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平成３０年度第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成３０年８月２７日（月）午後２時～午後３時３０分 

場  所  保健センター１階大会議室  

 出席委員  １５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  櫻 井 綾 子 委員 

  委 員   平 田 晋 一 委員  廣 繁 理 美 委員 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員  溝 江 朱 緒 委員 

  委 員   山 崎 澄 江 委員  鳥 羽 浩 子 委員 

  委 員   内 田 美 帆 委員  船 田 知 孝 委員 

  委 員   保 谷  匠  委員  古 莊 優 子 委員 

  委 員   中 谷 行 男 委員 

 

 欠席委員   １人 

        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 

 健康課主査                 近 藤 仁 美 

 健康課主任                 昌 谷 逸 子 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 
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○南会長 皆さん、こんにちは。定刻になりました。始めさせていただきます。 

 本日も暑い中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 平成３０年度の第２回小金井市食育推進会議を開催させていただきます。 

 初めに、委員の出欠に関して事務局のほうからお願いします。 

○平岡健康係長 事務局でございます。本日の委員の方々の出欠でございますが、須崎委員よりご欠席

のご連絡を頂戴しております。また、保谷委員が若干おくれているというところでございまして、今現

在会長を除きまして１３名の方の委員のご出席となってございますので、過半数以上の出席で、審議会

として成立することをご報告申し上げます。 

 次に、配付資料の確認をいたします。事前に配付、郵送をさせていただいたものといたしましては、

本日の次第と、あと平成２９年度の進捗状況報告です。Ａ３の大きなものです。それから、前回の会議

録（案）でございます。また、先ほど参考資料として、前年度の食育コーディネータの実施状況の簡単

なものをＡ４、１枚のものを机上配付させていただいております。 

 お手元に資料等ない方はいらっしゃいますでしょうか。過不足等ございましたら、また事務局までお

知らせいただければと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、議事に入る前に、皆様に事前に配られた前回の議事録（案）です。訂正された方は訂正されて

いるかどうか確認を願います。よろしいでしょうか。 

 これでよろしい方は挙手願います。(全員挙手)ありがとうございます。 

 もし、追加で何か気がついたことがありましたら、終了までに事務局のほうにお願いします。 

 では、意見・提案シートについて、事務局からお願いします。 

○事務局１ 本日の会議に対しましての意見・提案シートはございませんでした。 

○南会長 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、最初の議事です。食育コーディネータの任命について、事務局からお願いします。 

○石原健康課長 健康課長です。前回の会議におきまして、食育コーディネータにつきまして、福祉保

健部長の中谷委員のほうを選任するということが決まりましたので、本日は任命式のほうを行わせてい

ただきたいと存じます。 

 会長とあと中谷委員。会長のおそばのほうに移動していただいてよろしいでしょうか。 

○南会長 こちらでよろしいですか。 

 小金井市食育コーディネータ任命書。小金井市福祉保健部長中谷行男殿。あなたを小金井市食育コー
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ディネータに任命します。小金井市食育推進会議。平成３０年８月２７日。小金井市食育推進会議会長

南道子。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○中谷委員 よろしくお願いします。（拍手） 

○南会長 何か一言お願いします。 

○中谷委員 先ほど一言って言われたんで何も考えていないんですけれども、前回の会議で、充て職か

なと思いましたけれども、前回、その前々回の皆さんの会議のほうで、市の福祉保健部長のほうがコー

ディネートをするほうがいいというような議事録等も読ませていただいて、今日配られた資料のほうで

も幾つか昨年度の実績が書いてございました。市の所管であるほかの経済課さんとか学務課さん。そう

いったところもあるし、それから医師会の関係、口腔ケアの関係です。そういったものもあります。そ

れから、今後高齢者の問題とか孤食の問題とか、いろいろ家庭内での食に関する課題というのもあるな

というふうに思ってございまして、今年度皆様のご意見を聞いて、いろいろなところでお役に立てるよ

うに、ご指導いただきながら、事務局と一緒に頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ皆様よろし

くお願いいたします。 

○南会長 それでは、次に議事の２番目です。食育月間行事について、事務局からお願いします。 

○近藤主査 食育月間行事についてです。平成３０年６月３日日曜日、「小金井市民の歯と口の健康」

という小金井歯科医師会主催の行事がありました。そこに食育展示・クイズとして出展いたしました。 

 今日は、歯科医師の平田先生もお見えです。「小金井市民の歯の口の健康」という名前を聞くのが初

めての方もいらっしゃいますので、平田先生から簡単に説明していただけたらと思いますので、先生、

よろしくお願いいたします。 

○平田委員 歯科医師会の平田でございます。よろしくお願いします。 

 簡単に申しまして、６月４日というのが虫歯の日。虫歯予防デーというふうになっていまして、それ

の前後の日曜日に歯科医師会の主催で、健康課の方々と協賛していただいて、市民に対する口腔の啓蒙

活動の一環として、イベントを開催しております。今年はおっしゃったように６月３日に行われまして、

参加者としましては３３２名で、特に口腔がんの検診を行いまして１２２名の合計４５２名の方に参加

していただいています。 

 イベントの内容としましては、今言った口腔がん検診や口腔乾燥測定、歯磨き指導や歯科の相談。そ

れからフッ素塗布など、あと歯科検診。そういうのを毎年やらせていただいておりまして、３年ほど前

から、健康課の方々がお出しになった食育ブースというのがあって、すごく好評をいただいております。

また来年度もやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○南会長 どうもありがとうございます。 

 ただいまのご発言に対しての補足とか発言ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次に行かせていただきます。では（３）番。 

