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○ 南会長 皆さん、こんにちは。まだ廣繁委員がいらっしゃらないのですけれども、ちょっと遅れる

ということで、皆さんおそろいになりましたので、始めさせていただきます。 

○  

 今日は、お暑い中どうもありがとうございます。これより令和元年度第１回小金井市食育推進会議を

始めさせていただきます。 

 始めに、委員の出欠についてお願いいたします。 

○近藤主査 本日の委員の方々の出欠でございますが、須崎委員、澁谷委員から欠席のご連絡をいただ

いております。また、廣繁委員からは業務のため途中から出席するとの連絡をいただいています。現時

点では、本日は会長を除きまして、１２名の委員の方の出席予定となっております。過半数以上の出席

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。 

 次に、配付資料の確認をいたします。本日机上に配付させていただいたものとして、まず、次第、前

回の会議録、平成３０年度の食育コーディネータ実績、てくてくマップ、小金井市民の歯と口の健康、

第３回食育市民アンケート調査報告書、表紙が黄色のものです。最後に第３次小金井市食育推進計画、

表紙がピンクの冊子です。ご自分のものをお持ちの方は、そちらを見ていただいて結構です。 

 それから、今のリストには入れていないのですけれども、次回７月に開催予定の２回食育推進会議の

日程についてのメモについてです。大変申しわけないのですけれども、候補日は２日となっております。 

 今の時点で出席可能な日に丸をつけて、お帰りの際は机上に置いたままご退席していただければと思

います。以上ですけれども、資料は大丈夫でしょうか。 

○南会長 皆様、資料がございますでしょうか。 

 では、次に議事に入る前に、皆様の手元に配付された前回の議事録（案）です。もう既にお宅でお読

みかと思うのですけれども、事前にチェックしたところが直っているかということを確認していただけ

れば幸いです。少し時間をとらせていただきます。 

 いかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。訂正はございますでしょうか。 

 では、このままでよろしい方は挙手をお願いいたします。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 全員挙手されましたので、これで（案）を取らせていただきます。 

 まず、議事進行に入ります前に、健康課で異動があったということなので、事務局から紹介をお願い

いたします。 

○近藤主査 ４月１日付人事異動で健康課係長が平岡から永井にかわりましたので、紹介いたします。 

 では、永井係長、一言お願いします。 
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○永井係長 ４月１日付で健康課に参りました永井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○南会長 よろしくお願いいたします。 

 では、続いて、意見提案シートについて、事務局からお願いいたします。 

○近藤主査 今回、意見提案シートの提出はありませんでした。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、議事に進ませていただきます。（１）食育推進計画の各論についてですけれども、第４次小金

井市食育計画に向けての第一歩だと思うのですが、事務局からお願いいたします。 

○近藤主査 先月の復習となるのですが、今年度より第４次小金井市食育計画に向けての策定を行って

いきます。初めに、第３次小金井市食育計画、ピンクの冊子の１ページ目をごらんください。 

 まず、１ページの食育計画の策定につきましては、食育基本法等があり、毎回ここは同様になってお

ります。 

 次の２ページ目をお開きください。（３）計画の期間というところで、黒く薄く墨が塗られた部分が

あるのですけれども、平成２９年度から３３年度というところがこの冊子の中身、第３次小金井市食育

推進計画をあらわしています。これが３３年で終わりになりますので、この後が第４次小金井市食育計

画ということで、令和４年から８年の５年間になります。 

 国と東京都の計画は、小金井市より１年早くつくられます。この２つも加味しなければなりませんが、

内容的にはほぼ小金井市と重なる部分も多いです。今回、３次の中にあります食品ロスについては、都

と国の新しい計画として加わったため、小金井市の策定ができたときの最後に加えられたと私のほうで

は聞いております。 

 策定には、市民アンケートを実施いたしますが、参考として、前回のもの、黄色の冊子を配付させて

いただきました。今日はこちらを見ている時間はありませんので、済みませんが、次回までに市民アン

ケート調査報告書につきましては目を通していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そして、アンケートの設問のことなのですけれども、第３次の前に１次、２次とあったのですが、そ

のころからある程度流れができておりますので、アンケート内容につきましては前とすごく変わるとか、

そういうことはないような形で決めていきたいと思っています。 

 それでは、１７ページをお開きください。１７ページのところには、第２次計画の点検ということで、

第３次を策定するときに、市民アンケートの結果に基づきまして、そこに評価が入っております。この

評価で一応Ａとなったものは、第３次の項目から取り除かれております。また、その次のページを開い

ていただきますと、第３次の取り組みの指標ということで５つ出ているのですけれども、この５つの内

容について、次回アンケートをとって、また検討していくという形になります。 
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 それでは、２０ページをごらんください。２０ページの内容が、その後、２１ページから２９ページ

に全部ありまして、ここが毎年進捗状況調査を行っている項目です。今回は、この項目１つずつについ

て審議をしていきたいと思います。健康課の事業は、私どもで説明できますが、ほかの課のことに関し

ましては、できればそれに携わっている方やその事業に参加された方にご意見を伺えればと思っていま

す。一応、今日の目標としましては、２６ページ、２７ページぐらいまで、実際には小学校と中学校の

内容というのはほぼ同じなので、２７ページのアの青年期の食育推進ぐらいまで行けたらと思っており

ます。そのような感じで今日は進めたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

○南会長 では、ここまでで何かご意見とかご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。内容によっては、関わっている委員の方から自由に発言

