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平成２９年度第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２９年５月２２日（月）午後２時００分～午後２時５８分 

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 

  委 員   髙 木 有 希 委員  鳥 羽 浩 子 委員 

  委 員   松 嶋 あおい 委員  小 林 美 香 委員 

  委 員   菊 谷   武 委員  土 屋 直 己 委員 

  委 員   松 井 大 平 委員  廣 繁 理 美 委員 

  委 員   佐久間 育 子 委員   

 

 欠席委員   ３人 

委 員   島 﨑 聡 子 委員  志 田 尚 紀 委員 

委 員   須 崎   登 委員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員 

 健康課長                  石 原 弘 一 

 健康課係長                 平 岡 美 佐 

 健康課主任                 田 中 昌 子 

 健康課主事                 牧 野   恵 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍 聴 者  １人 

 

（午後２時００分 開会） 

 

○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ます。 

 本日はお忙しい中、しかも、大分暑くなってまいりましたが、お集まりいただき、ありがとうござい

ます。これより平成２９年度第１回小金井市食育推進会議を始めさせていただきます。 
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 初めに、事務局のほうから委員の出席等お願いいたします。 

○平岡係長 本日の委員の方々の出欠でございますが、今日ご紹介さしあげる予定だった須崎委員と志

田委員、島崎委員よりご欠席の連絡を頂いています。今、松井委員はこちらに向かわれていて、ちょっ

と遅刻されているというところです。あと、公募市民の方、今現在１欠員というところで、会長を除い

て１０名のご参加となっていますので、現時点でも審議会としては成立することをご報告させていただ

きます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。本日、机上に配付させていただいたものといたしまし

て、次第、食育推進会議の名簿、意見・提案シート、健康増進計画策定に関する調査、また、前回の食

育推進会議の会議録案、歯と口の健康のチラシ、食育推進計画とその概要版を皆様のところに配付させ

ていただいております。また、菊谷先生のほうから資料のご提出がございましたので、今準備をしてご

ざいますので、後ほど配付させていただきたいと思います。 

 過不足等、何かございますでしょうか。もし資料が足りない等ございましたら、事務局までお知らせ

ください。 

 以上でございます。 

○南会長 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る前回議事録案で、ご自身の発言内容を

確認していただいていると思いますが、訂正などありますでしょうか。しばらく時間をとりますので。 

○平岡係長 わかりました。では、会議終了後ぐらいまでに、また何か変更等がありましたら、お声が

けをお願いいたします。 

○南会長 それでは、今年度から食育推進委員になられた方については、まだいらしていないというこ

とですか。 

○平岡係長 はい。一応、ご紹介だけさせていただければと思います。資料１をごらんください。食育

推進会議の委員名簿を更新させていただいております。 

 本日４月１日現在で、東京むさし農業共同組合の小金井支店の渡辺委員が人事異動の関係で異動され

まして、新しい委員としまして須崎登様が任命されてございます。小金井市の規則で、委員の補欠の場

合は前任者の残任期間とするということで定めをしてございますので、渡辺委員の残任期間でございま

す平成３０年１月３１日、皆様と同じ在任期間まで、須崎様にお願いする予定でございます。 

 また、今欠員となってございます公募市民の方に関しましては、５月１日付の市報で募集をかけさせ

ていただいております。新しい公募市民の方は、７月１日から来年の１月３１日末までということで、

今月末まで募集をかけている状況でございます。また詳細が決まりましたら、皆様にご報告申し上げま
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す。 

 それから、４月１日現在、健康課のほうで人事の異動がございまして、健康課長が、當麻から石原に

かわりましたので、一言ごあいさつ申し上げます。 

○石原課長 ４月１日付で健康課長に参りました石原と申します。前任は教育委員会の生涯学習課にお

りました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○平岡係長 事務局からは以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、次に、意見・提案シートの提出があったそうなので、事務局から、その説明をお願いいたしま