○近藤主査 食育展示について、私のほうから説明します。 

○南会長 はい、お願いします。 

○近藤主査 目的は、小金井市食育推進計画に基づき、市民の食に関する理解を深め、食育の推進を図

るためです。あと６月が食育月間であることから歯科医師の先生方の行事に参加させていただいており

ます。 

 内容としては、先ほど説明しましたとおり、小金井歯科医師会主催の「小金井市民の歯と口の健康」

に食育コーナーとして出展させていただきました。食育コーナーでは、パネルの展示やクイズを実施し

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つくったステッカーを景品とし

て、贈呈いたしました。（パワーポイントの）写真が小さいのでわかりづらいですけれども、２階のロ

ビーのほうにパネルを掲示させていただいて、その前の机でクイズなどを行えるようにしました。 

 パネル展示については、「栄養バランスを考えよう」、「知っていますか。スマイルケア食」「知っ

ていますか。こんなに砂糖」飲み物にこんなに糖分が多いですということと、よく小学校などで虫歯予

防デーの日に使われる「ひみこの歯がいーぜ」。かむことの８大効用というようなものを入れた掲示物

をつくりました。 

 それから、モデル展示は、ペットボトル飲料に含まれる糖分のモデルです。糖分を砂糖に置きかえて、

ペットボトルの中に砂糖を入れたものを展示しました。こちらについては、お子さんよりも保護者の方

のほうが結構驚かれて、明日からこんなに飲むのはやめようとか、そんなお話も聞かれました。 

 あと、食育のクイズは、１つは栄養バランスクイズ。食品カードを用いて、赤、黄色、緑の色に分け

て食品分類をして、栄養バランスのとり方について理解してもらうものです。 

 大きい用紙１枚の用紙が赤と黄色と緑の３つに分かれているので、そこに食品（たとえば牛乳）のカ

ードをそこに分類してもらう（牛乳なら赤のところ、野菜なら緑のところに置く）というクイズです。 

 このクイズで、ほとんど皆さん、特に給食を食べられている小学生の方はわかるのですが、そんな人

たちでも意外にわからなかったのがコンニャクで、小さい子も一生懸命考えてくれました。でも、少し

大きい子は「もとがどんなものからできているか知っている？」と言うと、「そうだ、芋だ」と言って、

ぱっと答えられた子もいました。 

 さらにもう一つは野菜の花当てクイズ。野菜の花のカードを用いて、何の野菜の花かを当ててもらい
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ました。一番正解率が高かったのは、トマトです。結構、小学校でミニトマトを育てているので、黄色

