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  委 員   古 莊 優 子 委員  中 谷 行 男 委員 

 

 欠席委員   ２人 

  委 員   内 田 美 帆 委員  船 田 知 孝 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 
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傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○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。 

 きょうは寒くて師走のお忙しい中出席していただいて、ありがとうございます。 
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 これより平成３０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。 

 まず初めに、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 本日の委員の方々の出欠でございますが、船田委員と内田委員から本日ご欠席のご連

絡を頂戴しております。また、古莊委員が公務の都合により、遅刻してこちらに出席されるということ

でございました。現在会長を除きまして１２名の委員の方の出席を賜っておりますので、過半数以上の

出席でございますので、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。まず、次第、委員の名簿、前回の会議録（案）、そ

れから「なくそうフードロス」というミニパンフレット、また、くるカメちゃんの３０１０運動のチラ

シですね。あと内田委員からのご意見Ａ４、１枚のもの。それから食育推進計画の冊子と進捗状況の評

価と進捗状況報告のＡ３のものになっております。食育推進計画の冊子のほうをお配りしておりますが、

既にお手元やご自宅にある委員の皆様は、会議終了後、置いて帰っていただいて構いませんので、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 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）ですが、訂正され

た方は訂正が確実に入っているかどうか確認していただきたいと思います。しばらく時間を取りますの

で、チェックをお願いします。 

 大体、確認、終わりましたでしょうか。 

 では、この議事録（案）でよろしい方は挙手をお願いします。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、議題に入らせていただきます。 

○保谷委員 会長、すみません。この議事録って全文書き起こしじゃなくて、要点だけとかじゃだめな

んですかね。 

○平岡健康係長  事務局でございます。第１回目の委員会のときに、皆様に全文記録ということでご

承認いただいておりますので、本委員会では全文記録になっております。 

○保谷委員 わかりました。 

○南会長 もし何かありましたら、終わりまでに事務局のほうにお願いします。 

 では次に、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。 

○平岡健康係長  意見・提案シートについてのご提出はございませんでした。以上です。 
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○南会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 では、（１）平成２９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。 

○近藤主査 それでは皆さん、本日お配りした資料のうち、小金井市食育推進計画進捗状況報告という、

この間と同じ調査結果のＡ３のものがあるのですけども、それをお出しください。 

 この調査については、前回も皆様に配付させていただきました。今まで配付していたものは、毎年そ

の形式だったかと思います。今回、再度配付したものは、それぞれの事業に関して担当各課で自己評価

を入れることにしました。自己評価を入れた部分が、今皆さん広げていただいた紙の右のほうにありま

す。ＡとかＢとか入っているのと、○のついている部分が前回と違って、新しく加えた部分です。 

 市役所内ではいろいろな調査があるのですが、年次比較するものについては評価を入れることが多く、

これによって、各課で今後の事業の見直しや展開について検討する資料になります。また、委員の皆様

にもよりわかりやすい資料となり、委員会でのご意見もいただきやすくなると思い、こちらでこのよう

な形にさせていただきました。 

 この形式を変えるにあたり、まず食育推進検討会議を開催しました。こちらは小金井市食育推進検討

委員会開設設置要綱に従った会議になります。小金井市における食育の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に行うために設置されるものです。メンバーは健康課、経済課、環境政策課、ごみ対策課、保育

課、児童青少年課、学務課の各課長、指導室長、公民館長が会議のメンバーとなります。ここで進捗状

況調査に評価欄をつけて、各課で自己評価を入れるというこの形式を了承していただきました。そして、  

この形式で再度各課に評価をするようにお願いしたものが今日配布させていただいたものとなります。 

 ＡとかＢとかの評価の横に、①から⑤という欄があります。これは、小金井市食育推進計画の１９ペ

ージに取組の指標というものがあります。例えば食育の日の食育の取組というのが１番にあるのですけ

れども、この事業がこの指標のどれに該当しているかということを一番近いものにその課で○を入れて

いただいて、この指標を目指してこの事業は行われているということをわかるようにしていただくよう

にしました。 

 自己評価のＡからＢはどのようにつけるかといいますと、Ａはまず前年度、進捗度の自己評価につい

て、充実していたり、また評価で事業を新たに実施した場合にＡをつけます。それから、Ｂにつきまし

ては、前年度、同様の内容で実施したならＢということにしております。それから事業の縮小の場合は

Ｃ、該当事業に取り組まなかった未着手の場合はＤとなります。 

 ただしこの中で、公民館の自主講座や社会福祉協議会の事業については、市が直接行っているもので
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はないので評価はなしとしています。それから、健康課事業について、市民アンケートと食育推進検討

