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平成３０年度第４回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成３１年３月７日（木）午後２時～午後４時 

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 

  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  澁 谷 聖 子 委員 

  委 員   溝 江 朱 緒 委員  山 崎 澄 江 委員 

  委 員   鳥 羽 浩 子 委員  保 谷  匠  委員 

  委 員   内 田 美 帆 委員  古 莊 優 子 委員 

  委 員   中 谷 行 男 委員 

 

 欠席委員   ３人 

  委 員   須 崎  登  委員  船 田 知 孝 委員  廣 繁 理 美 委員 

 

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

事務局職員 

 健康課長                  石 原 弘 一 

 健康課主査                 近 藤 仁 美 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○近藤主査 皆様、定刻になりましたので、平成３０年度第４回小金井市食育推進会議を始めたいと思

います。皆さん、こんにちは。 

 本日はお忙しい中、また、お天気の悪い中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 それでは始めたいと思いますが、まず初めに、委員の出欠に関して事務局から報告いたします。本日、
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多摩府中保健所の廣繁さんと、それから農協の須崎さんには前もって欠席の連絡をいただいております。

今、船田さんと保谷さんについては、一応保谷さんは出席というお返事はいただいているのですけれど

も、いらっしゃらないので再度連絡はとりますが、一応今の時点で、全部で１６名の委員のうち会長の

南先生を除きまして１１人の出席ということになっております。過半数の出席となっておりますので、

審議会として成立することをご報告いたします。 よろしいでしょうか。 

○南会長 ありがとうございます。 

○近藤主査 それと、配付資料について、多いので確認させてください。 

○南会長 どうぞ。 

○近藤主査 最初は、まず今日の次第です。それからその次に、前回の平成３０年度第３回食育推進会

議会議録です。それからＡ４、１枚の紙で、食育推進会議の目的という用紙。このような横になってい

る印刷物です。それからその次に、小金井市食育推進基本条例第１４条第２項の規定に基づく提言と書

いてある２枚の紙です。両面印刷になっております。それから次に、第３次小金井市食育推進計画です。

ピンク色の冊子ですけれども、前もってお持ちになってくださいということをこちらから言わなかった

ので、一応、今日、配付させていただきました。帰りに置いていっていただければと思います。それか

ら、江戸東京野菜の白黒のプリントです。両面にお野菜のことが書いてあるプリントです。それから最

後に、江戸東京野菜オリジナル缶バッチという、小カブの書いてあるプリントです。 

○石原課長 これもある？ 

○近藤主査 それと１つ抜けました。ごめんなさい。食育コーディネータの実績という、Ａ４横刷りの

用紙です。江戸東京野菜のプリントの前にあるかと思いますが。 

 それから最後に、Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅという小さい冊子です。これで今日の配付物全てにな

りますが、ない方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。 

 それと、最後もう一つは、カレンダーです。２０１９年、小金井市食育カレンダーです。こちらはＪ

Ａむさしさんとか農業委員会さんが作成したものです。こちらには前回の会議の後に納品されたため、

もう２０１９年が始まってしまったんですが、今日、すみませんが配付させていただきました。 

○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届いていると思いますが、前回の食育推進会議の会議

録のご自身の発言内容のところをチェックしていただきたいと思います。既にもうされている方が多い

かとは思うのですけれどもご確認いただいきたいと思います。少し時間をとります。 

 大丈夫そうですか。この案でよろしい方は、挙手をお願いします。 

（ 挙  手 ） 
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○南会長 では、全員ですので、この議事録案の案をとらせていただ、議事録として提出いたします。

もし後で気がついたところがありましたら事務局までお願いします。 

 では次に、意見・提案シートについて、事務局からお願いします。 

○近藤主査 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。 

 それでは、議事に入っていきたいと思います。最初に、平成３１年度以降の予定についてです。まず

事務局から説明をお願いします。 

○近藤主査 資料としては、先ほど言いましたＡ４で横刷りになった食育推進会議の目的という用紙と、

それから提言と書いてある２枚の用紙をお出しください。 

 まずは、この会議の目的について皆さんはご存じだと思いますが、改めてご確認していただきたいと

思います。Ａ４横刷りの用紙にも書いてあるとおり、食育推進会議は、市長の諮問に応じ、推進計画の

作成及びその進捗状況の検証を行うとともに、必要な推進策を検討し、市長に意見を述べることができ

るとあります。今、この作業をこの委員会の皆さんで行い、さっきのピンク色の冊子の第３次の計画で

すけれども、今もう２年間が終わろうとしています。残り３年間で、第４次の計画をつくっていく予定

です。 

 第３次小金井市食育推進計画の冊子をお出しください。２０ページをお開きください。そこにいろい

ろな項目があると思うのですけれども、２０ページにあるそれぞれの施策が１９ページにある取り組み

の指標というものがあるのですが、そのどれかに全部属すようになっています。今日、資料は用意しな

かったのですけれども、皆さんに第３回のときにお配りしました評価つきの推進計画の評価があったと

思うのですが、あの表が、１９ページ、２０ページを使って作成したものになっています。まず、来年

度の１回から２回の会議で、２０ページにある施策につきまして、進捗状況調査の結果をあわせて見な

がら、今後も重点的に行いたいもの。また、少し補って継続していきたいものなどを挙げていただきま

す。その後、まとめて市長への提言を行います。ただし、来年度につきましては、時期的には第３回が

終了し、第４回の前ぐらいで委員の方が全員改選となります。そのこともありまして、ある程度まとめ

を第３回ぐらいまでに、この先どういうふうにやっていくかという、おおよその方向性を皆さんでつく

っていき、次年度行う市民アンケートの内容を方向性とともにアンケート内容等も固めたいと思ってい

ます。その後は、前回と同じように、市民アンケートを行い、結果の検証を行って、市の計画の素案を

つくっていきます。その後、庁内検討会議、食育に関する施策を行っている課の課長で構成される会議

ですけど、その会議や議員さんへの説明を行い、原案を策定します。その後パブコメを行い、その計画

を参考に計画案が決定します。最後に、冊子を印刷して配付するということになります。わかりにくい
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んですけれども、今あるピンクの冊子の第４次版というのができるところまでを残り３年間で行ってい

くということです。 

 これだけだと、この会議がどういうふうに反映されているかというのは、非常にわかりにくいので、

前回の会議で、皆さんの提言等がどのように実際の市役所のお仕事に生かされたかということをお話し

したいと思います。 

 まず、前回の提言という２枚の紙をお出しください。例えば、この提言の中に、１枚目をひっくり返

すと、（１）小金井市食育ホームページの更なる充実と周知の強化という項目があります。そこの内容

としては下に幾つか書いてあるのですけれども、最後のところ、食育基本法の紹介と解説というのがあ

ります。食育基本法の紹介と解説につきましては、食育ホームページには既に掲載されていましたが、

ホームページ委員会作成のミニパンフレットというものがあるのですが、それには掲載されていません

でした。そこで、この提言に載ったことで、次に作成したミニパンフレットというのが、皆さんにお配

りした、こちらのＫｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅという冊子ですけれども、この表紙の緑色の部分に「食