い花を見るだけで「これはトマトだ」と回答されたお子さんが多かったです。 

 食育コーナーの参加人数は、全部で１７２名、内訳は大人７９名、子供９３名です。大人はこちらで、

食育ミニパンフレットというのを配布したのでその数でカウントしました。ご家族で来られた方も多か

ったので、ご夫婦で来られても一部しか配っていないので、実際にはこの人数よりも多かったです。子

供たちは景品のシールの数より計上いたしました。 

 食育行事の広報活動は５月１日の市報、市のホームページ、小金井市食育ホームページ、乳幼児の食

育メール、あとはチラシで行いました。 

 実施体制は公募の市民ボランティアの方１名、食育推進委員より１名、健康課のほうから２名です。 

 最後に、「小金井市民歯と口の健康」の全体の反省会が４時過ぎから開催されました。当日は天気に

恵まれまして、来場者数は先ほど先生のほうからもありましたとおり、昨年よりわずかに多かったです。

それから、食育コーナーについては、会場は昨年同様に２階ロビーに設置させていただきましたが、見

学通路が一方通行になっているので多くの皆さんに参加していただけました。また、保護者も子供と一

緒に体験する姿が多く見られ、啓発効果が高かったと感じました。 以上で、報告を終わります。 

○南会長 ありがとうございます。 

 質問などありますでしょうか。よろしいですか。 

 では、次に（３）全国学校食育研究会 研究発表会について、古莊委員からお願いします。 

○古莊委員 皆さん、こんにちは。 

 先日、学校給食会館で全国学校食育研究会の発表のほうを、小金井市の栄養士さんたちでしてまいり

ました。本日、そのときにビデオをご用意したので、そちらで発表にかえさせていただければなと思い

ますので、ごらんください。２０分ほどです。 

○ビデオ音声 小金井市の発表を始めます。研究主題は、食でつながる小金井の和、話、輪。守ろう、

伝えよう、日本の食文化です。 

 日本の首都、東京。２０２０年にはオリンピック・パラリンピックも開催されることになった東京都

ですが、皆さんは東京と言えばどのような印象を持っていますか。おなじみのスカイツリーや東京タワ

ーをはじめ、高層ビルが立ち並び大勢の人たちが行き交うコンクリートジャングルを思い浮かべるので

はないでしょうか。しかし、そのような東京都にありながらも、農地が多く自然豊かな都市が小金井市

なのです。 

 小金井市は、都心から西に約２５キロ。東京都のほぼ中央に位置しています。市内を流れる玉川上水

は２００年以上前から全国的に有名な花見の名所として知られており、小金井市のマークにも桜の花び



－６－ 

らが使われています。小金井市のイメージキャラクター、こきんちゃんは、名誉市民であるスタジオジ

ブリの宮崎駿さんがデザインしたもので、市民にも愛されています。 

 小金井市の食育は、第３次小金井市食育推進計画に基づき、小金井らしい食生活を目指しています。

教育関係者の役割には、食に関する理解を深める市の学校給食への地場野菜の使用拡大、食文化、伝統

食の継承があります。この中の食文化、伝統食の継承に焦点を当て、研究を進めました。 

 本研究会は、小・中学校１４校の栄養士、栄養教諭で構成されています。 

 研究は、和食の和。会話の話。つながりの輪。３つの「わ」の視点で、日本の伝統的な食文化。和食

の推進を図りました。和食の和の分科会では、和食に興味を持ち、親しみ、よさを知ることで、みずか

ら進んで食べられる子供、和食を未来に伝えられる子供を目指しました。 

 １１月２４日、和食の日にちなみ、毎月２４日を小金井和食の日として、全校で和食献立を実施し、

和食給食の推進を図りました。だしを感じる献立や、箸を使う献立を実施したり、だし汁クイズを実施

したり、掲示物や給食時間のお便りなどでも和食への理解が深まるように取り組みました。 

 一昨年度、市内小・中学校全校で実施した和食アンケートでは、旬についての問いに対して、正答率

が低い食材がありました。食べ物の旬について、児童の興味関心を高め、理解を深めるために、小金井

市で生産されている食材を中心に、旬の食べ物カレンダーを作成し、市内全小・中学校で掲示しました。

これが実物です。ごらんください。 

 旬、食べ物カレンダーの効果的な活用のため、季節ごとに食材についての指導案を作成し、給食時間

に５分間指導を行いました。これは、冬野菜をテーマにした５分間指導の様子です。冬野菜の栄養と、

風邪予防について指導しました。四季のある日本だからこそ、食べ物に旬があると伝えました。指導後、

子供たちからも「もっと旬の食べ物を意識して食べよう」という反応がありました。 

 次に和食のよさについて考える授業を行いました。対象は６年生。学級活動で、担任と栄養士のＴＴ

で取り組みました。狙いは「和食のよさやよい味を知る。和食をよく味わって食べようとする意欲を持

つ」です。２年後に迫る東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、より日本が誇れる食文化を

深く学んでほしいという思いから決定しました。 

 和食といっても、子供たちにその定義が曖昧なのが現状です。展開では、まず和食と洋食のイメージ

や気づいたことを記述させました。個人で考えた後、グループでまとめ、発表をし合いました。次に、

栄養士が、子供たちの意見やイメージに沿いながら、豊富な食材、栄養バランス、旬、年中行事などを

踏まえ、和食のよさについて伝え、まとめました。和食は生活習慣病の予防につながることや、次世代

への継承についても触れました。ワークシートには、旬のものが入っているなら、見ながら食べたい。

これからは和食をたくさん食べていきたい。次の世代にも和食のよさを教えていきたいなどの記入が見



－７－ 

られました。 

 授業を終えて、効果的なＴＴ授業を行うことができました。和食のよさに気づき、和食が世界中から

注目されている理由について理解が深まりました。授業を行うことによって、子供たちの意識の変容が

見られました。授業後のアンケートから、献立の組み合わせの区別がつくようになった児童９９％、授

業前より和食が好きになった児童４７％と和食への意識変容が高い数字として見られ、子供たちの意識

の変化を感じました。 

 しかし、どの授業も実践した直後はいいのですが、日を追うごとに意識が薄れていくのが現状です。

日本の伝統的な食文化を大切にしていくために、日ごろの給食が生きた教材となるよう、私たち栄養士、

栄養教諭が和食献立を取り入れ、継続的に指導をしていきます。 

 続いて、話の話の分科会です。本分科会では、話す、語り合う、伝える、語り継ぐというキーワード

を切り口に主題に迫りました。和食には、大切に語り継がれてきた習慣がまだまだあります。家庭で話

題にしてほしいこと。家庭で伝えていってほしいこと。それを当たり前のように知っている大人になっ

てほしい。将来家庭で伝えていける大人になってほしいという視点から、季節の伝統行事食、箸の文化

について取り組みました。 

 まず、五節句についてです。これら一つ一つの献立は、これまでも実践している内容ですが、五節句

として改めて意識し、五節句のつながりを持たせて子供たちに伝えてきました。 

 行事食にも取り組みました。２学期、特に着目したのは、十五夜、十三夜のお月見と冬至です。冬至

献立の日は、給食時間の教室訪問でユズを児童に見せました。意外だったのは、子供たちからの反応の

中に「ユズ湯は入るけれども、本物のユズではなく、ユズの香りの入浴剤」という声が少なくなかった

ことです。本物に触れさせ、伝えていかなければという思いを新たにしました。 

 次は、箸についてです。ご飯粒には７人の神様がいるという話をしながら、お椀に残ったご飯粒をも

ったいないと思わない。箸を一膳と数えることも知らない。そのような児童が増えてきているように感

じています。そこで、箸の持ち方だけではなく、箸にまつわる文化も伝えるため、毎月１１日を箸の日

としました。発達段階に応じた箸についての年間指導計画を作成したことで、箸の日の狙いが明確にな

りました。１２月は祝い箸を紹介し、箸の両端が細くなっている理由などを実物を見せながら指導しま

した。 

 お箸の授業を実践した学校もあります。お箸名人カードを使い、真剣に取り組む様子や「お箸を正し

く持つと、いつもよりおいしく食べられそうで楽しみです」と、これから箸を正しく使おうとする意欲

を持つ児童が多く見られました。今後も伝えたい伝統食、箸の文化について、目標に沿って計画的に取

り組んでいきます。 
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 つながりの輪の分科会では、生産者、地域、世界。食は、人々のつながりによってつくり上げられて

きたことを感じられるものといたしました。 

 １つ目は、生産者とのつながりです。５年生を対象にした取り組みでは、愛媛県愛南町の貝の養殖生

産者から、とる漁業、育てる漁業について、授業で学びました。給食便りや掲示物で魚について知らせ、

当日の給食では愛媛県メニューを実施しました。愛媛県の郷土料理を給食で食べることにより、生産者

とのつながりをより強く感じることができました。また、命の大切さ、命のつながりに気づくことがで

きましたという感想がありました。 

 ２つ目は、地域とのつながりです。東京都内に残る数少ないみそ蔵、しょうゆ蔵を訪ね、給食で使用

しました。和食に欠かせない調味料が、地域でつくられていることを子供たちに知らせることができま

した。東京都のしょうゆを使った魚の照り焼きや、東京都産のみそを使ったおみそ汁を給食の献立に取

り入れました。給食時間のお便りや給食便りで子供たちや家庭に伝えました。 

 ３つ目は、家庭とのつながりです。地域の児童と保護者を対象とした親子料理教室を行いました。だ

しの種類によって、だしのとり方に違いがあることを知り、家族にみそ汁をつくってあげたい気持ちを

持つ児童もいました。親子で料理をすることが楽しいと話してくれた保護者もいました。家庭での食育

の啓発にもつなげることができました。 

 ４つ目は、家族とのつながりです。本場ドイツの製法でウインナーを製造する業者を見学し、製造工

程やさまざまな製品の実情を学び、学校給食の献立に活用しました。東京オリンピック・パラリンピッ

クに関連し、世界の料理を給食で紹介しました。これは、オランダのエルテンスープです。掲示物では、

オランダの食文化について知らせました。初めて食べる料理や掲示物に興味を持つ姿も多く見られまし

た。他国を知ることによって、自国の食文化を振り返り、その違いや特徴を知ることができました。 

 栄養士が培ってきたこれらのつながりを給食や食育に活用することができました。児童が属する食環

境の輪を広げ、人々のつながりによってつくられてきた日本の食文化を私たちはこれからも守り、伝え

ていきます。和、話、輪を課題に対する具体的な視点として、研究に取り組むことができました。 

 研究全体を通しての成果です。和食に関するアンケートで、和食が大好き、好きと答えた割合が前年

度より高くなったのは、小金井和食の日の全校一斉実施による児童・生徒への和食給食が浸透したこと。

また、栄養士自身、和食について改めて学ぶことが、和食給食の充実にもつながり、児童に和食の魅力

を多様な視点から繰り返し伝えることができたためだと考えられます。 

 次に、副題です。２９年度は分科会に分かれて研究を進めました。今後は全体で共通理解を図りなが

ら３つの「わ」をさらに深め、副主題「守ろう、伝えよう、日本の食文化」に迫っていきます。和食文

化は、日々の積み重ねが大切であることは言うまでもありません。やはり基本は生きた教材となる献立
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の充実です。給食を活用して、食べ物の旬や箸の持ち方など、発達段階に沿った指導を今後も継続して

実践していくことが必要です。家庭、地域、関係機関と連携し、取り組んでいくことも必要であると考

えています。 

 今年度の取り組みです。分科会などの研究内容を全校で共有し、継続して実践することで、さらに和

食の指導を深めています。また、新たな取り組みとして、地場野菜を活用した商品開発を地元業者とと

もに進めています。 

 全校で共有した実践の１例です。東京都でつくられているみそを試食し、５月２４日の小金井和食の

日には、このみそとしょうゆを使用した献立を全校で一斉に実施しました。子供たちは東京都でつくら

れたみそとしょうゆに興味を持ち、いつも以上においしく食べることができました。２０年後、３０年

後、大人になった子供たちが和食をおいしく味わい、自分の子供たちに和食のよさを語り、伝えていけ

る姿を目指して、これからも和食文化の継承に努めてまいります。 

 以上で、小金井の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 何かただいまのビデオを見て、ご発言ありますでしょうか。 

