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平成２９年度第４回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成３０年３月６日（火）午後３時～午後４時 

場  所  保健センター１階大会議室  

 出席委員  １４人 

  会 長   南   道 子 委員 

  副会長   酒 井 文 子 委員   

  委 員   松 嶋 あおい 委員  鳥 羽 浩 子 委員 

  委 員   溝 江 朱 緒 委員  須 崎  登  委員 

  委 員   山 崎 澄 江 委員  内 田 美 帆 委員 

  委 員   櫻 井 綾 子 委員  平 田 晋 一 委員 

  委 員   船 田 知 孝 委員  保 谷  匠  委員 

  委 員   島 﨑 聡 子 委員  廣 繁 理 美 委員 

 

 欠席委員   ２人 

        澁 谷 聖 子 委員  佐久間 育 子 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３時 開会） 

 

○石原健康課長 定刻となりましたので、始めさせていただきます。お忙しいところを、本日はご出席

をいただきまして、まことにありがとうございます。 
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 本日は役職、会長、副会長がまだ改選後初めてということで空席でございますので、最初は決まりま

すまで司会を務めさせていただきます、健康課長の石原と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 それではこれより、平成２９年度の第４回の小金井市食育推進会議を開会させていただきます。 

 まず事務局のほうから配付資料の確認をさせていただきますので、お手元の資料の確認をよろしくお

願いします。 

○平岡健康係長 配付いたしました資料としましては、資料１の推進会議の委員の名簿、資料２、小金

井市食育推進会議の運営等について（案）、資料３が小金井市食育コーディネータ運営規則、また昨年

度の食育月間行事の当日の様子という写真の白黒のもの、また、政府広報オンラインの食品ロスを減ら

そうというホームページの写しを配付してございます。また酒井委員のほうから、６月９日キッズ・カ

ーニバルへのご参加の呼びかけのチラシ、こちらを置かせていただいてございます。また、新しい委員

の皆様の机には食育推進計画とミニパンフレット、食育ホームページのチラシ等も別途置かせていただ

いておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○石原健康課長 もし資料に過不足等ございましたら、挙手していただければ、事務局のほうからお届

けさせていただきます。 

 本日の委員の出欠の状況でございますが、福祉保健部長の佐久間委員が公務のため欠席ということで

ございます。澁谷委員からも欠席のご連絡をいただいてございます。それから島﨑委員のほうがお時間

によってちょっと退席させていただくかもしれませんので、ご了承のほどをよろしくお願いいたします。 

 今回、本日、第１回目の会議ということで、市長から委嘱状の交付を行わせていただくところでござ

いますけれども、市議会開催中のため、本日市長が参れませんので、市長のほうからメッセージをお預

かりしてございますので、代読させていただきます。 

 小金井市長の西岡でございます。本日は議会のため、出席ができずに申しわけございません。 

 小金井市食育推進基本条例に基づき、小金井市食育推進委員として委嘱をさせていただきました。 

 皆様ご多用の折、本市の食育推進のために貢献いただいていることに、心から感謝申し上げたいと思

います。 

 条例の前文にもありますとおり、食は、身体の健康と心の豊かさを育む上で、重要な役割を持ってお

ります。市民一人ひとりの生活の質の向上と健全なまちづくりの実現には、本市の食育推進は不可欠な

要素であると考えております。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、本審議会のみならず、本市

の食育推進のため、それぞれのお立場でご尽力いただいている旨、常々伺っております。市長として心

から感謝申し上げたいと思います。まことにありがとうございます。 
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 また今後につきましても、小金井市の食育の取り組みに当たりまして、委員の皆様方のご支援ご協力