をお願いいたします。 

○近藤主査 それでは、２１ページの①の下のほうに、啓発活動の充実とあるのですけれども、ここで

ページをめくって２２ページをご覧ください。 

 ここの①の啓発の充実については、野菜、団らん、ふれあい、環境をキーワードとする小金井らしい

食生活を推進するために５つの事業を掲載しております。野菜は栄養バランス、団らんは家族、友人、

知人など、ふれあいは地産地消、環境は食品ロスなどをあらわしています。 

 まず、１の食育月間、食育の日の取り組みについてです。健康課では、毎年６月の最初の日曜日を小

金井市民の歯と口の健康というところに食育ブースを出して、食育の日にちなんだクイズや展示などを

行っております。また、市立の学校や保育園でも食育の日にちなんだ啓発活動が毎年行われています。 

 次に、小金井らしい 

食生活の推進につきましては、健康課では、乳幼児から高齢者までを対象とした講座の開催を通じて、

野菜を多く使ったバランスのよい食生活を推進しております。 

 ３番目の農業祭では、健康課は、食育や食品ロスなどのパンフレットの配付で啓発活動を行っており

ます。 

○南会長 では、農業祭等での啓発活動について、こちらに携わっている船田委員から何か概要などを

お話ししていただけますでしょうか。 

○船田委員 農業祭のですか。 

○南会長 そうですね。農業祭のことです。 

○船田委員 私が所属しているのは、一応、農業祭を主催する側ですので。 

○南会長 はい、そちらで。 

○船田委員 いいですか。 
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○南会長 はい。 

○船田委員 １１月の第２週目に大体毎年、武蔵小金井駅の南口の宮地楽器ホールとフェスティバルコ

ートを使って農業祭を開催しています。地元の野菜はもちろん、商工会の方々からもご協力をいただい

て、模擬店等を出店して、小金井市の農業をＰＲする、また、地場産野菜を市民の皆様に今以上に食べ

ていただくということをアピールしております。 

 今のところ計画段階なんですが、来年の２０２０年の農業祭は、小金井市商工会と小金井市まちおこ

し協会と私ども農業関係者で産業祭的なものを開催する予定でおります。農業祭という名前がつくのは、

多分今年の１１月に行われる農業祭までで、それ以降は３団体共催の小金井市の産業祭的なものになる

予定です。 

 現在、武蔵小金井南口の第２地区、宮地楽器ホールの南側に２２階と２４階のマンションを建ててい

ますけれども、あそこの中央にある広場も使って、大々的な産業祭という感じで、まだ名称は決まって

いませんが、そういう小金井全体のお祭りみたいなものを開催する予定でおります。 

○南会長 産業というのは、ほんとうに産業革命の産業ですか。 

○船田委員 産まれる業の「産業」です。 

○南会長 そうですか。 

○船田委員     だから、市商工農が全部の、イメージ的には市民祭りプラス農業祭みたいな、そ

ういう感じのお祭りの計画の段階で、私もその会議に出席をしております。 

○南会長 期間は今までと一緒で土日だけですか。 

○船田委員 今までは１１月の２週目だったんですが、今度は１１月のちょうど文化の日あたり、１週

目の土曜、日曜に開催する予定でおりますので、今以上の市民の皆様がいらっしゃるのではないかと思

っております。 

○南会長 それでは、場所も広いですね。 

○船田委員 場所もすごく広くなります。 

○南会長 広くとって、いろいろなものが出るということですね。 

○船田委員 はい。 

○南会長 ということで、皆様お近くの方にアナウンスしていただけたらと思います。ありがとうござ

いました。 

 では、松嶋委員、いかがでしょうか。 

○松嶋委員 今、船田委員からご紹介があったとおり、農業祭では、地元の地場産の野菜をメーンに市

民の方に啓発する活動になっているかと思います。非常に小金井の野菜がすばらしく、いらした市民の
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方は皆さんとても興味を持ってごらんになっているかと思います。 

 また、小学生による絵画コンクールなどもありまして、小金井の野菜が非常に身近に感じられる機会

になっていると思っております。 

○南会長 ありがとうございます。 

 酒井委員、いかがでしょうか。何かございますか。 

○酒井副会長 農業祭の際に、場所を一部お借りして、江戸東京野菜の展示などをさせていただいて、

江戸東京野菜はもちろん、市内の農家さんにつくっていただいたものを展示するということで、そうい

った形の啓発活動をやらせていただいています。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかの委員から質問とかご意見ございますでしょうか。 

 ないようですので、続いて、事務局からお願いします。 

○近藤主査 ４、５につきましては、ごみ対策課が環境の観点から、エコやリサイクルの事業を継続し

て行っております。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、啓発活動の充実については終了しまして、次に情報の整備ということで、食育ホームページが

あるのですが、編集員の酒井委員から説明をお願いできますでしょうか。 

○酒井副会長 わかりました。皆さんも食育ホームページをごらんになっていただいているかと思うん

ですけれども、小金井の食育ホームページに関しましては、先ほども事務局からお話が出ていますが、

野菜、団らん、ふれあい、環境という４つをキーワードにして、Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅというこ

とで、それぞれのテーマに沿ったホームページの内容をつくっているということで、これは２００９年

から始められた事業でして、市民のボランティアと市の事務局さんと一緒になってつくり上げてきたと

いうことで、ことし１０年を迎えることになりました。 

 そこで、ちょっと小さいんですけれども、最初のページには野菜、ふれあい、団らん、環境という４

つのキーワードの文字が入った紹介があって、その下に新着情報ということで、市内で行われるいろん

な食育に関する行事とかが出ていて、市報をもとにしているんですが、委員の皆さんがほんとうに毎月

どんどん新しい更新をして、情報を発信しています。 

 それから、全部説明すると時間がかかるんですけれども、一応、野菜をキーワードにしているという

ことで、ホームページの中には料理を紹介しているサイトがありまして、現在、葉タマネギの料理が出

ているんですが、こういう感じで料理に関する内容も掲載されています。 

 それと、団らんということで、今、孤食とかいろんな問題になっていることが多いと思うんですけれ
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ども、少し前には孤食の問題を、６つの「こ食」について解説したページがあります。現在もあります。