育基本法ができました」という部分があるのですけれども、一応このように、食育のこういう冊子に食

育基本法の説明を載せました。本来は、前のものがあって比較して見ていただきたかったのですけれど

も、もう前のものについては全部配付済みで１枚も残っていませんでしたので、申しわけありませんが、

掲載されたものだけ今日は持ってきました。 

 この内容につきましては、今日、議長の南先生に原稿をお願いして、ここに掲載をいたしました。 

 それから、あと２枚目です、４番の若年女性の痩せについての食育啓発という項目があるのですけれ

ども、そこの中で、妊娠期の情報提供の充実というものが最後の項目で入っているのですが、妊娠期に

つきましては健康課の管轄になるので、保健師による妊婦面談や妊婦メールを行うようになりました。

それから、両親学級やマタニティクッキングといった事業でも、妊娠期の食事の重要性について講義を

行うことを継続しています。 

 また、その前の、（３）の高校生から主に若い世代の成人を対象とした食育の強化という項目がある

のですけれども、こちらでは、下の項目に男性向けの調理実習の実施というものがありますが、一応両

親学級に参加した男性への栄養講義と、だしをとってみそ汁をつくる実習を今年度の４月から、そのプ

ログラムを行うようにしました。 

 それから最後、５番目の高齢者の食育の強化という部分では、下のほうに地場野菜を使った嚥下食の

開発と地域展開という項目があるのですけれども、これはほかのものと異質かなという部分があるかと

思うのですけれども、この項目が入ったのは、平成２７年１２月に食育推進会議の委員の方、食育ホー

ムページ編集委員の方、それから医療機関、民間企業が協力して実施した江戸東京野菜を使用した介護
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職、それをスマイルケア食の試食会を開催したことに基づいています。高齢者の食育強化に関しまして

は、介護福祉課が、第７期介護保険高齢者福祉総合計画の、今日その冊子がないんですけど、２４０ペ

ージに新規事業として、ひとり暮らしの高齢者の会食会の実施箇所を４カ所、目標にしておりまして、

平成３２年までに市の事業として実施する予定になっています。 

 このように委員の皆様がつくられた提言書は、市の食育推進に生かされています。 

 私も今年度来たばかりでして、前の計画にかかわっていないので、そのかかわられた経験を踏まえて、

南先生から少し、前回、第３次の食育計画のこの冊子ができるまで、簡単にお話ししていただけると、

きっと皆さんもこれからやることがどんなことだろうということがわかると思いますので、よろしくお

願いします。 

○ 南会長 私もちょうど推進会議をやり始めたとき、第三次食育計画が始まったのですが、この中で 

第３次のときの方はもうほとんどいらっしゃらないですね。また、事務局の方もいらっしゃらないです

ね。ですので、酒井さんのほうが詳しいかもしれないのですけれど、施策に向けた提言書をつくる作業

と、アンケート項目を考える作業とが同時期になってしまって、今は結構ゆったりと時間を過ごせてい

る感じですけど、当時はとても忙しくなって、臨時に集まったりしたので、先ほど近藤さんから言って

いただいたように、計画書をつくらなくてはいけないのですが、その計画書の１９ページ、２０ページ

にある中身をどう変えていったらいいかということを、来年度始まったらすぐにやってしまったほうが

いいかなと思うのです。それから、アンケート項目も以前のものがありますので、そのアンケートの項

目で残したほうがいいものと、これを新たに加えたほうがいいのではないかという項目をあげて欲しい

のです。時代も移り変わってきているし、いろいろな食をめぐる問題があるので、皆さんの中で、これ

もアンケートをとってほしいなという項目があったら提言してほしいです。それを少しずつ行って、後

半になってものすごく忙しくならないように前倒しにやる必要ということを感じています。 

 ですので、私も第３次が始まったときに入ったばかりだったので、第３次はほんとうにどういうふう

にこの会が回っていくのか、ほんとうに、ただあまり考えられなくて参加していたところもあるのです

けれども、今、１期を終えましたので、今からできることを少しずつやっていくということを強く感じ

ています。 

 先ほど、近藤さんから提言されたように、来年度早々にはこれをつくるということに向けて、皆さん

が目を通していただいて、自分なりの考えを、すぐにではなくてもいいのですけど、会議をやっている

間に考えついたら、その折に出していただくということをお願いしたいと思います。 

 それとアンケートをとって、解析しているときはい良いですけれども、結果が出てきたとき、その結

果をどう扱うか、それがまた少し考えどころという、そういったところです。 
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 実際に、こういう提言をするとなると市にお任せしてしまうので、市がどういう活動につながってい

るか、なかなか私たちはわからないのですけれども、今幾つか事例を挙げてくださったように、いろい

ろな教室の開催とかにつながっていますので、ぜひ活発にご意見をお願いいたします。 

 何かご意見とかありますでしょうか。 

 もしないようでしたら、我々のやる仕事として計画書をつくる。それからアンケート項目をつくって、

その出た結果について私たちなりのまとめ方をするということをこれからやっていくというで、お願い

いたします。 

 では、次に行ってよろしいでしょうか。 

○近藤主査 今、アンケートのお話があって、実際にはアンケート結果というものも冊子にはなってい

るのですが、今日は一応、来年度以降、３年間どうするかということのお話を主にするので、今回はア

ンケート結果についてまとめたものは持ってこなかったんですけれども、またお話が始まりましたら、

前回のアンケート結果とその項目というものはまた配付いたしますので、来年度配付させていただきま

す。今の件で、何かほかにお話されたい方とかいらっしゃいますか。 

○南会長 よろしいでしょうか。では、また次回以降何か発言ありましたらお願いします。 

 では、議事、次に行ってよろしいでしょうか。 

 平成３０年度の食育コーディネータ実績について、これも事務局からお願いします。 

○近藤主査 今日のプリントで、Ａ４の横になった印刷のものがあるんですけれども、そちらをお出し

ください。資料２と書いたこのプリントです。一応、これが平成３０年度食育コーディネータ実績にな

ります。内容としては、昨年とほぼ同様です。 

○南会長 これに関して、委員の皆様から何かありますでしょうか。 

○保谷委員 わかたけ保育園、２回あるんですけど、これは保育園側から依頼されてやるものなんでし

ょうか。 

○近藤主査 そうです。一応、保育園さんからポスターというか掲示とプリントの配付をお願いしたい

ということで依頼がありましたので、一応うちとしては、まず健康課の窓口、それから並びにゆりかご

さんという施設があるんですけれども、そちらにたくさんお客様が来るということなので、そちらにも

掲示と配付をお願いいたしました。以上です。 

○保谷委員 わかりました。 

○南会長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○石原課長 すいません、市議会で今やっている議会で食育コーディネータのことが話題になりまして、
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大体３０年度の実績も２９年度と同じぐらいかちょっと下回るぐらいのペースですけれども、もうちょ

っと食育コーディネータというものを多くの人に知ってもらって、食育ということがわかっている方は

どこに行くと食育の情報が得られるとか食育の人材に出会えるということはわかっているけれども、食

育って何だろうみたいな人の間口を広げるための食育コーディネータであってほしいというようなご意

見があって、それはもっともなご意見だなと思っていまして、それで食育ホームページなどでも、もう

少し食育コーディネータのＰＲにご協力をいただけないかというようなご意見も出ましたので、ホーム

ページ委員さんと今後ご相談させていただきながらＰＲの方法とかを工夫していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○南会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○内田委員 食育コーディネータのＰＲに関しては、Ｐ連では、その会ごとに報告はさせていただいて

