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平成２９年度第３回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２９年１２月２５日（月）午後１時３０分～午後２時２０分 

場  所  保健センター１階大会議室  

 出席委員  １１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  土 屋 直 己 委員 

  委 員   松 井 大 平 委員  菊 谷   武 委員 

  委 員   廣 繁 理 美 委員  佐久間 育 子 委員 

 

 欠席委員   ５人 

        澁 谷 聖 子 委員  島 﨑 聡 子 委員 

        小 林 美 香 委員  志 田 尚 紀 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 

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

傍 聴 者  １人 

 

（午後１時３０分 開会） 

 

○南会長 定刻を過ぎましたので、始めさせていただきます。 

 皆さん、本日は年末のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、これよ

り平成２９年度第３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、委員の出席に関して、事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長 本日の委員の方々の出欠でございますが、須崎委員、澁谷委員、志田委員、島﨑委員の４

名の方から欠席のご連絡を頂戴しております。また、髙木委員と小林委員と菊谷委員の方は若干遅れて

おります。現在、９名の方のご出席となりますので、過半数以上の出席となりまして、審議会として成

立することをご報告申し上げます。 

 本日、配付しました資料のご紹介をさせていただきます。まずは、次第です。それから、健康増進計

画についての概要と簡単な体系図を準備させていただいております。また、前回の食育推進会議の会議

録案も準備してございます。また、今年度はこういった小金井市の食育カレンダーができ上がりました

ので、皆様のお手元に配付してございます。まだ若干の予備がございますので、もしどこかで配布され

たいとか、そういったことがありましたら、会議終了後お声がけいただければと思います。 

 資料においては以上でございます。不備等ございましたらお声がけいただければと思います。 

○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送付されている前回の議事録案で、ご自身の発言内容

を確認していただきたいと思います。訂正された方は、訂正した箇所が訂正どおりになっているかの確

認をお願いいたします。それでは、若干時間をとりますので、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。では、この案でよろしいという方は、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、もし何か追加で気がついた点がありましたら、後ほど事務局のほうにお願いいたします。 

 では、意見、提案シートについて、事務局のほうからお願いします。 

○平岡係長 本日の意見、提案シートのご提出はありませんでした。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、農業祭についての報告を事務局からお願いします。 

○田中主任 第６８回目の農業祭が、１１月１１日土曜日、１２日日曜日に小金井宮地楽器ホール及び

フェスティバルコート等で開催されました。健康課でも１１日の土曜日に参加させていただきまして、

食育のミニパンフレット、食育ホームページの周知チラシ、第３次食育推進計画を策定しましたという

チラシの３種類、約４００部を配布いたしました。 

農業委員会事務局からも当日の様子をご報告いただいております。 

「両日ともにお天気に恵まれて、たくさんの方に来場いただき、盛大に開催することができました。品

評会では、物産部門が８６５店、植木部門が３２９店、合計１,１９４店の出品があり、ご来場いただい
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た方に、小金井の農業をＰＲすることができました。」ということです。来年は１１月１０日土曜日、

１１日日曜日に開催予定ということで、来年もどうぞ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。 

 このことについて、土屋委員から何かございますでしょうか。 

○土屋委員 ほんとうに今回の農業祭は天気に恵まれ、ちょっと風の強い時間帯もあり、その辺ではち

ょっと大変なときもあったんですが、例年以上に人が多く来ていただいたなというのは感じています。 

 また、食育カレンダーにもありますが、このカレンダーですが、品評会とかの展示の会場の上のほう

で、ホールのほうで子供の絵画コンクールというのを開催し、そこで入賞した作品が今回のカレンダー

になってますので、また来年も実施すると思いますので、ぜひお子様にお声がけとか、来年度もしてい

ただけるとうれしいなと思っております。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か農業祭についてご発言ありますでしょうか。お願いします。 

○松嶋委員 ことし７月に農業委員に拝命されまして、初めて農業委員として農業祭に参加させていた

だきました。品評会自体は、私は外から見ていたんですけれども、小金井の野菜の美しさや、粒ぞろい

な形で、ほんとに天候がことしはすごく悪くて、農家の方が大変苦労されたと。あと、これだけの同じ

ような形が評価されるということで、そろえるのに何本も何本も抜いて中からえりすぐりのものを選ん

できたというお話を聞いて、非常に感動した次第です。小金井の地場野菜が大変すばらしいということ

をこれからも周知していきたいなと実感いたしました。 

 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、今期の委員の任期が平成３０年１月３１日までで、きょうの審議会が最後の審議会となってお

