはありますか。 

○平岡係長○平岡係長○平岡係長○平岡係長        もしよろしければ、計画案を皆様でこの１年、慌ただしい中で策定していた

だきましたので、一言ずつちょうだいできればと思いますが、いかがでしょうか。 

○○○○南会長南会長南会長南会長            いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○雀部委員○雀部委員○雀部委員○雀部委員        雀部です。タイトなスケジュールの中というのは、本当にそのように進んで

きたなあと思いますが、回を重ねるたびにより具体的に審議された内容がきちんと反映さ

れているというのは感じていますし、食育も最初に比べると随分認知度は上がってきたと

思います。 

 まだまだだと思えば、まだまだな部分もありますが、それと同時にかなり達成されてきた

部分も多く、市民の方にも食育が広がっていることは日々感じております。できればここま

で育てた食育推進計画ですので、広く市民の方に知っていただけたらと思います。ありがと

うございました。 

○松嶋○松嶋○松嶋○松嶋委員委員委員委員        松島です。みなさん、ありがとうございました。雀部さんがおっしゃたよう

に食育という言葉が小金井市でも周知されているのをひしひしと感じております。やはり、

食というのはみんなが食べることですので、生きていく上でとても大事だということもあ

るのですが、その知識を周知していくことがこれからも大事なのだなと実感しております。

食育という言葉の周知率はこのアンケートを見て、大変驚きました。 
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 食というのはすごく個人的なことでもあり、いろいろなご事情の方がいると思うので、ひ

とくくりにはできないので、いろいろな観点からいろいろな方のご事情を踏まえて知識を

周知していくことが大事だなと感じています。これからもよろしくお願いします。    

○鳥羽○鳥羽○鳥羽○鳥羽委員委員委員委員        鳥羽と申します。私もちょっと食育に関わっておりましたが、改めてこちら

で委員をやらせていただき、１から勉強をさせていただきました。市の職員の方々が、影の

努力といいますか、私たちの先頭に立ってやっていらっしゃるのを目の当たりにいたしま

して、改めて感謝申し上げております。 

 今回、いろいろと勉強になりましたが、これを踏まえて新年度にも頑張っていきたいと思

いますので、またよろしくお願いいたします 

○鈴木○鈴木○鈴木○鈴木委員委員委員委員        鈴木です。この計画を立てるのに携わらせていただいて、こんなふうに行政

と市民と一緒に計画を立てているのだなと、とても勉強になりました。 

 食育というのも、行政から一方的な感じではなく、市民レベルでも食に対する催し、取組

が活発で、小金井は食への関心がとても高く、これからもいい活動ができて、食育がさらに

盛り上がっていくのではなないかと思えるような計画になったと思います。ありがとうご

ざいました。 

○高木委員○高木委員○高木委員○高木委員        高木です。毎回会議で勉強させていただくばかりで、委員の皆様の熱心なご

意見や活動を伺わせていただいて、本当に勉強になるばかりで、協力できたのかなと思って

います。 

 食育という言葉が認知されてきたのは素晴らしいことだと思うのですが、反面、酒井先生

がおっしゃっていたとおり、食育という言葉がなくても、昔から当たり前にやってきたこと

を、社会の複雑化でいろいろな事情、状況が出てきてできなくなった当たり前のことがもっ

と当たり前にできていくといいなと。それが理想だと思うので、それに向けてもっともっと

進めたらいいなと思います 

○小林○小林○小林○小林委員委員委員委員        小林です。今年度から参加させていただいて、皆さんの意見を聞くばかりだ

ったのですが、当たり前のように食育という言葉が私にはあって、こうやって皆さんがずっ

と給食に地場野菜を取り入れようなど、そのようなことをやってくださったおかげで私の

周りに食育という言葉が身近になったのだなとわかり、とても勉強になりました。 

 また、来年度からはさらに勉強して、もっと賢くなりたいと思います。 

○土屋○土屋○土屋○土屋委員委員委員委員        土屋です。今回の食育推進計画の中身が私たち農家の方からしてみるとな

かなか難しい内容が含まれているなと。先ほど話があったように、学校給食、地産地消、無

農薬というのは全てをやっていくにはかなり大変な話になっていくのですが、やはり市民

が望んでいるということを考えてみると、私たちの方も取り組んで考えて協力していかな

ければと思いました。 

 まだまだ始まったばかりといったところですが、いろいろな面で今後も協力できたらと

思っております。ありがとうございました。 

○松井○松井○松井○松井委員委員委員委員        松井です。お疲れ様でした。市民の方の関心の高い分野かと思います。さき



11 

 