す。 

○平岡係長 事務局です。資料２をごらんください。意見・提案シートのご提出が１件ございました。

５月１１日に収受してございます。 

 こちら、読み上げをさせていただきます。「いつも「乳幼児食育メール配信」を利用させていただい

ています。このサービスについてですが、やはりテキストメールという印象が強いように感じます。情

報というのは、内容も大切だと思いますが、「また見たい」「見やすい」「これをつくってみたい」と

思えるような伝え方もあわせて必要なことだと思います。例えば保育園等の「給食（食育）便り」や「保

健便り」等は、イラストや文字のフォント、大きさ、写真等によって工夫をされていると思います。小

金井の食育を市民により伝わりやすいものに発展させていただけるとうれしいです。もちろんテスキト

メールは残してもよいと思いますが、同じ内容をＰＤＦ版でイラストやカラーとして、ＰＣやタブレッ

ト、スマートフォンで閲覧やダウンロード保存できるようにしていただけますと、より大切に保存した

り、読み返したりするきっかけとなり、市民の食育に対する関心がより強まるのではないかと思います。

どうぞご検討をよろしくお願いいたします」。平成２９年５月１０日、本間寛文様より、原文のままご

紹介させていただいております。 

 こちらは健康課のほうの事業で、今、乳幼児食育メールというものをご登録者に対して配信させてい

ただいておりまして、テキストメールという形で配信してございます。 

 この形態をとりました理由といたしましては、食育メールは、いわゆるガラケーですとか、そういっ

たさまざまな媒体でも見られるもの、また、詳細な情報は載せつつも、通信料があまりご負担がかから

ないものというところで、データファイルを直接メールに張るのではなく、該当情報のリンクを張らせ

ていただきまして、まずは市民の方に届けたい情報をテキストメールで配信しているところでございま

す。 
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 内容につきましては、管理栄養士が作成しており、メールのアンケート内容も、定期的に集約させて

いただいておりますが、内容等、お母様方には非常に好評をいただいているメールでございます。 

 本間様のご意見を真摯に受けとめ、紹介方法については、今後の研究課題とさせていただきたいと存

じますが、テキストの容量とか、実際に今使っているメール配信の環境ですとか、そういった環境の問

題等もございますので、ご意見は参考として受けとめ、今後の課題とさせていただきたいと考えており

ます。 

 健康課としては、以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 これについて、何かご発言、ありますでしょうか。 

 今後の課題というのは、いつぐらいに解決するという形になりますか。 

○平岡係長 メールの配信の内容ですとか、そういったものは検討が必要かと思いますが、ただ、メー

ル配信の環境ですとか、そういったところもありますので、一応、今のところは利用者のアンケートの

意見を尊重しながら、なるべくデータ量が重くならないものとして、できれば現状の形で配信を継続し

たいというのが健康課の考えでございます。 

○南会長 こちらの方には回答は必要ないということですか。 

○平岡係長 そうですね。意見・提案シートに関しましては、個別に回答するという形ではなく、審議

会のほうでご紹介するという形になっております。 

○南会長 わかりました。 

○髙木委員 質問なんです。配信されるメールの内容は、健康課のポスターが張られている場所なんか

に掲示されたりもしているんですか。掲示されている場所なども、別に設けられているものなのですか。

それともメールのみの内容になるんですか。 

○平岡係長 バックナンバーをホームページで公開してございます。 

○髙木委員 ホームページ上のみですか？ ネット上のみですか？ 

○平岡係長 はい。 

○髙木委員 この内容をメールで配信するというのは、やはり費用の面もありますし、難しいとは思っ

たんですけれども、別な形でカラー版のものを掲示したりすることが可能であれば、ゆりかごさんを利

用する方が、乳幼児をお連れの方、保健センターをご利用の方が多いと思うので、そういった形で、お

手間にはなると思いますが、できるものは、そういった形もあるのかなと思いました。 

○平岡係長 ありがとうございます。こちらの食育のチラシとか、カラー刷りのものですとか、食育に

関するチラシは別途作成しているところでございます。こちら食育メールに関しましては、登録者は乳
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幼児のお母様ということで、限定された情報ではありますが、ご登録いただいた方への配信ということ

になりますので、これをそのままチラシにするということは、今のところは考えてございません。 

○髙木委員 わかりました。 

○南会長 ほかに、いかがでしょうか。次に行きまして、よろしいでしょうか。 

 では、次に、食育月間行事について、事務局からお願いします。 

○田中主任 では、お配りしております両面の「小金井市民の歯と口の健康」というチラシをごらんく

ださい。 

 ６月４日、日曜日、午前１０時から１２時、午後１時半から３時半と、午前午後の２部で、「小金井

市民の歯と口の健康」を歯科医師会主催で開催いたします。今年度も食育コーナーをこの中で出展させ

ていただきます。昨年、人の流れが混み合ってしまったというご意見と反省を踏まえまして、今年度は

部屋の中ではなく、歯科健診を終えた方が出口を出たところ、２階のロビーのところに食育コーナーを

設置させていただくことになりました。 

 内容としましては、昨年同様、栄養バランス、スマイルケア食、飲料に含まれる砂糖のパネル展示と、

実際に必要な野菜とペットボトル飲料に含まれる砂糖の量の食品モデル展示。あと、食育クイズを実施

します。 

 今年は昨年同様、栄養バランスクイズに加えて、新しく野菜の花当てクイズを追加し、どちらか体験

していただいたお子さんには、こちらの食育のステッカーを１枚、お好きなものを景品としてお渡しし

ようと思っています。 

 今のところ、食育月間実行委員として２名の市民の方にボランティアでお手伝いいただくことになっ

ております。お二人とも、午前の部をお手伝いいただくことになっておりまして、午後の部が人手が足

りない状況になっております。午後の人員が手薄になっていますので、よろしければ、ぜひご都合がつ

きましたら、ご来場いただき、お手伝いいただけるとありがたいです。 

 食育月間のほうは以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 何かご発言、ありますでしょうか。 

○酒井委員 食育月間の、今、田中さんがおっしゃった午後の部が手伝える方は、もうこの場で手伝え

るという方は手を挙げていただいて。そうすると、いろいろ段取り等も、打ち合わせもできると思うん

ですが、いかがでしょうか。ちなみに、私は手伝えます。 

○松嶋委員 手伝えます。 

○事務局 ありがとうございます。 
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○鳥羽委員 鳥羽も手伝います。 