会議については、前者の市民アンケートは５年に１回予算を伴うもので、小金井市の食育進捗計画をつ

くるもととなるものなのですけれども、一応予算の伴うもので実施時期が決まっておりますので、逆に

昨年度はアンケートをやらない年でしたので書きようがなかった。それから、今この進捗状況調査の計

画を変えるのにあたり食育推進検討会議というのを開いているのですけども、昨年は開く必要が特にな

かったので、市民アンケートと食育推進検討会議のところについては評価なしとさせていただきました。

未着手と言われれば未着手なのかもしれませんけれども、両方とも必要はないということで、こちらと

しては評価なしといたしました。 

 それでは、この評価のことなのですけれども、全部の課に大体１カ月余裕を持って書いていただきま

したが、評価につきまして、縮小のＣと未着手のＤはどちらもありませんでした。全部の課からきたも

のは、ＡもしくはＢ、Ｂは昨年同様ということなので、Ａのことについてだけご紹介していきたいと思

います。 

 まずは２ページ目をおひらきください。２ページ目の上から２番目、ナンバーの２２の４というとこ

ろに、環境型社会体験教室の推進ということで、ごみ対策課の事業があります。この評価がＡになって

おります。この理由は２８年の参加者が２１人、２９年度参加者が３０名で、参加者がふえたというこ

とでＡという評価をつけたということです。 

 同じページ、一番下のフードドライブ。２８年度は１日しかやっていないのですけど１３キロの食品

を回収した。２９年度の場合は８月から定期的に行っているのですけれども、回収量がすごくふえたの

でＡという評価をつけております。 

 次は３ページ目、食育ホームページ。２カ所あるのですけれども、ちょっと内容的に変わったところ

変わっていないところがあるのですけれども、編集会議の方たちはすべてボランティアで、毎月必ず１

回は編集会議を行っており、編集会議だけではなくて編集会議の中で訂正があったりとか、また提案が

あったりするとメールのやりとりを次の会議までの間に何度も行っているんですね。そして、また準備

している方はおうちで何回も原稿を書いたりして、必ず全員に連絡を取り合うというような形でやって

おりますので、これについては、Ａをつけさせていただきました。もしよろしければあとで、食育ホー

ムページの委員をやっている方から何かご意見があればいただきたいと思います。 

 それから次は４ページ目、こちらも１０番と１１番のところは食育ホームページの活用、食育関連の

人材の活用ということなのですけれども、こちらのほうにつきましても、皆さんボランティアで活動  

くださいますので、Ａをつけさせていただきました。 

 その次は６ページ目になります。上から３番目、ナンバー２３のところです。離乳食教室。こちらの



－５－ 

ほうは、２８年の参加者から２９年の参加者はやっぱり数がふえています。私たち健康課の事業に限ら

ず、多分、ほかのいろいろ参加する事業というのはたくさんあるのですけれども、実際にはこの参加数

よりも多いことのほうが多いんですね。結構、市役所の行事って早くから募集しておりまして、やっぱ

り当日急に都合が悪くなってキャンセルされる方も結構多いので、ちょっとこんなこと言うと手前みそ

に聞こえるかもしれないのですけれども、全体的に申込者よりは実際の参加数のほうは少なかった、で

も参加したい人はそれより多かったというのは事実だと思います。それは健康課だけではないと思いま

す。今の離乳食教室は、一応数がふえているということでＡにしてあります。 

 それから気がつかれる方もきっと多いと思うのですけれども、２４番に乳幼児食育メールというのが

ありまして、この登録者数が大幅に、８７６人から４０４人に減っているんですね。この理由につきま

しては、配信会社が変わりました。配信会社が変わったときには登録者の方は再度登録が必要になるの

ですが、その手続きについて一応周知はしたつもりだったんですけれども、ここがうまくいかず、この

ように数が半減してしまうということになりました。事業としては続けているので、一応Ｂはつけさせ

ていただいたのですけれども、今後も健康課としてはさらなる周知に努めていきたいと思っております。 

 その次は２６番になります。ここについては参加者数が減ったのにどうしてということがあるかと思

うのですけれども。それまでは健康課としての単独行事で行っておりました。全部健康課で運営をして

いたのですけれども、その前の年から学務課と一緒にやりたいということで、１年間計画を立てて学務

課と組んでやり、そして、今年度もそれを継続するということで行っていますので、一応、他課との連

携ということでＡという評価をつけさせていただきました。 

 ２７番、乳幼児の保健相談です。こちらにつきましては、人数が大幅にふえていること、それから実

施場所の会場をふやしました。それから、この相談は全部予約不要なんですね。行ったらすぐ相談がで

きるということで、すごく喜ばれている事業だと思いますので、Ａをつけさせていただきました。なか

なかここの保健センター自体が市の真ん中よりもうちょっと端のほうにあって、なかなかここに小さい

お子さんを連れてくることが大変な方もいらっしゃいますので、各町の施設で行うということは、そう

いう方たちにも利便性を図るということで、今回はＡをつけさせていただきました。 

 その次が、そのページ一番下、３１番です。ここは保育課の収穫体験で、収穫をして食材を給食に出

したりクッキング保育をしたりしたということなんですけれども。前はそれぞれの園で２回開催したも

のが５回以上になったということでふえたので、Ａをつけたということです。 

 それからその次は７ページ、３７番、こちらも保育課の行事です。前年はそれぞれ保育園の行事だっ

たんですけれども、２９年度については外からゲストティーチャーというような形で（八百屋さん）     

このようなことを行ったので、Ａという評価をつけたということです。 
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 次３８番。私立・国立の保育所・幼稚園との連携を推進すると書いてありますが、一応保健センター