 箸を持つのって大体１０歳ぐらいまでと言いますけれども、私も附属の小学校全部を回って、小学校

１年生で何％ぐらい箸が正しく持てているかって調査したことがあるのですが、大体１割ぐらいです。 

 ３５人学級で３人とか４人。まだまだ１年生なんてそんなもんかなと思います。箸をただ持つときは

できているのですけれども、何か実際につまむとかそうなると持つ形が急に崩れたりして、ほんとうに

正しく持って、物をちぎったりとか、持ったりっていうことができるのは、大体１割ぐらいでした。 

 親御さんのアンケート調査をしても、自分自身が正しく持てているか心配だっていう方も四、五割い

て、家庭で教えるのも難しいかなと思います。学校で教えたほうがいいですかというと、８割の保護者

の方が教えていただけるなら、ぜひ教えてくださいということをおっしゃっていましたので、去年ぐら

いから全校というか全部の附属小でお箸の指導をやっています。どれぐらい効果があるかなと思います

けれども、、、現状では６年生になるとさすがに半分近く持てているのですけれども、やっぱりまだ半

分ぐらいはできていません。その半分が取り組みで完璧にできるといいかなと思っています。何かあま

り正しく持てる必要性を感じていない方もいる。食べられればいいかなという。 

○古莊委員 大人になって困らないか心配です。 

○南会長 そうですね。 

○古莊委員 子供たちは今おっしゃったみたいに食べられれば問題なく過ぎちゃってしまうみたいなこ

とがあるというのは感じたことはありますね。 
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○南会長 やっぱりそれで、１回持てなくても、あまり注意してくださる人がいなくて、結局そのまま

悪い持ち方で通しちゃう子供が年々増えているような気がします。新任の教員で正しく箸を持てている

のは４割だという話を、というか調査もあるので、教師、担任が教えるということもなかなか難しいと

思っています。 

○松嶋委員 松嶋です。先ほどたまたま市内の和食屋さんに用事があって行ったときに、これから食育

の会議に行くという話をして、そしたら、お店だから言わないけれども、子供の箸の持ち方がすごいあ

れだよねって。そういうことも食育なのという話に、ちょうどタイムリーになっていて、あとは配膳の

位置。ご飯がどっちでおつゆがどっちということは、それよりもっと知らない子が多くて。 

○南会長 そうですね。 

○松嶋委員 というか、親御さんも多分意識して配膳されないから、多分そういうことも知らないので、

給食でもそういう置き場所とかそういうことって教えているのかなというような話をたまたましていて、

そういうことも食育の中で非常に大事なことだというふうにも思いますし、学校の先生も多分いろいろ

給食事情もすごく大変かと思うんですけれども、和食に関してそういうようなことが広がっていくのが

すばらしいことだと。今見ていてこういう取り組みが広がっていくのがとても大事だなというふうに感

じました。ありがとうございます。 

○南会長 学校の給食の時間ってすごく慌ただしいんですよね。 

○古莊委員 おっしゃるとおりです。食事の時間が本校でも４５分。食事の時間といっても、準備から

片づけまで入れて４５分なので、そうなると食べる時間も短くて、その短い中なのでどうしてもかんで

食べようとかもなかなか難しくなったりしているところも現状としてあります。 

 今おっしゃっていたような食器の置き方も小金井市の各学校栄養士も力を入れてやっています。 

 箸の授業に関しては今年度はまだ実践しておりませんが、私自身も前任の学校では毎年していました。

その中で保護者の意見が多かったのは、そういうきっかけがないとなかなかやらないということでした。 

 またきっかけ作りとして、私がよくやらせていただいたのはワークシートで一週間宿題として出して

いました。そのような課題があると続けられるというご意見をいただきました。本当はご家庭で子供た

ちも一緒に小さいころからやっていくのが一番なんですが、今おっしゃったみたいに１割程度しか持て

ていない現状なので、学校としても今後も継続的に箸の授業等も進めていくことの必要性というのも、

今の話も含めて改めて実感いたしました。 

○南会長 ほかに何かありますでしょうか。 

 お願いします。 

○内田委員 私も現役の保護者なんですけれども、やはり家庭で箸もそうですし、あと和食についても
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教えられる親自体がもうやはり少なくなっていて、朝食もろくに食べていなかったり、献立も洋食だっ

たり簡単なものに偏ってきていたりってするので、そもそも和食というものに触れる機会がすごく少な

くなっていると思うんです。なので、給食でこういう取り組みをしてくださるっていうことはものすご

く大切なことですし、私も毎月給食便りはほんとうに非常に楽しみに読ませていただいていて、毎月和

食の日もありますし、それから地域の行事食だったり、あとはワールドカップのときはワールドカップ

のメニュー。各国の対戦相手の国のメニューとかそういったのもあって、そういうところからも食だけ

でなくいろいろなことに子供たち興味関心持っていると思うので、すばらしい取り組みだなと思いまし

た。ぜひ今後もよろしくお願いします。 

 できれば、児童だけでなく、保護者向けにも何かこういう講座があったら、今のお母さん方ほんとう

に知らない方多いので。年に１回試食会などはありまして、その中ではご説明あると思うんですけれど

も、そういうところってなかなか。関心を持たれている方は参加されるんですけれども、できたら通常

の保護者会みたいなところでも少しでも、あまり関心を持たれていない方にもお耳に入れていただける

ような機会があれば。あまり学校の先生方に負担、いろいろあれもこれもって申し上げるのも心苦しい

んですけれども、そういったところもご検討いただけたらと思います。 

○古莊委員 ありがとうございます。学校栄養士にもまた今のお話をさせていただきたいと思います。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

○内田委員 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。 

 ほかにありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次の議題に移りたいと思います。 

 （４）の学務課・健康課合同食育事業について、事務局のほうからお願いします。 

○近藤主査 私のほうから、学務課との共催事業について、報告いたします。栄養講習会を全６回行っ

ていますが、２回目を小学生の親子を対象として「親子でクッキング」という講習会にしています。 

何年も続いている講習会ですが、前年度から学務課との共催で実施しています。 

 先ほど古莊先生のビデオの中でもありましたとおり、地域とのつながりの中で、調理実習をしている

写真がありましたが、あれは昨年の「親子でクッキング」です。内容はだしをとって汁物をつくったり、

おにぎりをつくったりと、和食をテーマに行いました。 

 健康課の主催ですが、学校の栄養士が中心となって実施しました。今回は自分の学校の保護者ではな

く、市民の方を対象にということで、いろいろ試行錯誤をしながら企画をしてくれました。 

日時は７月３１日火曜日の１０時から１２時まで、対象は小学校１、２年生とその保護者ということ
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で、１０組の方が参加されました。 