ちょっと前になりますが、今、私たち小金井市食育ホームページということで、共に食するという「共

食」というのがあると思うんですが、そのほかに５つ、小金井市食育ホームページ独自の視点というか、

提案から、共食も含めて全部で６つの「きょう食」ということで情報発信をしています。皆さんごらん

になっていただくと、今、ここで詳しくは説明できないんですけれども、そんな感じでやっております。 

 あと、環境についても、できる範囲で、実践できる環境にいい食に関わることとか、ふれあいでは、

地域のイベントなんかでみんなで触れ合っていきましょうみたいな内容のことを掲載しておりますので、

ぜひ一度ごらんになっていただいて、またご意見をいただいて、この計画にも参考にさせていただきた

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、編集員の松嶋委員と鳥羽委員からもお願いできますか。 

○松嶋委員 今の酒井さんの補足にもなるんですけれども、小金井市食育ホームページのレシピは、主

にというか、ほとんど小金井でとれた野菜を重点的に、１つの野菜について、２つないし４つぐらいま

での簡単なレシピをつくっており、小金井の野菜を身近に感じていただくというレシピになっています

ので、参考に見ていただきたいと思います。 

 それから、先ほどの農業祭との関連ですが、絵画コンクールのお話を先ほど出しましたが、そちらで

食育カレンダーというのを作成しているんですけれども、そちらのほうに食育ホームページからのレシ

ピを出させていただいていて、連携させていただいております。 

 以上です。 

○鳥羽委員 私は入って一番日が浅いんですけれども、３年目になります。 

 今、松嶋委員がおっしゃったように、おととしのカレンダーに食育ホームページのお料理などを載せ

ていただいて、ちょっと関わったものがございましたので、自分としてはとてもうれしかったです。 

 それと、去年ですけれども、市報のものはホームページにアップしておりますので、それが貢献して

いるということで、市のほうから表彰をいただきました。それは大変うれしかったことです。市報に載

せるのは私もちょっと関わっておりますので、やって大変よかったなと思いました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 私は食育ホームページを拝見しているのですけれども、ご飯をつくる立場からするととても参考にな

っていいので、これをつくったら、あとこれとこれを食べると１食分というか、完成されたバランスの

よい献立になりますという、そこまでやってもらえると何か完璧じゃないかなと思うんですけど、でき
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たらやっていただけたらと思います。 

○松嶋委員 レシピも一応、主菜、副菜というふうに分類分けもしているので、ちょっと足りないとき

にあるお野菜を検索していただくとよりいいと考えます。 

○南会長 では、次に各種団体等の食育推進活動に関する促進策に移りたいと思います。 

 では、事務局からお願いします。 

○近藤主査 先ほどのお話にもありましたとおり、食育ホームページには、食育活動の紹介や食育コー

ディネータについても掲載していただいております。 

 ２の食育関連人材の活用というところにつきましては、コーディネータの資料となります。 

○南会長 ありがとうございました。 

 親子農業体験以降、１１番までで関わられている委員の方がいらっしゃいましたら、紹介などをお願

いしたいのですけれども。すいません、お願いします。 

○船田委員 大ざっぱになりますけれども、説明といいますか、行います。 

 ４番の親子農業体験の促進というのは、今のところあまり私自身開催をしているというのは聞いたこ

とが正直ない……、やっているんですか。 

○近藤主査 経済課が進捗状況調査のほうに去年も現状を載せていますので、一応やっていると思いま

す。 

○船田委員 そうですか。わかりました。やっているようです。 

 今、武蔵小金井駅北口の、ちょうど電車から見えるところに畑がぴょんとあるんですけれども、あそ

この畑が少しこれから形態が変わって、こういう親子とか、次の５番目の保育園とか学童の皆さんの体

験できる農園にするという予定でおります。そこの農家の方がそういう感じで進めております。 

 次に行きますね。５番目の農業・収穫体験は、小金井市の１０軒ぐらいの農家さんが小学生を対象と

したものを、ジャガイモ掘りとかサツマイモ掘りをやってもらうというか、そういうのをしています。 

 ６番、地場野菜等の販売は、経済課なり、多分まちおこし協会……、家の前で売っている直売のお店

とか庭先直売所の地図とかそういうパンフレットをつくって、ＪＡと市役所とまちおこし協会、その３

団体のところに一応パンフレットが置いてあります。 

 ７番、料理講習会について。ＪＡ側からは女性部の方たちが年に２回、市民を対象とした料理講習会

を行っています。 

 ８番、江戸東京野菜の普及促進。これもまちおこし協会と市役所かな、あと農協にパンフレットが、

これもどこのお店でこういうお弁当なり料理を出していますということでパンフレットを出しています。 

 ９番、新たな特産物の普及促進。一応、小金井市の特産品――特産品なのかわかりませんが――ルバ
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ーブとしていまして、それは食べ方、体への効用といいますか、そういうことも説明したり、また先日

は、日本テレビのニュース番組で小金井市のルバーブをつくっている生産者が生放送でテレビに出まし

てＰＲをしたところ、ＪＡの直売所には結構な、「売ってますか」みたいな、そういうのが非常にあっ

たようで、農家側としては、ルバーブの農家を増やすかどうかわかりませんが、一応、小金井市の特産

品ということで進めているという話でございます。 

 １０番目は、生産者との交流促進。もともとほんとうに住宅街の中で農業を営んでいますので、普通

にふだんから近所の人とかの交流はあったりしますので、これも      。農地の見学会というの

は、小金井市としてはやってはいないのかなと思います。去年は東京都農業会議というところの主催で、

都民から応募して、当選した方々にマイクロバスで小金井市の農家等を体験というか、視察というか、

こういうことをやっていますというのを見ていただきました。また、その日はお昼も小金井産の野菜を

使った料理を食べて、生産者と都民の皆さんとの交流があったようです。私、ちょっとそれは出席でき

ませんでしたけれども、あったようです。 

 以上でいいですか。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ルバーブが小金井市の特産になりつつあるというので、ちょっと初めてのことでびっくりしたのです

