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平成２９年度第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２９年８月２９日（火）午後２時００分～午後３時３０分 

場  所  保健センター１階大会議室  

 出席委員  １３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   小 林 美 香 委員  志 田 尚 紀 委員 

  委 員   土 屋 直 己 委員  須 崎   登 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  澁 谷 聖 子 委員 

 

 欠席委員   ３人 

        松 嶋 あおい 委員  島 﨑 聡 子 委員 

        菊 谷   武 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 

 健康課主任                 昌 谷 逸 子 

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

傍 聴 者  ０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。 

 お忙しい中、今日はどうもありがとうございます。平成２９年度第２回小金井市食育推進会議を始め
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させていただきます。 

 では、まず、委員の出欠に関して事務のほうからお願いします。 

○平岡係長 本日の委員の出欠でございますが、島﨑委員、松嶋委員、菊谷委員の３名の委員がご欠席

で、この３名及び会長を除きまして、１２人のご出席になっておりますので、過半数以上の出席となっ

てございます。審議会として成立することをご報告申し上げます。 

 また次に、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、資料１、食育推進会議名簿、資料２、食育推進計画進捗状況調査、また前回の食育推進

会議の会議録案、それから小金井市健康ナビのカラーのチラシを一部配付しております。お手元に資料

がない方等いらっしゃいますでしょうか。過不足等ございましたら、事務局のほうにお願いいたします。 

○南会長 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前回の議事録案が送付されていると思いますが、ご自

身の発言内容を確認していただき、訂正していただきたいと思いますが、もう事前にチェックはされて

ますでしょうか。少し時間をとって確認をお願いします。よろしいでしょうか。この議事録案でよろし

い方、挙手をお願いいたします。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、議事進行に入る前に、今回、食育推進委員になられた方がいらっしゃいますので、事務のほう

からお願いします。 

○平岡係長 はい。それでは、ご紹介をさせていただきます。 

 まず、本年４月１日から東京むさし農業共同組合小金井市店様からご推薦をちょうだいいたしました

須崎登様が委員になりましたので、ご紹介いたします。 

○須崎委員 ただいまご紹介にあずかりました、東京むさし農協小金井支店の須崎と申します。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○平岡係長 続きまして、平成２９年８月１日から公募市民で澁谷聖子様が新しく委員に就任されまし

たので、一言お願いいたします。 

○澁谷委員 皆様、よろしくお願いいたします。私は、前原坂上の質屋坂というところでビーガンとい

う卵、乳製品を使わない焼き菓子屋と総菜屋を営んでおります。今回は、店を持っているということと、

アレルギー対応に関しての、いろいろな自分が学んできたことを、市民の方に広めていきたいというこ

とと、推進委員会のほうで得ていく情報などを広く市民の人に伝えていって架け橋になっていけたらい

いかなと思いまして、公募に応募させていただきました。 
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 勉強不足の点もいっぱいあるのですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

 お二人の委員につきましては、小金井市食育推進基本条例の第１４条に、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は前任者の残期とするということで、皆様と同じ平成３０年１月末までの任期で就任と

いうことで、ご報告いたします。 

 続きまして、２９年８月１日付けで人事異動がございました。事務局の昌谷逸子主任を紹介いたしま

す。 

○昌谷主任 昌谷と申します。よろしくお願いいたします。 

○平岡係長 事務局の一員として推進会議に参加いたしますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○南会長 では、意見提案シートですか、それを事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長 はい。意見提出シートについては、ご提出はございませんでしたので、よろしくお願いい

たします。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、議事に移らせていただきます。（２）食育月間行事報告について、事務局からお願いします。 

○田中主任 平成２９年６月４日日曜日に、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店いたしました。 

 内容としましては、栄養バランス、スマイルケア食、砂糖の量のパネル展示、ペットボトル飲料に含

まれる砂糖量のモデル、１日の野菜目安量３５０グラムモデルのモデル展示、そして栄養バランスクイ

ズと野菜の花当てクイズを実施いたしました。参加者のうち、子供には第３次小金井市食育推進計画の

挿絵で作成したステッカーを景品として贈呈いたしました。 

 当日の参加人数ですが、大人１６０人、子供１７５人の計３３５人の方に体験していただきました。

こちらは、大人は食育のミニパンフレットの配付数、子供は景品数より計上しております。全体の来場

者数が３６７人でしたので、多くの方に体験していただけたかと思います。食育コーナーの場所を通り

道に今年度から設置させていただけたことが、とても大きかったと思います。親子で体験する姿が多く

見られ、啓発効果が高かったのかなと感じております。 

 当日は、公募の食育月間実行委員として２名の市民ボランティアの方にお手伝いいただきました。ま

た、当日食育推進委員より酒井委員、鳥羽委員、松嶋委員にお手伝いいただきまして、誠にありがとう

ございました。 

 何か補足や感想等があれば、ぜひお教えいただければと思います。 
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 事務局からは以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 何か発言ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○平岡係長 もしよろければ、当日お手伝いいただいた委員もいらっしゃいますので、鳥羽委員、どう

でしょうか。当日のご感想でも構いませんが。 

○鳥羽委員 とても楽しくお手伝いできまして、歯医者さんも知り合いの方がいらっしゃいまして、ま

たご家族で奥様とお子さん２人いらして、すごく長くいらっしゃったので、帰り際に、先生から、お邪

魔じゃなかったでしょうかというお話がちょっとあったんですけど、いろんなお母さん方がご家族で検

査を受けていらっしゃって、皆さん優秀なメダルを親子でされていた方が多かったので、やはり歯に関

心のある方は、日ごろからちゃんとされているんだなと思いました。 

 ただ、残念なのは、ご近所の方で知らなかった方がいらっしゃったので、私のほうからもうちょっと

アピールをすればよかったなと、深くそれは反省したんですけれども、もうちょっとこちらからも行っ

ていくような行動をとれば、もう少したくさんいらしたのじゃないかなとはちょっと思いました。でも、

お手伝いの方たちもすごく楽しい方々で、日ごろそういう方とお話ししなかったので、顔見知りの方も

いらっしゃったので、意外性なこともあって、すごく楽しかったです。 

 また次回もお手伝いに入りたいと思います。ありがとうございました。 

○南会長 ありがとうございます。 

○平岡係長 補足ですけども、歯と口の健康のイベントの後、歯科医師会の先生方との反省会があった

のですが、歯科医師会の方が食育の活動に大変関心を持たれまして、歯科医師会としては継続して来年

度も、ぜひ食育月間である歯と口の健康でイベントをやってほしいということで、一応ご要望は上がっ

ているところであります。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、次に移らせていただきます。 

 次に、平成２８年度食育推進計画進捗状況調査結果についてです。事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長 お手元の資料２をごらんください。こちらの前年度の計画、旧計画の進捗状況報告のフォ