の管理栄養士と公立保育園との連携をもとに市の方向性を統一できるよう努めたという、連絡会みたい

なものなのですけれども。去年、ここの２９年度ところに、学校栄養士との情報交換を目指すと書いて

あるんですけれども、実際去年、私は学務課の栄養士だったのですけれども、学務課のほうとも結構衛

生面とか食育のこととか、栄養士会には参加はしていないのですけれども、保育課と直接連絡を取り合

ったりとか、それぞれの栄養士の人と連絡を取り合ったりとかして、予算のことから食育のことまで、

結構情報交換ができましたので、保育課のほうでＡをつけてきました。 

 その次に８ページですね。ここも保育課なのですが、２９年度のところに、保育参観や懇談会に参加

した保護者の方に給食を試食してもらうということが新たな取り組みなので、Ａをつけました。 

 それから次が１０ページになります。１０ページのナンバー４３、学務課です。ここは給食を通じた

食育で、食育リーダー会議ということでＡがついています。課題及び対策のところでは、リーフレット

を両方とも配付したということが書いてあります。前の年では全校、全児童・全生徒の保護者に配付し、

その次の２９年度には小学校１年生の児童の保護者に配付したとなっているのですけれども。この理由

は、２８年度に初めて食育リーダー会で検討した食育のパンフレットを配付したときには全児童生徒配

付だったんですね。この計画も５年計画でありまして、最初につくったものを５年間利用していくとい

うことで、最初の年は全児童生徒、その次の年にあたる２９年は、２年生以上の子はその前の年までに

みんなもらってますので、新しく入学した１年生及び転入児童・教職員に配付したということです。 

 それだけではなかなかＡというのは、現状維持みたいな形になるんですけれども、そのほかに２９年

度の事業実績のところで、「和食の魅力と重要性」という講演に参加し、食の指導方法の研究を行った

こともあります。ほかには、参加したのは栄養士会だったんですけれども、やっぱり食育リーダー会の

後押しがあってのことなんですけれども、この間、古莊先生のほうからあった都の小学校食育研究会で

発表し、３０年度の全国大会の発表地区に選ばれたということは、栄養士会だけではなく、食育リーダ

ー会の後押しがあったので、一応ここにＡの評価をつけたということです。 

 それから和食の魅力と重要性ということで、１１日は箸の日ということを栄養士会で実施したんです

けれども、やっぱりここの考え方がそのままいったこともありますので、そういったいろいろな活動を

広げることになったということでＡという評価をつけたそうです。 

 次の４６番、給食だより。ここも同じなんですけれども、１１日が箸の日、２４日が小金井和食の日

ということを制定して、それぞれ栄養士がその日にそれにちなんだ献立を入れていくんですけれども。

そのことを全校統一して初めて周知するようになったということで、Ａの評価をつけたそうです。それ

から地場野菜を使用していることを、前からわかるように書いてあった学校もあるんですけれども、一
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応学校のホームページも含めて全校で給食だよりで周知をするようになったので、Ａの評価をつけまし