けれども、ルバーブを私は３０年ぐらい前に知ったのですが、もうちょっと前かな、ロシアから輸入し

ていた記憶があります。食べ方としては、ジャムとかお菓子に使われているという感覚が私はあるので

すけど、それを素材として何か他に利用できるのかというのをちょっと知りたいところだなと思いまし

た。 

○船田委員 春巻きにしていましたね。チーズとルバーブと、春巻きにして何か……。 

○南会長 かんだりすると非常に酸味が強いですよね。 

○船田委員 もともと味ないですよね、あれ。 

○南会長 そうですか。 

○船田委員 私、生でかじりましたけど。 

○南会長 生で食べると？ 

○船田委員 いや、生で食べるものじゃないんですけど、私、食べてみましたけど、普通の繊維質です。 

○南会長 いろんな食べ方を紹介していただけるとすごくいいなと。食育ホームページなどでも取り上

げていただけるといいなと思います。 

 あと、小金井市は農地がたくさんあるというので、学校などの食育に関しては、生産者と触れ合うと

か農産物への生産の理解という、そういうことが学校課題として挙げられるのですけれども、そういう
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こともとてもやりやすい土地柄だなと思っています。さっき８校の学校が作物を植えたりしているとい

うのですが、もっともっと多くの学校が生産者と触れ合ってくださるといいなと思っています。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○酒井副会長 ８番の江戸東京野菜の普及促進ということなんですが、一応、経済課と出ていますけれ

ども、実は意外と知られていないんですが、江戸東京野菜でまちおこし連絡会という組織がございまし

て、実は私と松嶋委員がそこに所属して、私の場合はもう１２年ぐらい活動しているんですが、経済課

さんと今は観光まちおこし協会さんと一緒に江戸東京野菜の普及促進の活動などをやっています。 

○南会長 ありがとうございます。 

 私も一昨年ぐらいですか、日本橋かいわいに「日本橋」という冊子を毎月出しているのですけれども、

そこで江戸東京野菜を取り上げていて、そして生産者ということで、ここの小金井市の農家の方が紹介

されているので、うれしく思ったことがあります。 

 では、ほかにはいかがでしょうか。ご質問等ありませんでしょうか。 

 それでは、次に移らせていただきます。（２）生涯にわたる食育推進に移りたいと思います。ここで

はライフステージごとの食育についてなんですけれども、まず事務局から説明をお願いします。 

○近藤主査 ①乳幼児と保護者の食育推進ということですけれども、２４ページをめくってください。 

 アとイとウとあるのですが、アの保健センターの部分についてご説明いたします。マタニティクッキ

ング、両親学級というものがあるのですが、妊婦さん、そのパートナーの方を対象とした事業です。こ

の事業の中では、比較的生活習慣を見直しやすい妊娠期に食の情報提供をすることで、保護者の食生活

の改善を目的としています。パートナーの方の参加も土曜日だけでなく、平日も増えてきています。保

護者の食生活の見直しという点では、２０代から５０代の男性がここに来てくださることは、ほかの講

習会ではなかなかないので、保健センターにとっても生活習慣病の予防のお話ができる貴重な機会とな

っております。 

 また、土曜日クラスは、パートナーの方にだしの取り方と、そのだし汁での味噌汁づくりを行ってい

ます。また、平日のクラスでは、妊婦の方の食事診断を行い、食事診断で出されたお食事の内容を見て、

個別にお返事を差し上げています。 

 マタニティクッキングは、両親学級や妊婦面談でも周知を行っています。つくるだけでなく、ご自分

の食生活の振り返りになったり、一人になりがちな昼ご飯も同じような方との楽しい情報交換の場にも

なっております。先日も行われましたが、係長に出ていただいて、一緒にお食事をしながら子育て談義

をしていただきましたし、去年は課長にも出ていただいて、その日は平日でパートナーの方は１人だけ

だったのですけれども、お話しできたことで喜んでくださいました。そういう振り返りになったり、そ
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ういう楽しい場になったりということになっております。 