○田中主任 ありがとうございます。 

○南会長 どうもありがとうございます。 

○菊谷委員 私、歯科医師会の立場から来ているので、ぜひよろしくお願いします。一言申し上げて。

     よろしくお願いします。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。では、この件についてもよろしいでしょうか。 

 では、次に、資料３の健康増進計画策定に関するアンケート調査結果についてです。事務局からお願

いします。 

○田中主任 資料３をごらんください。今年度、健康増進計画の策定に当たりまして、健康づくりに関

する一般市民調査を平成２８年の１２月に実施しております。そちらのアンケート調査結果がまとまり

ましたので、食に関する部分を抜粋して、簡単にご説明させていただきます。 

 Ａ４の１枚まとめたものと、あと、ホチキス止めになっているものを、両方ごらんいただければと思

います。調査対象が、市内に居住する１８歳以上の市民に無作為抽出で２,０００人を対象にアンケート

を送付しました。有効回収数は７３９で、有効回収率が３７％となっております。 

 結果についてです。まず、ホチキス止めの３６７ページをお開きください。「Ｆ６ あなたの身長と

体重についてお答えください」という項目で、身長、体重から算出したＢＭＩは、性別や年代により割

合が大きく異なり、性別で比較すると、どの年代も女性のほうがやせの割合が多くなっています。７０

歳以降では、やせに該当する女性は５割以上となりました。１８歳から４９歳でやせの男性が４.３％に

対し女性は１６.４％。５０歳から６９歳でも、やせの男性が３.６％に対し女性は３５％と、性別の差

が出ていました。 

 肥満については、ＢＭＩ２５以上の肥満傾向にある割合は、男性が、１８歳から４９歳、５０歳から

６９歳、ともに２５％以上と高くなっております。 

 次に、３７２ページをお開きください。「問４ 活習慣病予防のために気をつけていることはありま

すか」という項目では、「食事のとり方に気をつけている」と回答した人が一番多く、６割以上という

結果になりました。 

 ３７３ページ、栄養・食生活について。「問５ 食生活に関して、あなたがふだん意識していること

はどのようなことですか」。次のページに行きまして、問６では「次の食事に関する項目について、あ

なたがふだんしていることをお答えください」。問５では意識していること、問６では実際に行ってい

ることを問う項目になっております。問５のほうで、野菜をなるべく食べるようにしていると意識して

いる人が８割近くいる一方で、問６の実際に「１日３５０グラム（１日５皿以上）野菜を食べている」
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と回答した方は１１.９％という結果になりました。 

 ３７４ページ、欠食せずに食べている市民は８割、食事の際に主食と主菜、副菜をそろえるなど、栄

養バランスを考えている市民は５割という結果になりました。 

 ３７５ページ、こちらはふだんの体調と食事に関する項目でふだんしていることについて、クロス集

計をした結果になっております。こちらから、「体の調子が悪い」と回答した人は欠食が多いという傾

向にあるという結果になりました。 

 ３９０ページ、こちらは歯科の項目です。「問２９ あなたは、歯周病予防をしていますか」という

項目では、「はい」と回答した方が６割以上という結果になりました。 

 ３９７ページ、こちらは保健医療サービスについて。「問３９ あなたは、市が実施している次の保

健医療サービス（事業）に参加したことがありますか」という項目では、市が実施している栄養に関す

る健康づくり事業について利用したことがある市民は、全体の３.５％という結果になりました。 

 次のページに行きまして、こちらは事業の認知度を聞いている項目なのですが、（７）栄養に関する

相談や講演会を利用したことがない市民は７５.１％という結果になりました。 

 簡単ですが、報告は以上です。詳細は、皆様時間のあるときにごらんいただければと思います。 

○南会長 ありかとうございます。 

 何かご発言、ありますでしょうか。お願いします。 

○菊谷委員 すいません。ＢＭＩのところですけれども、回答してくれた人の中でも、７０歳以上の人

のうち、特に男性は５.５に自分の体重がわからないとされて、これはここのほうが問題で、自分の体重

を意識していない人がいるというのをぜひ考察に入れていただくと、本来、よかったかなというふうに

思います。わりと、自分の体重を知らずにいる人たちがいて、若い人たちよりも、年寄りにとって、体

重が減ったりすることのほうが問題で、体重を知らないという人が、むしろ抽出されるべきかなと思い

ます。 

 それと、３７３ページの「食生活に関してふだん意識しているのはどのようなことですか」って、こ

れは市側が選択肢を何通りか書いているんですよね。その中に、「肉を多く食べるようにしている」と

かという項目は。 

○田中主任 なかったです。 

○菊谷委員 それもやっぱり低栄養とかを意識した項目を入れていかないと、腹八分目がいいばかりの

人たちではなく、すごくいっぱい食べているという人のほうがいい人たちも、今回の対象からするとあ

るので、ぜひ低栄養の部分、控えることだけではなく、しっかり食べることを意識した質問項目を入れ

て、むしろ、高齢者で肉を食べていない人たちがいたときに、食べるようにしなきゃねという食育もし
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てくれないといけないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 そのほかに、委員の皆様から何かありますでしょうか。 