いるので、各小中学校の本部の方には、何か講演会とかそういうご相談があれば、ぜひご利用ください

ということで、あと今回、来年度総会の議事録をつくりますので、そこの活動報告のことにも一言、食

育コーディネータがあるので、ぜひご利用くださいというのを一筆入れていただこうかなと思っていま

す。 

○石原課長 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 

○南会長 ほかにいかがでしょう。 

 よろしいでしょうか。では、３番目に移りたいと思います。委員からの食育関連活動等の報告です。

それでは、まず事務局からお願いします。 

○近藤主査 ここにいらっしゃる委員の皆さんの食育活動報告ということで、まず皆さんにお願いする

前に私のほうで市報を見まして、皆さんのお名前がいろいろあったりとかしたので、すみません、もし

よかったらお話ししていただけたらと思います。 

 保谷委員さん、北町公民館の成人学校で「インスタ映えするカフェごはん」の講師をなさったとのこ

となので、もしよかったら一言お願いしたいのですけれども。 

○保谷委員 公民館からの依頼で、そういう料理教室みたいなものをやってくださいということだった

んですけど、書けない目的としては合コンみたいな感じにしたいと。なので、若い男女ということで年

齢も限定して、男女の人数も合わせたいというんですけど、それを書けないと。じゃあ、それは無理じ

ゃないかと言ったんですけど、いや、そう言っても通っちゃってるんでということで、私も宣伝しまし

たら、すごい、何でこの年代だけなんだと、俺の同級生、もう行けないじゃないかとすごい怒られて、

俺がそういうこと言ったんだろうみたいな。若いやつと遊びたいんだみたいなことをすごい怒られたん

ですけれども、そういうわけではなくて、公民館からの依頼でやったんですけれども、そのときはカレ
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ーをつくりまして、先ほどもありましたけど、ほんとうに若い人でも簡単につくれるようなということ

で、食材を細かくカットして、スープをつくる、そこにカレー粉を入れるという単純な工程でおいしい

ものができますよというような形のものを用意して、やりましたと。 

 そういう会がありましたという報告です。 

○南会長 どうもありがとうございました。 

○近藤主査 ありがとうございます。なかなかそこの年代の方というのは、うちの健康課などでは来て

いただけない年代なので、小金井市の食育推進計画からするとすごくいい事業だなと思います。 

 次に、酒井委員が公民館東分館で、２月１７日に江戸東京野菜を使ったお料理教室を観光まちおこし

協会の主催で行われたので、一言お願いしたいと思います。 

 それともう一つ、皆さんに今日お配りした、小カブのあるこのパンフレット、このキャンペーンが、

３月５日を過ぎてしまったので終わってしまったんですけれども、このことについても、すみません、

よろしくお願いいたします。 

○酒井副会長 ２月１７日に、毎年やっているんですけれども江戸東京野菜の料理教室ということで、

江戸東京野菜に関しては「江戸東京野菜でまちおこし連絡会」というのに入っていまして、今年になる

ともう１２年目の活動になるんですが、そんな中で料理教室を毎年２回ぐらいをめどにやらせていただ

いていて、松嶋委員にいつも助手をしていただいておるんですけれども、今回はこちらの白黒の江戸東

京野菜というものがあるんですが、その中の１２番、ごせき晩生小松菜（伝統小松菜）と書いてありま

す。それから、１３番のシントリ菜（ちりめん白菜）と書いてありますが、この２つのお野菜、市内の

農家さんで栽培していただいた、この２つのお野菜を使った料理教室をやりました。 

 メニューとしては、シントリ菜とアサリ缶のクリームシチュー、それから伝統小松菜とシントリ菜の

豆腐ドレッシング、それから伝統小松菜のクレープ包み、それとオプションとして、これも小金井の農

家さんからご提供いただいて、３番の亀戸ダイコンというものを使いまして、亀戸ダイコンの青のりフ

ライと亀戸ダイコンのナムルというのを、こちらは私サイドでつくってご試食をいただいたというもの

になります。 

 毎回、割とご好評いただいていたんですが、今回、ちょっと人数が少なかった、いつもキャンセル待

ちがあったりしていたんですが、今回、ちょっと人数が少なかったので、今後また周知徹底していこう

かなと。多分、来年度もやる予定にはなっているようなので、周知徹底していきたいと思います。 

 それから、先ほどご紹介していただきました、江戸東京野菜オリジナル缶バッチプレゼントキャンペ

ーンというのは終わってしまったんですが、こちらは昨年の１２月１４日から、何日か前の３月５日ま

でキャンペーンをやっていたんですが、開いていただくと、右側に、市内の加盟店さんがありまして、
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そちらの加盟店さんで江戸東京野菜料理を食べると、この中で缶バッチを１つもらえるということで、

缶バッチは１２種類あります。これは六、七年前ですか、学芸大の学生さんがつくってくれたもので、

その当時もこれを販売したり、いろいろしていたんですが、今回は販売という形ではなく、新しいもの

も加わって、食べていただいた方に差し上げるということで、この缶バッチを１２種類全部を集めると、

一番後ろのページに大きい缶バッチがあるんですけれども、この大きい缶バッチを差し上げるというこ

とを観光まちおこし協会で主催をしてやられました。 

 全部集めた方が、先ほど情報をいただいたら、３名いらしたそうで、この缶バッチも、私も今日１つ

してきているんですけれども、一番最初につくったときも、わりと、キモかわいいというふうに人気は

あったんですけれども、今回はそれ以上に、皆さん、かわいいということで人気がすごく出ていたよう

です。ただ、全部回るというのは大変なので、なかなか、そこまではいかなかったと思うんですが、ま

た今後も、こういうイベントがありましたらお知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

○近藤主査 ありがとうございます。缶バッチのほうは、今日はわからないんですけれども、つい先日

までは、シャトー１階のまちおこし協会さんのほうに全部展示されておりました。後ろのページの１２

種類全ての載った大きいバッチはＣＤぐらいあるので、びっくりしました。大きい缶バッチでした。 

 次に、松嶋委員が食育議員懇談会の講演をされたということですので、一言お願いしたいと思います。

今も、皆さんごらんになりました江戸東京野菜のこの両面のプリント、こちらはそのときの資料なの 

で、今日配付いたしました。本来はカラープリントだったんですけれども、うちのほうにカラーコピー 

機がないので、白黒で印刷させていただきました。では、松嶋委員、よろしくお願いします。 

○松嶋委員 松嶋です。２月７日に食育議員懇談会というところで、江戸東京野菜についての講座をさ

せていただきました。もともと私が小学校で「江戸東京野菜ってなあに？」という授業をしているので、

食育授業をしているんですが、そのパワーポイントをもとに、小金井でなぜ江戸東京野菜に取り組んで

いるのかとか、あとは、今、こちらはＪＡの方がつくっているのをいただいて資料としているんですが、

これは４８品目なんですが、昨年末に４９品目になりまして、今、江戸東京野菜は４９品目あるんです

が、それの数種類のもののエピソードというか、歴史があるので、その歴史に関する、例えば、先ほど

のごせき晩生小松菜であると、吉宗が名前をつけたとか、そもそも江戸東京野菜の歴史というのは参勤

交代から始まっているとか、そのような話から江戸東京野菜についてお話しさせていただき、小金井で

なぜそれを取り組んでいるか、そして、そこから地産地消、そして食を選ぶ大切さということで、食育

についてのお話につなげました。 

 それから、今、農業委員も拝命しているんですが、都市農業の都市農地法が改正されまして生産緑地
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を守りやすくなったんですが、そのことも、農家だけではなく、市民が農地を守りたいという気持ちが