 それから、離乳食教室やこどもクッキング等の各種教室は大変人気がある教室で、アンケートを見て

も満足度の高い内容となっています。子供に対する食の情報発信や子供自身が体験する機会だけでなく、

保護者の食生活改善ということを重要な目的としております。こどもクッキングは限られた時間で行う

ため、定員も親子ということで１０組です。１０組ということは、２０人の方がお部屋に入られて調理

をするということになります。つくる、食べるは行いますが、片づけは保護者の方になるので、その間

は保育士さんに絵本を読んでもらったり、手遊びをしたりして過ごしています。作業は火を使う前まで

と、包丁は５歳のみとし、スタッフで事故のないよう、ほかの講座以上に気をつけて行っています。野

菜が嫌いな子も自分でつくると残さないので、保護者の方が驚かれることも珍しくありません。 

 また、離乳食教室は、２回食、３回食をそれぞれ月１回行っております。ここに１回食、一番最初の

離乳食が書いていないのは、そのお話につきましては、３、４カ月の方の乳児健診で全員に行っており

ますので、教室として独立しているものは２回食、３回食となります。離乳食の説明、デモンストレー

ション、試食だけでなく、歯科衛生士さんの話もあり、最後に質問をその場で受け付けして、回答して

います。また、２回食は１時間半ですけれども、３回食は２時間のため、保育士さんにお手伝いをして

いただき、講義中母子同室なので、泣いた赤ちゃんを見てもらったり、途中でみんなで手遊びをしたり、

お母さんが少しでも講義に集中できるようにしております。また、この機会に別の教室などの周知を行

っています。アンケートからは、その場で疑問だったことがすぐ解決できてよかったなどの感想をいた

だいております。 

 それから、乳幼児食育メールは平成２１年度から、食に関する情報発信をしております。保健センタ

ーの事業が利用しにくい方や、集団では参加がしにくい方でも食に関する情報を収集できるようにと行

っております。ゼロから１歳、２歳から３歳、４歳から５歳の三領域にそれぞれ配信しています。また、

その年齢に関係する事業を掲載しております。例えば、ゼロから１歳なら離乳食教室、２歳から５歳な

ら子供クッキングなども開催の少し前になるときに、一応この日にありますということで掲載をしてお

ります。 

 それから、６番の栄養講習会です。栄養講習会には大人向けのものもあるのですけれども、一応子供

向けのものとしましては、親子クッキングを行っております。この親子クッキングは、学務課との合同

事業で一昨年前から学校栄養士の企画として行っています。地場野菜のお話をして、実際の調理で使用

して食べます。参加した親子の方たちが楽しい時間を過ごしています。多くの子供たちが、地場の野菜

を給食で使用していることを知っていました。学校での給食指導の成果だと思います。また、対象が、

１年生から４年生。その年によって一、二年、それから三、四年という形で募集します。おうちの方と
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分担してつくっていくことで、家族のコミュニケーションが図れたりしています。今年度はうどんづく

りを予定しています。募集はまだです。 

 乳幼児の保健相談につきましては、集会所等に出張して実施する相談です。もちろんここの保健セン

ターでも行ってます。他には、今年度は７月まで工事中ですが、婦人会館だったり、それから東センタ

ー、それから貫井南センター、上水会館、それから前原暫定施設、丸山台集会施設等で行っています。

こちらにつきましては、おうちの近くで、予約なしで相談できるので、気軽に利用していただいており

ます。栄養士だけでなく、保健師、場所によっては歯科衛生士もおります。相談をしなくても、体重、

身長だけの測定も行えます。 

 それから、８番目の栄養個別相談です。決められた日に予約していただき、保健センターで行います。

保護者の悩みの軽減や、子供の食に関する問題の解決を目的として、より個別で細かい対応ができる 

体制となっております。決められた日に来られる方というのは少なく、ほかの用事のついでに窓口にこ 

られて相談する方もいらっしゃいます。私も検診等の業務がありますので、そうでないときは、なるべ 

く対応しております。また、ほかの相談には来られない方や、困っているときにすぐ相談したい方は、 

ここにはありませんが、電話などでも可能な限り対応しております。これは栄養士だけではなくて、保 

健師や歯科衛生士もみんなそれぞれ電話等で日ごろから対応しております。 

 加えて、ここにはないのですけれども、乳児検診。三、四カ月の方ですね。それから、１歳６カ月、

３歳、その３つの検診が毎月２回ずつありますが、そこでも多くの人に情報提供をすることをねらいと

して、検診受診者に対し待ち時間を利用して、乳児でしたら離乳食のつくり方、それから１歳半や３歳

につきましては、食生活に関する注意点などについての集団指導を行っています。そして、それぞれの

検診終了後、希望者には栄養相談等の個人相談も行っております。 

 以上が、健康課に関する１番から８番までの内容と、その説明になります。 

○南会長 ありがとうございます。乳幼児期のさまざまな取り組みについて、今、説明をいただいたの

ですけれども、委員の皆様から、こんなこともいかがでしょうかというようなご意見ございますか。 

 保育園や児童館などの乳幼児の取り組みについて参加されているような方がいらっしゃいましたら、

ご意見伺いたいです。子育てをした経験がある方から、こういうこともあったらよかったななんていう

ことがありましたらお願いしたいです。酒井委員お願いします。 

○酒井委員 ここには持ってきていませんけれども、児童館で親子クッキングを年に１回、東児童館で

やらせていただいているんですけれども、そこは幼児期ですから小さい方と親御さんということでやっ

ているんですが、なかなか集中して長い時間をかけてやるということはないんですけれども、意外と簡

単な親子でできるものということで、そのときは具体的に言いますと、牛乳と片栗粉を使ったくず餅風
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のものをつくるという作業をするんですけれども、最初は子供たちにぐるぐるかき回してもらって、粘

度がついてくると大変なのでお母さんたちがやるとか。それと、ハンバーグをつくるんですが、手でこ

ねるとなかなか大変なことになってしまうので、私の場合は袋に材料を全部入れて、子供たちによくこ

ねこねしていただいて、最終的にお母さんにまぜ合わせてもらって、袋の端っこを切ってホットプレー

トに種を出していただいて、それを成形するのは子供たちが好きな形にするというような活動を年に１

回やらせていただいているんですが、とてもそこで野菜なんかもハンバーグの中に入れ込んでいるので

すが、家では野菜を全然食べない子が先ほども出ていましたけれども、野菜を食べると。その場で食べ

てお母さんたちも喜んでいるというようなことがあるので、そういう親子で体験する講座がたくさんあ

りますけれども、とてもいいことじゃないかなと、各々気づきがあるのでいいと思います。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。 

 親子で調理をするのは、なかなか今、日本では行われにくいことですよね。塾とか、子供さんたちが

忙し過ぎて。料理をつくったりするのというのは段取りとか、そういうことを考えながら作業をするの

で、私は学習では得られないプラスの効果があるのではないかなと思うのです。ですので、そういう楽

しみをもっとご家庭でも定期的にやっていただけるといいなと思います。そのきっかけづくりに、この

取り組みに参加してもらうというためにも、何回か機会をつくっていただけたらと思います。 

 ほかにご意見いかがでしょうか。 

 ないようでしたら、次にまいりたいと思います。それでは、学童期の食育推進についてですが、また

事務局からお願いできますか。 

○近藤主査 それでは、学童期の食育推進につきましては、ほぼ指導室と学務課の管轄という形になっ

ております。 

○南会長 では、指導室、学務課の管轄なので、栄養教諭の古莊委員から何かあればお願いしたいです。 

○古莊委員 学校における食育の推進と情報発信というところで、全体計画が各学校のものを食育リー

ダー研修会のときに集めて刷新したものを、２回目のときに全学校で配られていろいろなことを取り組

んでおります。そういうことで、各学校でどのように作成しているのか、いいところは生かして、それ

ぞれの学校で生かせるような取り組みを行っております。給食を通した食育ということで、各学校で給

食だよりや献立表等を活用して行っています。給食委員会の活動等も各学校において行っています。 

 地域と共有した食育。地域ということで、先生と児童が学校を利用するということで、各学校、農家

見学等に行っております。また、小金井市のトウモロコシを全校で使っております。そのトウモロコシ

を使って小学校等ではとうもろこしの皮むきを行っております。家庭と共同した食育支援ということで、

情報提供や、また試食会も通して保護者に食育の情報等も各学校で伝えております。 
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 よろしいでしょうか。 