○酒井委員 これは食育に関することを抽出していただいているんですけれども、本物ってこんなに厚

いじゃないですか。あれを見ることってなかなかできないので、だめもとの提案ですけど、やっぱり何

かダイジェスト版みたいなものが、この前、ちょっと打ち合わせのときにもお話が出ていたんですけど、

なかなか難しいということなんですが、こういう健康増進計画策定をしていて、そういうものが市民に

周知できるような、何か形があるといいのかなとすごく思うんですけど、実際に、私も、この分厚いの

を見たんですけど、あれを全部読むのはすごい至難のわざで、私も読み切れなかったんですけれども、

何かピンポイントでちょっと抽出できるところがあったら、そういうものがあるといいかなというふう

に思ったんですけどね。 

○平岡係長 事務局です。小金井市福祉総合計画は、本年度、計画のほうの策定に入ることになってご

ざいます。計画のほうでは、各計画テーマに基づきまして、アンケートの一部を冒頭で紹介した後に、

そのアンケートに基づいてどういう形で計画を立てていくのかというようなフォーマットになる予定で

ございますので、計画の冒頭を見ていただくと、おおむね、そのアンケートの特徴がつかめていくのか

なとは思っております。 

○南会長 お願いします。 

○雀部委員 今、酒井さんがおっしゃられたことにもつながると思うんですけれども、この健康増進計

画策定の市民調査だけではなくて、食育推進計画も、今回は概要版がこういうふうにできているので、

よりわかりやすいとは思うんですけれども、例えば市でいろいろ行われている施策の実施状況調査表な

んていうのも、健康課の方がとても熱心にまとめてくださったものも、きっと見たい人というのはたく

さんいらっしゃると思うんですね。 

 だから、何か焼き直しをするというのは、また手間だと思うんですけれども、この冊子は、希望があ

ればお配りできる窓口がありますよというようなことを、市民の方限定でもいいんですけれども、既存

であるものの印刷物だったらありますよという窓口が市内の中に幾つかあれば随分違うのかなという話

を、この間、市民の方とちょっとお話したときに、こういうことをやってるというのを知ってはいるん

だけど、実際、じゃ、どういうことをやっているのか、どこに行ったら見れるんでしょうというような

話をちょっと言われたことがあったので、今までの一連のものも、新たにつくり直し、焼き直しは確か

に大変なので、見れます、お配りできますというような状況をつくるということも一つ大事なのかなと。



－９－ 

そのための窓口が市役所であったりですとか、健康センターに置いていますと。いつでも、言ってくだ

さればお渡しはできる状況ですというのがあるだけでも違うかなというふうには思います。そういう情

報ももしあれば、私、委員をしていますので、食育ホームページのほうでもご紹介したりですとか、窓

口がこういうところにあるよとか、見たい人はどうぞというだけでも違うかなというふうに思います。 

 以上です。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

○平岡係長 まず、皆様にお配りしました食育推進計画の概要版のほうにつきましては、ホームページ

上でも、また、市報でもご案内はしているところなんですが、公民館ですとか図書館、あとは児童館で

すね。また、市役所のほうですと、企画政策課ですとか、健康課ですとか、第二庁舎だと６階の情報公

開のところですとか、学校、保育園のほうにも配付をさせていただいているところでございます。 

 ただ、製本に限りがございまして、全ての方に製本をお渡しすることができかねますので、ホームペ

ージ上で、お手元にご入り用の方はダウンロードしていただいて、ご印刷していただくといったところ

が今の現状でございます。市の各計画に関しましても、公開場所は原則図書館等、そういったところに

配置はしてございまして、配置場所等も、市報と、市のホームページのほうでご紹介はさせていただい

ているところでございます。 

 今後、健康増進計画を含めた小金井市の福祉総合計画についても、食育に関わる部分がありますので、

計画書の公開場所等の情報も、こちらの審議会でお伝えしていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○南会長 ありがとうございます。 

○酒井委員 再度、すみません。じゃ、これは一般市民の人が何か欲しいわと言っても、もらえないと

いうことでしょうか。 

○平岡係長 そうですね。一応、今、配付の刷った枚数が、部数が限られているところで、全員の方に

お渡しするというのは難しいところです。 

○酒井委員 わかりました。 

○南会長 はい。 

○松嶋委員 ちょっとお伺いしたいんですけれども、この前の食育のも、今回のアンケートにお答えい

ただいた方に自分が答えたアンケートの結果というのが伝わりやすいように、例えばアンケートを送る

ときに、この結果はどこそこでごらんになれます、いつごろからとかというような周知というのはなさ

っていらっしゃるんでしょうか。 
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○平岡係長 広報の周知は、アンケートをとった２,０００人の方限定というよりは、市民全体に周知す