たという説明がありました。 

 次は１２ページです。１２ページにつきましては、学務課のところ、さっきは学齢期、小学校という

ことだったんですけれどもこちらは中学校で、食育リーダーについてとかその他あるんですけれども、

このＡのついた部分については小学校と同じ理由でつけたということです。 

 次は１６ページになります。１６ページの一番上、ナンバー６２になります。こちらは６０２４・８

０２０運動の推進。生涯を通じて健康的な食生活が実践できるよう、６０歳以上で２４本以上、８０歳

で２０本以上の歯がある方の増加を目指すということです。成人歯科健診というものが健康課の事業で

あるんですけれども、その受診者数が伸びましたので、Ａという評価をつけさせていただきました。そ

れと、２８年度のほうの対策は３５歳から８０歳までの５歳刻みとなっているんですけれども、２９年

度のほうにありますように年齢を引き下げて対象者も数多くなりましたので、評価Ａということにさせ

ていただきました。 

 その真下の６３番の配食サービス。介護福祉課です。こちらも食の自立支援事業の食数が結構伸びま

したので、Ａという評価になっております。これでＡの評価のところの説明は全部になります。 

 今のＡ３の用紙の一番上に、評価の集計みたいな紙がついていると思うんですけれども、こちらをご

らんください。Ａ４の小さい表があります。取組の指標となっているものです。最初に説明しましたよ

うに、取組の指標というのは第３次小金井市食育推進計画の中に指標があるんですけれども、それとき

ょう評価した事業を照らし合わせたものです。さっき○がついていた部分があると思うんですけど、例

えば先ほどの、最初の１番で、食育月間・食育の日の取組というところで、それが一番３にあたってい

るだろうことで食生活の啓発ということで３に○がついているんですけれど、これがＢになっています。

ということは、３番のところの自己評価のまとめて、どんなものがいくつあったかというところに入れ

ていくんですけれども、そうすると３番のＢのところに、この一番最初の項目の１番というのが入って

きます。一応こうやって分類すると、該当事業数というのは今年度、ここの会が掲げている食品ロスの

項目はそんなには多くないんですけれども、そういう事業としては確実に行われているのかなというふ

うに思います。 

 ちょっとこれ数が、一つの事業について指標がいくつもあたっていると多くなってしまうので、ちょ

っとわかりづらいんですけれども、一応どこもＣとＤはなくてＡとＢということで。実際にこの評価と

いうのは、例えばこの指標がちゃんと間に合っているかどうかというのは、やっぱりアンケートを取っ

て市民に聞いてみないとわからないことなので今ちょっと評価できる状況ではないんですけれども、一

応各課としては指標に沿って事業を現時点で行い、さっきの歯じゃないんですけど、少しずつ事業の中
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身も変えつつある部分というのもあり、次にアンケートを取ったときには実際いい結果につながるとい

いなというふうにこちらとしては考えているんですけれども。 

 この辺のところ、皆さん、いかがでしょうか。これは今各課が自分でつけた評価なので、実際にここ

にいる皆さん、ほぼ市民の皆さんだと思うんですけど、皆さんから見て、この評価はおかしいんじゃな

いのとか、もうちょっとやっているのかなとか、そういうご意見とかがありましたら、今回はこの評価

はそれぞれつけたものなので、もうこれで一応今回の調査は終わりということなんですけれども、何か

ご意見があったりとか、その課に伝えてほしいとかいうことがあれば、私のほうからお伝えはするよう

にします。それで何か仕事を変えるとかそういうことはまだできるような状況ではないんですけれども、

ご意見だけは伺いたいと思います。 

○南会長 よろしいですか。どうもありがとうございました。 

 いろいろな課がいろいろな取り組みをしているのかがわかったと思うんですけれども。今急に発言と

言われてもなかなか難しいかもしれないんですが。もし、今気がついた点がありましたら、ご発言をお

願いします。 

○保谷委員 確かにどこで評価するって難しいと思うんですけど、例えばさっきの給食だよりと何とか

って２個同じことを今後も継続していくというところがあるのに、評価がＡとＢで分かれているとか、

先ほどのメールの業者が変わったとかで人数が減っているのにそこの評価はＣではないとか。その辺は

うまく、もう少しシビアにつけないと、じゃあこれはやめて、ほかの事業数も多いんで、もっと強化し

ていくとか別の事業をするとか、人気のものがあるんだったら場所を変えて２回開催するとか、そうい

う判断をするべきなんだと思うので。ちょっと人数がふえたからＡでいいよねっていうことをするんだ

ったらあまり意味はないのかなと。人気あるものをもっとふやす、ニーズのあるものを新しく考える、

人気ないものはやめてしまう。もっとはっきりとつけたほうがいいと思いました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 担当部署で評価しているっていうところがちょっと客観性がないかなと。第三者評価ってよくやられ

ていますので、そういう部署というか、例えばいろいろな課の課長さんなりが集まったところでそうい

う評価会議で客観的にどの課の取り組みも評価するというようなことだと評価の統一性というのが取れ

るのかなという気はしますけど。皆さんお忙しくて、なかなかそれが難しいのが現状なのかなとは思い

ますが。その辺いかがでしょうか。 

○石原健康課長 健康課長です。 

 食育関係で評価をつけるというのは初めての試みで、庁内の課長の会議も去年行っていなくて、こと

し初めてやったというところもありますので。きょう出た意見は次の庁内の連絡会議で、もう少しこう
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いうふうに見てわかるようにとか、ここをこういうふうに頑張らないと評価が下がるんだというような