○南会長 ありがとうございました。例えば、保護者の方から何か個別に要望とかあるのでしょうか。 

○古莊委員 要望ですか。 

○南会長 それって、あまりないのですか。 

○古莊委員 そうですね。試食会のときにお話でいろいろ質疑応答等で答えることはありますが、これ

をしてほしいという要望は去年はありません。 

○南会長 ありがとうございます。では、委員の方で保護者の立場から何かご意見ございましたらお願

いいたします。 

 大丈夫でしょうか。ありがとうございました。ないようでしたら、学童保育、児童館に行きます。こ

ちらにつきましては、学童対応の取り組みをされている方がいらっしゃいましたら紹介など、お願いし

ます。また、お子さんが参加した事業でこれがよかったということがあったら紹介などをお願いしたい

です。はい。 

○内田委員 ごめんなさい、１つずれました。先ほどの学校においての食育について、一応Ｐ連の保護

者の代表からお願いというか、給食の試食会、各学校で取り組みは違いますし、主催も学校であったり

ＰＴＡと共催だったりするかと思うんですが、一つよく聞くのが、試食会の開催が新入生しか対象にな

っていない学校が結構ありまして、そうすると、たまたまその日程のタイミングで参加できないと、あ

と６年間食べる機会がないということにもなるので、もし機会があれば新入生優先かとは思いますが、

全学年対象に呼びかけをしていただけるとありがたいなという声を聞いておりますので、もしご検討い

ただける機会があればお願いしたいと思います。 

○南会長 古莊委員、どうでしょうか。欠席者に関して、例えば１年のとき食べられなかったお母さん

は２年のときにもう一回声をかけるみたいな、そういうことってなかなかできないですよね。 

○古莊委員 そうですね。新入生だけでも人気なため、子どもの数が多いところで全校に声をかけると

なると、なかなか難しいため、栄養士だけで全校分というのは難しいところもあります。そのため、先

ほどの内田委員のお話しのようにＰＴＡさんが手伝ってくださると心強いです。 

○内田委員 そうですね。私もＰ連で各本部には機会があれば声かけてくださいって。うちはもう卒業

しましたけれども、第一小学校の場合は新入生優先で、でも全学年のお知らせをするんです。その場合

は、新入生優先で、あとそれ以降は抽せんとかという形での対応をしています。参考までに。 

○古莊委員 ありがとうございます。ＰＴＡの方が手伝ってくださると、ほんとうに運営が違うなとい

うのは私も実感したことがあります。そのため、できるかどうか、前向きに取り組めればなと思います

ので、貴重なご意見ありがとうございます。 



－１５－ 

○内田委員 よろしくお願いします。 

○南会長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

 はい、お願いします。 

○松嶋委員 また給食の件ですけれども、先ほど、ここに当たるかどうかわからないんですけれども、

学校給食に地場野菜が使われているのが今１４％ぐらいだそうで、この間お聞きしたところ、２０％か

ら３０％にどんどん増やしていきたいという農業の生産者の皆さんの集まりでお聞きしていますので、

今後とも地場野菜の食育から地場の産業といろいろなことを連携して、給食でもっと使われるようにな

ればいいなと考えております。以上です。 

○南会長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

 ないようでしたら、次は、青年期から高齢期の食育推進でよろしいでしょうか。時間があればという

ことですけれども。 

○近藤主査 こちらとしてはここを分けてあるのは、さっきの部分が小学校で、こちらは中学校という

形になっています。内容的には同じになります。 

○南会長 では、本日はここまでということでよろしいですか。 

○近藤主査 ごめんなさい、７番につきましては、第三次の間に一応つくるということになっているの

ですけれども、予算は、限られているので去年は食品ロスをまず優先するということで、作成しました

ので、今年度は、年度末までには何とか作成したいなと思っております。７番は以上です。 

○南会長 ありがとうございます。次回はそれ以降について伺いますので、事業に関係されている方が

いらっしゃいましたら、その紹介などもお願いいたします。また、新アンケートなどもごらんになって

きてください。 

 では、続いて、議事の（２）平成３０年度小金井市食育コーディネータ実績についてです。事務局か

ら説明をお願いします。 

○近藤主査 皆さんに３月の会議に配付したものと内容的には同じです。あのときは多分２月末という

話だったと思うのですけれども、この後、こちらに連絡等がなかったので、内容的には先日配らせてい

ただいたものと同じになっております。 

○南会長 ありがとうございます。ご意見など、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、次に移らせていただきます。別紙資料ですね。小金井市歯と口の健康に

ついてです。 

○近藤主査 かわいいカットのある用紙が別紙資料となります。小金井市民の歯と口の健康についてで

す。今年度の６月２日日曜日になります。午前中の１０時から１２時、午後は１時半から３時半まで、



－１６－ 

ここも小金井市保健センターにて行います。この行事につきましては、歯科医師会が主催となりますが、

健康課で食育ブース用のスペースをいただいて、クイズや展示などを行う予定であります。 

 ここは歯科医の先生方が主役ですので、平田先生にご紹介等をお願いしたいと思います。 

○南会長 それでは、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。大体、このポスターの、チラシのとおりでありまして、