ないと、やはり守れないので、議員の方にも農地を守っていただくことを周知してほしいということを

お願いしたりしました。 

 そのときに、先ほどのごせき晩生小松菜と露地の小松菜、両方とも大堀農園さん、大堀ファームさん

で前日に収穫させていただいて、そして、それをゆでたものと生のものを食べ比べていただきました。

それぞれ議員さんがどっちが好きであるとか、どういうふうに味が違うということも発表していただい

て、意外とごせき晩生小松菜のほうが味がやわらかくておいしくてという方も多かったんですが、でも、

やっぱり普通の小松菜のほうが自分は小松菜らしくて好きだよという方もいて、そういう話でもいろい

ろ盛り上がりました。 

 それから、お昼を食べながらやったんですけれども、こちらの中にある江戸東京野菜使用店のスナフ

キッチンさんのほうでお弁当を特注でお願いして、前日に大堀さんのところに一緒に行って収穫しなが

ら、何か買ったりしながら、それで、どういうお弁当をつくるかということを相談させていただいて出

していただいたお弁当をみんなで食べて、そちらのほうも非常に好評でした。 

 そのときに、フォレスト・マムの澁谷さんが出ていただいたので、もし何かあれば、ご感想をお聞き

したいと思います。 

○澁谷委員 澁谷です。アシスタントというか、手伝いをさせていただきました。私自身も松嶋さんの

そういう授業というか、講演を聞くのは初めてでしたので、興味がありましたので、とても楽しく拝聴

させていただいたんですけれども、市議さんたちが１４名、結構参加してくださいまして、和やかなう

ちにスタートして、終始笑顔で、会話もいろいろ出まして、市議さんたちの穏やかな顔がすごく新鮮に

感じました。 

 やっぱり生を食べることと試食をさせて、またそれがお料理に変わって、それを実食して食べながら、

そのお話をするというのは、まさにさっき言っていた旬菜旬消と地産地消を体験しながら、今後の小金

井の都市農地に関することを動機づけるというか、意義を持ってお話をされるというか、すごくいい場

をつくってくださったかなと思いました。以上です。 

○酒井委員 課長も参加されていました。一言。 

○松嶋委員 ご参加ありがとうございました。 

○石原課長 ほんとうに、市議の方々が江戸東京野菜に関心はあるけれども知らなかったなんていうお

話を結構ふんだんにちりばめていていただいて、先ほどご紹介していただいたほかにも、江戸東京野菜

と言っても、江戸の大名屋敷でつくったものを、また地方に種を持って帰ったりしているから、江戸東

京野菜が絶滅したと思われているのが地方で生きていたというものが見つかったとか、そんな話題なん
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かも入れていただいて、市議の方は何度も、「へえ」とか、「ほう」とか、そういう新鮮なお話を聞け

ました。ほんとうにためになりました。ありがとうございました。 

○近藤主査 最後に、最近の学校の食育の様子などを古莊委員のほうからお願いします。 

○古莊委員 小金井市に来て、１年間たとうとしまして、ほんとうに皆さんに支えていただきながら、

１年間無事に終わりそうだなということをとても感謝しております。ありがとうございます。 

 この１年間、まず、自分の給食のお話をさせていただくと、小金井市の野菜を使用することや、世界

味めぐり、日本味めぐりというのを給食で取り入れるようにしておりました。世界味めぐりというもの

は、世界の料理をとり入れます。今日はイタリア給食ということで、手づくりピザとミネストローネを

取り入れました。子供たちにとって、時には珍しいものもあります。身近なものから初めてのものも食

べることで、そこの国に興味を持つ、きっかけづくりになればと思ってやっています。 

 今日の給食では、鉄板１枚にピザをピザ生地からつくって、生地、ソースを全部やってカットして子

供たちに渡しました。とても大きいサイズでしたが、みんな大きな口をあけながら、とてもおいしそう

に食べている様子も見受けられたのでよかったなと思っています。 

 日本の和食に関しては、日本味めぐりに関しては、全国の料理、特にだしを大事にして行っています。

毎月１回の日本味めぐりは、各都道府県の郷土料理を取り入れるようにしております。以前やったのは

東京都のムロアジを使ったムロアジのメンチカツ、アシタバのみそ汁というものも行いました。ムロア

ジと聞くと、食べづらいお子さんも多いんですが、その中にチーズとかを入れることによって、食べや

すくしました。いろいろな食材を一度に食べながらもおいしく食べられる、そのような給食を目指して、

ただ食材を知るだけじゃなくて、おいしいと思えるように行っています。 

 だしに関しては、小金井市のどの小学校も力を入れておりまして、今年度、学校食育リーダー研修会

では、だしについての講義も行っていただきました。だしのとり方や、だしの種類について学んで、各

学校の栄養士が研修を生かして、給食によりおいしいだしをとって給食をつくるように心がけておりま

す。ただ減塩しても、おいしくないものになってしまうので、だしをきかせることによって塩分はかな

り抑えられます。この講習会でも実際に体験したこととしてほんとうにおいしいだしは、塩分がなくて

も、そのままでも飲めるというのを感じました。給食でもそういうだしを目指して、給食でも行ってい

ます。 

 もう一つ、先ほどお話をした小金井市の野菜も積極的に取り入れています。市の全学校としては、今

年度、１２月に全校で実施いたしました「江戸こがね汁」ということで、小金井市の野菜やあと東京都

産のみそとしょうゆ、あと八丈島のムロアジの削りぶしを使ってだしをとって作りました。小金井市の

野菜は、先ほど話がありました江戸東京野菜であるシントリ菜、あと白菜、ダイコン、小松菜、ニンジ
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ン等も小金井市のものを使って、さらに小麦文化ということで、すいとん汁を各学校で取り入れて行い

ました。 

 以前お見せした研究会の引き続きの研究ということで行いました。子供たちもとてもよく食べていま

して、引き続き、各学校でこのようにイベントとして小金井市の野菜を取り入れながら、文化も伝えな

がら、できていければなと思います。 

 また、野菜をなるべく小金井市産のものを使おうと、給食はどこの学校もされているかと思いますが、

本校でも特に力を入れています。１月２４日、全て小金井市の野菜だけで給食をつくったことがありま

した。そのとき使ったものは、白菜、カブ、ニンジン、ダイコン、里芋、ユズ、小松菜です。全国学校

給食週間にちなんでそのときに行った献立は、おにぎり、のっぺい汁、サケの塩焼き、白菜の即席漬け

というもので行いました。なかなか種類も限られているので、このように小金井市の野菜を全て使った

給食というのは数は少ないですが、なるべく小金井市の野菜を多く使って、子供たちにも知ってもらえ

ればなと思っています。 

 子供たちに知ってもらう方法として、毎日、給食通信、このように手紙を出しているんですが、その

中で、今日の小金井市の野菜というのは毎日載せるようにしています。その日に小金井市の野菜を使っ

ている時も使っていない時もこのスペースはつくるようにして、あるときには、どのような野菜がある

かというのを書くことによって、小金井市でどのようなものが育っているか、自分たちがどのようなも

のを食べているかというのを知る機会になればなと思ってやっています。 

 最後になりますが、先日、ゲストティーチャーとして酒井委員を招いて、野菜について２年生にお話

しをしていただきました。子供たちが夏に育てた野菜をもとにお話ししていただいたこともあり、子供

たちは大変興味津々にお話を聞いていました。何か、そのときのつけ加え等はありますか。 

○酒井副会長 事前に古莊先生から、子供たちが夏に栽培したお野菜を幾つか教えていただいていたの

で、最初、クイズ形式で、そのお野菜の花を見せて、何の花かなということで、みんなに質問をして、

結構、皆さん活発に答えていただいて、その後も給食が多分あったと思うので、あのときはゴボウだっ

たので、ゴボウの話をすればよかったですねという話になったんですね。 

○酒井副会長 だから、やっぱり自分たちが栽培していたというのがとてもよかったんだと思います。

情報をいただいたので、それに載せてクイズをつくっていったので、子供たちは結構盛り上がりました。

ありがとうございました。 

○古莊委員 最後には、命をいただくという大切さも子供たちに伝えていただいたので、そういうとこ

ろで、子供たちに改めて野菜を残さず食べようという意欲にもつながったと思いました。ありがとうご

ざいました。 
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 今後も、多くのことを、このような場でも学びながら食育を推進していければなと思っております。