りますので、もしよろしければ皆様から一言ずつお願いできますでしょうか。雀部さん、いかがですか。 

○雀部委員 私は長く公募委員として毎回応募して、３期務めたので、ほんとうにこれで多分終わりに

なるんですけれども、とても食育っていうのは続けていくのがすごく難しい活動だなと。何げなさ過ぎ

るんだけれども、重要なんだけども何げなさ過ぎて、ついついこう、楽なほうに流されてしまいがちに

はなるんですけれども、やっぱり食育にかかわってる人たちが地道に活動を続けていくということが一

番大事なのではないかと思います。 

 ここで審議いろいろさせていただいた中でも、皆さんでじっくり話し合った結果、とてもいいものが

でき上がってきたり、その過程をずっと見てきて、もっと広く市民の皆さんに知っていただきたいなと
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思いました。ありがとうございました。 

○松嶋委員 ありがとうございました。今期の委員を務めさせていただいて、食育推進会議委員となっ

たことから、非常に私のほうの活動が広まりまして、先ほど申しましたように農業委員にも拝命されま

して、食と農と人をつなぐというような仕事が増えてまいりました。食育というと、お子さんに対する

食育というふうに注目されがちですけれども、この会議に出て全ての人に対する食の知識を広めていく

ことが大事なんだなと実感して、小金井ならではの食育というものも、これからも広めていきたいと考

えております。できれば来期も務めさせていただきたいと思って、応募させていただきますが、何かで

きることがあれば、多方面の食育というものをやっていきたいなと思っております。ありがとうござい

ました。 

○鳥羽委員 鳥羽です。私も雀部さんと同じく、小金井市の食育推進会議委員となって、こういう新し

いいいものができましたので、かかわったことに関してほんとうによかったなと思っておりますし、ま

た、挿絵がかわいいというお話をちょっとお聞きしたので、これはやっぱり皆様の努力の結果といいま

しょうか、汗の結晶というか、ほんとうによかったなと思っております。 

 それから、ことしは野菜が高騰しておりまして、若いお母さん方とか主婦の方たちが安い野菜を求め

てあちらこちらに行ってらっしゃいまして、また、うちの娘もそうなんですけれども、共稼ぎの夫婦と

いう、子供と育てながらの食育です。食べるものを見ていると、結構一生懸命つくっているようなんで

すけれども、つくられた総菜を買うというのはやむを得ないなと思いましたけれども、やはり子供の体

をつくるには食べ物が一番大事なものだと思っておりますので、改めて食育の推進委員となりまして、

またこれからもさらに努めていきたいなと思っております。改めてそれは感じたことでありまして、こ

の１年間どうもありがとうございました。 

○髙木委員 髙木です。任期が４年だったんですけれども、前回から引き継いでやらせていただいたの

で、ほんとに毎回勉強させていただいてばかりで、皆さんと言葉は重なるかもしれませんが、食育の大

切さはほんとに日々感じているんですけれども、子供を育てながら、何かそれが自分ができているのか

なというのも、食育委員をやりながらすごく考えさせられてきました。時間を割いてもっとやってあげ

たい、自分でもちゃんと食をしていきたいと思っていても、できなかったりして悔しい思いをしたり、

そういった話をほかの同世代の小さい子供がいるお母さん方とも話したりして、何とか乗り越えていこ

うとはしているんですけれども、なかなか難しくて、もっとうまくできないかなと日々勉強していると