を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいた

します。 

 代読でございます。 

 それでは、着座にて進めさせていただきます。 

 任期につきましては、本日、委嘱状には平成３０年２月１日付ということでの委嘱をさせていただい

ているところでございます。したがいまして、委嘱の期間は平成３２年１月３１日までの２年間という

ことにさせていただいてございます。また、机上に配付いたしました承諾書と、事前に送付いたしまし

た口座振替依頼書、その他提出をお願いいたしました書類につきましては、会議終了時に事務局のほう

で集めさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いします。 

 会議の開催の回数でございますが、小金井市食育推進基本条例第１４条第１０項で、年４回以上の開

催が定められているところでございます。平成２９年度は３回目まで既に終了してございまして、今回

が４回目ということで、３月３１日までの間には今回が最後の開催ということになります。 

 それでは委員長の選出に先立ちまして、まず皆様方、どのような方かというのを知っていただくため

に自己紹介をお願いしたいと思います。 

○酒井委員 皆様、こんにちは。酒井文子と申します。何を言ったらいいかあれなのですけれど、ふだ

ん私は肩書としては食育・野菜コーディネータという肩書と、江戸東京野菜料理研究家という肩書を持

っておりまして、それで、ふだん学校とか市民の皆様とかに食育及び野菜料理のご案内というか、をさ

せていただいたりしております。急に振られたので、すみません、こんな簡単なところで、皆さんよろ

しくお願いいたします。 

○廣繁委員 皆さん、こんにちは。東京都多摩府中保健所の廣繁と申します。よろしくお願いいたしま

す。私は、地域の食環境整備ということで、栄養表示に関する指導や給食施設への指導、さらに、健康

づくりのための仕組みづくりなど皆様と力を合わせて取り組んでいく事業などに携わらせていただいて

おります。２年間この会でお世話になりまして、皆様からたくさんいろいろなことを学ばせていただき

ました。大変ありがとうございます。改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

○保谷委員 こんにちは。黄金バルＩＴＥＲという飲み屋を、シャトーの１階でやっております保谷匠

と申します。うちではサラダは地元の小金井産の有機野菜を使ったり、二十一穀米をご飯に混ぜたりと

か、そういうふうな観点でなるべくいいもの、健康にいいものを出したいと思って日々努力をしており

ますので、この会で勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○須崎委員 改めまして、こんにちは。私はＪＡ東京むさしの小金井支店で指導経済課長を拝命してお
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ります須崎と申します。農工大通りのところにありますファーマーズマーケットの責任者をやっており

ます。特に地場農産物の販売等を扱っておりますので、何かございましたらお役に立てればと思います。

よろしくお願いします。 

○船田委員 こんにちは。梶野町で農家をしております船田知孝と申します。ふだん、小金井市さんは

給食等で私たちの作った農作物を食べていただきまして、ほんとうにありがとうございます。これから

もますます量も増やして、全校に行き渡るような給食の農作物をつくっていきたいと考えています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○平田委員 こんにちは。小金井市歯科医師会に所属しております平田と申します。開業は東町の新小

金井駅の近くでやっております。初めてなので、ほんとうに何もわからないんですけれども、一応歯科

医師の立場として、食についてはやっぱり口腔の中と関連づけて考え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。 

○櫻井委員 皆様こんにちは。１０番の櫻井綾子でございます。小金井市社会福祉協議会の副会長を今

やらせていただいております。何もわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○内田委員 内田美帆と申します。所属のほうは小金井市小中学校ＰＴＡ連合会というところで、市内

の保護者として今回参加させていただきます。個人的には仕事としまして、市内でセレクトショップゆ

うすいという、前原交差点のほうでお店をやっております。ふだんはそちらのほうにおります。特に専

門知識があるわけではないですけれども、やはり子育てする上で子供と食、それから給食、切っても切

れない大切なことだと思いますので、皆様とご一緒に子供たちの未来のために何かしていければと思っ

て、やらせていただきます。また、もう一つ、みんなのおいしい給食委員会のほうの委員も兼任させて

いただいております。よろしくお願いいたします。 

○島﨑委員 小金井市立東小学校栄養教諭の島﨑聡子と申します。ここに参りまして、お話を伺いなが

ら、ほんとうに小金井市、たくさんの方にお世話になりながら給食ができているというのを今改めて実

感しております。この２９年度から、ＪＡさんから新鮮な小金井産の野菜を給食に届けていただくよう

になり、いつも給食にちょっとメモを乗せるんですけれども、今日の小松菜は小金井産ですとていうよ

うな。そういうことを書ける機会がすごく増えて、ほんとうにうれしくありがたく、おいしくいただい

ております。ありがとうございます。そして、そういう地元の野菜のこと、それから江戸東京野菜のこ

と、野菜全般のことを子供たちと学ぶ機会として、先ほどご挨拶くださった酒井先生ですとか松嶋先生

にも学校においでいただいて、勉強させていただく機会をいただいております。まだこれからも学ばせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山崎委員 こんにちは。初めまして。山崎澄江と申します。今年成人式を迎えた息子、それから４月
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から大学生になる娘、それと高校に入学する娘、３人の子供がおります。子育てをしてくる中で一番心