 この栄養講習会の目的は楽しみながら栄養改善、生活改善について学び、生活の向上及び健康づくり

の普及啓発を行うことです。栄養講習会は、毎回対象が成人だったり幼児だったり対象が変わるのです

けれども、今回は小学生親子が対象ということで、前年からこの内容について話し合いました。小金井

産の野菜を食べようという副題をつけて、小金井の野菜を見て食べて知っていただき、嫌われがちな野

菜を自分で料理をつくっておいしく食べるということを目的にしました。 

 今回は、学校栄養士３人に企画、準備、講師、調理補助をお願いいたしました。四小の谷合栄養士が

去年はだしについてを中心に講師をやりましたが、今回中心になったのが、南小学校の遠藤栄養士で、 

補助が谷合栄養士と緑中の斉藤栄養士でした。 

 内容は、午前１０時から私のほうで流れと注意事項の説明を行い、学校栄養士のほうがパワーポイン

トを用いて小金井の野菜についての講義、メニューの説明を行いました。その後、子供たちにはピザ生

地をつくってもらい、既に私たちのほうでカットしたピザの具材をトッピングしてもらって焼きました。 

 ピザを焼いている間に野菜スープを作りました。いつも健康課の調理実習は時間がないので、ほとん

どコンソメ等を使っていますが、今回の講師が学校給食の栄養士だということで、ぜひ鶏ガラを使用し

たいとのことでした。鶏がらもスーパーではいつも売っているわけではないので、学校給食に納品して

いるお肉屋さんにガラを取り置きしてもらい、朝から鶏ガラでスープをとりました。スープに入れる野

菜については、子供たちに切ってもらいました。 

このほかにルバーブの砂糖煮を職員でつくっておき、炭酸水を注いだルバーブスカッシュを提供しま

した。またこの日お土産のレシピ集の中のブルーベリーとクリームチーズと蜂蜜のピザをつくり、２枚

ほど焼いて、切って試食をしてもらいました。このときの蜂蜜とブルーベリーは小金井産のものです。

この日の食材料は可能な限り小金井産を使用することにしていたので農協さんで調達できるものは、取

り置きしていただきました。 

 この日の講座の「レッツサマーパーティー」という題名。これをつけてくれたのも、学校栄養士です

けれども、その名前のとおり、パーティーが始まる前にそのスカッシュで一斉にみんなで乾杯をしまし

た。（ここからパワーポイントで当日の講義内容と実習の様子を紹介） 

 まず最初に、学校栄養士のほうがつくりましたパワーポイントのほうをごらんください。小金井の野

菜を食べようという説明をしています。それから、調理実習の手順について説明しています。 

 小金井産の野菜については、先ほど古莊先生のお話にもありましたけれども、各学校で給食に使用さ

れているので、子供たちも口々に「知っているよ」と話してくれました。学校栄養士のほうも地場野菜

のいいところは、新鮮でおいしい、旬のものが食べられる、つくり手の顔が見えるから安心等学校で説
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明しているのと同じように子供たちにわかりやすく説明をしていました。この日はミニトマトとか、あ

とピザのバジルなんかも調達することができました。対象が１、２年生なので、なるべくわかりやすい

言葉を使って、説明をしてきました。 

 農家を訪ねたときの様子は、こんな感じです。給食で地場野菜を使うためにまず栄養士みんなで見学

に行きました。農協の職員の方も一緒に行ってくださいました。学校でいつも納品していただいている

作物やそうでないものなどいろいろありました。スイカは学校では多分出していないと思いますがつく

られていました。 

 また「目合わせ会」の様子がありまして、これは学校給食で使う野菜はこの大きさが適当ですという

ことを農家と栄養士ですり合わせを行う会です。学校は家庭と違って多くの量を使いますので、使いや

すい形、使いやすい大きさというものがあります。 

こちらは農協の会議室で行われました。野菜を農家の方が持ってきて栄養士が給食に妥当な大きさを

確認していました。また相互で確認した大きさの野菜を写真に撮っている農家の方もいらっしゃいまし

た。 

次にこの野菜の名前は何だかわかりますかって聞いて、ルバーブスカッシュに使うルバーブですとい

うことをお話ししました。収穫している様子、農協の第一小学校の近くにある店舗ですね。こんな感じ

でルバーブも売っていますし、ジャムも売っています。あとは、給食のほうでもこのように野菜が使わ

れていますということで説明しました。これはルバーブのマフィンとかジャムとかの形で使っています。 

 ルバーブをカットして蒸しパンをつくっているところ。こうやって調理していますということで、給

食室の中の様子を見ていただきました。たくさん食べて小金井の味を覚えましょうということで、今日

の実習はふんわりお豆腐ピザ。ホットケーキミックスにお豆腐をまぜてピザ生地をつくります。そこに

野菜等をのせて、焼きました。ミネストローネは、鳥ガラスープを使って、小金井の野菜をたくさん入

れたスープです。ルバーブスカッシュのほうは、私たちのほうでルバーブの砂糖煮をつくっておきまし

た。ちゃんと手を洗って調理してくださいねということも含めて、最後乾杯の準備。このように調理の

手順を説明しました。 

 ここからが当日の様子です。これが鳥ガラスープです。一応朝８時半前に職員がきて、スープをとり

ました。そして栄養士が説明をしている様子です。生地はつくり終わった後で、トッピングをしている

ところです。プチトマトは知っていてもピザ生地にあまりのせない子とかもいましたけれども、せっか

くあるからのせてねというふうに声をかけながらやりました。ピザがオーブンに入ったところで、スー

プの野菜を切りはじめるのですが、キャベツなんかはちぎってもいいですよと言っても、保護者の方は

せっかくここに来たからということで、すぐに包丁を使わせていました。これはウインナーを切ってい
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るところです。きれいな色のストローは栄養士の人たちが持ってきてくれまして、盛り上がってみんな