ころです。ほんとうにいろんな知識や思いを教えていただいて、すごく勉強になりました。ありがとう

ございました。 

○菊谷委員 菊谷です。私ちょっと多分違った立場で。 



－５－ 

 多摩クリニック５年前にちょうど開院して、２年目ぐらいからですかね、この会議出させてもらって。

多分皆さんとは違う視点の発言があったかと思うんですが、クリニック、おかげさまで、他の子と同じ

ように食べさせたいというお母さんと、スプーン一杯の食事でも食べられないだろうかというご家族の、

用は子供から大人まですごくたくさん患者さんがきてくれています。そして、訪問診療もさせてもらっ

てます。食べることは、初めて知る喜びだし、最後まで味わっていたい、何ですかね、大切なものなん

だろうと思うんです。 

 そんな中で、僕らどうしても機能中心になりがちなんですが、最近聞いた話で、やはり子供のころか

らしっかりとしたバランスのいい食事をとっていると、高齢者になっていわゆる独り暮らしになって食

事が単調になっていく中でも、体が欲するっていうんですよね、こういう栄養素が必要なんではないか

といって。そういう行動に、食行動に出る、そういう体の中にしみ込ませるためにも、小さいころから

のいわゆる食育が重要なんではないかということを、僕は高齢者がどちらかというと専門なんですが、

高齢者をフィールドにしている栄養士さんなんかの発言を聞いてですね、すごく腑に落ちたというか納

得する発言で、この食べることの問題は全ての世代の人たちに共通な問題ですし、そして私たち宮地楽

器ホールでたびたび勉強会やらせてもらってるんですが、ほんとに底が抜けるほど人が集まるんですよ

ね。つまり何が言いたいかというと、食をキーワードにすると、すごくたくさんの人たちがつながれる

っていう、それはすごく実感をしています。医療、介護、福祉関係者のみならず市民の皆さんともこの

食のキーワード、つながっていけるのかなと思っていて、お手元に資料を出させていただいたのは、こ

れ宮地楽器ホールで２月１９日に介護食ですね、よくここで何度かご紹介をしたスマイルケア食ってい

う今、農水省が食育の一環で名付けているんですが、それの試食会を市民向けにやろうと思っています。

ぜひご参加いただきたいなと思っていて、ほんとは街行く人に声をかけてどうぞってやりたいんですが、

多分食中毒等の関係で、不特定多数に試食をさせてはいけないというふうに言われているので、形式上

お申し込み形式をとっていますが、あまり気にせずにと言ったら大きな声で言えないんですが、おいで

いただければ。これはホームページに上がってるんでしたっけ。かわいいのにしたので、原稿送りする

ので、前のやつは白黒でちっとも色気のないやつだったんですが、ぜひこれにおいでいただけるとうれ

しいなと思います。それと、もしどこかで配布する機会があったら、その枚数分コピーして郵送します

ので、よかったら皆さん。 

 それと、こちらのほうは、ホームページのほうは、かねてから私が運営しているんですけど、どこに

行けばこういう食べ物が食べられるのかとか、いわゆる老人施設等でですね、そしてどこに行くとこう

いう食事が売っているのかというドラッグストアやスーパーの情報まで全部、住所入れると検索できた

り、今、百弱のレシピが載っていて、最近、笑っちゃいけないんですけど、チキンラーメンの柔らか４
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段階みたいなのがここからダウンロードできます。僕らの基準だと４、３、２という段階があるんです