今度の日曜日、６月２日に保健センターにて、歯と口の健康週間にちなんでイベントが行われます。内

容といたしましては、こちらにも書いてあるんですけれども、歯科医師による歯の相談や歯科検診。歯

科衛生士による歯磨き指導。先ほどの健康課による食育展示やクイズ。これも健康課の衛生士さんによ

る虫歯予防の紙芝居。それから、最近、口腔乾燥というのが話題になっていまして、どの程度口の中が

乾いているかというのを測定する口腔乾燥測定。それから、市立小・中学生による歯を磨こうとかそう

いうポスターの展示。それから小学生ですけど、フッ素塗布の予防処置と。あとは虫歯がない親御さん

とお子さんの両方のペアがそろわなければいけない、親と子の良い歯のコンクール。ちなみに、昨年が、

今回の参加者としては３３１名で、今回口腔がんがありまして、去年まで１２０名で診ていたんですが、

今年は堀ちえみさんの舌がんの話題がありまして、定員を増やして１５０名にしたんですが、もう２日

で満員になってしまってキャンセル待ちをしているんですが、キャンセルは少ないだろうということで、

来年から都立多摩総合医療センターの先生も１人２人増やして２００人ぐらい診られればいいかなと思

っております。あとは、場所が保健センターですが、小金井市の中で端っこなので、例えば東町とか梶

野町とか、あちらからはすごく参加者が少ないようなので、数年後に市役所と福祉会館ができるようで

すけど、もしかしたらそちらに移動してやったほうが、市の中心部なので市内の各所からも満遍なく来

ていただけるのかなとは思っています。 

 今度の日曜日なので、皆さんお誘い合わせをしていらしていただきたいと思います。 

○南会長 どうもありがとうございます。 

○近藤主査 食育コーナーは、健康課主催でございますけれども、もしよかったら皆さんお立ち寄りく

ださい。 

 それから、もう一つ、今日しか配付する機会がなかったんですけれども、今、平田先生の話にありま

したように、この口腔がん検診だけは予約制でして、ほんとうにさっきのお話のとおり、健康課がコー

ルセンター状態になるぐらいに、８時半のスタートから電話が鳴りやまないぐらいで、もういっぱいに

なってしまいましたので、ほんとうに今日見て、この口腔がん検診を受けようかなという方がいらした

らほんとうに申しわけないのですけれども、これだけは参加できないので、ほかのものでしたら参加で

きますので、ぜひお立ち寄りください。すみませんでした。配布がもうちょっと早かったらよかったん



－１７－ 

ですけれども。 

○南会長 話題になると自分も心配になって、やっていただけるなら、ということですね。心配な方は

行って受診すれば検査していただけますよね。 

○平田委員 ほとんど大丈夫、確率的には大丈夫だと思うんですけど、一応１年に一遍ぐらいはほんと

うは見てもらったほうがいいかなと思います。 

○南会長 先生の経験で、こういうことで発見されたという方はいらっしゃるのですか。無料のこうい

う検診で。 

○平田委員 無料でも、もちろん。数年に１回ぐらいですけどね。 

○南会長 そうですか。 

○平田委員 うちにもいらした方でもいらっしゃるんですけどね。それぐらいの確率だね。 

○南会長 心配な方はふだん、というか受診されるわけですからね。 

○平田委員 そうですね。 

○南会長 私はこの口腔乾燥……。はい。 

○石原課長 このときに、特に予約を入れないで歯の相談とか歯科健康診査はどなたでもできますので、

そこで気になることとか言っていただければ専門の先生を紹介したりもできますので、そういった目的

で来ていただいても結構ですので。 

○南会長 はい。 

○内田委員 参考までに、この口腔がん検診を通常通院して受けるとお幾らぐらいかかるものですか。 

○平田委員 ふつうに歯医者さんに行ってという分には初診料だけですかね。 

○内田委員 そうですか。 

○平田委員 特に、口腔がん検診お願いしますといって診て、初診料だけだと思いますけど。 

○内田委員 何か検診というと多分皆さんすごく高いイメージがあるので、こういう無料のというと殺

到されると思うので、通常の診療からそうできるんですよということが周知されれば、そこに集中しな

くてもいいのかなと思いました。 

○平田委員 ただ、口腔外科の専門の先生が診るので、一般歯科の先生としては専門ではないので見つ

けにくいと言えば見つけにくいかもしれないですが、はっきりあったらわかると思うんですけど、その

辺は口腔がん検診として診てもらったほうが確実は確実だとは思います。 

○内田委員 ありがとうございます。 

○南会長 ありがとうございます。日本はあまり歯について注意が行っていない国というか。 

○平田委員 そうですね。 



－１８－ 

○南会長 海外にいた経験からすると、お医者さんから電話がかかってきて、半年たったからいらっし

ゃいという形で呼ばれて、検診というか診ていただけるのです。日本もそうなるといいなとは思ってい

ますけど、なかなか関心がというか、、、。 

○平田委員 そうですね。症状が出ないので、あまり関心ないかなという感じがあります。 

○南会長 海外では歯並びの悪い女性とは結婚するなということわざもあるぐらい、非常に歯並びとか

歯の健康について気をつけるのは常識みたいなことがあるのですけど、日本は何かあまりその辺は気に

せず、中身が勝負という国なのなのか、見てくれはあまり大事にされないと思っているんですけれども、

歯というのは実は健康にとってはとても大切なことなので、その辺の教育もうまくされていないという

ことでございます。 

 では、そのほかに移りたいと思います。事務局、このほか何かありますでしょうか。 

○近藤主査 てくてくマップの説明です。こちらの地図につきましては、健康課とまちおこし協会で作

成いたしました。コースは、まちおこし協会による名所、旧跡などを掲げてあるということと、あとは

事務職の方が出張に行ったとき、それから保健師さんたちが日ごろ家庭訪問、例えば新生児訪問で、赤

ちゃんが生まれたおうちに行ったりすることがあるんですけれども、そのときに皆さん自転車で行くの

で、この道は危なくないかなとか、ベビーカーでも大丈夫かなというようなことを見ながら行って、コ

ースを作成いたしました。もしかしたら工事中だったりとか、歩道のないところなんかもありますが、

一応職員の人たちがみんなでできるだけ安全な道をということで作成した散歩コースです。 

 ウオーキングですと、赤ちゃん連れの方、妊婦さん、ご高齢の方もみんなできるので、ウオーキング

のための健康情報も掲載いたしました。皆さんの健康づくりの参考になればということで作成したもの