で乾杯をしているところです。 

 最後に子供たちのアンケートの回答についてです。「お家で料理をしますか」と聞いたときに、「す

る」とか「時々する」で、保護者の方がお料理に興味があって、それで参加しているというような感じ

でした。「小金井に畑があることを知っていましたか」、「知っていた」１０人。やっぱり家の近所に

畑があるというのが大きいのですけれども、先生たちが学校で教えていらっしゃるので、よく浸透して

いると思いました。「地場野菜のいいところがわかりましたか」では、おおよそみんなわかってくれた

かなという感じです。「地場野菜を食べたいと思いますか」と言ったら、「たくさん食べたい」は２人

だけれども、「食べたい」は８人いましたのでよしとしましょう。それから「今日つくったメニューの

中でお気に入りは何ですか」、やっぱりピザが一番好きなようですね。ルバーブスカッシュは砂糖煮に

して、ジャムにはならない少し歯応えが残った状態で、そこに炭酸水を注ぎ込んで飲むというものでし

たけれども、みんなルバーブもちゃんと拾って食べていました。 

 当日の感想です。「スープをまぜるのが簡単だった」、「全部簡単だった」、「うれしくて食べた」、

「ピザのトッピングがよかった」、「お母さんと一緒にピザをつくりました。ほかのお母さんも楽しい

よって言っていました。私のママは家でとてもわくわくしていました」など、こんなに期待してもらっ

てすごくうれしいと思います。「生地を潰すのが楽しかった」、「スープの鍋を回してみて、熱かった」。

主催する私たちのほうが、やけどとか包丁で手を切るとかっていうのがないように、もうそれはすごく

気をつけたつもりだったのですけれども、おかげさまでこの日は事故なく済みました。みんな「楽しか

った」とか「おいしかった」と書いてくれましたが「いつものピザより小さい」って書いてあったとい

うのは、おうちではもっときっと大きいのをつくっていらっしゃるんだろうなと思いました。実習は一

１人が１枚でその大きさは、オーブンが普通の家庭用のものとほとんど変わらないので、鉄板１枚に４

枚置けるぐらいの大きさです。 

 保護者の方のアンケートです。「野菜がたくさん食べられておいしかったです」、「ピザの生地をこ

ねるのが楽しそうでした。家でもつくりたいです」「ルバーブを初めて食べました。とてもおいしかっ

たので、家でもつくってみたいと思いました」「子供が今日の調理を楽しみにしていました。子供が食

べられないかなと思っていたメニューでしたが、たくさん食べているのを見て、一緒に調理する喜びは

食べることにもつながるのかなと思いました。ありがとうございました」。直接聞いた声では、野菜を

そんなにおうちですごく進んで食べるわけではないのだけれども、やっぱり今日自分たちがつくったと

いう満足感と、みんなで一緒に食べるということがあって「食べてくれてうれしかった」というような

お母さんの声もありました。また来年以降も学務課と協力して、この行事を続けていけたらと思います。 



－１５－ 

 報告は以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 今のことについて、何かご発言ありますでしょうか。 

 では、ないようですので、（５）番、平成２９年度食育推進計画部進捗状況調査結果について、事務

局のほうからご発言お願いします。 

○近藤主査 毎年実施している調査ですけれども、非常にボリュームがあって、今日のところは一応資

料の一番端に、番号がついていますけれども、今日は２０番ぐらいまで見ていきたいと思います。 

 ２８年度の部分は、去年もう回答して去年の会議で話が出たと思いますので、２９年度のところを見

ていきたいと思います。 

 まず１番、食育月間・食育の日の取り組み。健康課。２９年度の事業実績は食育の行事として、歯科

医師会主催の「歯と口の健康」イベントにおいて、下記の取り組みを実施。今年度同様前年度もこうい

う行事をずっと継続的に行っております。パネル展示、栄養バランス、スマイルケア食、飲料に含まれ

る砂糖量モデル。モデル展示は、ペットボトル飲料に含まれる砂糖量展示を行った。１日の野菜目安量

３５０グラムモデル。食育クイズ。参加人数は３３５人。食育の日の取り組みとして、毎月１９日に、

乳幼児への食育に関する記事を配信した。乳幼児配信メールの配信者数は４０４人。 

 ２９年度に実施した取り組み及び平成３０年度以降の課題、対策等について。食育月間に食の大切さ

について、普及啓発ができるよう「歯と口の健康」イベントを通じて関係機関と連携し、継続して実施

していく。また、家族で参加するということで、家庭の団らんにも寄与できたと思う。 

 ３番。農業祭での啓発活動についてですけれども、これは経済課と健康課と２つありまして、経済課

のほうが、市内農産物の品評会や農産物の展示、即売、宝船の作成。特産品である江戸東京野菜やルバ

ーブのPRコーナーを設けた啓発活動のほか、平成２９年度の農業祭から商工会のブースの増設を行った。

また、第３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２９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。 

 今後の課題、対策について。今後も継続する。農商工連携を強めたことから、多くの来場者数ととも

に、今まで以上の啓発活動が期待される。 

 健康課のほうは、農業祭で食育パンフレット及び食育ホームページのパンフレットを配布しました。

配布数は４００枚で、今後の課題、対策。多くの方にパンフレットを受け取っていただくことができ

ました。今後も続けていく予定でおります。 

 ４番。循環型社会体験教室の推進。ごみ対策課。１０月に土づくり、種まき、その後に収穫体験、料

理教室というようなプログラムで行っていました。料理教室は、野菜くずを出さない調理法を実践。資



－１６－ 

源循環の一連の流れを体験してもらうことにより、循環型社会について学んでもらった。参加者は延べ

３０名。 

 課題、対策についてです。平成２９年度は料理教室を環境楽習館で実施した。前日準備ができたため、

時間に余裕があり、参加者へ資源の循環の取り組みを丁寧に説明することができた。料理教室の時期に

は、まだ野菜が十分に育っていなかったので、料理用の収穫物を別途育成するなど、工夫が必要である。 

 ５番。み対策課。３つあります。一つめが夏休み生ごみ投入リサイクル事業。１０校で実施し、約２.

１トンの生ごみの減量と、延べ１,４７３人が参加。ボランティアの自主事業として、食用廃油の回収も

行った。 

 課題と対策です。平成１３年から行っている事業であるが、ボランティアの高齢化等により、事業全

体が縮小傾向にある。今後、運営方法や事業規模について、関係者等と調整する必要がある。 

 ここで、事業実績の中で１０校で実施。小金井の場合は全部で１４校学校があるので、なぜほかの４

校はというところがきっと疑問になった方もいらっしゃると思いますが、このうち１校は隣接している

学校なので、両方でやってしまうとその地域からボランティアさんを複数出さなければいけなくなるの

で、一応２校のうち１校でやって、そちらの機械が壊れたときには、もう１校でやっていますというこ

とでした。それから、もう一つの学校は、その地域にボランティアさんがいないので、学校としては別

にやっていただいて構わないということなのですけれども、できないということでした。それから、ち

残り２校につきましては、民家が隣接しているためです。生ごみ処理機を動かしたときにはにおいが出

ます。このため、機械を設置したときから行っていないということでした。 

 二つめがそのほかの生ごみリサイクル。平成２９年度は約４７.６トンの生ごみ乾燥物を回収した。食

品リサイクル堆肥は毎週金曜日の午後１時から２時にリサイクル事業者裏で拠点配布を実施した。市内

農家及び市施設等へは直接配送も実施した。 

 課題と対策。生ごみ乾燥物の回収量は、前年度より約０.８トン減少した。利用者を増やすため、広報

等を充実させ、事業を推進する必要がある。 

 三つめがフードドライブ。平成２９年度事業実績。平成２９年度８月から、毎月第２火曜日の午後２

時から３時半にリサイクル事業所駐車場で、拠点回収を実施した。回収した食品はＮＰＯ団体及び社会

福祉協議会へ届けた。課題、対策。平成２９年度は延べ６０名。１７７、４キロの食品を回収した。ま

た今年度の最初の様子を聞きましたら、一応社会福祉協議会に全量を届けているそうです。 

 ９番地場野菜の情報提供、経済課。年に１回市報において、庭先販売所のPRを実施。経済課窓口では、

随時マップの配布を行った。課題、対策。地場野菜等の販売を促進するため、今後 

も継続し、事業を実施する。 
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 １２番環境学習。環境政策課。事業実績は、平成３０年３月２１日。親子向け食育講座「野菜のおい