がけてきたことは、やっぱり食です。安心、安全なものを選んで、できるだけ新鮮で旬なものを食事に

取り入れていく、そういうことを心がけてきました。また、子供が小学校のころはＰＴＡの健康委員長

として、栄養教諭の先生とともに給食試食会や食育に関する講演会を開催してまいりました。そんな経

験を少しでも生かせたらと思っております。どうぞ、２年間よろしくお願いいたします。 

○溝江委員 資料の３番の、溝江朱緒と申します。ちょっと名前が変わっておりまして、はっきり発音

することが難しい名前なんですが。私は小金井に１７年住んでおりまして、手の離れた子どもが二人お

ります。小さいころからなるべく野菜中心の食事をしておりまして、よく小金井のＪＡのほうに寄らせ

ていただいてお野菜を買うんですが、やはりほかの地域のお野菜よりも小金井のお野菜を出すと、子供

たちの食がちょっと違うんです。必ず、おいしいと、言って食べてくれます。小金井の土も水も野菜を

美味しくしてくれるのでしょう。ずっと専業主婦をやっておりまして、わからないことばかりなんです

が、いろいろ専門でやってらっしゃる方がいらっしゃるので、この２年間、勉強をさせていただこうと

思っております。よろしくお願いいたします。 

○鳥羽委員 鳥羽浩子と申します。番号が、２番ですね。公募市民でございます。前期２期務めさせて

いただきまして、初めはほんとうに何もわからないところから始まったんですけれども、酒井先生をは

じめ皆さんにいろいろ勉強させていただきまして。それと、食育ホームページのほうも担当しておりま

して、改めて食に対して、これから担っていく子供たちの体をつくる基本のものとしていろいろと考え

させられました。そして、ちょっと孫が生まれまして、娘も共稼ぎをしながら子供に、孫に食べさせて

いる姿を見ますと、私たちの年代のときとまた違った苦労をしているなと、改めて考えさせられました。

やっぱり、自然でできたおいしい野菜をいかに食べさせるかということを考えさせられましたし、いろ

いろまた勉強もさせられました。これを機会に、また２年間ですけれども、新たに勉強をしていきたい

と思っております。またよろしくお願いいたします。 

○松嶋委員 こんにちは。松嶋あおいと申します。公募市民の１番になります。私は酒井さんと今の鳥

羽さんと一緒に小金井市の食育ホームページ編集委員をしておりまして、それと小金井の特産品である

江戸東京野菜の普及促進のためにコンシェルジュ協会で理事をしております。島﨑先生から先ほどご紹

介いただいたように、小学校のほうで江戸東京野菜とは何かというような授業もさせていただいており

ます。それから、昨年の７月から農業委員も拝命していただきまして、今は食と農と人をつなぐという

ことで、江戸東京野菜を使用していただいているお店屋さんのブログを書いたりですとか、いろいろな

普及促進に努めているところでございます。小金井市の農業委員になって感じるもの、小金井市の野菜

がほんとうにすばらしくて、新鮮で身近にあることが、非常に恵まれた地域なんだなということを感じ
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て、それをさらに子供たちをはじめ市民の皆さんにもご理解いただけたらと思って、頑張っていきたい

と思っております。今期もよろしくお願いいたします。 

○南委員 こんにちは。私、東京学芸大学教育学部生活科学講座というところで食物領域の教員をやっ

ております。家庭科の先生をつくるところの教員なのですけれども、家庭科で食の分野というのはほん

とうに今はわずかな時間しか教えられなくて、結局それでは、小中高でせっかくやったとしても、それ

が身について、実生活でなかなか活用できていないということが悩みだったのです。その短い時間で教

えるというのは限界を感じていたので、こういう取り組みで、現在もう卒業してしまった社会人の方に

食の大切さということを教えられたら、すばらしいなと思っております。よろしくお願いします。 

○石原健康課長 ありがとうございました。 

 続きまして、こちらの会議の事務局を務めます健康係の紹介を……。 

○平岡健康係長 はい。皆さん、こんにちは。健康課健康係長を務めております、平岡と申します。事

務局として精一杯サポートさせていただきますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○田中主任 健康課管理栄養士の田中と申します。よろしくお願いいたします。 

○昌谷主任 健康課事務の昌谷と申します。よろしくお願いいたします。 

○石原健康課長 それでは続きまして、議題の（１）になりますけれども、会長の互選のほうを始めさ

せていただきたいと思います。会長が決まるまで、私のほうで座長を務め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。 