長くなりましたが、ありがとうございました。 

○南会長 ありがとうございました。 

○近藤主査 一応、私から声をおかけしたんですけれども、ほかに、もし、こういうことをしています

よということがある委員の方がいらっしゃいましたら発言してください。いかがでしょうか。特に大丈

夫ですか。 

○酒井委員 毎年、東児童館で幼児クラスの親子料理教室をさせていただいています。それと、昨年の

５月か、６月だったと思うんですが、市内の保育園さんで保護者向けの食事セミナーをやらせていただ

いたりしています。先ほど食育コーディネータのお話があったんですけれども、コーディネータから来

るお話もあったりするんですけれども、直接来たりするお話もあるんですけれども、それをコーディネ

ータにフィードバックしたほうがいいかもしれないですね、こういうことをやりましたよと。そうする

と、実績が増えるということにもなるので、皆さんもそういうことをやられた場合には、来年度からは、

私もうっかりしてお伝えするのを忘れちゃったりするんですけれども、健康課さんのほうにお話を入れ

たほうがいいかなと思いました。以上です。 

○近藤主査 ありがとうございます。 

○南会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

○松嶋委員 先ほどの缶バッチキャンペーンにちょっと関連する話なんですが、今、観光まちおこし協

会のまろん通信というところで、缶バッチを使っていただいたお店や、江戸東京野菜を使っていただい

たお店のお料理のブログを、私のほうで書かせていただいています。つまり、江戸東京野菜を使ってい

ただく動機づけの１つになればいいなと思いまして、させていただいています。 

 先ほどの話に戻るんですが、各お店を一通り回ったりしてお話を聞いたところ、金町こかぶが一番人

気で、あっという間になくなったというお店が多かったり、あと、先ほど３人集めてコンプリートした

という方がいらっしゃったんですが、その１人かどうかはわからないんですが、たまたまお店に取材に

行った日に、これ実は今集めていて、今日で７個目なんですみたいな話をされた方がいて、非常にうれ

しかったりとか、あとは取材中に隣のグループが江戸東京野菜の料理をその日に出していただいたので

バッチを渡したらすごく盛り上がって、これを見ながら、じゃあ次どこの店行こうかという話をされて

いるグループに出会ったりとか、さきほどキモかわいいという話だったんですが、最初見たときに、私

も一瞬「え？」って思ったんですけど、だんだん見ているうちにかわいくなるという話で、今回はこの

キャンペーンが非常に盛り上がっていました。 

 そんなようなことを中心にブログに書かせていただいております。もしご興味があれば、いろいろな
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お店に載っておりますので、ごらんください。以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

○酒井副会長 今のことに関して、松嶋委員は飲食店さん担当ですけど、私は農家さん担当で、江戸東

京野菜をつくっている農家さんをめぐってお話を聞いたりして記事を載せていただいているんですが、

その中で今日、農協の方がいたりすごくお話を聞いてほしかったんですが、先ほど古莊先生がおっしゃ

ったように、給食に地場のお野菜を使うことになったということで、農家さんのモチベーションもすご

く上がっているようなんです。ですから、今後もそれは継続していただくと、お話を聞いた農家さんは、

給食に出せるということでとてもモチベーションが上がっているという話も何軒かの農家さんに聞いて

いますので、やはりそういうことで食育につながっていくということで、とてもいい試みになってきて

いるんじゃないかなと実感しました。以上です。 

○松嶋委員 ありがとうございます。 

○近藤主査 実はＪＡの須崎さんにも学校給食のことも絡めてお話はいただこうと思っていたんですけ

れども、今日ご欠席になりましたので、また機会があったときにお話しいただこうと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、この件に関してはよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 ３のその他ですけど、前回のときお休みになった内田委員からちょっとお話があるようなので、お願

いします。 

○内田委員 さきに配付されている議事録にも記載させていただいたんですが、議事録の１３ページを

改めてごらんいただきたいと思います。 

 すいません、前回欠席のところ、あまり開催回数もないので、次の夏、また熱中症等の問題が出る前

に何か形になればと思って、ちょっと慌てて近藤さんのほうに次期がない中お送りして、ほんとうにな

ぐり書きじゃないですけど、そのまま書いたので、まさか皆さんにこのような形で活字になってそれを

配付いただくとは思わずに、大変失礼だったかなと思って、ほんとうにおわび申し上げたいと思います。

言いっぱなしのような形で申しわけありませんでした。 

 ただ、ここでも申し上げさせていただいているように、昨年、熱中症がすごく言われて、それはやは

り問題で、水分補給の大切さとか、同じ水分の中でも水だけじゃなくて塩分もとったらとか、いろいろ

な提言があったかと思うんですが、ただ、それとはまた別に、ほかの方もおっしゃっていましたが、清

涼飲料水の糖分の過度な混入の問題だとかそういったところもありまして、やはりむやみやたらに小中

学校とかその他スポーツ関連団体とかで推奨するのもどうかなと。 

 先日、スポーツドリンク名も具体的には挙げさせていただきましたが、その商品が云々というよりも、
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そういうものを使う場面と、スポーツドリンクイコールスポーツのために有効な成分が入ったドリンク

というのが本来の言葉の意味だと思うんですけれども、どうもスポーツドリンクイコール個々にメーカ

ーが出している商品というイメージが勝手に先行してしまって、それで学校の先生方も、もちろんいろ

んな方がいらっしゃるので、きちっとわかっていらっしゃる方と、そこまでご存じない方で安易に具体

的なメーカー名を挙げて、子供たちに推奨する現場なんていうのも私も実際耳にしましたので、やはり

その辺、正しい知識を身につけて、最終的に選ぶのは個々になるかとは思うんですけれども、そういっ

たのを含めて自然体で注意喚起というか、何かしていけたらなと意見をさせていただきました。 

 それともう一つ、その間に、スポーツドリンクではないんですけれども、昨今、新聞でも話題になっ

ているのでごらんになった方もあるかもしれませんが、エナジードリンクってご存じでしょうか。カフ

ェインの入った清涼飲料水。モンスターとか、昔からでいうとリポビタンＤとかそういったものも同じ

種類になるかと思うんですが、今こういったものが青少年、若い子たちの間で一時的にカフェインで興

奮状態になるので、試験の前に飲むといいとかという形で非常にはやっているんです。 

 実は、私も最初知らずに、息子にこれ買ってきてって言われて、普通の清涼飲料水の１種類かと思っ

てコンビニに何も知らずに買いに行ったら、え、何でこんな高いのと思って、ちょっと疑問に思ったん

ですけれども、こういったのが普通に今、学生の間ではやっていて、まだうちは高校生なんですが、成

人に近い年齢の子供であればまだいいものが、今、中学生、さらに小学生と低年齢化していて、やはり

こちらでも同様に知識のない若い塾講師の先生でしょうか、小中学生の受験生に対して、こういうのを

飲むといいよというふうに勧めているという話もありましたし、実際これを飲んで、薬とかの併用もあ

るかと思いますけれども、死亡例というのも報告されていますので、こういったものの正しい知識を身

につけて、多分、今の親御さんって、わりとあまりこういうことを知らずに育っていらっしゃって、あ

まり抵抗なくお子さんにもお勧めになってという方も多いのかなと思うので、広くそういったところを

知っていただけるような機会があればなと、つけ加えさせていただきます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 今のご意見に関して、何かございますか。なければ、私から。 