ところをみんなで共通として持って、それでいただいた意見が来年度の施策とかその次につながるよう

にしてきたいと思いますので。ほかにもいろいろお気づきの点があればおっしゃっていただければ庁内

で共有ができるかなと思います。 

○南会長 お願いします。 

○酒井委員 酒井です。 

 ほかの審議会での評価表があるところもあると思うんですけれども、今回食育で初めて評価表ができ

たというのは、まあ画期的というか、やっぱり見やすいというか。ただ、この○とＡＢがないときで私

たちずっとやってきているのでこれがついたことで、今は各課の評価で、ちょっと甘い部分もあるのか

もしれませんけれども、今後これを継続していくんであれば、先ほどの保谷委員のご指摘なんかも入っ

ていくといいものになっていくんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。お願いします。 

○松嶋委員 松嶋です。 

 自己評価Ａのところは伺ったとおりなんですけれども、Ｂが結構多いんですが。手前に３０年度以降

の課題・対策等という欄がＢであるところでも、今後も継続して実施していくとか、その課題について

できればＢをＡにしていく視点でも、Ｂのところの課題を必ずもうちょっと具体的に盛り込んでいただ

けると指針としてはっきりして、それがまた次の年に達成できているかということは評価していけるん

じゃないかと思っていますが。今酒井先生がおっしゃられたとおり、これができたのは初めてなので、

今後のそういう課題をもうちょっとはっきりさせるということができればいいんじゃないかなというふ

うに思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

○廣繁委員 以前、この会議で初めて「進捗状況報告」のご報告をいただいたとき、評価がついていな

かったので、委員としてこれらの報告をどのように受け止めればよいか、どのように活用していくもの

なのかわからず、戸惑ったことがありました。松嶋委員、酒井委員がおっしゃったとおり、今回、評価

が行われたことについて、まずは良かったと思っています。今後、これらを継続していく上で、評価の

理由を示していく必要があるように思います。39番を例に挙げますと、食育の推進に当たっては、家庭

との連携が不可欠と言われています。ここでは、29年度から「給食の試食」の取組が加わっていますの

で、それでＡ評価にしているのだと思います。でも、始まったからということだけでなく、こういう効



－１０－ 

果があったからＡにしたというような理由がわかると、これを見た市民からも共感が得られるのではな

いでしょうか。また、他部署でも取組の参考になると思います。 

○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、次の議事に移らせていただきたいと思います。次ですけれども、農業祭について事務局のほう

からお願いします。 

○近藤主査 農業祭につきましては、平成３０年１１月９日の土曜日、１０日の日曜日の２日間、開催

されました。特に土曜日はすごくお天気がよくて、多くのお客様がお見えになっておられました。 

 それでは、当日一番運営にかかわられたＪＡの須崎委員から農業祭の様子についてお話ししていただ

ければと思います。 

○須崎委員 ＪＡの須崎です。 

 本来、きょうは船田委員にしゃべっていただこうと思っていたんですけど、急遽お休みということで、

私のほうから。 

 今ありましたとおり１１月１０日、１１日の２日間ですね。準備が９日の金曜日から合計３日間とい

うことで開催をさせていただきました。昨年は、会場柄あそこが大変風が通る場所で、テントが事前に

飛ばされてしまったりとかいうようなトラブルが昨年はあったんですが、ことしは２日間とも晴天に恵

まれ、盛大に開催することができました。 

 また、内容といたしましては、農業振興品評会といいまして、市内で採れました農産物、植木類の品

評会をまず行いました。出品点数につきましては、昨年が１,２４３点だったんですが、平成３０年につ

きましては１,３０９点ということで６６点の増加という形になりました。それぞれ専門分野の方々に審

査をしていただきまして賞がつくんですけれども、一番上が東京都知事賞という賞があります。それが

それぞれ農産物いわゆる野菜と植木とそれぞれについて、そのあと小金井市長賞と、いろいろと賞の数

が４７つあるんですけれども、そちらのほうの採点をさせていただきました。 

 また２日目には、その採点をした農産物を午後から実際に販売するというような形で、おおむね４５

分ぐらいで全て完売というような形でございました。 

 植木に関しましては、イトーヨーカドー前のフェスティバルコートの部分で品評会と販売を２日間と

もに行ったんですけれども、２日目は初の試みということで、一般市民さんに向けた植木の競りという

ことで、小金井市植木組合さんのご協力のもと開催をいたしまして、そちらのほうも３０分ぐらいで完

売というような大盛況に終わることができました。 

 また、来年につきましては、回数でいいますと第７０回という形になりますので、ことし以上の大き
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なイベントとなりますので、新しく試みもふやしていきたいと思ってございます。 

 簡単なんですけれども、以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 農業委員会の委員である松嶋委員、よろしければ。 