 会議の互選の方法でございますけれども、立候補、またはどなたかを推薦という形がございますけれ

ども、いかがでしょうか。どなたか、私がやってみたいという方がもしいらっしゃれば、その方を優先

して務めていただくようかなと思いますが。 

 立候補がなければ推薦という形で、どなたか。まあ、自己紹介が終わったばかりでどなたをというの

も、なかなか決めがたいところもあるのかもしれませんけれども。前期務めた方などから推薦の声があ

りましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 当ててしまうとあれですけれど、酒井委員から、誰かありますか。 

○酒井委員 南先生にお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（ 拍  手 ） 

○石原健康課長 前期に引き続きということになりますけれども、また南先生にお願いできればと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 では南先生、会長席のほうへご移動をお願いいたします。 

○南会長 皆様、よろしくお願いいたします。 
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○石原健康課長 会長から一言、ご挨拶いただけますか。 

○南会長 今、挨拶したばかりなのですけれども。東京学芸大学の生活科学講座で食をやっているとい

うふうに先ほど話しましたけれど、３００人近く教員がいるのですけれども、食の分野の教員は私１人

なのです。ほんとうに希少価値なのです……。今は食の分野の教員養成をやっていますけれど、実は管

理栄養士も持っております。栄養士養成施設も卒業しましたし、教育学部も卒業しました。学位は医学

部で取って、医学博士を持っていて、でも特に食べ物の代謝について、いろいろな分野で研究をしてき

たと言うと、何かちょっと偉そうなのですけれども、そういう経験を生かしていけたらなと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは、副会長についても互選なのですけれど、どなたか立候補する方いらっしゃいますでしょう

か。 

 いらっしゃらないようなので、推薦していただけますでしょうか。 

○松嶋委員 前期から引き続き、酒井文子さんを推薦したいと思います。 

○南会長 酒井さんでよろしいでしょうか。よろしければ拍手を……。 

（ 拍  手 ） 

○南会長 では、お願いします。 

 では、一言、お願いします。 

○酒井副会長 酒井文子です。先ほどお話ししましたけれども、南先生についていろいろ勉強させて、

２年間もやってきたんですけれども、今後も皆さんと助け合いながら、小金井の食育をもっと広めてい

きたいなというふうに思っておりますので、ぜひ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、食育推進会議の運営等について、事務局からお願いします。 

○平岡健康係長 では、お手元の資料２をごらんください。小金井市食育推進会議の運営等についての

（案）でございます。 

 まず１、会議録の作成の基本方針等でございます。小金井市食育推進会議における会議録の作成につ

いて、市民参加条例第５条の規定により、あの、３つの基本的な方法がございます。１つ目が全文記録、

２つ目が発言者の発言内容ごとの要点記録、３点目が会議内容の要点記録の作成方法のうち、小金井市

食育推進会議では全文記録とさせていただきたいと考えております。 

 ２点目、会議録は、原則として次回の推進会議で内容の確認後、ホームページに掲載し、情報公開コ

ーナー等に据え置き公開をし、市民の皆さんが閲覧できるような状態にさせていただければと思います。 

 ３点目が、発言者名を正確に把握するため、推進会議での発言は会長が指名後、名前をおっしゃって
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からご意見を述べていただくような形でお願いしたいと考えております。 

 ２点目。推進会議の公開でございます。推進会議は、小金井市市民参加条例第６条の規定により、原

則として公開をしております。本日も入り口後方に傍聴席を用意してございますが、希望の方が傍聴席

に座って、こちらの会議の様子等を聞くのが自由というところで、公開をしてございます。 

 ３点目が、推進会議の開催日時及び会場でございます。推進会議は、小金井市保健センター又は市の

施設を会場としまして、推進委員の出席が多い日時で調整を図り、開催日時等を決定させていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 推進会議の傍聴でございます。小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領というものがございまし