 小中高の家庭科の教員を養成している立場からすると、こういうことは教科書に実は載っていないの

です。そうなのですが、食の安心・安全というのは家庭科の授業の食分野でやっております。 

 食育基本法というのは、ほんとうは家庭科の授業がきちんとされていれば制定されなくても良いので

はないかなと思うくらい、内容を見るとほとんど家庭科でやっている内容ばかりです。それを実は日本

の国ではと言ったらなんですが、やはり生徒たちは受験の５教科にしか興味がなくて、なかなか４教科

のほうに多く勉強時間を割くことができないようです。また、学校自体も家庭科の専任教諭を置かない
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小学校も多く、免許外教員といって、免許がないのに家庭科を教えている人も今とても増えているとい

う現状があります。免許がある教員が教えたり、在職していれば多分、そういうことを言う人は少ない

のかなと思います。教えていても、生徒が覚えなくてはダメですが。というので、家庭科教員を養成し

ている立場からすると、今の発言は何か感慨深いところではあります。 

 しかし、この食育推進会議としては、特定の飲料に関してというよりは、夏は熱中症になりやすいの

で水分補給に努めましょうという形のことは言えても、やはりなかなか個々のものについて挙げるわけ

にはいかないかなと思いますね。 

 私は栄養学が専門で、いわゆる動物に食べさせてどうかということをやっているのですが、どんなに

食べさせても毒でないのは水くらいなのです。無作用量、作用量、中毒量、致死量があるものが有りま

す。作用量を使っているのが薬ですね。無作用量が調味料とか普通の食品の濃度だと思うのです。その

濃度を今、エナジードリンクというのは、１本だったらいいでしょうけど、何本も飲むと中毒量に達す

るというか、たしか亡くなった方もいますよね。それは致死量まで飲んでしまったということだと思う

のです。 

 そういう概念も一応は、高校ぐらいになると教えているのではないかなとは思うのですけれども、そ

れが実生活になかなか応用できない。今、教育のほうの問題では、いわゆる領域を超えて子供たちがそ

ういうことが考えられるような教育をしようと流れが変わってきています。数学だったら数学だけでな

くて、例えば私の分野で言うと、お鍋があって、これに１リットルの水を計量カップなしでどうやって

はかるでしょうかというので、これは数学を応用すれば、半径掛ける半径掛ける３.１４と高さをやれば

体積がわかるので、計量カップがなくても物差しがあれば正確に１リットル測れると思うのです。そう

いう実生活に応用できるような、領域を超えた学びができるように学校現場も変わろうとしているので、

今のような話も、そのうち物には何でも量によって人の体に作用するという事がわかってくる子が増え

るのではないかなと期待しております。 

 はい。 

○保谷委員 私のスタッフが毎年大学生なんです。特にひとり暮らしの子なんて、男の子も女の子も結

構危ないんですよ。ほんとうに好きなものだけ食べるし、お金がないので安いもの。カップ麺だ、甘い

パンとかを食っていて、うちに来たときは大体、先ほど言ったモンスターとかを持ってきて、これがな

いと目が覚めませんとか言っているんです。そんなことを言っていたら死ぬよみたいな。でも、なかな

かそういうことってほんとうにわからないですよね。だって、普通に売っているじゃないですか。そん

な悪いものって売ってないですよねという感覚だと思うんです。 

 家で料理なんてほんとうにしない。後でひどくなってきましたみたいな、それは何かしら変えなさい
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よと言いますけど、そうですねとは言いつつ、何も変わらない。ほんとうに病気にならなきゃわからな

いという子もいると思うので、何かしら少し私たちも言っていかないと危ないなとは毎年思うんです。 

○南会長 次のミニパンフレットでは、１日の食生活に必要な食べ物の量を特集してはと思います。 

 実は中学・高校校で６群の１日に必要な食品量は示しているのです。例えば２群のカルシウムをとる

ための牛乳、小魚、海藻は４００グラムとか、緑黄色野菜は１００g などですが、具体的に数字で示し

ているのです。それを大人になって生活するときになるとすっかり忘れてしまっている。それを勉強し

ているときに将来利用しようという発想になっていないというのが問題だと思います。 

○保谷委員 ほんとうにお金がないと牛丼で済ませたり、ラーメン１杯４００円で終わらせたりという

のがあると思うんです。そこで野菜を食べようとかなるとなかなかできなくて、うちでは野菜と夏場だ

ったら麦茶を出して、スポーツドリンクを持ってきたりするので、あんまりそうやって糖分とらないで、

いろんなことを言わないとなかなか、ただ好きなものだけ食べちゃうというのはあると思うんです。 

○南会長 そうですね。この間も学芸大で３００人ぐらいですけど、アンケートをとって、１日の食事

を調べたのですけど、大体野菜は１５０グラムとっていれば良いほうかなという感じですね。 

 あと、食事バランスガイドのSV数ですが、１日でたしか１５とか、ほんとうに品数をとっていないの

です。特に地方から出てきてひとり暮らしを始めた学生が、今までお母さんにつくってもらって出され

たものを食べていた生活から、自分でつくるようにというのはなかなか転換できなくて、結局コンビニ

で食べたいものをピックアップして買ってきて食べるという生活になっていきます。朝食抜きになり、

夜はバイト先で食べたりするので、食生活が乱れ、やる気がなくなったりという、朝起きれないなど、

体調不良に陥っている子が目立つようになりました。 

○澁谷委員 いいですか。 

○南会長 もうちょっと宜しいですか。ですので、独身で結婚するまでそれが続いてしまうのです。最

近結婚する年齢がどんどん遅れているので、不健康な時代がすごく長く問題と思っております。 

お願いします。 

○澁谷委員 今、保谷委員もおっしゃっていましたし、会長もおっしゃっておりましたように、現場に

いる者として、やはり同じような傾向は若いお母様がお客様と見えたりとか、うちの娘、息子たちも同

じ世代なので、そういうエナジードリンクですとか、そういう飲料水に頼ったり、野菜は野菜ジュース

からとればいいんじゃないかとか、そういう安易な発想で食事を済ませるような方が増えていることは

とてもとても感じます。 

 さきのエナジードリンクにしても、清涼飲料水にしても、よく食育のときに糖分が何にどれぐらい入

っているとか具体化して、それがいいとか悪いとかではなくて、そういうふうに指し示しているじゃな
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いですか。それと同じような、今、現状を嘆くことより次のステップで、カフェインが入っているとか、