べきものだと考えてございますので、市報とホームページ等でご案内するという形になっております。 

○松嶋委員 やはり私もこういったアンケートが送られてきて、その結果、どうなったのかなと思いな

がらも、自分自身でどこをいつ見にいったらいいのかがわかりかねて、結局は紛れてしまうので、せっ

かくアンケートをとるという行為で、自分がちょっと意識高まる部分がきっとあるので、その２,０００

人の方限定というわけではないんですけれども、より一層、アンケートに答えていただいた方には見や

すい情報というのを提示するような仕組みができると、自分の意識改革になるのでいいんじゃないかな

と考えます。 

 以上です。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

○南会長 ありがとうございます。どうぞ。 

○髙木委員 髙木です。すみません。今取り上げている内容とまたずれて、こちらの食育推進計画のお

話になってしまうんですけれども、部数は具体的にどのくらい？ 

○平岡係長 ３００部弱ぐらいです。 

○髙木委員 じゃ、ほんとうに閲覧できる場所に置ける……。 

○平岡係長 はい。関連団体、保育園、学校等にお送りするというところから始めております。 

○髙木委員 ダイジェスト版も、本計画も両方ですか。 

○平岡係長 そうですね。計画のほうが２００部しか刷れる予算がなくて、それが限度です。 

○髙木委員 ありがとうございます。 

○南会長 ほかに、いかがでしょうか。 

 先ほどホームページに出ているという話ですけれども、食育ホームページですか、あちらのほうには

載せてはいないんでしょうか。 

○平岡係長 そうですね。小金井市のホームページで、現在、紹介しているところですが、食育ホーム

ページにリンクを張る等、まだ工夫ができるところがあるかもしれませんので、ホームページ編集委員

の方にご相談しながら、検討してまいりたいと思います。 

○南会長 お願いします。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日は以上で終了になるんですけれども、議事録で変更がある場合は、終了後に事務局の

ほうに連絡をお願いします。 

 事務局のほうで何か、連絡事項をお願いします。 
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○平岡係長 菊谷先生のほうからチラシのご紹介がございますので、お願いいたします。 

○菊谷委員 すいません、お時間終わるところで。ここに来てあわてて印刷したので、本来のものでは

ないんですけれども、この「地域資源情報」という私がここで何度か発言させていただいている、いわ

ゆる介護食関係がどこで提供され、どこで売っているのかという情報が、このホームページから全部探

せるようになっています。自分の住所と、自分の言われている食事の名称、先ほど「スマイルケア食」

という言葉もありましたけれども、入れると、ホームページ上で、デイサービスセンターから、老人ホ

ームから、病院から、ドラッグストアから、薬局に至るまで、地図上にプロットされて探しにいけるサ

イトです。今、全国で１,５００カ所ぐらい登録されていて、この地域はここで始めたので、そのうち８

００カ所ぐらい載っているので、こういうサイトが今立ち上がっているということの情報提供です。 

 今、この情報を求めていますという紙になっていますが、もう一方で、あなたの地域で、食べる人を

支えるための食事の提供場所を検索できます。配食業者さんとかも全部できるようになっているので、

そういう活動をしています。 

 以上です。ぜひごらんください。スマホ、タブレット、パソコン、それと、もう一つ、すみません、

おうちでつくる介護食のレシピ集がＰＤＦでダウンロードできるようになっています。やわらか食の、

おかゆの炊き方から、基本的なところから、ちょっと凝ったものまで、１カ月に２回ずつ新しい情報が

アップされていっているので、ぜひごらんいただければと思います。お願いします。 

○南会長 ありがとうございます。 

○平岡係長 健康課で刷ると白黒になってしまうんですが、何部か、「歯と口の健康」で高齢の方もい

らっしゃる機会もあるので、こちらを刷って、食育のところでちょっと……。 

○菊谷委員 そうしたら、「検索できます」という紙があるので、また改めて送っていいですか。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

○菊谷委員 これは「登録お願いします」という事業者向けのパンフレットなので、このホームページ

からレシピ集とかがダウンロードできますとか、そっち向けのものがあるので、戻ったら改めて送りま

す。ありがとうございます。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

○菊谷委員 ぜひお願いします。 

○南会長 ありがとうございます。 

 それでは、次回の開催予定のことについて……。 

○雀部委員 すいません。これの説明が改めてはなかったので、今見ていたんですけれども、できまし

たということだとは思うんですけれども、これのダイジェスト版、概要版のほうの一番後ろの問い合わ
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せ先のところに、「食育コーディネーターをご活用ください」というふうに載ったので、すごくよかっ

たなと思って。ほんとうにこういうのがあれば、見てということができると思うんです。これこそＰＤ

Ｆ版があればいいなとすごく思ったんですけれども、こうやって形になることによって問い合わせてく

る方も。すごく具体的でいいなと。団体や人をつなぎたい人と、個別で相談したいことがある人は活用

してほしいというのが載ったのは大きいなと私は思ったんですけれども、よかったと思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 説明します？ 