て、傍聴席の方は会議の中で発言することは認められておりませんが、自由に会議の資料等をその場で

見て、会議全体の内容を傍聴することができることとなっております。 

 ５点目が、資料の提出等についてでございます。もし、委員の皆様が何か会議の中で資料のご提出等

をされたい場合は、資料名、委員名、提出日を記載して事務局へ推進会議開催日の土日祝日を除く３日

前の午後５時までにご提出いただきたいと思います。ご提出いただいた場合は、内容の写しをとりまし

て、当日の会議資料として配付をさせていただきたいと思います。こちらの資料につきましては、原則

公開資料となりますので、後日会議録とともに公開対象となっております。 

 また、傍聴者を含む市民の方からの、推進会議の検討内容等に対する意見につきましては、「意見・

提案シート」というものを準備してございます。開催日の土日祝日を除く３日前の午後５時まで募集を

かけてございまして、氏名、提出日を記載したものが、こちらの「意見・提案シート」としましては、

そのまま現物が資料として配付および公開対象となります。推進会議のほうで意見が寄せられた際は、

皆様にお配りすることになっております。 

 こちらが食育推進会議の運営等に関しての原案ですけれども、特に皆様からのご承認が本日いただけ

ましたら、こちらの運営ルールにしたがいまして、今後２年間、運営を進めさせていただければと思い

ますが。よろしいでしょうか。よろしいですかね。はい。 

 そうしましたら、こちら資料２のほうの表題の（案）というところの文字を消していただきまして、

こちらで２年間、運用をさせていただければと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして食育ホームページの簡単なご紹介をさせていただければと思います。２枚と半枚お配りし

ているカラーの、食育ホームページのチラシをごらんいただければと思います。 

 小金井市では、小金井市食育ホームページという食育啓発サイトを行っております。こちら、市民ボ

ランティアの編集委員による運営をしているサイトになりまして、毎月編集会議を行いまして、食育の

情報発信を行っているところです。皆様にもぜひごらんいただき、ご活用いただければと思います。今
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日お配りしている資料は今年度、市民の皆様に知っていただくために、チラシを作成しております。四

分割で切れるようになっておりまして、こういった形で、野菜を簡単に摂るための工夫を載せて、こち

らのＱＲコードでアクセスしていただくと小金井市食育ホームページにつながるようになっております。

在庫ございますので、ぜひお配りいただける方は帰りに言っていただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、資料３をごらんください。「小金井市食育コーディネータ運営規則」でございます。 

 小金井市では食育コーディネータ制度があります。現在は、福祉部保健部長が任命されております。

食育コーディネータは、小金井市内の食の情報について周知広報活動を行い、食育の活動について何か

お困りのことがあれば、ご相談に乗るという、小金井市の食育を推進するにあたり、情報連携の中心的

役割を担う役職でございます。制度の制定にあたり、委員の方から、個人で担うより、小金井市の食育

推進を長期的なスパンで運営ができる組織だったところがいいのではないかというご意見をいただき、

福祉部保健部長が就任した経過がございまして、あわせてこちらの運営規則をまとめさせていただいた

ところでございます。本運営規則第３条にありますとおり、推進会議委員のみなさまにご協力をいただ

き食育情報のネットワークをつなぎ、本市の食育を推進していきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、食育推進計画について、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。新しい委員の

皆様のお手元には、ピンクの表紙の小金井市と書いた、冊子をお配りしております。この冊子を会議の

際にお持ちいただければと思います。お手元にない方がいらっしゃいましたら、予備がございますので、

貸し出し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。本計画は、平成２８年度に

策定作業をいたしまして、前委員のみなさまが作成してくださいました。２９年度から３３年度までの

第３次の計画となってございます。表紙に「小金井らしい食生活のある、ひとづくり・まちづくり」

「Koganei-Styleの地域展開」ということで、計画を立てさせていただいております。お手元にある方は

１８ページ、１９ページをお開きください。 

 こちら、食育の小金井市の基本方針といたしまして、下の１８ページの図ですね。食育の基本的な考

え方ということで、啓発活動の充実と情報の整備、各種団体の活動と連携の促進を「“Koganei-Style”

の地域展開」といたしまして、また、ライフスタイルに応じた食育の推進というところで、個々の市民

が自立してさらに質の高い生活を送るために、食の意識の高い、健全で豊かなライフスタイルをみずか

ら構築していきましょうという「生涯にわたる食育推進」、という２本柱で目指すところが「健康増進・

豊かな生活の“Koganei-Style”」として食を大切にする小金井市民を育成しましょうというのが、本計

画の基本的な考え方でございます。こちらの、取組の指標が、１９ページにまとめてございます。 
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 指標は、５本柱になっております。 