しさ発見隊！～野菜の魅力を探してみよう～」で１３人の参加者がありました。 

 課題と対策。小学校１年生から３年生を対象に、学芸大学や農協から提供していただいた野菜を使っ

て、野菜の魅力を探る。食育講座は例年需要が高いため、回数を増やせるよう検討する。 

 １３番。親子農業体験の促進。経済課。中町の農地において、エダマメの収穫体験を実施。親子 

を対象とし、１９組３５人が参加し、多くの子供が農業に触れることができた。 

 課題と対策。毎年、収穫品目を変更しつつ、今後も継続していく。 

 １５番の地場野菜等の販売推進。経済課。年に１回、市報において、庭先直売所のPRを実施。経 

済課窓口では随時庭先直売所マップの配布を行った。市報掲載により、庭先直売所のPRを継続していく

とともに、庭先直売所マップの更新を検討する。 

 健康課です。農業祭や歯と口の健康イベント等において、食育ミニパンフレット及び食育ホームペー

ジレシピチラシの配布を行い、食育の普及啓発を実施した。ミニパンフの配布数６１０枚で、今後も継

続。 

 １７番。江戸東京野菜の普及促進。経済課。江戸東京野菜の出荷状況や、江戸東京野菜を積極的に使

用する飲食店を取材し、小金井市観光まちおこし協会のブログやＳＮＳで情報発信を行った。また、江

戸東京野菜を使った料理教室、食事会をそれぞれ年２回実施し、料理教室は２９名、食事会は計１５人

が参加し、普及活動に努めた。 

 課題、対策等。２９年度の実施内容を継続しつつ、より効果的、効率的な事業の継続実施について 

検討していく。 

 １８番。新たな特産品の普及促進。経済課。料理教室において、ルバーブを使ったヨーグルト等を提

案し、地元農家への情報提供を行った。学校給食では、ルバーブを空揚げのソースにする等新たなメニ

ュー提案を行い、ＪＡや学校給食出荷農家へ情報提供を行った。 

 課題と対策。特産化を進めるルバーブについては、毎年開催される料理教室や学校給食を通じ、生産

者へ一定の情報提供ができているが、新たな特産化については、今後地場野菜を使った加工品等への情

報収集を行い生産者へ情報提供を行っていく。 

 ２０番。野菜収穫体験。ごみ対策課。市民向けに収穫体験を実施。参加者５０人。公務員宿舎に設置

された生ごみ処理機利用者、家庭用生ごみ処理機から出る生ごみ乾燥物の個別回収を実施している世帯

及び土曜生ごみ投入参加者を対象に収穫体験を実施。全４回。参加者は１回から４回まで合計５５人。 

 あとは、市立の保育園５園で４歳から５歳児向けにプランターを使った収穫体験を実施。全５回で、

今後も継続して実施していく。 
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 １番から２０番までおおまかなところを読みましたけれども、何かご意見がありましたら、お願いい

たします。 

○南会長 今説明した番号でなくても、ほかの番号でもよろしいですよね。 

 例えば２６番の栄養講習親子クッキング教室なんですけれども、生活習慣病予防につながるテーマに

ついて試食を行うとあるんですが、生活習慣病の予防につながるテーマというのは毎回違うんですか。

それとも内容は同じものをやっていて、１回出ればもう次出ない。出ても同じ内容を教わるという感じ

ですか。 

○近藤主査 生活習慣病だと、糖尿病予防とか高血圧予防とか大体毎年同じようなテーマですが、中身

のプログラムについては、参加者の方にアンケートをとって参考にしたり、こちらの年間行事予定の様々

な講座の内容をてらしあわせまして、毎年少しずつ変えていったりすることもあります。 

○南会長 小学校だと６年間毎回参加して、継続的にテーマが少しずつ違って、知識が蓄積できるのか

どうかと思ったんです。 

○近藤主査 今年度は、親子のどちらかというと、まず３０代、４０代、５０代のお父さん。この年代

の男の方ってこの保健センターに来られることのない世代の方です。そういう方に来てほしいけどなか

なか出ていただけないので、親子ならということで、以前から土曜日に行っています。 

 今回は、糖尿病を専門とする東京医科大学の大野先生に、生活習慣病を糖尿病中心とした予防のお話

をお父さん方にしていただきまして、子供たちはその間に歯科と栄養のエプロンシアター。その後親子

一緒に調理実習を行っていただきました。やっぱり野菜を食べてほしくて、野菜が多く入った中華丼と

スープと、それからゼリーもつくっていただき、午後からは、歯科衛生士の方からブラッシング等の指

導を受けていただきました。その後今度運動療法士の方の指導のもとに親子で運動をしていただきまし

た。前年度は２日間に分かれてやっていたそうです。 

○南会長 ありがとうございます。 

○平岡健康係長 済みません。事務局でございます。済みません。こちらの進捗状況のフォーマットな

んですけれども、最初にご説明すればよかったの申しわけありません。計画をお持ちの方は２０ページ

のほうに施策の体系ということで、こちらのほうの計画の体系図が載ってございます。こちらの今回の

施策の体系というのが、小金井市内の地域展開と生涯にわたる食育推進の大きく２本柱になってござい

ます。こちらが、表題の中ほどの色が薄くついている枠のところが大きな表題になってございまして、

こちらの施策の体系図の小金井の地域展開というところが、今説明した２０番までの項目となってござ

います。 

 こちら、大きく分けまして、啓発活動の充実。情報の整備。各種団体等の食育推進に対する促進策と
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いうことで、それぞれの項目に対して、事業の展開が幾つかされているんですが、それの大きな代表的