○平岡係長 説明したほうがよければ、簡単に。 

○平岡係長 じゃ、すいません、ちょっと手短に。今回、計画のほかに、お手元でさっと見れるような

形にということで、概要版の作成をさせていただきました。今回の目標で、取り組みの指標として何を

目指しているのかということがわかりやすいように、そちらは裏表紙のほうにまとめさせていただいて

おります。 

 中を開いていただきますと、「食育とは」という基本的なこと、計画の位置づけ等、また今回、小金

井市の食育の４本柱、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」の４本柱の紹介、あと、今回新しい計

画の中で、地域展開の「Koganei－Style」と、生涯にわたる食育推進と、相互に関連し合って、健康増

進と豊かな生活を、個人個人が食育を通して築いていくことを目指している、ということを、あらわし

てございます。 

 ４ページ、５ページは見開きで、今回の計画の施策の体系をカラー刷りして表現しております。２本

柱の「Koganei－Styleの地域展開」と「生涯にわたる食育推進」で、この２本柱に関連のある事業等の

内容を書かせていただいておりまして、各事業に関しましては、それぞれ計画の中で詳しく触れさせて

いただいているといった内容になってございます。 

 最後の６、７ページのほうは、小金井市の食育の条例に定めておりますとおり、関係者団体それぞれ

の役割を改めて箇条書きで記したところでございます。また、小金井市食育ホームページのご紹介と、

こちらにＱＲコードをつけさせていただきましたので、食育ホームページにもぜひアクセスしてほしい

ということで周知を図ってございます。なるべく多くの方に見ていただけるように、カラー刷りは難し

いかもしれませんが、どういった形で配付等できるかは検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○酒井委員 今、健康課の事務局のほうからおっしゃっていただいたんですが、これは誰向けなのかと

いうことを考えると、やっぱり広く市民の方に知っていただきたいということがあるので、今回は部数
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が３００ということなんですけれども、今後こういう計画を立てたときの概要版を作成する際に、今ご

検討していただくということだったんですが、とてもいいものができているので、なるべくこういうも

のが市民の方に広くお配りできる、あるいは関係機関でも、例えば学校に１部じゃどうしようもないの

で、例えば教職員の方全員に渡るとか、何かそういう形で今後考えていただけたらいいなと、とても感

じておりますので、よろしくお願いいたします。 

○平岡係長 教職員の方全員に配付というのは、なかなか難しいところもございます。一応、学校のほ

うには、校長会等で説明させていただきまして、配付をさせていただいているところでございます。な

るべく教育関係者のお手元に、また、管理栄養士等、栄養関係の担当をされている方のお手元に、まず

は届くような形はないかというところでご相談しながら普及させていただきたいと思っております。 

○酒井委員 今のはたまたま学校関係のことを例に出しただけで、そういった食育関連の方たちに広く、

多く、プラス市民の方にもという意味だったので、よろしくお願いします。 

○平岡係長 わかりました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 はい。 

○髙木委員 ちょっと学校関連の話が出たので。やはり保護者にも目を向けてほしいという内容で作成

していると思うので、保護者が目にする機会がないと、正直、意味ないまでいかないですけれども、教

育関係者だけではないのかなという気がしているのですが。学校から周知してもらうだとか、何部か置

いてもらって閲覧可能です、認知させますとか、広報しますということは、伝えたりはしているんでし

ょうか。 

○平岡係長 保護者の方とか、一般市民の方の周知なんですけれども、意識がある方は、この概要版を

手にして、すぐぱっという意識を持った視点で見てくださるということはあるかと思うんですが、まず

はお手にとって開いてもらって、食育の導入となるものが、例えば具体的に野菜を使ったレシピにこう

いうのがあるんだとか、市民が持つ興味の視点というのも大切かと思いますので、例えば食育ミニパン

フレットですとか、もうちょっと情報をコンパクトに分かりやすくまとめた形で、周知はしていきたい

なと考えております。 

 ですので、市民の方全員にこれを配るという視点というよりは、もうちょっとアプローチの方法は検

討する余地はあるかなと思っております。 

○南会長 お願いします。 

○小林委員 市Ｐ連から出席しているので、こういうのを報告する場所があるんですけれども、これは

全員には行き渡らないということで、これをもって、こういうのをつくりましたと見せると思うんです
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けれども、先ほど公民館、図書館などで配置していますみたいな、そういう何かまとまったもの、ここ

に行けば見れますよみたいなチラシがあると、みんなに周知できるかなと思うんですけれども。 

○平岡係長 ホームページ上と市報だけではなく、周知のチラシをというところですか。 

○小林委員 はい。 

○平岡係長 ちょっとこちらで検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 保護者と教師の会というのがあるんですけれども、そこの昨年度の会長が農水省の食育担当の方だっ