 毎日きちんと朝食を食べる。こちらは８３.８％の市民の方が、既に朝食を食べていますという形で回

答を得ております。これはかなり高い水準となっております。しかしながら指標としてはあくまでも市

民全員が朝食を食べるようにしていきましょうというところで、国と都と同率の目標を立ててございま

す。 

 ２番目の、家族と一緒に食事をするというところで、こちらが小学校４年生、中学校１年生でアンケ

ートをとらせていただいた際に、朝食が大体、約半分の４９.５％、夕食が７４.６％の子供たちが、家

族と一緒に食事をとるというふうに答えております。いずれも１００％に近い数字にまで上げていきま

しょうというのを目標にしてございます。 

 バランスのとれた食事をする。というところで、改善意欲がある市民が６０％以上を目標に立てまし

た。実際にバランスを意識して食事をしている小金井市民というのは３５.９％という形になってござい

まして、４０％を切っている状況でございます。本計画では、栄養バランスを意識した食生活を送れる

人を増やすことを目標に立ててございます。 

 食生活に地産地消を取り入れる、というのが４番目でございます。これが、地場野菜を食材に利用す

る市民の割合を８０％以上にするという目標を立ててございまして、今現在、アンケートでとった数値

でございますと６３.６％の市民の方が日常の食事の中で地場野菜を利用しているというところでござ

いました。８割以上の方が地場野菜を取り入れた食生活をしていただけるように、指標として掲げてご

ざいます。 

 今までの４点の指標というのは、前計画から引き続き目標として掲げていたところでございます。最

後の５点目が食品ロスの軽減というところで、こちらの５点目の目標に関しましては、本計画で初めて

取り入れた視点となってございます。食品ロスの軽減のために何らかの活動をしている市民、意識をし

ている市民を、８０％以上つくっていきましょうというところで、今現在、生活の中で食品ロスを意識

している市民というのが、アンケートでは６７％ということになっております。環境に配慮した食生活、

食育の推進を図りましょうということで、新しい目標を立てさせていただいているところでございます。 

○田中主任 それでは、食品ロスの資料を簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

 日本ではまだ食べられるのに捨てられている食べ物、いわゆる食品ロスが、年間６３２万トンあると

言われています。この数値は、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量を大きく上回って

おり、食べ物をもっとむだなく大切に消費するという取り組みが国を挙げてなされているところです。

小金井市でもごみ処理については問題を抱えており、食品ロスについては、第３次食育推進計画の指標

としているところでございます。計画中にも記載されておりますが、生ごみ投入リサイクル事業、エコ
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ベジタブル教室など、施策を展開しているところですけれども、今後もさらなる取り組みを、会議の中

でぜひ検討していただければと考えております。資料として、政府広報オンラインより、食品ロスの概

要が載っているものを配付させていただきました。皆様ぜひお時間のあるときにご覧いただければと思

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。 

 来月というか、次回集まるときのテーマと言うのですが、それは決めなくてもよろしいですか。 

○平岡健康係長 事務局でございます。ご意見等があれば、次回のテーマ等もお出しいただければと思

います。 

 次回ですが、５月開催で予定してございます。会議につきましては、先ほど健康課長から説明させて

いただきましたとおり年４回になりますけれども、概ね５月、８月、１０月１１月、２月ないし３月、

といった、１シーズンに１回の開催という形になってございます。また５月につきましては、食育月間

行事の計画について、ご報告もさせていただければと思っているんですが、何かこういった議題で会議

をさせてほしい等ありましたら、この場でもご意見を承りますし、また後日改めて承りたいと思ってお

ります。 

○南会長 この食品ロスというのは今までこの会議で取り上げたことがないのですよね。 

○平岡健康係長 そうですね。食品ロスについて新しい計画の柱にもなってございますので、事務局と

してまた何か資料等、皆様が学びやすいもので、準備できればとも思っておりますし、また、皆様のお

手元の中で、周知を図りたいですとか、そういった資料等ありましたら、ぜひ事務局までご提出いただ

ければと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○酒井副会長 酒井です。 

 食品ロスに関しては、ごみ対策課さんのほうでも周知をされていて、いろいろ漫画で説明したりして

いるものはあるので、そんなのもちょっとそのお話が出たときに資料としていただければいいかなと思

います。 

○平岡健康係長 はい。そうですね。関連課のほうにも、資料等確認をさせていただきます。ありがと

うございます。 

○南会長 ほかに委員の方からの意見、ありますでしょうか。 

 もしないようでしたら、では、事務局のほうから。 

○平岡健康係長 はい。では、先ほど少しお話しさせていただきましたが、毎年、食育基本法の制定月
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である６月が食育月間となっており、全国で６月に食育に関するイベントが開催をされております。小