○松嶋委員 今ご案内があったとおりに農業祭がありまして、２日間とも見学というか参加させていた

だきました。品評会のあった後にブースを拝見しました。どの野菜もほんとうにすばらしくて、それま

で農業委員会に出ていたときに、天候が悪くてことしはどうかななんていう話も聞かれていたんですけ

れども、悪天候だったにもかかわらず点数もふえて美しい野菜が並んでいる姿は非常に壮観でした。ブ

ースの外のほうには小金井の野菜を使ったお店、飲食店や農協の婦人会の方のブースなどが出ていて、

小金井の野菜を実際に使った料理が販売されていて、市民の方がたくさん食べて、結局小金井の農産物

を見て、そしてそれを食べて楽しむというイベントで、すごく食育的にも小金井の野菜が非常に身近に

感じられるイベントだなというふうに思いました。 

 来年は７０回ということでますます発展してほしいと思うんですけれども、小金井市の畑がどんどん

減っていく中で、こういうイベントで小金井の畑を少しでも守るというか、もうこれ以上減らしたくな

いなということを市民の方が多く思っていらっしゃると思うので、そういう都市農業の保護みたいなこ

とが少しずつ推進されていくといいなと感じました。 

 本当に天気もよくて、あと小学生の絵のコンテストもあったりして、お子さん方も非常にたくさん見

えたり、毎年楽しみにしている宝船も、ことしも非常に美しくて、子どもたちが歓声を上げたり、写真

を撮る方も多く見られました。非常にことしもすばらしい農業祭だったと思いました。 

 以上です。 

○近藤主査 酒井委員、何かブースを出されたという。 

○酒井委員 はい。私は江戸東京野菜のブースをつくって毎年いただいているんですけれども、１日目、

１０日にそこのブースでご説明をしたりということをさせていただいたんですけれども。 

 今回の市内の農家さんがつくった江戸東京野菜は六、七点出てきていて、先ほど松嶋委員もおっしゃ

いましたけれども、とても天候が悪かった中でいろいろ大変だったというお話も聞いている中で、江戸

東京野菜のそれだけの数がそろって展示されたということはすこくよかったなということで、やはり今

回の農業祭もすごく盛況だったんじゃないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○近藤主査 ほかに農業祭にかかわられた方いらっしゃいますか。 

○櫻井委員 ちょっといいですか。 
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○近藤主査 お願いいたします。 

○櫻井委員 すいません。ちなみに総売上げっていうのはわかるんですか。 

○須崎委員 基本的にはかなりの低価格で、品評会ありきでやっていますので、農業祭そのものが都市

農業のＰＲというところですので、売り上げに関しては申し上げるに値しないぐらいの価格です。 

○櫻井委員 そうなんですか。 

○須崎委員 はい。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

○近藤主査 ほかに参加された方いらっしゃいましたら一言お伺いしたいんですけど。特にいらっしゃ

らないですか。 

 ないようでしたら、きょう配付いたしましたチェックの野菜の書いてあるパンフレットのことについ

てお話したいと思います。 

 毎年、平岡係長と栄養士のほうで農業祭の会場にお伺いして、食育のパンフレットを配布させていた

だいていました。今年度、この委員会が食品ロスに取り組んでいるということで、農業祭に間に合うよ

うにパンフレットをつくって平岡係長と私で農業祭の片隅のほうで配布をさせていただいたものです。

うちの課だけではなかなかできませんので、各課のやっていることを前にこの会議に取り上げていただ

いたのですけれども、それをまとめたものがこのパンフレットになります。こちらにつきましては、 １

１月９日に４００部ほど農業祭で配布させていただきました。きょうは、ほかにくるカメチェックリス

トというＡ４の紙を配付させていただいたのですけれども、一応１２月１５日の市報の中にごみ対策課

が特集号として入れたものの一部です。今、１２月という時期で外食も多いと思います。会食のときの

最初の３０分と最後の１０分は自席でちゃんと料理を食べて、食べ残しを減らそうという運動を取り上

げたものです。 

 「なくそうフードロス 進めよう地産地消」というこのパンフレットは、いろんな各課の取り組み等

をいれて、きょう皆さんに配付させていただいたんですけど、ほかにはこの間、食育の議員さんの研修

会、酒井委員が講師をしていたんですけれども、そのときの会場とか、食育検討の課長会で配付したり、

学校や保育園の栄養士のほうにも配付いたしました。配付したあとに、小学校、中学校１校ずつから、

１学年分、子どものほうにフードロスとか地産地消のお話をしたいからということで、学校のほうにも

配付させていただいております。もし何か皆様のほうで必要でしたら、うちのほうに多少部数がありま

すので、よかったらお声がけください。 

 ちょっと今の農業祭とかフードロスとかから話は離れるんですけれども、資料で、きょうお休みした

内田委員からのほうから意見として皆様にということで、私あてにメールが来たんですね。一応メール
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の文章をそのまま印刷したものなのですけれども。ちょっと読み上げさせていただきます。 