けど、４のチキンラーメン、３のチキンラーメン、２のチキンラーメン、普通のチキンラーメンという、

お湯の温度とかお湯の量を変えて提案したりしてるのがこの中から出てる、レシピ集になっていたりし

ます。ぜひご利用いただければと思います。 

 私からは以上で、私自身も大変勉強させていただいている会議です。なかなか出れなくて残念です。

ありがとうございます。 

○松井委員 お疲れ様です。松井でございます。私も、途中からだったんですけど、２期という形でや

らさせていただきました。私も子供がいる、小さい世代なので、どちらかというと食育というとお子さ

ん向けのことがメーンなのかなと思って参加をしたところではあったんですが、実際には高齢者の方で

あるとか、菊谷先生のところのような口腔外科の分野とか、非常に幅広いものなんだなということで、

非常に私も視野が広がりましたし、大変勉強になりました。 

 今回、実は私、別の審議会に今度行かなきゃいけないことになりまして、ここで一度かわるというこ

とになります。次期からはシャトー小金井の１階に、昔は「ＷＡＩ(わい)」といって、今「ＩＴＥＲ(い

てる)」というお店なんですけど、保谷君という若い商工会理事さんがいるんで、実際にそのお店をやっ

て、食事なんか出してるような立場の人をちょっと推薦しておきましたので、ぜひ実践的なものでも使

っていただけたらと思います。 

 私は仕事柄、いろんなものを皆さんにお知らせしてお届けするのが私の仕事ですので、今後もいろい

ろなことでご協力できたらと思っております。このたび、一応一回終わりになりますが、ありがとうご

ざいました。 

○土屋委員 土屋です。私は農業関係者ということの代表でこちらに参加させていただきました。２６

年から参加で４年になるのかなと思いますが、いろんな意味でほんとうに参考になったこともあり、充

実した時間を過ごさせていただきました。まだまだやり足りないというか、力不足なところがかなりあ

ったなというのも僕自身ありますが、僕のほうも今期でこの回で終了という形になり、後任に青壮年部

長の船田さんが次回からこちらに参加することになると思います。ぜひ農業の方の話等を、積極的に発

言ができるかわかりませんが、色々出してもらい、協力できるような関係づくりというかこの場をつく

れればいいなと思っておりますので、次回以降、また農業とのつながりということも含めてよろしくお

願いしたいなと思っております。 

 私自身もほんとうに今回参加できてよかったと思いますので、何かあれば、まだまだ色んな面で接す

るところがあるとは思いますので、そのときはどうぞよろしくお願いしたいと思います。ほんとうにあ

りがとうございました。 
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○廣繁委員 廣繁でございます。お世話になっております。私は２年目になります。私は行政の立場な

んですけれども、普及啓発、広く都民の皆様に周知していくということでお役を担っていると思ってお

ります。この会議を通じて多くの方と関わり、さまざまなことを学ばせていただきました。今後の活動

の参考にさせていただきたいと思っています。 

 ライフステージをみると、お料理ができないとか、食べ物を身近に感じられないとか、たくさんの食

の課題が残っていると思います。そうしたことも皆様方とともに改善に取り組んでいきたいと存じます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○佐久間委員 福祉保健部長の佐久間でございます。皆さん、今までご協力いただきましてありがとう

ございます。 

 福祉保健部長ということで、食育コーディネーターの役目も担っているところでございまして、私は

この食育推進会議にかかわらせていただいて、食は心身の健全な源になるということを痛感したところ

でございます。食育は少しずつですけれども、広まりつつあるところですが、まだまだ取り組みが必要

なものになっているところと感じています。 

 また、３０年３月末に、後ほど議題でも出ますけれども、健康増進計画を含む総合計画を策定すると

ころでございます。この計画につきましては、実行するためにあるものでございますので、計画をつく

ったら終わりということではございませんで、食育を今後どのように市民の方々に周知をしていくか、

食育を広めていくことができるかということは大きな課題と思っておりますので、今後とも皆様のご協

力をいただきながら、市民の方々に少しでも広めていくという取り組みをしてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。ほんとうにありがとうございました。 

○酒井委員 酒井です。私もこの会議にかかわらせていただいて、ほんとうにいろいろな方とお知り合

いになれたことが一番私にとっては宝物かなと思っていて、先ほど佐久間部長がおっしゃっていました

けれども、市民の方に大分周知してきたということが、やっぱり実感として最近あります。普通の子育

て中のお母さんの口から食育という言葉をいろんなところで聞くようになったんですね。ですから、と

ても地道に私たちがやってきたことも、少しは目に見える形になってきてるのかなというふうに思った

りしています。 

 ただ、その一方で、今私が１つ知っているケースで、食に興味がないという若い人がいて、三食食べ

るなんてことは全然眼中にもないという人がいて、その人にどうしたら食を感じてもらえて、三食ある

いは二食でもコンスタントに食べてもらえるかという、そういう課題を今いただいちゃったり、自分な

りに思ってるんですけれども、いろんな意味でほんとうに食育って幅が広くて、私は今まで野菜を食べ

ることを通じて食育を広めていくというふうな方向性でずっと来てたんですけど、それはそれでずっと
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継続していきたいと思うんですけれども、ほんとうに社会問題と相まっていることとかいろいろ出てき