ーマットになります。全体の事業といたしましては、かなり定着して、各課、食育の月間行事をされて

おり、おおむね定員、または定員を超える申し込みがあり、事業の実施にあたり、いろいろと課題等を

上げていただいたところであります。 

 まず、（１）の食育の土台づくりの啓発活動の充実と情報の整備というところです。こちらのほうは、
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まず、食育月間の取り組みとして、№１のところにおきましては、昨年度も歯と口の健康のパネル展示

等をさせていただきました。また、食育の日の取り組みとしての記事の配信というところで、食育月間

行事は４２０名、メール配信数が８７６名というところになってございます。 

 先ほども触れさせていただきましたが、歯科医師会のほうからも、ぜひとも歯と口の健康でイベント

の継続をというところもございまして、内容について検討をしていきたいと思っているところでござい

ます。 

 №２のほうの乳幼児から高齢者までを対象とした講座等の開催につきましては、こちら、離乳食教室

の改善と事業変更とありまして、大幅に人数が伸びているところでございます。こちらのほうは、詳細

につきましては№１３で後ほどご説明をさせていただきたいと思っております。 

 続きまして、№３のところで、こちら、経済課の取り組みでございまして、農業祭の啓発活動という

ところで、農業祭において、市内の品評の展示販売というのが２７年度の実績で、２８年度も市民の好

評を博した展示となりました。 続きまして、１ページおめくりいただきまして、（１）食育の土台づ

くりの②情報の整備というところでございます。こちらのほう、まず、昨年度食育の市民アンケートの

調査をさせていただきました。審議会でも皆様にご協力をいただきまして精査をさせていただいたとこ

ろでございます。一応、小中学生が７月の期間で回答をとりまして、回答率が９４.７％とご協力をいた

だいたところであります。一般市民の方が４０.２％というところで、こちらが一般の市民アンケートで、

通常行政がやるアンケートでは４０％を超える回答率というのはかなり高い回収率となってございます。

市民の方にご協力をいただきまして、第３次の食育推進計画のほうにアンケート結果を反映させたとい

うところでございます。 

 また、食育ホームページのほうでございますけれども、リンク先の学校が、小学校８校、中学校４校

と増えまして、校長会でも、年度初めに、今年度も食育ホームページのほうのご案内を健康課のほうか

らさせていただいたところでございます。 

 今後、食育ホームページの内容等について、何かご意見等がありましたら、食育ホームページ編集委

員のほうにつないでいきたいと思います。情報発信の大切なツールとなってございますので、また審議

会の中で皆様のご意見を賜れればと思っております。 

 地場野菜等の情報提供につきましては、№１０でございます食育ホームページのほうでもご案内をし

ているところですが、経済課のほうが年に１度、市報で農家さんの直売している直売所のご案内とかを

市民の方に周知しているところでございます。今後も、経済課と協力をしまして、小金井市内で買える

野菜の情報の提供等、発信ができたらなと思ってございます。 

 続きまして、次のページです。こちら、生涯にわたるライフステージに応じた食育推進で、保健セン
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ター事業での内容でございます。 

 こちら、例えば№１３の離乳食教室でございます。こちらが今年度から、２８年度から２回食と３回

食に、細かい段階で離乳食教室の開催を分けて、参加者人数がかなり伸びたところでございます。今後

も継続して行うとともに、また離乳食教室でご案内した知識等、乳幼児食育メールに反映させるなど、

少しでも保護者の不安が解消できるような切り口での情報提供を、健康課としても考えてまいりたいと

思います。 

 続きまして、食育メールのほうは先ほど触れさせていただいたところでございますが、現在、登録者

が８７６名となります。こちらも、新しくリニューアルを今年度予定してございますので、周知も引き

続き行っていく予定でございます。 

 また、№１５、１６の、お子さまの調理体験というところで、こどもクッキングと栄養講習会という

ところで行っているんですが、いつも定員を超えるご希望の方がいらっしゃいまして、満足度がかなり

高い事業になってございます。今後も、このお子様の調理体験、また保護者の方に調理と試食を行って

いただくことで、より日々の食の栄養バランスですとか、そういった面も親御さんたちにご理解いただ

けるような工夫した内容を展開していきたいと思っております。 

 健康課事業のほかに、保健センターの食育事業としましては、子ども家庭支援センターのエンジェル

教室さんがあります。こちらは、５か月児を対象とした保護者に育児の知識等の講習を行っているお教

室でございまして、人数の減少が若干はあるものの、おおむね５００人オーバーの参加者が常にあるよ

うな状況でございます。今後も、エンジェル教室のご案内等、連携を図りながらご案内をしていきたい

と考えております。 

 続きまして、（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進というところで、保育所と幼稚園

になります。 

 こちら、保育課の行事は、年間行事として食育の行事が定期的に行われておりまして、昨年度と同様

の行事を行いましたというところでご報告を受けているところであります。この後、保育園以外のとこ

ろで保育園の栄養士さんが公民館等で食育相談を承ったりですとか、そういった活動も保育課の栄養士

さんがされているので、そちらのほうは後の項番でご紹介をさせていただきたいと思います。 

 この中で№２９です。地域連携の推進というところで、こちら、保健センターの管理栄養士と保育園

の栄養士等で連携を図りながら、また食育推進計画の周知を図りながら、小金井市としての食育の推進

というところで情報共有を図っているところであります。 

 続きまして、次のページの（２）です。生涯にわたるライフステージに応じた食育推進ということで、

学齢期の食育推進ということで、小学校・中学校の分野でございます。 
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 こちらが、№３１のところでは、学校における食育推進というところで、各学校で文部科学省が発行