な取り組みを今回抜粋して、紹介をさせていただきました。 

 今日は時間もありますので、次回は次の生涯にわたる食育推進というところで、乳幼児と保護者の食

育推進、学童期の食育推進、青年期から高齢期の食育推進ということで、ライフスタイルに応じた食育

の進捗状況の調査について、ご報告をさせていただきたいと思ってございます。 

 今日は、２０番までの代表的な事業で、小金井スタイルの地域展開ということで、地域と事業課がど

のような活動をしているかということに着目しまして、ご紹介をさせていただいたところでございます。 

 事務局から説明以上でございます。 

○南会長 どうもありがとうございます。 

 状況調査結果について、ご発言ありますでしょうか。 

 議事については、終了してよろしいですか。 

○内田委員 済みません。漠然とした質問なんですけれども、私今年度初めて委員をお引き受けして、

ものすごい数の事業といろいろなことを各課それぞれでやっていらっしゃるんだなということを初めて

わかったんですが、それに対して、私たちはどういうふうにかかわっていったらいいんでしょうか。ど

ういうことを望まれているんでしょうか。 

 済みません。ただ漠然とおうかがいして、すごいなという感想はもちろんですけれども、じゃ、どう

いうふうにしていったらいいのかなと。済みません。 

○平岡健康係長 事務局でございます。こちらの事業の展開といいますのが、今回の第３次小金井市食

育推進計画というものの事業展開の進捗を、毎年夏のこの時期と、夏だけでは時間的に厳しいので、次

回の１２月にも後半の進捗状況について、内容を詳しくご紹介をさせていただきたいと思っております。 

 それで、皆様審議会にはこちらの進捗の状況調査を。あと、今回の小金井市が目指すべき食育推進を

どのような方法で推進していくのかというところで、皆様のご意見等を伺いながら、できましたら、前

回の委員の皆様には、この計画の策定を立てる前に、提言ということで小金井市のこういうところが食

育でもっと力を注がなきゃいけないんじゃないかということで提言にまとめていただきまして、それを

小金井市長にお渡しをして、その提言に基づいて、じゃあ次期の計画どのような柱でやっていこうかと

いうところで、計画の策定前にそういった問題の整理をさせていただいたということがございます。 

 また、皆様もさまざま、日ごろ食育についてお考えがあったり、また、各種団体の代表でこちらにご

参加をいただいていることかと思いますけれども、もし小金井の食の推進の仕方で、こういうことをも

っと力を入れていったらどうだろうかとか、こういったことは非常に進捗が図れていて評価できるので

はないかとか、ほんとうに気軽に皆様のお考え等をこちらでご発言をしていただけたらと思います。 



－２０－ 

 また、委員の皆様から、こういったことのテーマを取り上げてみてはいかがでしょうかということで、

ご意見等も承りたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○南会長 また、随時あれですよね。思い出したときにでも事務局のほうに。 

○平岡健康係長 はい。 

○南会長 提案などありましたら、お願いします。 

 ５番については、終了させていただきます。 

 では、３のその他について、事務局のほうからお願します。 

○近藤主査 今年度の農業祭についてです。こちら、経済課農業委員会が管轄ですけれども、まだチラ

シがないということで、私のほうから簡単にご説明いたします。 

 日時は１１月１０日土曜日午後１時から４時。翌日の１１日日曜日は午前９時半から午後２時３０分

までです。場所は市民交流会館とイトーヨーカドー前の広場です。 

 内容は、１１月１０日土曜日の日が午後１時より開会式、午後２時より交流会館で小学生の農業絵画 

コンクールの表彰式があります。応募作品は全て展示しています。入賞作品は小金井市食育カレンダー 

に掲載される予定です。また、交流会館では、品評会に展示された野菜を見ることができます。それか 

ら、屋外で農家の方たちが農作物の販売を行っています。それから、野菜でつくられた宝船の展示もあ 

ります。ほかにも、いろいろな企画があるということでした。 

 そして、翌日１１日は、屋外で前日同様農作物の販売があるのですけれども、品評会に展示された野

菜は、１２時から販売する予定だそうです。毎年長蛇の列ができるということです。それから、宝船は

１時半から分解して野菜を配付しますが、こちらは前もっての申し込み制とのことでした。 

 経済課より、食育推進会議委員の皆様も、ぜひ時間がありましたらご来場くださいとのことでした。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 その他委員の方から。 

○酒井委員 済みません。事前に通知していなくて申しわけなかったんですが、６月のキッズカーニバ

ルに参加したご報告をさせていただきたいと思います。 

 ６月９日の土曜日。学芸大学の芸術館でキッズカーニバルが行われ、外でもやっていたんですけれど

も、そこに食育推進有志の会ということで、市民としてこちらにいらっしゃる何人かの方たち。それか

ら食育推進委員の方と、食育ホームページ編集委員会の方と参加していただき、あと、市議会議員でつ

くっていらっしゃる食育推進懇談会というところの議員さんたちもお手伝いをいただいて、ブースを出

させていただきました。 



－２１－ 

 その際は、保健所の廣繁さん。それから、南先生なんかにも前の日から来ていただいて、お手伝いを

していただいたり、ありがたかったなと思います。 

 そこで行ったのは、保健所さんからお借りした大豆のまめっ子くん。先ほどのお箸の持ち方じゃない

ですけれども、お箸で大豆を一定時間内に移すという、それをやりました。それから、「歯と口の健康」

でも展示があったと思いますけれども、お砂糖の量の展示を健康課さんからお借りして、その説明をさ

せていただいたのと、それからもう一つは、野菜クイズ。野菜の花クイズで、花を見ていただいて、何

の野菜か当てていただくというのをやらせていただきました。 

 ３つ出させていただいて、それぞれ市民と議員の方とそれを説明したりいろいろさせていただいたん

ですが、まず感想としては、以前小金井市の事業として健康課さん、事務局のほうでやっていただいた

ときに比べると人数がちょっと少ないかなと思ったのと、参加するお子さんの年齢層がかなり低くなっ

ていて、前は小学生の方もかなりたくさんお見えになっていたんですね。それで、場所がほんとうに埋

め尽くされるほどの人が来ていたんですけれども、だんだん、何年かたって、３年たってから初めての

参加だったので、外のブースもすごい充実していたので、大きい子たちはそちらのほうに行ったのかな

ということもあって、ほんとうに赤ちゃん連れのお母さんたちが食育のブースのほうに来られたという

ことだったので、来年はクイズとかそういうブースの出し物に関しても検討したほうがいいのかなとい

う話は反省会で出たりしています。 

 いろいろ、皆さんのご協力で初めて市民として参加させていただいたんですけれども、ほかのブース

の方とか実行委員の方からも「食育のブースあったほうがいいですよ」とおっしゃっていただけたので、

一応今回参加していただいた市民の方も「来年もやりましょう」ということを言ってくださっています

ので、また来年も参加したいと思いますので、その際はまた皆様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。 

 ほかにありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、事務局のほうから次回の開催について、説明をお願いします。 

○平岡健康係長 事務局でございます。次回の開催につきましては、１２月ごろで調整をさせていただ

きたいと思っております。また、日程を候補日挙げまして、皆様のご都合が一番つくお日にちで決めさ

せていただきたいと思っております。 

 その際は、進捗状況調査の報告の続きを中心に進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 



－２２－ 

 以上でございます。 

○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３０年度第２回小金井市食育推進会議を終了したいと思います。 

 皆様、本日はお疲れさまでした。 

―― 了 ―― 