ていて、とても大変なことだなと思ってるんですが、微力ながら今後も皆さんの力などをおかりしなが

らや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。 

○南会長 南です。私は大学で家庭科の教員をつくる過程で、食物分野を主に担当しているのですけれ

ども、私なんか、いわゆる大学の教員は、文科省直轄大学という別名もあるような大学なものですから、

いわゆる文科省の学習指導要領に準じたことに沿って授業を行っているのです。その１つにいわゆる学

習指導要領以外に日本の現状を解決するような授業をする、それについて学生を指導するというのもあ

るんですね。食の分野というと、食育基本法ができた経緯も話しますし、日本が抱えている食の問題っ

てあまりに多岐にわたっていて、それらについて話しているのですが、そのときにこの会議に参加させ

て、皆さんのいろいろな専門分野からの話を聞くことで、学生への学びというのに還元できているので、

私としても大変有意義な会議となっております。 

 私がやっぱり一番今、問題だなと思っているのは、何のために食べるかということを意識しないで食

事をしている人が多過ぎるなと。お腹がすいたから食べるとかおいしいものを食べたいから食べるとい

うので食事をしている人が多いような気がしています。 

 その授業をした人が１日何を食べたか書き出させるのですけれども、平気で１食、２食抜くんですね。

本人たちは食に対してあまり興味を持ってないの問題に思っていないというところが、すごく問題だな

と思っています。それを授業で、将来いろいろ健康上の問題になるからということで話していますが、

どれくらい浸透しているかなということもありまして、皆さんと考えていければなと思います。 

 それでは、それ以外に何かご発言ありますでしょうか。言い忘れたこととかありませんでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

○平岡係長 まずご連絡を何点かさせていただければと思います。 

 ただいま１２月１４日まで、本会議の来期の食育委員の公募市民の募集をさせていただいたところで

ございます。現在７名の方から応募がございまして、募集の人員が５名ですので、これから選考に入ら

せていただいて、２月１日から新しい委員の方々で食育推進会議を進めていきたいと考えております。

今期の委員の皆様には、食育の計画策定前に提言をまとめてくださったり、食育の市民アンケートをも

とに計画のパブリックコメントを実施していただいたりと、昨年度はかなりタイトなスケジュールでご

協力いただきまして、本当にありがとうございます。今期の委員の皆様から頂戴した提言など、貴重な

意見をまた次期委員の皆様にもお伝えしながら、公募市民の皆様と、また各分野を代表する皆様ととも

に、建設的に、小金井市の食育を推進する会議の場として、事務局としても進行を務めさせていただき

たいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 
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 ２点目が、ただいまお手元に配付させていただきましたご案内でございます。平成２９年度第２回食

育リーダー会議の開催についてということで、教育委員会のほうからお知らせがございました。平成３

０年２月１５日に２時半から４時半まで、第一小学校のミーティングルームで、食の魅力と重要性とい

うことで、東京家政学院大学名誉教授の江原先生の講義が行われます。直接会場にお越しくださいとい

うことでしたので、ご興味のある方はぜひ足を運んでいただければと思います。 

 また、庁内の動きとしまして、経済課から情報提供がございました。学校給食に関して、地場野菜を

積極的に学校給食に取り入れようということで、農家の方、ＪＡの方、学務課、学校栄養士、経済課の

皆さんで会議を１１月末に実施いたしました。 

 一応、地場野菜の学校給食の利用量なんですけれども、平成２８年の４月から１０月までの時期が、

大体約４,９００キログラム、学校の給食で消費をしていました。同じ時期の今年度４月から１０月まで

が６,９７９キログラムということで、２,０７９キログラム増ということで、かなり学校の給食に地場

野菜が取り入れられているという状況でございます。 

 一応、１１月２２日には、学校の栄養士の方が市内農家の見学をされまして、交流が持たれたという

ことでご報告をいただきました。また、庁内の健康課だけではなく、他課でもさまざま食育に関する取

り組みも始まっておりますので、またこの会議で庁内の動き等もご紹介させていただければと思います。 

 続きまして、健康増進計画について若干ご説明をさせていただければと思います。お手元、机上に配

布いたしましたパワーポイントの小金井市健康増進計画（第２次）という資料と、大きなＡ３の施策の

展開ということで、展開図のほうを準備させていただきました。本日締め切りでパブリックコメントを

実施させていただいたところでございます。 

  基本理念について、「自然とふれあい みんなで楽しむ 健康づくり」ということで、前回の計画

と基本理念は変わっておりません。 

 本計画では、１年間、健康増進計画延伸しまして、平成３０年から６年間の計画になっております。

国の計画と東京都の計画を踏襲しまして、基本目標を３点に絞ってございます。 

 まず、１点目が生活習慣病の発症予防・重症化予防。こちらのほうは生活習慣病を防止するための健

診事業や、健康教育事業等の事業の取り組みを展開していくということで計画で位置づけられておりま

す。 

 また、基本目標の２点目が、生活習慣の改善でございます。こちらの中に基本施策として５つ取り上

げられていますけれども、こちらの（１）栄養・食生活支援ということで、まず、基本施策の一番上に

持ってきました。施策のほうは、望ましい食生活と栄養に関する情報提供の充実と、食育に関する取り

組みの推進ということで、計画の推進と月間行事等の普及啓発、また栄養集団指導等、明記してござい
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ます。 