している「たのしい食事つながる食育」という教材等を活用して、学習指導要領に基づく食育推進を図

っているところが基本となってございます。 

 また、№３２の食育リーダーですが、食育リーダーに関しては、栄養士だけでなく教諭も含め、各学

校に１～２名配置されておりまして、その中で会議を開いているということでありました。 

 学校のほうでは、２０２０年オリンピックに向けまして、和食文化、日本の食文化に関する教育に力

を入れているところではありますが、手づくり味噌をテーマに、講演に食育リーダーが参加し、その生

徒に教える際の指導方法の研究を行ったということで、２８年度はご報告を受けております。 

 続きまして、№３４でございます。地域と交流した食育活動で、地域の生産者との交流について社会

科の授業の一環として実施している学校があるということで、まず東小学校では、社会科で農家の見学

を実施されております。また、小金井第一小学校では寺島ナスの栽培を計画されております。また、前

原小学校では、授業で収穫体験をされているというところで、具体的にご報告をいただきました。今後

は、地域の生産者との交流については、授業の一環で実施ができるように学務課のほうから指導室に協

力を求め、小中学校に協力を求めていきたいということで、ご回答をいただいております。 

 また、№３７の料理教室のところですが、昨年度もこの場でご説明をさせていただきましたが、学校

の施設が料理教室として開放するというのがなかなか施設的に難しいというご意見を承りまして、健康

課の栄養室のほうで健康課と学校の栄養士で親子クッキングを企画いたしまして開催を開始したところ

であります。なお、平成２９年、本年度は７月に小学校の３年生、４年生を対象にお味噌汁バイキング

を実施しまして、だしのとり方から実際にだしがらを使ったふりかけをつくりました。一通り調理が自

分でできる年齢というところで、今回は小学校３年生、４年生をターゲットに行いました。 

 参加人数が、大人が６名、子供が６名というところで、ちょっと少人数にはなってしまいましたが、

学務課と学校の関係者との協力体制が今できつつあるところですので、また工夫を凝らしながら、続け

ていきたいなと考えております。 

 続きまして、（２）生涯にわたるライフステージに応じた食育推進の学童保育所・児童館の欄でござ

います。こちら、次のページをおめくりください。 

 №３９でございます。毎年多くの事業が行われておりますが、児童館で、本町児童館とか食育指導士

の食育講座等が行われていましたりとか、東児童館では離乳食講座等、昨年度よりも参加者がかなり伸

びている講座が開かれたりしてございます。その中で、多分、雀部委員のほうが児童館でこちらを教え

られているというところで、もしよろしければ、ちょっとご紹介をお願いします。 

○雀部委員 私が担当していますのは、離乳食講座が大体主なんですけれども、この中の東児童館、貫
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井南児童館、緑児童館で、各館年に３回ずつ離乳食講座を行っております。 

 始めたのは、最初は緑児童館と東児童館で、２００７年から行っていますので、約１０年ほどになり

ますけれども、毎回たくさんの参加者、キャンセル待ちが出るほどの参加の意欲がある方々がいらっし

ゃって、子育ての悩みですとか食に関する悩みも多く聞きます。 

 最近の傾向としましては、真面目過ぎるお母様がどうも多くて、マニュアルどおりにいかないと納得

いかないというような、育ちに関してもそういう方が多くて、そういう意味で悩んでいらっしゃる方が

すごく多いので、ちょっと心をほぐすような形で、栄養のお話ももちろんするんですけれども、少し先

輩ママとしての立場もありますので、心をほぐすような講座をするように努めてはおります。 

 市のほうの離乳食講習会もありますので、小金井市はとてもこの面に関しては充実していると思いま

す。 

○平岡係長 ありがとうございます。緑児童館では、２８年度から食育相談というので、年に１回なん

ですけども、相談会を設けまして、けやき保育園の栄養士さんを呼んで食育相談会の実施を開始された

そうです。保健センターだけではなく、各地域のそれぞれの児童館等で、そういった相談会ですとか、

講座もされているという報告がございます。 

 また、同じように、下の段も、№４０で、児童館の乳幼児の食事会なんですけれども、貫井南児童館

のほうが、２７年までは１、２歳児の昼食会をされていたんですけれども、回数も増やしまして、幼児

のグループ食事会のほうが６４６名延べ人数参加ということで、かなり児童館の中で活発に食育に対し

ての行事が行われております。 

 続きまして、次のページの４１番です。こちらのほうも、児童館の料理教室というところで、低学年

から中高生に向けた、調理体験のお教室をされている状況です。 

 それぞれ集まる年代が児童館によってさまざま異なるところもあるのですが、東児童館がかなり中高

生の調理の人数が、１４３名から１７５名と増えていたりですとか、緑児童館ですと料理教室のイベン

ト自体が５６回から６７回に増えまして、参加者人数も４００名以上増というところで、各児童館、特

色を出しながら調理実習を行っているところです。 

 例えば緑児童館ですと、あつまれみどりっ子というイベントが、季節に応じたイベントをされている

ようでして、今年とか９月は月見団子づくりということで、月行事に合わせた調理を行っているようで

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、次が、高校生から成人・高齢者の食育推進とい

うところでございます。№４３の栄養講習会のほうでございますが、こちらのほうは、毎年定員をかな

り満たす参加があります。退職後の男性向けの栄養管理講習会が好評だったというところで、男性の方
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の退職後の独り暮らしの方ですとか、なかなか栄養バランスの配慮がもう一歩必要というところの世代

に向けての講習会を、今後も開いていきたいというところでございます。 

 あと、４６から公民館の事業が、菜園教室等書かれておりますけれども、次のページをおめくりいた

だきまして、４８と４９のところです。公民館で実施している共働夢農園の野菜づくりとかハーブ栽培

とか、そういった実際に作物を、ある一定のスパンで育てるというイベントのニーズがかなり人気にな

っておりまして、参加者の延べ人数も伸びているところであります。どうしても定員に限りがある講座

になりますので、定員に漏れてしまった方を他の食育事業につなぐところが課題かなとは思っておりま

す。 

 続きまして、高齢者、障がい者の食育の推進になります。こちら、№５１で、旧計画では８０２０運

動の推進というところで上がってございました。こちらの成人歯科健診ですね、若干受診者数が落ちて

いるところはあります。２８年度が、３５歳から８０歳までの５歳刻みの節目年齢の方に８０２０運動

の推進ということで行っていましたが、今年度、平成２９年度からは、３０歳に年齢を引き下げまして、

８０２０運動の啓発とともに、６０歳で２４本の歯を残して、自分の歯で食事を楽しみましょうという

ところで６０２４運動も推進していく目標としております。 

 続きまして、５２番と５３番につきましては、高齢者、障がい者の配食サービスのところになります。

こちら、食の自立支援の事業と緊急配食サービスのところで、人数としてはさほど変動がないところで

ありますが、なかなか退院などの理由で食事がとれないですとか、困窮性の高いところの配食サービス

にはなっております。例年、菊谷先生から前回の審議会でご指摘がありましたとおり、そしゃくの力が

だんだん衰えていく中で、それぞれのそしゃくの力に合った食品が身近に手にとれるような環境をつく

りたいというところで、菊谷委員が前回の審議会等でもお話をされていたかと思うんですけれども、高

齢者の飲み込みの力ですとか、高齢者の状態に応じた栄養のとり方とか、そういったところの知識、工

夫のポイント等も、食育のイベント等の中で周知ができるよう今後考えていかなければいけない問題で

あるかと思います。 

 続きまして、（３）生産者の食育活動に対する促進策でございます。 

 №５６です。こちら、農家の見学会の促進というところで、経済課のほうからご意見をいただきまし

た。こちら、平成２８年の横浜港湾見学会を実施しまして、市民が２１名、農業者１３名が参加し、生

産者の顔が見える市内農産物の安全性の確認というところで見学会をしたというところでご報告を受け

ております。 

 今後、経済課としても、市内農家をめぐる農家見学会等の検討もし、事業を継続していくというとこ

ろでご意見をいただいているところでございます。 
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 もしよろしければ、土屋委員、何か一言。 