 「お世話になっております。 

 次回欠席のところ申しわけないのですが、今後の提案をさせてください。 

 来年の春夏の熱中症対策に間に合うように、広く市民、また児童、学校関係に伝えたいと思うことが

あります。 

 昨今は熱中症の危険が声高に言われ、水分補給やスポーツドリンクの飲用を積極的に呼びかけていま

す。 

 特に引導する子どもに向けて、特に運動部部活などでスポーツドリンクを推奨しています。 

 以前我が子が在籍していた運動部では顧問の先生がスポーツドリンクのメーカー実名を挙げて持たせ

てくださいと言い、部費でもそれら飲料をまとめて購入していました。 

 私はこれにとても違和感を感じていました。先日の食育ブース出店でも清涼飲料水の糖分の多さに関

心が寄せられた、と報告がありました。 

 糖分とともに問題視なるのが人工甘味料の危険性です。アスセルファム、アステルパームといった人

工甘味料は発がん性が疑われています。 

 それを学校現場や青少年のスポーツにかかわる団体が推奨する危険性を提唱したいと思います。 

 水分補給の大切さを訴えながら、その質にも広く市民に目を向けてもらうような取り組みを、この委

員会から発信していけないでしょうか。 

 どうかご検討いただけますようによろしくお願いいたします。内田。」 

 となっています。 

 これが送られてきたのがきのうなのですけれども、内田さんのほうには、きょうは前から続けられて

いる食育進捗状況調査のほうがメインの課題となっていますので、そちらのほうとほかにも報告がある

のでということはお話はしてあります。きょう、皆さんにご意見を伺ってほしいというところはあるん

ですけれども、実際にはやはり皆さんも逆に内田さんに聞いてみたいこともあるかと思いますし、うち

もまだこの後お話もありますので、今回は一応この内田さんからの提案を私のほうから皆さんにお知ら

せしましたということで、もしご意見等がございましたら、次に内田さんがいらっしゃるときにして、

きょうは皆さんのご意見につきましては伺わないということにしたいと思うんですけれども、それでよ

ろしいですか。 

○酒井委員 すいません。じゃあ次回の会議のときにこれが議事に入るということでしょうか。 

○近藤主査 そうですね、もちろん進捗状況調査の、こちらの私たちの会議のメインのことが終わった

ら、そのほかというところで、一応提案ということになっていまして、ご本人がいらっしゃればそのと



－１４－ 

きにご意見のある方は言っていただいてもいいのかなと思っているんですけれども。 

○酒井委員 それじゃあ、次回、必ず入れていただければと思うんですが。 

○近藤主査 内田さんが来ていただければそれでということで。皆さん、よろしいですか。 

○松嶋委員 それは個人的に酒井先生と私と澁谷さんのほうには、もしこれが議題に上がるようであれ

ば、このようなことでよろしくお願いしますというメッセージをいただいて、ちょっと、じゃあこのよ

うなことを言いましょうかという話は済んでいるんですが。もし次回に、春、夏に間に合うようにこの

会で取り上げられて、それで内田さんのほうがよろしければ、今回はそれでいいと私も思いますが、い

かがでしょうか。 

○南会長 内田さんから内々に何かお話がいっている。 

○松嶋委員 というか、同じ内容のメールというか、こういうのを提案してあるので、もしお話が出た

らご意見を言ってくださいみたいなことを言われていたんですけれども。 

○南会長 そうですか。 

○松嶋委員 事務局さんがおっしゃったとおり。 

○南会長 時間のことは。 

○酒井委員 時間のこともありますし、ご本人がいらっしゃるときに話をしたほうが通じるかもしれな

いので、次回ということでもいいんじゃないかなと私は思いますね。 

○南会長 じゃあ次回ということで、ご本人がいらしたところでやりとりをしたほうがいいと思います。 

○澁谷委員 そうですね。ぜひ、さっき酒井先生もおっしゃったように、次回の議事録に入れていただ

いて、時間を少しでも取っていただけるようにしたほうがよろしいかと。余りの時間があったらばとい

うのではなくて、提案があった以上、そちらを記録、議事に入れていただければと思います。お願いし

ます。 

○平岡健康係長 事務局でございます。さまざまな意見のやり取り等が多分おありかと思います。でき

れば、事前にご意見をご紹介できるような形で、簡潔にまとめられるものはまとめたいと思っておりま

すので、ご意見等お持ちの方は事前に事務局のほうに参考資料や文書等をご提出いただき、こちらのほ

うで資料として準備等させていただくなど、そういったことは可能かと思うんですね。ですので、もし

よろしければ、ご意見を事前にいただけるとありがたいと思います。 

○近藤主査 ごめんなさい。こちらとしても、本日、このご意見を配られたときに、多分皆さん初見と

なるので、内田委員がご欠席ということもあり、先ほどのような運びにしようかと考えていたんですけ

れども。 

○酒井委員 でも、それは当然だと思います。 



－１５－ 

○近藤主査 それでよろしければ、今係長が言いましたように、ご意見が事前にあればこちらでまとめ

ておきたいと思いますので、すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 じゃあ、私のほうからはこれで終わりになります。 

○南会長 どうもありがとうございました。 

 そのほかに、委員の皆様から何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、本日の議事は以上になりますけれども、次回の開催について、事務局のほうからお願いします。 