たんですが、やっぱりいろいろな施策を、厚生省、農水省も出しているんだけれども、国民に行き渡ら

ないというのが大きな悩み。そこをどうしたらいいかといつも考えているんだけど、なかなかいいアイ

デアが浮かばないと。だから、今回も似たようなことだと思うんですね。やっぱりこちらは知らせたい

と思うけれども、どれくらい興味のある人がいるか、ほんとうはみんなに興味を持ってもらわなきゃい

けないんですけれども、そこがやっぱり食育というのがきちんとなされていれば、多分、興味を持って

くれるんだろうけれども、まだまだこれからじゃないかなという気がします。 

○松嶋委員 先ほど小林さんがおっしゃっていただいた、もしチシラをつくるのでしたら、Ｗｅｂ版が

見られる、例えばそれこそＱＲコードですとか、こちらでＷｅｂ版でごらんいただけます、本物はこち

らですというチラシであれば、なおさらいいのではないかなと思いますので、もしつくるのであれば、

よろしくお願いいたします。 

○南会長 先ほどの続きですけれども、食の大切さというのを伝えていくということを小金井市で何か

取り組んでもらえるといいかなと。食育ホームページなどを通じて、今の情報をもうちょっと広範囲な

ものにして、市民の方に食の大切さをわかっていただけるような形というのをつくり上げて必要がある

かなと思うんですけれども。 

 はい。 

○佐久間委員 今までいろいろなごご意見をいただきました。極力、食育のホームページ等を活用して

いきますが、見ていただく方、アクセスしていただく方が少ないということと、学校に関しては、先ほ

ど校長会を通して校長先生方にお願いをして、教職員の方に渡してもらうとか、そういう形でお願いし

ているんですけれども、学校だけじゃなくて、保育園等もありますので、そういう園長先生が集まるよ

うなところで、こういうものができましたので、こういうところで見られますとか、置いてありますと

かという話を積極的にさせていただいているんですね。 

 ただ、そのチラシをどこに置くかという問題もありまして、どういう方々に見ていただければ効果的

かということを、考えさせていただきたいと思うんですね。チラシをつくることは、そんなに費用もか
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からないとは思うんですけれども、じゃ、そのチラシを見ていただくためには、どこにチラシを備えつ

けておけばいいのか、どこに配ったらいいのかというところは結構課題だと思うんですね。本当に興味

のある方は必ず見ていただけるんですが、なかなか見ていただけないというところは、先ほど会長もお

っしゃったように、ほんとうに大きな課題なんですね。だから、もしチラシをつくったときに、どこに

置いたらいいのかということは、ご意見がもしいただけるんだったら、いただきたいと思いますけれど

も、どこかありますか。公共施設などは置くにしても、なかなか、置いただけで、そこで終わってしま

うみたいなことが結構あるんですね。 

 だから、どういうふうにすれば、それが行き渡るのか、私たちも教えていただきたいなと思うんです

けれども、何かいい案はありますか。 

○酒井委員 駅。ＪＲとか。 

○佐久間委員 あと、すいません、この健康増進計画なんですけれども、原本は今はないですよね。 

○平岡係長 あります。 

○佐久間委員 １冊がこのぐらいの厚さなんですね。４計画が入っているので、逆に言うと、この健康

増進計画の中で、食育のページはここですよみたいな形のお知らせというのは、何かできるのかなとは

思っているんですね。結局、健康増進の部分はこれだけですから、このぐらいあるうちのこれだけです

から、探すのは、多分、冊子だと逆に大変なのかなと思うので、さっき言った保健福祉総合計画の調査

表がホームページに載るはずなんですね。それの健康増進計画についてはこれだけですよみたいな、こ

こからここまでですみたいな形もできるのかなとは思っているので、ちょっとその辺は工夫させていた

だければと思います。多分、冊子で見るよりも、お若い方は特にご自分のスマホとかパソコンで見るケ

ースが結構多いので、そこから必要なところだけ見ていくほうが便利なんじゃないかなとも思っている

ので、その辺は工夫させていただければと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○鳥羽委員 今度、歯と口の健康のところとか、６月にキッズ・カーニバルがありますね。物を置いて

おくだけでは皆さんにアピールができないので、私たちもそういうところにお手伝いに行きますので、

生きている活躍ということで、こういうものがあるということを私たちが口伝えに伝えるのもいいので

はないかなと思うんですけれども。 

○佐久間委員 ありがとうございます。ぜひお願いします。 

○鳥羽委員 はい。かかわりたいと思います。 

○佐久間委員 よろしくお願いします。 

○佐久間委員 ただいま保健福祉計画の冊子を持ってきてもらいましたから皆さんで回して 
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見てもらったほうが良いかと・・・。 