○土屋委員 うちのほうでは、小学校の子供のいもほり体験等を行ったりはしていますし、あと、ちょ

っと下の２１番の横浜港湾への輸入物の視察というのも行っていて、これはかなり一般市民が見ると驚

くような内容のものなので、ぜひできれば、もうちょっと積極的に市民の方に体験してもらえるといい

のではないかなと思ったので、年１回ということではありますが、いろいろな都合もあるので難しいと

は思いますが、もうちょっと枠を広げられればなという気もちょっとします。 

 農協の方もいらっしゃるので、そちらのほうにお話をしてもらえればと思います。 

○平岡係長 ありがとうございます。また何か日程のイベント等も呼びかけの周知等、何かありました

ら、健康課としても協力ができるところがあると思いますので、お知らせいただければと思います。あ

りがとうございます。 

 №６０で経済課から、交流給食への協力というところで、食育の食材の情報提供というところで、食

育推進計画において学校給食の地場野菜の普及協力を行うことと経済課として掲げておりまして、経済

課としましては、今後、学校給食における地場産の農産物の使用率向上というところで、教育関係者と

農業関係者の調整役として経済課として動いてまいりたいというところでご意見が出ております。 

 続きまして、次のページです。№６１の江戸東京野菜の普及促進というところで、こちらも経済課の

ほうから、江戸東京野菜を積極的に使用する飲食店の掲載のパンフレットを５,０００部新たに作成しま

して、また江戸東京野菜に関する食事会等を開催したというところで、ご紹介を事業実績として上げて

いただいております。こちらも、江戸東京野菜の生産状況等の情報提供等を経済課と飲食店が協力して

事業の実施について検討していきたいとの意見が出ているところでございます。 

 あとは、ごみ対策課の№６３のほうから、農業収穫体験というところで、市民向けに収穫体験の実施、

生ごみ肥料を活用した収穫体験を行っております。また、保育園に生ごみの肥料を使ったプランターで

の収穫体験をごみ対策課としては行っています。 

 循環型社会は食育計画の特色でもございますので、継続していきたいというところでございます。 

 こちらの何点か、経済課のほうからの事業のご案内をしたのですけれども、もしよろしければ、松井

委員のほうから、何か商工会としてございますでしょうか。 

○松井委員 松井です。商工会のほうの飲食店の、特に江戸東京野菜等を使用した料理等の提案化をや

っていただいたりするのですが、なかなか季節がうまく合わなかったりとか、開催する時期、野菜もの

なので、たまたまうまくそういうシーンに間に合わなかったというようなことがあったりとか、意外と

簡単なようで難しいという。やってみると、意外となかなかうまくいかないなということを聞いており

ます。 
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 とはいえ、ある程度期間を区切った中であれば、いろいろなフェアであるとかそういったことができ

るかと思いますので、よく打ち合わせをさせていただいて、あと、経済課というよりは、どちらかとい

うと個別のお店との調整が難しいのだと思いますので、そこら辺を密にやりながらいけばいいのではな

いかなというふうに思います。 

○平岡係長 ありがとうございます。 

 続きまして、（３）“Ｋｏｇａｎｅｉ－ Ｓｔｙｌｅ”の事業者の食育活動に対する促進策というと

ころで、№６５のところで、健康課事業のところで、食育ミニパンフレットの配布等を、平成２８年度

は１,７００枚配布をさせていただきました。また、ミニパンフレットの食育の内容等はまたリニューア

ルをしながら、その都度、市民の方が目に触れるような形の配布方法等を考えていきたいと思っており

ます。 

 続きまして、次のページをおめくりいただきまして、№６７のところでございます。食品の情報発信

というところで、本年度も引き続きまして多摩府中保健所において野菜摂取の普及啓発を目的とした栄

養・食生活ネットワーク会議というところで、各市の管理栄養士が集まっての会議体ですけれども、こ

ちらのほうが開催されております。廣繁委員から何か一言、もしあれば。 

○廣繁委員 野菜摂取については、小金井市さんと同様に、北多摩南部圏域全体でも取り組んでいると

ころです。栄養・食生活ネットワーク会議では、都民の野菜摂取量を増やすこと、さらに野菜を摂取し

やすい環境整備を図ることを目指し、ＪＡの方、商工会の方、食品衛生協会の方、市の方など、都民の

皆様にかかわる部署の方々にお集まりいただき、検討を行っています。今年度は３年目の節目というこ

とで、シンポジウムの開催や調査の実施なども計画しています。よろしくお願いいたします。以上です。 

○平岡係長 ありがとうございます。続きまして、各種団体等の食育推進活動に対する促進策でござい

ます。こちらのほうは、№６９から７１にかけまして、食育関連団体の活動についてですが、こちら、

昨年の１０月の会議でご検討いただきましたとおり、新しい計画からは、食育コーディネータを中心と

した情報の連携を推進するというところで、食育関連団体登録制度のあり方の見直しを図ったところで

ございます。 

 一応、食育の関連の人材の活用というところで、今現在は食育ホームページのボランティアの方を中

心に活動をしていただいているところでありますが、また食育月間で参加していただきました食育ボラ

ンティアの方とか、そういったところの方たちと、またご協力をいただきながら、少しでも食育に携わ

る方々の裾野を広げられるような工夫がちょっとできないかというところで、また今後も検討をしてい

きたいなというふうに考えております。 

 続きまして、５番の計画の推進に向けてということで、施策の推進体制のところでございます。 
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 №７４に、本食育推進会議の記述をしてございます。今後、この委員さんは平成３０年１月末までの

任期となってございますけれども、新しい計画もできたというところで、会議の検討のテーマのご提案

等がありましたら、ぜひ審議会のほうで意見を、そのテーマに関して提言をまとめて意見を深めてまい

りたいなというふうには思っておりますので、何かありましたら遠慮なく事務局のほうにお申し出いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 最後のページになります。№７５の食育コーディネータの配置のところで、平成２８年度、食育コー