ほど、土屋さんが言われたとおり、取り入れていくのがなかなか難しい分野でもありまして、

コストの面ですとか、いろいろな点からなかなか難しいことです。 

 周知に関しては、従事者がご協力できる部分もあるかと思います。この辺のものが、まだ

まだできていないという反省も含めまして、次期に向けて取り組みたいと思っております。

皆様、お疲れさまでした。 

○廣繁○廣繁○廣繁○廣繁委員委員委員委員        廣繁でございます。委員の皆様、事務局の方々が「Koganei-Style」という

独自の切り口で食育を発展させていこうとご尽力なさっている様子に敬服いたしておりま

す。この素晴らしい計画が市民の方にさらに広まり、小金井市の食育が一層深まりますよう、

微力ですが、こちらも一所懸命勉強させていただいて、努力してまいりたいと思います。 

 １年間、大変お世話になりました。また、よろしくお願いします。 

○佐久間委○佐久間委○佐久間委○佐久間委員員員員    佐久間でございます。さきほどのお話に出ましたように、食育につきまして

は以前からあったはずなのですが、核家族化が進む中でそれぞれのライフスタイルもだん

だん変わってきまして、ジャンクフードが多くなってきたりとか、なかなか食に対する大切

さが忘れ去られてきたのだとと思います。そういった中で小金井市が食育に関する計画を

立てて、市民の方に少しでも心身の健康のために食は非常に大事なのだということを広め

ていければと思っています。 

 さきほど、市長から市民の方々と共にというお話がありましたが、今、市役所の中では市

民参加であるとか、市民協働であるとか、市民と一緒になっていろいろなものを作っていき

ましょう、施策を進めていきましょうという働きかけがあります。まさに食育推進会議はそ

れがうまくいった例ではないかと思っていまして、所管をしている私としては誇らしく思

っています。今後もこの計画をもとに少しでも多くの市民の方々に食育ということを知っ

ていただくとともに、計画を着実に推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

一年間、ありがとうございました。 

○酒井○酒井○酒井○酒井委員委員委員委員        酒井です。本当にこの推進会議に来て、刺激を受けながら、いろいろなこと

があったのですが、今年はスタートがなかなか切れなくて、事務局も大変だったと思います。

平成１７年に食育基本法ができてから、今年で１２年目になりますね。さきほど雀部さんも

おっしゃっていましたが、最初の頃は何をどうしていいかというのが本当のところだった

と思います。それがだんだんと道を一歩ずつ作ってきたのが食育推進会議で、行政の事務局

の方もそうですし、いろいろな課の方も一緒になってやってきてここまできたという感じ

がしています。さあ、これからまた、みんなで頑張ってやっていこう、スクラムがだいぶ組

めてきたから、もっと楽しく大きなことができるのではないかなと期待をこめて、来年度も

よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            南です。１年間、どうもお疲れ様でした。この１年を振り返ると、予算が降

りるのが遅くて、しかも年度内にまとめるという大変な、押せ押せのスケジュールで、昨年

度に比べればすごくエキストラな時間をここに使ったかなという気がします。私の専門分

野である栄養学から言わせると、食べ物を食べるというのは第一の機能としては生命維持、
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健康維持なのですが、今のテレビなどでは、安くて美味しいものばかり取り上げられてしま

っているので、学生たちの興味もそこにしかない。バランスのよいものを食べないと体調が

悪くなるという発想が思い浮かばない状況です。食育推進は授業でもやっていますが、いろ

いろな分野から攻めていかないと、今の若い人に届かないかなと思います。 

 それから私事ですが、今、学芸大学の小金井中学校の校長をやっていますが、同窓会会長

が農林水産省の食育担当の方です。その方とお話しすると、農水省ではいい施策をいろいろ

やっているのだが、それが一般の人に全然伝わらない、どうしたらいいのかというので、最

近では女性が読む雑誌に有名な女優を起用して食育対談をやってもらおうかという話をさ

れていました。私としては家庭科の教員を作る立場でもありますので、家庭科の時間でそれ

を充実させていけるととてもいいのですけどねと話をしていたのですが、実は家庭科はど

んどん実数が減らされている。おまけに昔は衣食住の三分野だけをやればよかったのを、今

は老人福祉や幼児、家庭経営などいろいろな分野が入ってきて食の時間が減ってしまいま

した。それで、子どもたちが栄養の知識を学ぶことが減っているのですね。今の若い人も学

校で、座って得る知識は一昔前の人に比べて格段に落ちていると思うので、社会の中でじわ

じわと教えていくようなシステム作りをしないとまずいなと思っています。付属中学の使

命の１つとして、地域と協働して授業をする、地域に貢献するということがあり、このアン

ケートにちょっと協力させてもらったという経緯があります。学生は作業がなかなか遅く

て、やっとこの間、市の小中学校と付属の小中学校とで違いがあるのか検定してもらったの

ですが、差はありませんでしたので、そのままの形で提出させていただいていいかなと思い

ます。 

○酒井委員○酒井委員○酒井委員○酒井委員        今回はアンケートで事務局も苦労したと思うのですが、毎回、アンケートを

とるので苦労していると耳に入ってきています。どうにか学校の方々に協力を得られるよ

うな方向性はできないものかとずっと行政側も悩んでいるところだと思います。何か突破

口を見つけられないかということで、いろいろな分野の方がいらっしゃるので、悪いことを

しているわけではなく、皆さんにとってもプラスになることで、学校にとっても悪いことで

はないという点をどうにか理解していただけるような方法はないかと少しずつみんなで考

えて協力しあって、学校のドアをこじ開けたいと思っています。 

 皆様も何かの機会に学校関係者の方とお会いした時には、食育を通じて協力しあってや

っていきましょうという、何か働きかけをそれぞれがしていただければと思います。 

○南会長○南会長○南会長○南会長            では、他にご発言がありますか。 

○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員○松嶋委員        こちらの案の概要版を作るときに、できればそこに、食育コーディネータが

設置されていて、誰でも気軽に利用できるという一言を添えていただければと思います。 

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

 ないようでしたら、本年度の小金井市食育推進会議は全て終了ということにさせていた

だきます。皆様、お疲れ様でした。 

○當麻課長○當麻課長○當麻課長○當麻課長        今回はお忙しいところ、お時間をいただきましてありがとうございました。



13 

 

今回につきましては手違いがございまして、ご迷惑をおかけしました。 

 来年度も一所懸命頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも引き続きのご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

―了― 