○平岡係長 はい。 

○酒井委員 そうそう。 

○佐久間委員 あまりにも厚い冊子なので見るだけで、げんなりすると思うんですよね。 

○酒井委員 げんなりします。 

○佐久間委員 そう。げんなりすると思います。 

○鳥羽委員 はい。見る前から、そういう感じがする。 

○雀部委員 厚さ。 

○鳥羽委員 そうだよね。 

○小林委員 辞書の半分。 

○佐久間委員 このような状況ですので、必要なところだけお示しをすれば、わかりやすいのかなと思

いまして。 

○鳥羽委員 でも、これだけ細かく調べてくれたということにもなりますね。 

○髙木委員 すごいですね。 

○小林委員 いや、これはデータとして……。びっくりしますね。 

○南会長 例えばこういう調査をして、その結果について、市から何かコメントをつけることってでき

ないんですか。 

○佐久間委員 コメントといいますか、結局、この調査は新しい保健福祉総合計画をつくるための資料

となるものなので、一つ一つの回答といいますか、見解というのは、そこで設けられている策定委員会

というのがあるんですね。これが健康増進計画であれば、健康づくり審議会の中で、つくった調査表ご

とに一つずつ検証しながら、次の計画にどのようにこの調査を生かして、どういう計画にしていこうか

というのを決めていくんですね。 

 だから、一つ一つのものは、そこの策定委員会の中で、全部が全部、網羅して検討できるかというと

ころはちょっとありますけれども、とりあえず、調査表ごとに検討して、新しい計画につなげていくと

いうところです。 

○廣繁委員 すいません。少し話がそれてしまうかもしれないんですけれども、この計画を拝見すると、

推進する担当課が、例えば保育課とか、健康課とか、児童青少年課とか、いろいろなところが書かれて

いるというのがわかるんですけれども、この新しく策定された食育推進計画というのは、庁内のいろい

ろな部署にどういうふうにかかわり合って推進されていくものなのか、教えていただいてもいいですか。 

○平岡係長 健康課です。こちらのほうは、一応、庁内検討委員会というもので、主要な課で事業を展
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開している管理職者を集めた庁内検討委員会がまず組織としてはございます。また、年に一度、進捗状

況調査をかけさせていただきまして、どういう事業展開をどういう形でして、また、今後の課題として

はどうしていくと考えているのかといったところを調査をかけまして、それを審議会のほうで毎年ご報

告させていただいております。 

 また、新しい課題等が出た場合は、必要があれば必要の都度、庁内検討委員会を開いて、開催を検討

していくといった具合でございます。 

○廣繁委員 すいません。食育推進計画が健康課さんだけのものにとどまらないということですよね。 

○平岡係長 はい。 

○廣繁委員 ありがとうございます。 

○雀部委員 今、計画のお話が出ていると思うんですけど、計画を周知していただいて、今後、どうい

うふうに市が考えているかというのを知っていただくのもそうなんですけれども、今現在、何をどの課

でこういうことを、食育に関することをやっていますという紹介があると、私、今やっている実施状況

の調査票を見たときに、あっ、こんなにいっぱいいろんなことをやっているのを知らなかったわという

のが率直な感想だったので、自分の知らないところで、年代としてかかわっていないところでも、いろ

いろ、こういうことをやっているんだなと、市へのよりいい理解が深まると思うんですね。なので、そ

れをつくるお手伝いをやっぱり少ししていかなきゃいけないのかなというふうに思います。 

 市がやっていることをわかりやすくかみ砕いて伝えたりするのも、ホームページの役割もちょっとあ

ったりするのかなと考えていて、以前、キッズ・カーニバルで出したときのイベントのときに、例えば

何々課というふうにして、こういう内容、こういう内容、こういう内容って、課でこういうことをやっ

ています。もちろん、今まで健康課が食育に関してやっていることを普通の一般市民の方は知っている

と思うんですけれども、例えばごみ対策課がエコの視点で食育にかかわっていることを知らない方もい

らっしゃったりとか、高齢者の事業は、健康課よりもむしろ高齢、そちらのほうの課でやっているとか、

やっぱり知らないことってすごくあると思うので、その紹介表をつくっていて、すごくわかりやすくと

いうか、簡単に１枚の模造紙に全部まとめたことが以前あったんですけれども、何かそういうものを軽

く張ったりとかする場面があると違うのかなと思ったり、食育ホームページのこういう、前にこの会議

でも配ったことがあるんですけど、ここに文言でひとつ、要は市の食育の考え方というか、くだけた言

い方をするとそうなんですけど、そうゆうものはこういうところに行くと見れますよという、先ほどの

食育コーディネータの文言ひとつじゃないですけど、それによっても変わってくると思うので、これは

私は実際、市の乳児食講習会とか、おやつ講習会とか、エコクッキングで必ず配っているものなので、

たくさんつくっていただいているんですけど、そういうのにやっぱり市からのアプローチ、一言二言あ
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ると違うのかなと思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次回の開催予定など、事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長 次回は、例年８月ごろに開催させていただいておりまして、８月ごろに第２回を開催でき

ればと思っております。また、審議会のほうで何か検討したいとか議題、ご意見等ありましたら、健康

課のほうまでお知らせいただければと思っております。改めて日程の調整はさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、これをもって平成２９年度第１回小金井市食育推進会議を終了させていただきます。皆様、お

疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 

 