ディネータのほうにご要請がありました件数が１１件というところでございました。こちら、以前にも

ちょっとご紹介をさせていただきましたが、例えば一般企業の方からの食育に関するお問い合わせです

とか、あと他の市区町村のほうから、食育の講師ができる方のご紹介をお願いしたいですとか、あと一

応地元のサンケイリビングさんとかのほうで、江戸東京野菜を取り扱う農家とかそういったところのご

紹介とかを教えてほしいというところでのお問い合わせですとか、平成２８年度は、いろいろな団体の

方からのお問い合わせを受けたところであります。 

 また、新しく今年度から、小金井市のホームページのほうでも、食育コーディネータの活用をという

ところでホームページにも掲載はさせていただいてございます。今後も、周知を図ってまいりたいと考

えております。 

 次、最後に、７８番です。大学との連携推進というところで、２８年度は、小中学生アンケートやア

ンケート内容、そのアンケートの分析等、学芸大学の南先生を中心に、ご協力を賜ったところでござい

ます。例えば、他市の自治体ですと、茨城県の阿見町で行われているのが、茨城県立医療大学の看護学

科のほうで、学校の給食だよりのアレルギーに関する記事の執筆とか、保護者へのアレルギー対策の講

演等、地域の食育というところでの視点で携わっているという事例がありました。エビデンスに基づく

知識の普及というところで大学の学術研究者の方と連携がとれた事業展開も考えてまいりたいなという

ふうに思っております。 

 長々とご説明をさせていただきましたが、資料２につきましては以上でございます。 

○南会長 ありがとうございました。 

 今までの説明に関して、何かご発言ありますでしょうか。 

○雀部委員 雀部です。食育ホームページ編集委員の副編集長をしていますので、それの方面からのお

話ということになるのですけれども、食育コーディネータは、地域の方、食育に詳しい方をつなぐ働き

を食育ホームページは情報発信の場だと思っていただければいいと常々思っていまして。 

 ちょっと考えておりますのが、できれば食育ホームページの編集委員も全ての世代の食育を網羅して

いるわけでは決してなくて、どうしても得意分野、不得意分野というのがありまして、食もものすごく



－１３－ 

範囲が広いものですから、できれば専門家の方に記事を書いていただいたり、または記事を書いていた

だけるような専門家の方をご紹介いただければ、とても内容が充実してくるのではないかなというふう

に思っております。 

 市民の目から見た食育については、こちらは得意分野かとは思うのですけれども、どうしても専門家

の方からの目線というのも必要だと思いますし、または国の食育基本法をもっとかみ砕いてわかりやす

くですとか、そういう方面からのアプローチもあると、より内容が充実したものになるのではないかな

というふうに思っていますので、ご協力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。私も、その辺のことは感じていまして、家庭の主婦の方が見るのに

はとてもいいサイトなのですけど、若い女の子とか男の子が食に関して、あそこにある知識ではちょっ

と足りない、もうちょっと勉強しなきゃいけない部分もあると。主婦になれば、嫌がおうでもやるので

すけれども、ほんとうは独身男性なんかも得てほしい知識などがまだまだあると思うので、その辺が加

わるとさらに充実するのではないかなと思うのです。 

 この会議ができたのも食育基本法ができたということもありますし、食育基本法はほんとうに多岐に

わたっていろんなことをしなきゃいけない。それらについて、一般の市民が賢い消費者になるために必

要な知識というのをホームページで得られるといいのではないかなと思っています。 

 今、すごくたくさん月間行事があるのですが、これらについてもホームページ上で、小金井市、こん

なに食育の取り組みをしていますと情報発信できないでしょうか。内容は書かなくてもいいと思うので

すが取り組みの一覧をだし、内容を知りたい方は市のホームページへアクセスしてくださいとするとよ

いかとおもいます。市役所本来のホームページでたくさんの情報があるので、食の情報だけを探す人に

とってはなかなかわかりづらいかなと思うのです。 ですから食育ホームページで、食の取り組みにつ

いて、一覧表のようなものがあると、気づいてくれて、あ、これ、出てみようかしらってなるのではな

いかと思います。市のホームページから探しきれなかった人も、そこからアクセスして参加者が増える

可能性もあるのでいかがでしょうか。 

○酒井委員 タイムリーなら、フェイスブックとかに出しているんです。ほんとうに直近というか、１

カ月先ぐらいまで出ていますか、結構……。 

○鳥羽委員 市報に載ったのは載せています。児童館の内容とか、市のイベントは載せています。 

○酒井委員 タイムリーには見られるのですよね。ただ、一覧表で見るというのは、なかなかできてい

ないかもしれないですね。 

○南会長 フェイスブックなんか、私、やらないものですから、みんなが見てくれるものなのかなとい

う。ホームページはアクセスしやすいけど、フェイスブックとかブログとか、そういうのは。 
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○酒井委員 ホームページに載っているのですよね。 

○雀部委員 ホームページにもフェイスブックのサイトがあって、そこは見られるように一応なってい

るので、そこがどんどん、トップページにそれがついているので、そこがどんどん変わっているという

感じです。ホームページ自体がすごく動くということではないですけれども、そこは常に結構情報は新

しいものに変わります。 

○鳥羽委員 毎月担当者がいて、私もそうなのですけど、児童館とかそういうのを調べたりはしており

ます。ただ、見ていただいているかどうかはちょっと、カウントとかがないのでわからないのですけど

も。 

○南会長 一覧表は、やっぱりあったほうがいいかなと思います。小金井市の食の取り組みって、こん

なすごいことをたくさんやっているんだという。 

○酒井委員 こうやって出てくるとね。 

○南会長 そうなんですよ。活発で、これをやります、次、これをやりますというふうになって、見逃

しちゃう人がいるかもしれない。だけど、一覧表になっていれば。 

○酒井委員 時間的には、年間で何月何日はこれって、全部決まっているわけじゃないですよね。だか

ら、一覧表にしたときのタイムラグというか、そういうのがあるのかもしれない。 

○南会長 だから、取り組み、来年度はこれしますという一覧表でいいと思うんですよ。 

○酒井委員 それはどの程度の……。 

○南会長 出たいと思ったものに関しては、自分で問い合わせる。 

○酒井委員 それってどうしたらいいんでしょうか。 

○健康課長 市の事業で日程まで決まるのって、早くて半年前、公民館の事業とかだと３カ月前とか、

そのぐらいのペースのことが多いのかなと思うので。 

○南会長 だから、詳しいことは載せなくていいと思うんですよ。題目だけですね。男性向けの料理教

室とか。それに関しても、興味があれば問い合わせると。 

○酒井委員 酒井です。市報に載る段階で、情報が入るということですよね、私たちとしては。市民と

しては。市報に載った時点で情報を得て申し込んだりするということですか。 

○健康課長 そうですね。市報だと、ほんとうに、市報の記事がいっぱいいっぱいなので、なるべく一

番最低限間に合うときに出すという流れになってきちゃっているので、そうすると、市報に出てから開

催するまで１カ月もないような催しなんかも……。 

○南会長 月に２回市報なので、ほんとうに１５日以内という感じですよね。 

○鳥羽委員 鳥羽ですけど、私、ホームページのほうでイベント入力を担当しているのですけれど、１
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カ月以上前で載せていて、それから新しく内容がなったので、最近は一覧表で児童館なんかは見やすい