 そのほかに運動や心の健康、飲酒喫煙、歯と口腔の健康づくりということで、全般は生活習慣の改善

として基本施策に位置づけております。 

 最後に、大きな柱の３番目です。こちらが健康を育む環境整備ということで、医療体制の充実と健康

づくり環境の充実ということで、特に健康づくりの環境の充実は、生涯学習課もスポーツ振興計画等に

も関連しておりますので、各計画との整合性を保ちながら、取り組んでいく内容として挙げております。 

 雑駁ではございますが、事務局からの説明は以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 委員の方から何かご発言ありますでしょうか。 

 私からは江原先生が講演してくださるということで、驚きました。食文化の日本で第一人者と言

ってもいいので、、、、これは市民の方は参加できるのですか。もし参加できる方がいたら、お友

達を誘ってもいいので、ご参加いただきたいと思います。いわゆるこの題以外のこともたくさん知

識としてお持ちなので、質問を、何か疑問を持ってる方などは質問していただけると、先生もうれ

しいのではないかなと思うのです。もうちょっと宣伝をして、多くの方に聞いてもらいたいです。 

○酒井副会長 江原先生と小金井市、結構縁があって、子供も来ていただいて、先生の料理の本に

サインとかもしていただいたりとか、コンシェルジュ協会も講師として長く教えていただいたりと

かしてたので、ぜひ機会があれば、先生のお話聞くのもすごくいいと思います。 

○南会長 大学にもすごくもう、図書館に蔵書がすごくあるらしいんです。見にいただける方はぜ

ひ足を運んでいただきたいなと思いました。 

 それでは、本日の議事は以上で終了になるのですけれども、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 次回は新しい、改正した委員の方で２月から出発をするということで、これから公募

された方の選考がございまして、２月頭に新しい委員の名簿の公表をする予定です。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、事務局の健康課長のほうから一言ご挨拶申し上げます。 

○石原健康課長 皆様、２年間の任期大変お世話になりました。ありがとうございました。私、こ

としの４月に来たので、皆様とは１年弱のおつき合いということになりますけれども、私が来たと

きには第３次の小金井市の食育推進計画のほうができ上がっておりまして、皆様方の大変な熱の入

れようをこれができた段階で非常に感じたというのがこの１年だったかなと。 

 こらちの計画のほう、２６市の課長会などでも配布させていただきましたところ、なかなか各市
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さん、第３次まで進んでいる市がなかったりであるとか、あるいは健康増進計画と一緒の合冊でつ

くったりしてる市がほとんどで、こういう単独でつくってる市というのは非常に少ないということ

で、非常に食育に関して小金井市熱心だなと他市の方からもお褒めいただいたところで、皆様方の

ご苦労を感じさせていただいたところでございます。 

 それから、私のほうから、ちょっと１点、最後の情報提供で申しわけないんですけれども、今月、

１２月から小金井市と包括的な連携協定を結んでいる武蔵小金井のイトーヨーカドーさんの地下

１階の下りのエスカレーターを降りたところの右側に、小金井市内の市立の小中学校の給食の献立

表全校分をご用意しているそうでございます。趣旨といたしましては、お昼にこういう給食が出て

いるので、夕食をつくるときに重複しないようにということを配慮していただいたりとか、そんな

ことに使っていただければということでイトーヨーカドーさんから申し出があって配置している

そうでございます。 

 以上でございます。 

○南会長 おもしろい情報ありがとうございます。これはずっと今後も継続される取り組みですか。 

○石原健康課長 せっかくのお申し出なので、もしほかの商店とかからも申し出があったら、ヨー

カドーさんだけやっていただくということにもならないというふうに学務課のほうも申してるの

で、継続して置き場所がある限りやらさせていただくのではないかなと思います。 

○南会長 どうもありがとうございます。 

 委員の皆さんからは何かありますでしょうか。ないようでしたら、ほんとうにお忙しい中、毎回

出席いただきありがとうございました。 

 では、以上をもちまして、平成２９年度第３回の小金井市食育推進会議を終了したいと思います。

お疲れ様でした。 

 

―― 了 ―― 


