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令和元年度第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  令和元年７月１６日（火）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  １０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   溝 江 朱 緒 委員  山 崎 澄 江 委員 

  委 員   保 谷  匠  委員  古 莊 優 子 委員 

  委 員   中 谷 行 男 委員  廣 繁 理 美 委員 

 

 欠席委員   ６人 

  委 員   須 崎  登  委員  平 田 晋 一 委員  澁 谷 聖 子 委員 

        鳥 羽 浩 子 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                 永 井 桂 

 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） 

 

○南会長 皆さん、こんにちは。今日は足元の悪い中、また、お忙しい中、集まっていただき、ありが

とうございました。これから令和元年度第２回小金井市食育推進会議を始めたいと思います。 

 まず、委員の出欠に関して事務局からお願いします。 
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○近藤主査 本日の委員の方々の出席でございますが、内田委員、鳥羽委員、平田委員、それから須崎

委員、澁谷委員からは欠席のご連絡をいただいています。それから、古莊委員からは少し遅れますとい

う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、７名の出席となっております。一

応、会長を除いて１５で７名なので過半数……。 

○南会長 ８名ではないでしょうか。 

○近藤主査 ごめんなさい、８名ですよね。すみません、議長の先生を除くと８人になって、過半数と

いう意味ではぎりぎりですけれども、古莊さん、後半来るという連絡を受けておりますので、一応審議

会として成立することをご報告いたします。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。本日机上に配付させていただいたものとしまして、前

回の会議録（案）、クリップでとめたものです。それから、ご自分でお持ちになった方もいらっしゃる

のですけれども、そうでない方は机上のものをご覧いただければと思います。第３次小金井市食育推進

計画というピンクの冊子、それから第３回食育市民アンケート調査報告書、これが黄色の冊子です。そ

の後がＡ３の紙でとじてありますが、小金井市食育推進計画進捗状況調査の平成３０年度実施分という

ものです。それから、健康課食育月間行事報告というＡ４の両面印刷したものです。最後に２０２０運

動という亀の絵が描いてあるプリント、以上が今日配付したものですけれども、いかがでしょうか。な

い方、いらっしゃいますか。大丈夫ですか。 

 過不足等がございましたら、事務局にお願いいたします。 

 ピンクと黄色の冊子につきましては、会議終了後、ご自分のではない方はそのまま机の上に置いたま

まご退席してください。 

 それから、本日ですけれども、平成３０年度の進捗状況調査は、一応これは集計したものですけれど

も、今日はここまでお話が行かないかと思いますので、次回までに必ずこの中身を確認して、また次回

の会議のときに何か一言いただけたらと思っていますので、これはこのままお持ち帰りください。 

○南会長 ありがとうございます。皆さん、資料はお手元におそろいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 それでは、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）ですけれども、

訂正された部分が修正されているかどうか、ご確認をお願いしたいと思います。では、少し時間をとら

せていただきます。 

 そろそろよろしいでしょうか。 

 では、この案でよろしい方は挙手をお願いできますでしょうか。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 ありがとうございます。もし追加でお気づきの点がありましたら、終了までに事務局にお願
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いいたします。 