ような形になっていると思うのですけれども。 

 大体、直前になると皆さん申し込みできないので、今のが多分限度じゃないかなと思うのです。１カ

月以上前なので、申し込みも大体そんな感じなので、今のペースかなとは思うのですけど。 

○雀部委員 よろしいですか。その一覧表の中身というのは、決して時系列だったりとかする必要は、

私はないかなと思いまして、まさにこの進捗状況のように、ライフステージに応じた、これは小金井市

の食育推進計画の項目と全く同じにして構わないと思うので、例えばころころ変わるものは載せられな

いですけれども、もう何年も続いていて好評を得ているものですとか、こういう講座をやっていたりこ

ういうイベントをやっていたりということをやっていますという一文だけでもいいかなと思うのです、

項目的には。もしかしたら、担当課を載せてもよろしければ、担当課を載せれば、例えばご興味のある

方は問い合わせたりということも、その後のアクションも起きるかもしれないですし、ぱーっと見たと

きに、ああ、こういうことをやっているのだという実感としては、たくさんいろんなことをやっている

という一覧表が一番いいかなと思うので、いつの時期にとか、そういうことじゃなくてもいいかなと。

やっている項目を羅列状態で一覧表で。 

○酒井委員 ここに上がってきたものを一覧表、これですよね。 

○南会長 事業名称ですよね、それでいいと思うのです。 

○酒井委員 これは可能ですよね。 

○雀部委員 これはできると思うので、なるべく見やすい形で、逆に言うと、詳しいものをそぎ落とし

た形でシンプルで見やすいものというふうに方向性を決めていけばいいかなというふうに思います。 

○髙木委員 髙木です。小金井市も、これだけいろんな食育に関する事業をやってくださっているので、

申し込みの期日に間に合わなくて参加できなかったという、乳幼児とか学齢期の保護者の方の意見は結

構聞いたことがあって、日にちまでは詳しく書くのは難しいと思うのですけれども、月までも難しい事

業やイベントもあると思うので、何となく４月から１月からで、何となく順番のほうが、大体この時期

にこれをやるから、こう書かれているのかなという目安にはなると思うんです。そういうのがないと、

ほんとうにこういったことに興味がある方は、結構、ああ、そういう事業があったなら子供を参加させ

たかったとか、そういう意見はほんとうに多くて、でも、情報があり過ぎて逆に見逃してしまうという

のは、今、すごくよく聞くので、情報の整理の意味でも、一覧というのはすごくいいなと思いました。 

○佐久間委員 佐久間です。今、さまざまご意見いただいたのですけれど、やはり皆さんに、少しでも

多くの方に知っていただくことがまず必要だと思うのです。 

 今、お話に あったように、取り組みの一覧という形で、時系列にするかどうかは別にしても、載せ
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て、そこにこの食育推進計画進捗状況の資料って最終的には公開されますよね。そうすると、ここにリ

ンク張っておいて、飛ぶような形にできれば。２８年度の取り組み状況なので、一覧の中に、２８年度

にやった日を入れてもいいのかなというふうに思っていて、ここまで全部載せると難しいけれども、健

康課のほうにある、この資料に飛ぶようにリンクを張れば、必要な方はそこにアクセスすれば見られる

というような状況もあるかなと思うので、一定、そういう工夫をすることが必要かなと思うので、少な

くともいろんな方に見ていただければと思うので、それも意見として申し上げます。 

○南会長 ありがとうございました。ほかにご意見ありますでしょうか。 

○酒井委員 ちょっと１つ前のお話で、先ほど専門性のあることをホームページに載せたほうがいいと

いうことがあって、せっかく食育推進会議で南先生がいらしたり保健所の方がいらしたりとか菊谷先生

いらしたりするので、皆さんお忙しくていらっしゃるのですけれども、そういうことを書いていただく

ことが可能であれば、食育ホームページ、今、副編集長がいますけれども、お願いして、記事として上

げさせていただくということはどうでしょうか。今いらっしゃる南先生と廣繁委員にちょっと伺ってい

ただきたいと思いますけれども。 

○南会長 私は、学生がいっぱいいますので、学生に。あなたはこれについて書いて、あなたはこれに

ついてといえば、ちょっと振れば、そういう記事は上がってくるので可能です。 

 廣繁委員はどうでしょうか。 

○廣繁委員 情報発信に当たっては、どういう内容を誰宛にどのように伝えるかという点が重要だと思

います。できることであればご協力させていただきたいと思います。 

○南会長 食中毒とか……。 

○南会長 やっぱり耳にはするけども、具体的にどういう、今まで事例として、私たちニュースでは、

こういうのが発生したって、この間のポテトサラダのこともニュースでは聞いていますけども、結局、

感染源がどこだったかまだ特定されていませんよね。そのうち、みんな忘れたころに、そういうことが

新聞か何かでちょろちょろと書いてあるというふうにされるのですけれども、見逃すと、結局何が原因

だったのかわからなかったりもして、その食中毒、最近、勢力図が変わってきていますよね。そういう

ことなども踏まえて、廣繁委員にはぜひ食中毒、あと家庭でどこをどう注意したらいいとかですね。 

 昔は習ったかもしれないですけれども、お母さん方もすっかり忘れているような、布巾の消毒とかま

な板や包丁、包丁も柄と歯の境目ぐらい、あまりよく洗わないで、その辺、洗うのが大事とか細かい注

意がいろいろあると思うのですけど、そういうことで良いかなと思うのです。 

○南会長 ほんとうにミニコラム的な、長い文章は必要ないと思います。 

○廣繁委員 今後検討させていただきたいと思います。 
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○酒井委員 酒井ですけど、あともう１つ、以前に、私、保健所さんのほうから、毒のある植物で食べ