そういう成分をもうちょっと具体的に伝えられるようなことを食育推進会議のほうから次年度というか、

今後の施策のほうに提案できたらいいんじゃないのかなとか、そんなことは考えたりします。 

 いいか悪いかというのは個人差もありますし、企業さんもそういうふうにきちんと認可の範囲でつく

っている商品ですから、それを選ぶ食選力をつけることを促すのが私たちの現場の人間だったり、この

会議に出席している委員の役割だと思いますので、それを、つまり、どんなものがいいのかとか、どん

なものが入っているのかということを伝えるような場面もまた次の熱中症対策の飲料水を上手にとりま

しょうというところで盛り込むなど、何かもう少し具体的に踏み込んだ案をこの場では提案できないの

でしょうかと思いました。 

○南会長 飲料水に特化しなくても、ほかの食材でもたくさん添加物が入っていますので、少なくとも

食品を買うときは原材料の項目をチェックしましょうという流れで私はいいと思うのです。こういう市

の会議では、ひとくくりに飲料水というのに特化すると何かそれだけが悪いみたいに思われますけれど

も、もっと食品全般的にいろいろ問題のもあるので、全般的な話で良いのではないかなと思っています。 

○澁谷委員 なるほど。わかりました。 

○南会長 お願いします。 

○中谷委員 会長がおっしゃっていただいたとおりかなと思っていて、僕たちもよくこういうパウチに

入っているゼリーみたいな、朝、朝食がわりに。もともと言うと、こういうクッキーみたいなものが、

昔一番はやった何とかメイトって言ったらあれですけど、あんなものから始まって、学生時代に多分そ

ういうのはあったと思うし、今、１０秒チャージとかそういう呼び方でカロリーとるじゃないですか。

それで熱中症の水分をとるのも同じだと思っているんですけど、ただ、結局、先生がおっしゃったよう

に、朝に何カロリーとったらいいとか、昼に何カロリーとったらいい、それをちゃんとしたご飯、食材

からとりましょうという話がおっしゃっていただいたとおりの、やはり僕らが考えるべきことだと思う

し、ああいうものとかを飲んで、例えば食物繊維がとれるとかいろんな言い方をされていて、実際商品

になっているし、効果があるのかもしれないんだけれども、それを食材から通してちゃんといきましょ

うというのに振りかえてご提案をしていくみたいな話って重要だなと思っていて、だからそうなると、

水分をとるというのも、僕もあまり詳しくないんですけど、何かテレビで見たりすると、お水にレモン

水じゃないけど、レモンをちょっと切ってスライスしたもので部活のときにいいとか、ほんとうにいい

かどうかわからなくてあれなんですけれども、ただ、過度にそういうふうに今ものをとっていくよりは、

何かいい方法が昔からあるようなものでかえられるとか、そんなのももしあるのであれば、おっしゃっ

ていただいたように、次期のところで何か具体的に提案できるような形というのも、ひょっとして模索
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できて、提案まで結びつけたらすごいいいんだろうなというのは思いましたね。 

 だから、ぜひそういう議論が今後できるといいかなと非常に思います。批判するだけだとしようがな

いというのはおっしゃるとおりだと思うので、何かもっといいものを出していくのは非常にいいんじゃ

ないかなと思います。以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、ほかにご意見いかがでしょうか。 

○内田委員 私も今、中谷委員がおっしゃっていただいた最後に、具体的にこういうものでよりいいも

のとか、こういうものがありますよという提案の仕方はすごくいいと思います。 

 飲み物だけじゃなくていろんなもの、確かに危ないものとか気をつけてほしいものはたくさんあるの

で、正直全部伝えたい思いはあるんですけれども、現実問題、なかなか全体と言っても、やっぱり必要

なところに響かないという現実はありますよね。特に若い世代って、自分たちの興味、関心のあるとこ

ろにしか耳を傾けないので、やはりどこかスポットを決めて、ある程度こう訴えていかないと、現実問

題、例えばせっかくいいこういったものをつくったとしても、じゃあこれ誰が読むんですか、一番読ん

でもらいたい人に届いていますか。多分、これを手に取る方って、もともと関心のある方だと思うんで

すよ。もちろんそういう方々により知識を持っていただくことも必要かと思うんですけれども、ふだん

こういうものに耳を傾けないところに対してどのようなアプローチをしていけるかということを考えた

いなと思います。 

○南会長 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。 

○酒井委員 内田委員が提案された熱中症対策ということを考えると、やっぱり熱中症になる前にとど

めておきたいという思いが、例えば学校現場でもあるだろうし、ご家庭でももちろんあると思うんです。 

 だから、やっぱり熱中症になってしまったら、もう医療が関わらなきゃいけなくなってしまう。その

手前でどうにかするというときにということだと思うんですが、実際、運動とかをしているときには、

ほんとうに私たちのふだんの生活以上に汗をかいたりするので、夏場やっぱり大変なんじゃないかなと

思うので、まめに水分をとってもらうときに、ただの水ではなくて、やっぱりそこに出ていってしまう

塩分とか糖分とかそういうものを添加したものを飲んで欲しいというのは、それはもう現場の先生方の

思いだと思うんですよ。 

 だから、その辺をもう少し学校サイドも、例えば保護者の方に訴えて、清涼飲料水のことはもちろん

あれなんですけど、もうちょっと工夫ができれば工夫してもらえるような呼びかけとか、そういうのも

あってもいいのではないかなと思うんです。 
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 ただ、最近はほんとうにいろんな事情を抱えている家庭の方もたくさんいらっしゃいますので、一概

に、じゃあ手づくりでこういうものをつくってくださいといっても、できるご家庭とできないご家庭と

あると思うので、そういうときは致し方なく緊急避難的に市販のものを使っても、私はそれは当然だし、

身を守るためには必要不可欠じゃないかなと考えるので、先ほどから食選力ということが出ていました

けれども、やはりその辺がきちんと理解していただいて、選べるようにみんながなるといいんですけど、

なかなか。だから、もっと家庭科の教科を強化していただきたいというふうにすごく、でも、ほんとう

にそういうふうに思いました。だって、生きていくためには……。 

○南会長 教えてはいるのですけどね。 

○酒井委員 そう。 

○南会長 家庭科は昔、衣食住ぐらいだったのですが、今は保育、家庭経営、老人福祉、環境、いろん

な分野が加わりました。しかも時間数が少なくなっている中で教えているので、食の分野の時間がすご

く少なくなってしまっているのが現実なのです。ですから、調理実習の回数もぐっと減っていますから。 

 今のお子さんはここにいらっしゃるみなさんの時と比べて食に関してものを知らない状態で卒業して

いるかなと思います。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○酒井委員 今度、６月にキッズ・カーニバルというのがあって、今年から宮地楽器ホールという会場

になるんですが、一応、食育ホームページ委員会として、今年度からブースを出すことになっているの

で、今年間に合うかどうかわかりませんけれども、そういうところで、ここで出たような内容を反映さ

せたような展示物なり何かができるといいかなと思います。ここにもホームページ委員が４人いますの

で、何か知恵を出していけたらいいかなというふうには思いました。 

 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。はい。 

○松嶋委員 先ほどどういう方が食育に興味があるのかという話も出たんですけれども、前に食育ホー

ムページでも話が出たんですが、一番食に興味が持てるのは、赤ちゃんができたご夫妻が一番、それま

での自分の若いとき１人で暮らしていたときにしていても、ふいに子供に向けて興味が出るという話を

聞きましたので、そういうきっかけ、そして子供がどんどん成長していって、やはり子育て中の親御さ

んというのが一番食に興味を持たれるときかと思いますので、そういう方にまずいろいろ、何を選んで

子供に食べさせるのかとか、そういうアプローチをしていけると響くんじゃないかなと感じました。 

 以上です。 

○南会長 お願いします。 
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○古莊委員 学校の現場として、今までのことで感じたことです。今もおっしゃっていたように、どう