金井市の取り組みとしまして、昨年同様、毎年６月の第１週の日曜日に保健センターで行われておりま

す「歯と口の健康」という小金井歯科医師会の主催のイベント内で、食育に関する展示等を行わせてい

ただき、普及啓発をしているところでございます。親子連れの市民の方や、ご高齢の方など、幅広い年

代の市民の方が来るイベントでして、去年の様子を、資料として机の上に置かせていただいております。

去年は、お子様向けの野菜の花当てクイズとか、食事のバランスを考えるクイズ、また、スマイルケア

食（介護食）の紹介等させていただきました。今年も、第１週目の日曜日に開催させていただこうと思

っております。当日お手伝いいただける食育実行委員ボランティアを市報で募集をしているところでご

ざいます。委員の皆様で、短い時間でも構いませんので、ご協力いただける時間帯等ありましたら、ご

参加いただければありがたく思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様からありますでしょうか。 

○酒井副会長 酒井です。 

 皆様のお手元にこのようなチラシを配らせていただいたんですけれども、キッズ・カーニバルという

のが６月９日にあります。以前は食育月間行事の一環として、キッズ・カーニバルのほうに参加をして

いたんですね。市の行事として参加をしていたのですが、昨年、その前でしたっけ、おととしですかね。

食育月間の行事としては「歯と口の健康」と一緒に行う、ということを推進会議でも諮られて、決まっ

ておりまして、キッズ・カーニバルへの食育ブースは参加していなかったんですけれども、ここ何年と、

キッズ・カーニバルの実行委員の方とかからもキッズ・カーニバルでも食育のブースをぜひ出してほし

いという要望がかなりございまして、それではちょっとやってみようかということで、６月９日のキッ

ズ・カーニバルに参加をしたいと思っております。それで、今月の１０日が申し込みの締め切りなんで

すが、そちらには申し込みはしようと思っているんですけれども、ぜひとも推進会議の委員の皆様も、

もしよろしければ参加して一緒にやっていただける方がいたら、お願いしたいなと思います。 

 それと、これは事務局のほうにお願いなんですけれども、私どもキッズ・カーニバルだけでブースの

展示物とか、集めるのはちょっと大変なので、「歯と口の健康」で使っていただいたものをスライドさ

せていただいて使わせていただければ、まあ二重に、６月３日にここで「歯と口の健康」でやっていた

だいて、そのあと学芸大の中で、キッズ・カーニバルで同じ展示をしてということで、とても濃いもの

に、２週続けてできるというので、まあ、参加される方というのはそれぞれ違ってくるかもしれません

が、そうすると私どもも用意するものとかもすごく助かるので、ぜひ使わせていただければ、あとは人
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の問題ということで、その日に協力してくださる方を募ればいいということになりますので、ぜひそち

らのほう、お願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○平岡健康係長 大丈夫です。 

○南会長 よろしくお願いいたします。 

○酒井副会長 キッズ・カーニバルは９日なんですが、前の日に準備等がありますので、８日、９日で、

どちらか、両方、どちらでもいいんですが、協力いただける方がいらっしゃればお願いしたいと思いま

す。それと先日、議会のほうから、議員さんたちも食育推進議員懇談会というものを持っているんです

が、２４名全員で何か集まって活動をしていくということになったらしいんですね。それで、そのキッ

ズ・カーニバル、もしやることがあれば議員懇談会のほうからも人手は出しますよというふうなお知ら

せをいただいておりますので、ぜひとも、もしできれば一緒にやっていきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。それで、今日、この会議が終わりましたら、ほんとうに２、３分で結構で

すので、もし参加していただける方がいたら概要をざっとお話ししたいと思いますので、残っていただ

ければありがたいなと思いますが、事務局さん、ここちょっといいですか、お借りして。 

○平岡健康係長 はい。 

○酒井副会長 すみません。以上です。よろしくお願いします。 

○南会長 ありがとうございます。 

 そのほかに何かありますか。もし、ないようでしたら、この会議以降、何かありましたら、事務局の

ほうにお願いします。 

○石原健康課長 では、ちょっと事務局から情報提供をよろしいでしょうか。 

○南会長 はい。 

○石原健康課長 こちらの会議で出ていただいた方もいらっしゃるんですけれども、先日２月８日に、

農業委員会と教育委員会の学務課中心に、地場野菜についての懇談会というのが開かれました。私も食

育に関係する課なので同席するように言われまして、出てまいりました。議題の主題としては、どのぐ

らい地場野菜の使用量が増えているかというようなデータの紹介がございまして、平成２８年度の１２

月時点での地場野菜の使用量は約９,２００キログラムだったんですけれども、本年度の平成２９年度の

１２月まではおよそ１５,０００キログラムということで、６０％以上、給食における地場野菜の使用量

が伸びているというご報告がございました。特に固定の野菜でやっているわけではなくて、メニューな

どもいろいろ変わったりであるとか、あるいは農業者の方もいろいろな品種を、これ使えるよというよ

うなお話をしていただいたりとかして、今まで使ってなかったけれども今年度使っていたりとか、そう

いった使う品種というのも、非常に多様になっているという現状のご報告がございました。 
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 それから農業者の方からちょっと新しい試みとして、平成３０年度から小中学校に農業者が出張授業