るのを間違えるというのを、よくニラとスイセンとかって、冊子がありますよね。いただいたことある

のですけれども、そういうことなんかも、ニラとスイセン、何で間違えるかなと思うのですけど、似て

いる……。 

○南会長 何か２月ごろにありましたよね、どこかの高校か何か調理実習やってしまった。 

○酒井委員 そんな、スイセンとかお庭でつくっている、私も実はスイセンの近くにニラを栽培してい

たりするので、間違えちゃいけないと思って、縦植えと横植えにしたりしているのですけど、そういう

こととかあるとおもしろいかなと。 

○南会長 食中毒関係は……。 

○平岡係長 すいません、事務局ですが、ちょっと資料で１点修正をさせていただければと思います。

申しわけございません。１枚目のページの№３のところでございます。経済課のほうで、農業祭の啓発

の活動というところで、別紙のほうに回答させていただいております。字が小さいので読ませていただ

きます。 

 ２８年度の進捗状況について、農業祭において市内農産物の品評会や農産物の展示即売、タカラブネ

の作成、特産品である江戸東京野菜やルバーブのＰＲコーナーを設け啓発活動を行った。また、第２回

となる農業絵画コンクールの作品展示を行うとともに、平成２８年度から、入賞作品を使用した食育カ

レンダーを作成し、市内公立小学校等に配布したということで、今後の取り組みといたしまして、今後

も継続し、啓発活動を行う、農商工の連携を強め、来場者数を増やすため、平成２９年度の農業祭から

商工会のブースの増設を検討している。多くの来場により、今まで以上の啓発活動が期待されるという

ところで、経済課のほうでご回答をいただいております。 

 申しわけございません、こちらのほう、差しかえをさせていただきたいと思います。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。ほかにご意見、いかがでしょうか。 

○松井委員 松井です。食育月間の食育の日の取り組みの件ですけども、今年度は歯と口の健康のイベ

ントのほうでブース出店をするということだと思うのですが、以前、キッズカーニバルのほうに出させ

ていただいたのです。キッズカーニバル、実行委員会形式になってなかなか出店数が難しくなったとい

うことがあったので、出店を取りやめたという経緯だったと思うのですが、たまたま私の事業所のほう

で今回出た。人から紹介されて、そういうのに出たらといって、申し込んだら出ちゃったような感じで、

私、その実行委員会には出席も別にしていないですし、前日の設営のお手伝いはしましたけど、それ以

外、特に何もなかったのが実情なのですね。事前の説明会はあったのかな。 
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 その程度でしたので、キッズカーニバル、今年も来場者がすごく多かったのです。なので、歯と口の

健康、またブラッシュアップするという、これはこれでいいと思うのですけれども、キッズカーニバル

のほうに出るということももう１度検討されたらいいのじゃないかなというふうに、私は思ったんです。

たまたま出店をしたもので、この場は非常に貴重だなというふうに思いまして、これも２９年度とは言

わないまでも、再来年度以降、出店を検討されたらどうかなというふうに思うのですが、意見としてお

出しいたします。 

○南会長 この件に関して、事務局のほうから何かありますか。 

○平岡係長 キッズカーニバルの出店を見合わせた経緯といたしましては、まず、日程的なもの、また

その実行委員会形式というところでなかなかボランティアさんのところで、実行委員までは難しいとい

うところで、ボランティアさんの人が集まるのが難しかったというところと、あと出店費用の徴収とい

う話も出ておりまして、健康課のほうとしても、事業を年間で持っておりますので、その日程の調整と、

内容のところでなかなか難しいというところで、健康課としては出店を見合わせたというところであり

ます。 

 何人かの、個々にボランティアの方に、こういった健康課で使用したグッズ等の貸し出しとかはでき

るとは思うので、お声がけはしたのですけれども、あくまでも実行委員会形式というところでハードル

が高くて、行政のお手伝いはできるけれども、自分たち主体で、そこで参加するというのが、ちょっと

ハードルが高いという正直なお声をいただきました。 

 食育月間の６月にピンポイントで必ず事業が定期的に、コンスタントに開催がされるというところで、

歯と口の健康で食育月間でイベントを持とうというところで話が決まったというのが今までの経過でご

ざいます。 

○南会長 続けていたときは、どういう条件だったのでしょう。 

○平岡係長 まず、実行委員形式ではなくて、あくまでも出店だけというところ、出店費用がなかった

ところ、健康課の事業の人と重ならなかったところで、ある程度、年間の事業の予定で、おそくても来

年の冬とかまでには一定を事業として計画を立てるところですけれども、日程のチラシが早かったとい

うのもあったかと思います。 

○南会長 この小松委員が提案したようなことを実現するには、やはり費用の面とかですか。 

○平岡係長 そうですね。健康課としての参加は、ちょっと難しいかなというのが正直な感想ではあり

ます。 

○松井委員 一応、費用ですけど、５００円です。 

○南会長 ああ、５００円。 
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○松井委員 企業とかとしてＰＲをしてもいいというところで、５００円か１,０００円かというところ