 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。 

 では、前回の第４次小金井市食育計画に向けての続きを事務局からお願いします。 

○近藤主査 前回の第４次小金井市食育計画に向けての続きを今日は行っていきます。まず初めに、ピ

ンクの冊子をごらんください。２７ページをお開きください。 

 すみません、途中ですけれども、船田さんからは欠席の電話があったそうで、保谷さんは一応遅刻と

いうことなので、保谷さんと古莊さんを含めれば完全に過半数以上となっておりますので、会は成立す

ると思います。 

 ２７ページ、お開きになられたでしょうか。前回の会議では、ア、青年の食育推進のところまでだっ

たと思いますので、本日は、イ、成人高齢者の食育推進というところから審議して行きたいと思います。 

 もう１ページめくっていただくと、中の事業が書いておりますので、こちらを説明していきたいと思

います。 

 １番の栄養個別相談についてです。こちらは乳幼児の栄養個別相談と同じ日に行っています。乳幼児

の個別相談ほど人数は多くはありませんが、病院で食事指導を受けたらどんなことに気をつけて食品を

選んだらよいか、例えば高血圧のとき注意したい食事や食品の選び方などをお話ししたりしました。こ

れは１カ月に１回、決められた日ですけれども、決められた日に来られない方については、電話でも可

能な限り対応しております。 

 それから２番目の栄養講習会です。こちらは生活習慣病や健康づくり等をテーマにして、年６回行っ

ています。講義と実習を行い、楽しみながら食の改善等や家族の健康を考える講習会です。ママのため

の栄養講習会、脂肪をためない食事、夏休みの親子クッキングはキャンセル待ちがありました。ママの

ための講習会は、保育つきのため、来ていただきにくい３０代前後から４０代前後の方が多く来られま

す。それから、備蓄食品を使った調理実習なども行っています。缶詰や保管のきく食品を使用したもの

ですが、キャンセル待ちが出るほどでした。それから、退職された男性のための料理教室もしましたが、

今は働いている方が多いせいか、集客は難しかったです。それから最後に、減塩をテーマにした講習会

は試食のみだったため、調理実習がないとわかると参加を断ってくる方もいらっしゃいました。 

 それから、３番の健康づくりフォローアップ指導教室で、今年度は、８事業あります。例えば、糖尿

病予防教室は半日２日間コースで、１日目は医師の講義、運動講義と実技、２日目は栄養講義と歯科講

義と保健の話となっています。このほかにも糖尿病復習会として２日間コースに参加してくださった方
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に対し、調理実習の日、運動実施の日を各半日ずつ設けています。 

 それから、親子健康教室。これは、さきほどの栄養講習会などは違いまして、働き盛りの男性と小学

生と対象が決まっております。それから、骨粗しょう症予防教室、こちらは女性の方で保育つき、それ

からボディーメイク教室、こちらは体組成の測定などを行い、保育つきで行っています。それから、血

管若返り教室、それからいきいき健康教室、こちらは高齢者向けです、を行っております。また、昨年

より骨粗しょう症検診時の栄養及び保健相談も行っています。子供と参加できるもの、保育つきのもの、 

それから運動実技のあるものは非常に人気が高いです。健康づくりは栄養と切っても切り離せないもの

なので、今後も少しずつ改善しながら継続していきたいと思っています。 

 以上、１から３までの内容等を説明いたしました。 

○南会長 では、ここまでで何かご意見などございますか。 

 ないようですので、続きをお願いできますか。 

○近藤主査 はい。それでは、４番、特定保健指導、こちらは健康課ではなく、保険年金課の管轄にな

ります。こちらでも食の改善等が指導を通して行われていると思われます。 

 それから、５の成人学校、こちらは公民館の管轄です。こちらは対象もさまざまで、進捗状況調査に

は、３０年度は新しい教室も加わっています。昨年、酒井委員や保谷委員が講師になられた実習等もあ

ったと思います。それから、講師をされずに、逆に受講された方がいらっしゃいましたら、ご意見等い

ただけると助かります。 

○酒井副会長 酒井です。東センターで行った件でしょうかね。 

○近藤主査 そうですね。 

○酒井副会長 ３日間にわたって、私以外にもお二人の先生が来ていただいて、食の安全面とか、あと

フードマイレージのこととか、あと無駄を出さない食事ということで私はやらせていただいたんですけ

れども、結構参加された年齢層は高かったんですが、男女とも、毎回多分２０人以上は来てくださった

ような気がします。 

以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

 ないようですので、また続きお願いします。 

○近藤主査 では、６番になります。６の６０２４・８０２０運動の推進です。こちらは生涯を通じて

健康的な食生活が実践できるよう、６０歳で２４本以上、８０歳で２０本以上の歯がある方の増加を目

指すという事業です。このために成人歯科検診を行っておりますが、対象は平成２９年度が３０歳から

８０歳までの５歳刻み、３０年度は、２５歳から８０歳までの５歳刻みで行っております。８０歳で２
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０本以上自分の歯があると、表彰されるそうです。 

 それから、７番の配食サービスは、自立生活支援課、介護福祉課の管轄となっております。 

○南会長 ありがとうございます。ここまでで何かご意見ございますか。ここで各論は終了ということ

になるんですけれども。 

○酒井副会長 はい。 

○南会長 はい。 

○酒井副会長 先ほどの事務局のご説明の中で、保育がつくと人気があってたくさん来られるというこ

とがあるので、予算等々もあると思いますけれども、なるべく保育がつく形でやっていただくと、ふだ

ん子育てで大変なお母さんたちも出られるんじゃないかなと思います。ほかの課のそういう事業でも、

なるべく保育つきというのを考えていただけたらいいんじゃないかなと感じました。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