として野菜のでき方などを食育の一環で紹介したいんだというようなお申し出もあって、まあ、農業者

の方々のほうでも具体的にどういうメニューでというところがなかなか決まっていなくて、まだ学校と

の調整もこれからというようなお話でしたけれども、今回の推進会議の委員の方でもＰＴＡの方や学校

関係者の方もいらっしゃるので、ぜひ、そういった学校と農業者をつなぐようなコーディネートにお力

添えをいただければと思います。 

 私からの情報提供は以上ですけれど、船田さんから何か、ちょっと……。 

○船田委員 船田です。今お話ししていただきました出張授業といいますか、一緒に給食を食べようと

か、そういうお話を、私がその会議で出しました。私、今日は小金井市農業振興連合会というところか

ら、一応、出席しておりますが、もう一つは小金井地区の青壮年部、農家の後継者の団体の部長を今し

ております。その関係で、せっかく小金井市の給食に我々のつくった農産物を使っていただいているの

で、これがどういうところでできて、どういうふうになって、食べていってもらっているのかというの

を少し説明をしながら、小学生の人や中学生の人と一緒に給食を食べられればなと思っておりまして。

ただ、まだ計画の段階ですので、実施する、しないはまだはっきりはしませんが、一応そういう案があ

るというご報告です。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

○内田委員 内田です。みんなのおいしい給食委員会のほうで島﨑先生ともご一緒させていただいてい

るんですが、ちょうど今、小中学校で給食を一緒に農業者の方も食べたいというお話を伺いまして、実

は、給食委員会のほうでもそのような話が出ておりまして。今、やはり地場野菜を給食に入れていきた

いということで、ぜひ多くの関わる方に給食を試食していただける機会をつくれたらいいねというお話

は、実際出ています。ただ、どのような形で学校のほうにそういった機会をつくるか、まだそこまで具

体的な話は出ていませんけれども、こちらでもそういった案が出ているので、ちょうどいい、同じよう

なお考えなのかなというふうに今思いました。やはり、いろいろな関連する団体がありますので、どう

いった場がいいかわかりませんが、ぜひ給食委員会ですとか、食育、それから農業委員会の方々とか、

関連する方々でぜひお顔合わせ、話し合いできるような懇談の場が設けられたらいいなというふうに、

提案させていただきたいと思います。 

○南会長 事務局のほうから何かそのことについて、いかがでしょうか。 

○石原健康課長 健康課長です。 

 そうですね、この前の地場野菜の懇談会というのも今年度始まったばかりで、だんだん輪は広がって



－１５－ 

いっているんですけれども、その給食の授業での話というのも、まあ、教育委員会もいたんですけれど

も、なかなかどういうアプローチで実現に向けていけばいいのかな、という。例えば、総合的な学習の

時間とかに入れるのか、給食に入れるのかという。総合的な学習の時間だと指導内容とかそういうこと

にも関わってくるので、教員指導の部局などとも調整がいるし、どうしようかねえ、というようなとこ

ろが現状で、今、みんなの給食委員会という、その時はちょっとお話が出なかった１つの会議体のご紹

介をいただいたので、そういった地場野菜についての懇談会と、みんなの給食委員会と、食育推進会議

と、そういう会議体と合同での何か集まりとか、そういったものも、実現に向けて大きく前進させる１

つの力になるかなと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 何かほかにありますでしょうか。ないようでしたら、本日の議題はこれで終わりになるんですけれど

も。 

 次回の開催予定について、事務局のほうからお願いできますか。 

○平岡健康係長 次回の開催予定についてですが、先ほどご紹介しましたとおり５月ごろを予定をして

おります。食育月間前に、行事の内容等ご紹介をさせていただきたいと思っております。また、食品ロ

スについてということでご意見をいただきましたので、もし何かこういう資料を使ってほしいですとか、

そういったご意見等がございましたら、事務局までいただければと思っております。詳細な日程につき

ましては、いくつかこちらで候補日を用意させていただきまして、調整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ございます。 

○南会長 ありがとうございました。 

 ただ今事務局から説明があった流れでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

 では、そのように進めさせていただきます。 

 それでは以上をもちまして、平成２９年度第４回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 ―― 