いう食生活がいいなと伝えるという話もあったんですが、やはり熱中症はふだんの生活にもかなり関わ

ってくることだと思います。以前保育園で働いていた時、夏になると少し塩分を増やすという取り組み

を行っていました。また、学校現場では、児童が持参するすいとうの中身は甘いものが禁止となってい

ます。そのため、ふだんの睡眠、食事というところでやっていくだけでも、かなり大きく熱中症の予防

につながってくるかと思います。 

 ただ、夏ばてとかで食べられないという子もやはり多く見受けられます。中学校の部活動に関わった

とき、食事を聞いていると、食べやすいものだけ食べてるとうかがいました。それでは熱中症になりや

すくなると思うので、夏バテ予防などの話しも伝えていけるだけでもかなり大きく変わっていけると思

います。皆さんがお話しになっているとおり、飲料水にこだわるんじゃなくて、そういうところから食

育推進としてできたらとてもいいんじゃないかなと思っております。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、そのほかに委員の皆様からありますでしょうか。 

○酒井委員 先ほど、やはり妊娠しているときなどはよく気をつけるんですが、ある程度子育てして、

大事なときが例えば小学校とか、一番大事な成長期にお母様などが結局共働きとかで、理想的なことは

わかるんですが、なかなか実行に移せないし、時間もないでしょうという理由で、なかなかうまく自分

が思っているようなことが実践できないのが今、現実じゃないかなと思いましてね。 

 昔はよく、例えばさっき水分のことが出たんですが、運動したらポカリスエットがいいとかって、う

ち子供のときなんかは、野球やっているときは必ずポカリスエットとかそんなのを持っていきまして、

単なるお茶じゃなく、それがいいとかといいましたけど。今、もっといろんなドリンクなんかも出てい

ますしね、時代もかわっていますし、ただ、食事に関しては、やはりお母様たちが多忙なこともあるの

で、なかなか難しいかなと思っております。 

○南会長 ありがとうございます。 

 それでは、この件に関しては終了ということで、事務局のほうから何かありますでしょうか。 

○近藤主査 １つあります。小金井市の平成３１年度予算で、ここ健康課は保健福祉部なんですけれど

も、子ども家庭部、子育て支援課が子供食堂の運営補助の予算を要求しています。 

 この事業につきましては、平成３０年度には東京都から事業者へ直接補助がありましたが、平成３１

年度からこの直接補助がなくなり、市の事業として実施するときのみ、都から市に１団体当たり月２回、

１回当たり１万円を上限に補助が出ることになるそうですという情報提供が隣の課からありました。 
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 食育に関してということで、お知らせさせていただきました。細かいことはわからないんですけれど

も、一応、今わかっていることはこういうことになります。 

○南会長 ありがとうございます。 

 委員の皆様から何か報告のようなことはありますでしょうか。 

○近藤主査 では、それに関して、私も不勉強なので、こども食堂について、澁谷さん携わっていらっ

しゃるということなので、簡単にこども食堂のお話をしていただけたらと思います。 

○澁谷委員 改めてお願いします。 

 私は本町１丁目で、みんなでご飯という団体名で子供たちと高齢者の居場所づくりをさせていただい

ています。活動自体は２年になります。市内では、大小いろいろありますし、増えたり減ったりしてお

りますが、今、私が知っている限りでは、４つ、５つぐらいの団体がこども食堂を運営しているかと思

っています。 

 今、近藤さんがおっしゃっていたように、東京都から推進事業として補助が出ますよということを昨

年聞きまして、３０年度分として申請をさせていただき、みんなでご飯は補助金をいただく手はずにな

りました。小金井市からは２団体が申請をしまして、２団体ともいただくことが決定したと聞いていま

す。 

 東京都の事業の補助金基準額と、今おっしゃっていた小金井市が予算に組んでいる基準額というのは、

同額で同率に私も別の者が聞いております。 

 東京都からは、一応、私の資料のほうでは、３年間は東京都から出てくるけれども、それ以降は東京

都が半分で、各団体、市区町村が２分の１を負担すると通告が来ていたので、それもあっての小金井市

が次年度の予算に組み入れているんだと聞き及んでおります。 

 実際に運営している側としましては、無料提供をしている団体もありますし、実際、建物を使用して、

光熱費や何かあった場合の保険とかそういうもろもろでやはりお金もかかっておりますので、その申請

に当たっては、逐一細かい用途を書き込んで、それがきちんと審査されていただいておりますので、や

はり月１万という金額をいただくことは、私たち団体が活動していく上では必要な金額かと思って、あ

りがたく受けとめております。こんな感じでよろしいですか。 

○南会長 ありがとうございました。 

○櫻井委員 ちょっといいですか。何人ぐらいお集まりになるんですか。 

○澁谷委員 うちの団体は、アパートの部屋を使っていて、６畳と４畳半、２ＤＫという狭さなんです

けれども、そこで大人がスタップ含めて約７人から１０人、子供たちは決まって大体毎月７人来ており

ます。それが少なかったり、増えたりとかして、マックス一番狭い中に２０人以上、二十四、五人が在
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席するということもあります。 

○櫻井委員 例えば利用者から１００円とかはいただかないんですか。 

○澁谷委員 うちの団体は、大人からは５００円をいただいています。 

○櫻井委員 大人５００円？ 

○澁谷委員 はい。子供からは無料ということで、一応、大人というのは２０歳以上はというくくりで

す。団体によっては無料で全部提供している方もおられます。 

○南会長 ありがとうございました。 

 ほかに報告がある方、いらっしゃらないでしょうか。 

 では、本日の議事は以上になりますが、次回の開催予定について、市のほうから何かありますか。 

○内田委員 ごめんなさい。先ほどの話なんですが、今、皆さんのほうにいろいろご意見をいただいた

り、情報共有はできたかなと思うんですが、今後どのような形で何か働きかけをしていくとか、そうい

った形はどういうふうになっていくでしょうか。 

○南会長 具体的には、来年度、今の議論をベースにミニパンフレットをつくるとか、いわゆる１日の

食事についての啓蒙ですよね。そういうパンフレットをつくることはあると思いますけど。 

○内田委員 それはまた追々、具体的に話が出てくると考えてよろしいでしょうか。 

○南会長 というか、一般的な話として、食育推進会議で挙げられる内容については進めていくという

ことですね。 

○内田委員 わかりました。 

○南会長 では、次回の開催についてお願いします。 

○近藤主査 次回の開催予定につきましては、前年もたしか５月の終わりぐらい、最終週でしたので、

一応、最終週あたりでいかがでしょうか。日にちは具体的には今まだ挙げられないんですけれども、お

およその予定として、一応５月の最終週に１回目を行いたいと思っております。 

 また、もう少しうちのほうでも予定がわかるようになりましたら、数日候補を挙げて、皆さんのほう

に出欠予定をメールで送らせていただきますので、そのときにはお手数ですけれども、ご都合のいい日

にちをお答えしていただくような形でお願いしたいと思います。以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、以上をもちまして、平成３０年度第４回小金井市食育推進会議を終了したいと思います。皆さ

んお疲れさまでした。 

○近藤主査 お疲れさまでした。ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