です。完成したのが、前回の会議の後だったので桜には間に合わなかったんですけれども。あとは、一

応ウオーキングですので水分補給が大事ということで、水分を購入できるコンビニはＣという形で掲載

しております。それから、水分のほかにお手洗いとかのこともあるので、一応公園などは全部載せたつ

もりです。いろいろ利用していただけたら、こちらとしてもつくったかいがありますのでうれしいです。 

 まちおこし協会でも、健康課の入り口前のテーブルで配布しております。また健康課の事業の受講生

の方にも配付しております。てくてくマップについては、以上です。 

○南会長 皆様から、ほかにございませんか。 

○酒井副会長 酒井です。前回の委員会でもお話ししたんですが、６月１６日日曜日に、キッズカーニ

バルという催しが宮地楽器ホールとフェスティバルコートでありますので、そちらももしよろしければ

お立ち寄りいただけるとありがたいと思います。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。事務局からもう一つありますか。 



－１９－ 

○近藤主査 子育て支援課が行っている「小金井市子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告」につ

いてです。全１５０ページの調査報告書には一部食育にかかわるものがありますが、あまりにもページ

数が多くて製本されたものも課には１冊しか配付されなかったので、興味のある方は市のホームページ

でごらんください。うちの市民アンケートと近い、朝食を食べていますかみたいなものもあるんですけ

ど、課が違うので少し質問等も微妙に違うところがありますので、ホームページでご確認してください。

よろしくお願いします。うちからは以上です。 

○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。 

○船田委員 先ほどお配りしました、宣伝になっちゃって恐縮ですが、来月の６月２９日にＪＡ東京む

さしの小金井ファーマーズ・マーケットが移転をしまして、今まで農工大通りにありましたファーマー

ズ・マーケットが新装オープンします。場所は連雀通り沿いの、今小金井支店という金融店舗のあると

ころに新しくオープンしますので、お時間ありましたらぜひお越しいただければなと思います。２９日、

３０日と、オープンイベントとしまして模擬店等もにぎやかにやりますのでお誘い合わせの上、よろし

ければお越しいただければと思います。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ここは、売り場面積は１階だけですか、２階も。 

○船田委員 １階だけです。 

○南会長 １階だけ。 

○船田委員 今の農工大部分にある面積を一回り大きくしたぐらいで、小ぢんまりとしております。今

度は駐車場もありますので、ぜひ、店舗はよくなると思いますので、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。 

 はい。 

○内田委員 内田です。前回、スポーツドリンクですとかエナジードリンクについて、皆さんのご意見

を頂戴したんですが、ありがとうございました。それをもちまして、３月にＰ連の理事会がありました

ので、その場で保護者の皆さんにお話をさせていただいたところ、皆さん非常に関心を持っていただい

て、各自お持ち帰りいただいたようになりました。また、来月６月に理事会がありまして、また年度が

変わりましてメンバーほとんど、委員さん、役員さん、変わりますので、またもう一度そこでもお話を

差し上げて一緒に考えていきたいなと思っておりますので、ご報告までさせていただきます。 

○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。 

 はい。 



－２０－ 

○石原課長 情報提供ですけれども、食に関係するかなというお話ですが、東小金井駅の南口に日本歯

科大のリハビリテーションセンターがあるんですけれども、５月７日に市内の介護事業者と医療関係者

向けの、とろみつきのドリンクの試飲会というものがありました。そのときは関係者向けに、前、食育

推進会議のメンバーであった菊谷先生が企画していただいたので、無料で提供していただいたんですけ

れども、ふだんも全国に二、三台しかないような機械らしいんですけれども、金額は１００円程度で提

供しているということで、とろみつきのコーヒーであったり、パイナップルドリンクとか、ジュースだ

ったりココアだったりとか、そういったものが購入できます。それで１階のところには、そういう飲み

込みづらい方向けのやわらかい流動食みたいなものがどなたでも購入できるように販売をされています

ので、そういったものの購入や、見に行ったりしたついでに自動販売機ももしご興味あったら体験して

みていただけたらと思いますので、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。嚥下が困難になっているお年寄りの方向けのものがいろいろ購入で

きる場所ですけれども、私も一度行ってみましたが、かなりの種類の商品がそろっています。 

○石原課長 マスコミにもかなり取り上げられて、いろいろな放送局でやっていました。 

○南会長 そうですよね、はい。私もテレビで何回か菊谷先生を拝見して、出ていると思ったのですけ

れども、その方面では有名な先生のです。 

 ほかにございますか。 

 ないようでしたら、事務局から次回の開催についてお願いします。 

○近藤主査 次回は７月に本日の続きを行いたいと思います。最初に説明しましたとおり、食育推進会

議日程について、本日わかる範囲で予定を書いていただけたらと思います。そして、次回ですが、今日

の続きと、残りの時間でアンケートについてもご意見を伺いたいので、それまでにお忙しいところほん

とうに申しわけないんですけれども、今日配付しました前回のアンケート結果とか、アンケートの問い

かけの内容とかをごらんいただきましたら、こちらとしても意見をいただきたいと思いますので、ぜひ

目を通していただければと思います。 

 それから、食育推進計画の進捗状況も、もし集約ができていれば、その報告も行う予定でおります。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。今のご発言で何か質問とかございますか。 

 ないようでしたら、以上をもちまして令和元年度第１回小金井市食育推進会議を終了させていただき

ます。皆様、お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