もある。なので、それほどのものではなかったということと、実行委員会といっても、最初指摘したの

は事前の説明会の１回と前日の説明の、自分のところも説明をしなきゃいけませんので、それを兼ねて

の出席だったので、実際２回しか出ていない。それがほんとうにいいかどうかは別として、主体的にか

かわるということもあるとは思うのですけど、そこまであまりハードルが高くなかったというところで、

だったらできるのかなというふうに思ったのです。 

○酒井委員 酒井です。私も、キッズカーニバルの実行委員会の方、何人かから、個人的に食育ブース

を出してほしいということはすごく言われたのですけれども、今年度に関しましては、やっぱり日程の

決まりが結構遅い。やっぱり、皆さん動くに関しても、もっと期間があれば予定も入れられたけど、入

れられなかったという方が、私の声かけた方がほとんどだったのですが、来年に関しては、行政として

の行事が歯と口の健康ということが決まっているので、それ以外に、有志で問いかけをして、ぜひ来年

度は食育ブースを出してみたいと、私は個人的に思っているのです。 

 松井委員が出店されているところもちょっとお顔出ししたら、そんなにハードル高くないよ、大丈夫

だから来年どうですっておっしゃっていただいたり、何人かに声をかけていますと、日程さえ押さえら

れれば協力してくださるという方もいるので、健康課さんがやっていた当時のように、大規模にはでき

なくても、小さくでもやってみようというふうには、個人的には考えているので、この場でご賛同いた

だける方がいらっしゃれば、健康課の行政行事としてではなく、個人的に有志として、来年度は、松井

さんなんかと協力させていただいて出店させていただけたらいいかなと思っております。 

 えてしていろんな行事が、やっぱり行政主導でやっていて、それができなくなると撤退せざるを得な

くなるというのって、いろんなところで目についているのですが、やっぱり食育というのは、そういう

ものではなくて、私たち市民の側でもどんどん積極的にやっていくべきものでもあるので、健康課の力

がすごく大きかったですけど、そんなに大々的じゃなくても、ほそぼそとでもいいから、やってみても

いいのかなと松井さんのブースを見て、とても思いました。こぢんまりとでもいいので、せっかくキッ

ズカーニバル、たくさんの方がいらっしゃって、健康課の方も一緒にやってすごく手応えは感じてらっ

しゃると思うのですけど、それを絶やさないほうがいいのかなと思ったので、来年度は有志としてやり

たいと思っているので、皆さん、ご協力いただけたらというふうに考えております。 

○南会長 市としては、ちょっと難しいというのを、食育推進会議で参加を試みていると。では、お願

いします。 

 では、ほかに何か。発言ありますでしょうか。 

○酒井委員 新しく公募委員になられた澁谷さんの活動で、みんなでご飯という活動をされているので
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すけれども、それは、副編集長のほうでも共食で……。 

○雀部委員 共食の話をしちゃっていいですか。 

○酒井委員 いいんじゃないかな。じゃ、バトンタッチします。 

○雀部委員 すいません、バトンタッチされました。今小金井市として市と協働して食育ホームページ

やっているので、ぜひ積極的に発信していきたいなという意識の１つのあらわれとして、今まで孤食を

ずっと取り上げてきて、１つ１つの孤食についての記事も書いてきたのですけれども、それだと、孤食

はいけないよ、で止まってしまうので、これから提案型として６つの共食というものを提案しようとし

て、今記事を練にねっているところです。毎回６つの、「きょうしょく」のきょうの字が全て違う食で

す。提案としては、きょう食って、平仮名できょうに食ですけれど、たまにご飯を食べたりすることも

きょう食ですし、協力して調理をすることもきょう食ですし、「きょう」の字をいろいろ変えて、もう

ちょっと前向きな発信をしようかというふうに考えている１つの一環として、澁谷さんに活動されてい

る、「みんなでご飯」をぜひ取材させてもらって、どういう形でやっているかというのを、その中に生

かしていきたいなというふうに思っています。 

 できればご紹介いただけたらありがたいですけれども。 

○澁谷委員 ありがとうございます。簡単に説明いたします。 

 私は、第８回ファシリテーター講座のほうに参加いたしまして勉強してきたのですけれども、そのフ

ァシリテーターの中の最終段階で、居場所づくりというものを実働させていこうという働きかけの中で

の一環です。 

 みんなでご飯というのは、もともと私の使っているアパートを開放しまして、みんなでご飯をつくっ

て食べましょうという活動を以前からやってきました。もう既に、回数でいうと１０回を超えました。

ファシリテーターの講座を受けてからは７回やって、本格的にスタッフが決まり、その中での活動をし

始めての７回目という形になっています。 

 先ほど雀部さんもおっしゃっていましたように、共食、ともに食べることとか、共同に、みんなでつ

くって食べていくということをコンセプトにして、居場所づくりをしていくという点で、いわゆる子供

食堂とか、そういうものとはちょっと一線を画すというか、つくってしてあげる、施すというスタイル

ではなくて、誰でもみんなが一緒の目線になって、同じ時間を過ごして同じ釜の中の飯を食うという、

そういう中から生まれてくる触れ合いだったり居場所づくりだったり生涯の生きがいだったり、いろん

な世代交流を目指しているというような形になっています。 

 実際には、１つ、毎月、例えば焼きそばだったら焼きそばというテーマを決めて、食材を買ってくる

ところはスタッフのボランティアを初め、つくる際も、いろんな大人がかかわり、子供たちが１５時半
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開放するので、集まって来始めたら、最初は様子を見ながら、やりたい子はやるし、遊びたい子は遊ぶ

しという、強制はせず、何となくその場を持っていくというか、そういうところからやっており、今の

ところ、５年生、６年生の子が、大体来る子は決まってきているのですけど、その子たちがつくったり

とか、途中から遊びに行っちゃったりとか、そんな感じですけど、フォローしてやっています。 

 その中で、いただきますというのは必ずして食べる。くる子の時間が違ったりするので、全員そろっ

てということはちょっと厳しいので、グループがあって、いただきますをし、食べて、食器をかたすと

ころまでというのを、本人を中心にほかのスタッフとか来てくれた高齢者とかが見守りながら協力しな

がらやっていくという活動をしています。 

 おかげさまで、大体大人が、毎回スタッフも含めますと２０人近く、入れかわり入りますし、子供は、

７月、８月はちょっと夏休みをまたいだのでちょっと少ないですけれども、最初のときで十七、八人来

てましたし、大体が１０前後、幼児から今のところは中学生がで来てくれております。 

 また、９月の第４金曜日に固定して活動しておりますので、３時から８時まで開放していますので、

もしよろしければ来てだければと思います。 

 以上です。 

○南会長 ほかにいかがでしょうか。 

○田中主任 皆様に、「こがねいっこ健康ナビ」のお知らせを配付させていただいたので、その説明を

させて頂きたいと思います。７月より、健康課の健康情報サイトがオープンしました。対象は、市民、

妊婦さん・乳幼児から成人・高齢者の方までの健康情報を載せたサイトになっております。メールアド

レスやお子さんの誕生日、健診日等を入力していただくと、もうすぐ健診ですよとか、予防接種ですよ

というお知らせが届きます。あと、予防接種の予定を自動で組むスケジューラー機能もつけております。 

 こちらのサイトが始まるに従いまして、既存の配信システムからこがねいっこ健康ナビへのシステム

変更を予定しております。今年度の１年間は、両システムから乳幼児食育メールを配信し、既存のシス

テムの方には、こがねいっこ健康ナビへの再登録をお願いしているところです。  

平成３０年度からは現行の乳幼児食育メールの配信システムではなくて、こがねいっこ健康ナビにメ

ールアドレス等をご登録頂き、乳幼児食育メールを引き続き行っていきたいと考えております。以上で

す。 

○南会長 はい、ありがとうございます。では、それ以外のほう、次回の、あとの決定はお願いします。 

○平岡係長 次回は、一応例年どおり１２月ごろを開催予定してございます、何か議題等、こういった

ことを紹介してほしいとかがありましたら、事務局までご提案をお願いいたします。 

 以上です。 
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○南会長 ありがとうございます。 

 では、以上をもちまして、平成２９年度第２回小金井市食育推進会議を終了させていただきます。本

日はお疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