○石原健康課長 では、開催予定のお話の前に、先日酒井委員と松嶋委員に出ていただいた食育議員懇

談会について、皆さんと情報共有させていただければと思います。 

 私のほうは、基本的には食育議員懇談会という議員さん方の有志の集まりなんで、いつもは議員さん

方だけで話し合いをしてみたり、講師を呼んでお話を聞いたりしているんですけれども。今回は私のほ

うも、酒井委員の講演があるのでよろしければどうぞというご案内をいただいて参加してまいりました。 

 酒井委員と松嶋委員から詳細なご案内というか当時の様子についてはご紹介がこれからあると思いま

すけれども、私のほうは参加した感想を簡単に申し上げさせていただきます。当日、議員さん方、正副

議長を含めて特にどの会派ということもなく皆さん参加しておられて、まず最初に地場の食材を使った

お弁当をみんなで召し上がりながら懇談するというような形で始められて、そのあと酒井委員の講演が

あったんですけれども。講演の後に、全員の議員さんから一言ずつ食育についてのコメントというよう

な時間もあって、そこの中では議員さん方の幼いころの土に関する思い出であったり、農業に対する思

い出なども、今まで聞いたことがないようなお話を伺うことができたりとか、あるいはプライベートで

気をつけている健康ですとか、食へのこだわりなどを披露された議員さんなどもいて、非常に議員さん

の議場とか委員会室で質問しているときとはなかなか違う素顔が非常に見られて有意義な時間だったな

というふうに思っております。 

 酒井さんと松嶋さんから講演の内容とかご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 

○酒井委員 先日、本当に会場に来ていただいて、とても心強かったんですけれども。実はこの議員懇

談会さんというのは、２４名議員がいるんですけど全員入っているんですね。それで以前、今回じゃな

くて平成２３年か４年だったと思うんですが、やはり同じように勉強会を１年を通じてやっていまして、

食育についてを周知するということと、あと小金井スタイルということを議員の皆さんにも把握してい

ただくということで、私を含めて何人かの講師で定期的に勉強会をやったということがあったんですね。 

 今回は、そのあと食育推進基本条例というものができたりして、そのあとの検証も議員さんとしては

したいということもあって、もう一度食育について初心に戻って話を聞きたいということでお話をいた

だいて、小金井市で行っている私の食育の授業とか講座の３例ぐらいのお話をしたんですね。小学校の



－１６－ 

低学年向けの野菜についての、野菜の一生というか命についてをわかってもらう授業の話と、朝御飯の

大切さとかむことの大切さというのをお話しした保護者向けの話、それから野菜を使い切ること、それ

こそフードロスをなくすような取り組みのお話、プラスちょっと江戸東京野菜の話もということがあっ

たので、そういう話をした３例をお話をさせていただいたということです。 

 皆さんとても興味深く熱心に聞いていただいて、ちょっと途中でアンケートのパーセンテージとか質

問が出ちゃいまして、私は資料を持っていなかったので、課長が持ってきていただいたのでとても助か

ったということがあったんですが。そういう活動をして、また２月には松嶋委員が講師でまたお話をさ

れるということになっておりまして、議員の方たちもとても食育に関して皆さん熱心に考えていただい

ているようなので、先ほど課長もおっしゃいましたけど、議場では見られない姿というか、和気あいあ

いとした、私はそこしか見たことがないんですけど、そういう感じでとてもいい雰囲気で勉強会ができ

たなというふうに思っています。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

○松嶋委員 私は、次回講師をさせていただくということで、今回酒井先生の講座の内容を把握するこ

とと共有したいと思って参加させていただきました。やはりお二方がおっしゃられたように、まず小金

井の野菜を使ったお弁当を食べながら和やかに歓談をして、そして酒井先生の講座を共有して、そのあ

とに先ほどおっしゃられたように自分の食体験をしゃべるという、食べてインプットしてアウトプット

するという、非常に流れのいい会でありました。 

 私も食育議員懇談会のときの議員の方を目にしているので、皆さん仲がいいんだなという感じだった

んですけど、いや、ふだんはそんなことないんですよというふうにふざけながらおっしゃる方もいて、

非常に和やかで小金井らしい雰囲気の会だったんじゃないかなと思います。議員さん自身が食育という

ことに非常に興味を持たれていて、それを市民に伝えていただけるという取り組みだと思いますし、本

当にパーセンテージはどうですかと聞かれたときに資料が出てきたときには、ほんとうに、これです、

これですと言って非常にいい、「ＧＯＯＤ ＪＯＢ！」という感じに思いました。 

 そんな感じで、とてもいい勉強会だったと思いますので、次回、講師を務めさせていただくので、私

のほうも頑張りたいと思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 そういう議員さんの力が入っているということを考えると、この食育推進会議などについてもかなり

興味を持たれているかなと感じるところです。ありがとうございました。 



－１７－ 

 ほかに何かありますか。委員の方からないようでしたら、次回の開催についてお願いします。 

○平岡健康係長  はい。事務局でございます。 

 次回は２月ごろに開催を予定を考えておりまして、また日程の調整等をさせていただきたいと思って

おります。 

 先ほどの内田委員からのご意見に対しての、熱中症の水分の取り方の、水分で糖分等ほかの物質の入

ったものとかそういったものではなく、水分の取り方の安全性とかそういったところでご意見等がある

方とかそういった方は、例えば一言簡単にメールでも構いませんし、こんな資料を当日は配付してほし

いとか、何かそういったものがございましたら、事前にと事務局のほうにいただきたいと思っておりま

す。年末年始、慌ただしくて申しわけないんですが、１カ月後くらいの１月１０日ぐらいをめどに何か

ご意見などありましたらお伺いしたいなと思っております。こちらのほうでまとめられるものはまとめ

まして、資料としてはなるベく皆様のお手元に事前送付できたらなと思っておりますので、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 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３回小金井市食育推進会議を終了したいと思います。 

 お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