 では、ないようでしたら続きをお願いします。 

○近藤主査 それでは、各論は終了になりましたが、２９ページの施策の推進体制についてです。１の

食育推進会議は小金井市食育推進基本条例第１４条で、食育基本法３３条第１項の規定に基づき、小金

井市食育推進会議となっています。また、会議の運営もそれに従い行われております。 

 それから、２の食育コーディネータにつきましては、小金井市食育推進基本条例の１４条の９で食育

コーディネータを置くことができるとなっております。小金井市食育コーディネータ運営規則に基づき、

運営されております。現在、食育コーディネータは福祉保健部長が承っています。 

 それから、３の食育推進検討委員会は食育の関係課による委員会で、昨年は進捗状況調査に評価を加

えるということについて検討いたしました。メンバーとしましては、食育関係の課長の方が多く出てき

ております。それから、今後も第４次小金井市食育推進計画ができるまで、例えば市民アンケートの内

容について案ができましたらその会議を開催し、各課の意見も聞いていきたいと考えております。 

 それから４番の、大学等との連携推進です。こちらにつきましては、当議長の南先生にはいろいろな

場面で助言をいただいたり、ご意見を伺ったりというようなことでお願いしております。 

 皆様のほうで、今の１から４につきまして、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

○南会長 ありがとうございました。では、ただいまのことについて、ご意見いかがでしょうか。 

 ないようですので、ここで各論については終了いたします。 

 では、次にアンケートについて事務局からお願いします。 

○近藤主査 アンケートにつきましては、黄色い冊子をお出しください。こちらが前回の食育市民アン

ケート調査の報告書となっております。前回、こちらの黄色い冊子を配付いたしまして、その後、日時
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をお知らせするメール等で、一度ごらんになっていただいて、お一人ずつ感想とかご要望といったもの

を言っていただけたらとお願いしたと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○南会長 それでは、市民アンケートにつきまして、ご要望というか、次にやるときはこういう項目を

つけ加えてほしいとか、私だったらここのところはこうするとかという、何かご意見ありましたらお願

いしたいです。それで、一言でよろしいので、端からお願いできますでしょうか。 

 どちらから。では、廣繁さんからでいいですか。 

○廣繁委員 はい。廣繁です。よろしくお願いします。 

 私は、この第３回の市民アンケート調査の報告書を拝見したときに、その前の第２回の市民アンケー

ト調査内容についても、あわせて拝見しました。そうしまして、第３回調査に向けて、どういう問題が

加えられたのか、どういうような質問構成に変わっているのかというところを、現在の市の栄養施策と

つなぎ合わせて考えてみました。ピンクの第３次小金井市食育推進計画の１５ページが第３回市民アン

ケートの結果を踏まえた、現状の分析と課題が述べられているので、前回のアンケート調査の結果はこ

こに集約されているのだなという理解をしております。 

 拝見しますと、１個目のパラでは食育の認知に関すること、２つ目のパラでは朝食欠食に関すること、

３つ目のところでは共食、次に野菜、それから連携というような形になっていて、これが現在の計画の

基本になっていると思います。 

 調査結果がこのように活用されていることから、前回の会議で事務局からアンケートの内容は前とす

ごく変わることはないというようなお話をいただいておりますので、個人的には、今後の計画の中で特

に力を入れていきたい施策とか、弱いところ、改善すべきところ、そういった項目が質問の中に加わる

などの見直しがされればいいのかなと思っております。継続している指標は残すことや、それから新た

な展開にかかわる指標で質問をとることなど、全体の枠組みから検討していったほうが良いように思い

ます。四十何問という質問の量がありますので、ボリューム感を見直すこと、小中学生に対しては前回

が初めての調査ということでしたので、どの質問を継続させる必要があるかなどを踏まえて、最初に全

体の整理をしてから、具体的な質問の検討に入ってもいいかなという気はいたします。 

 雑駁ですが、以上です。 

○南会長 ありがとうございます。保健所という立場での専門的な見地からご意見いただきました。あ

りがとうございます。 

 では、次に櫻井委員、お願いします。 

○櫻井委員 廣繁先生がほとんどおっしゃってくださって、もう専門的に言ってくださったんですが、

私は今回のアンケート、一般市民の回収率が４０％とかで、それでちょうど８月６日からですか、調査
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期間が、一般市民調査、８月６日から２６日というと、ちょうど例えば地方に行かれる方が夏休み帰省

される時期なんですね。ですから、そういう意味で回収が悪かったのかなと思ったりしますので、時期

をもう少し考慮されるのがいいのかなと思いました。 

 そして、でもこの全体的にはとってもよく調査されていまして、年代別、性別とか、クロスやグラフ

なんかで大変見やすいし、わかりやすい、誰が見てもすぐわかるので、一目瞭然で大変よかったんじゃ

ないかなと思います。 

 それで、この報告書はどこかに行くんですか。どこかに提出はない？ 

○南会長 どうでしょう。都に提出するということはあるのでしょうか。 

○近藤主査 これは提出というよりは、一応全部でき上がりましたら全部公開するという形になってい

ると思います。 

○櫻井委員 公開？ 

○近藤主査 一応、冊子になりましたら、指定された市の施設には全部置くようになります。それから、

前のときにインターネットで全部公開したかどうかというのは今日すぐお答えできないのですけれども、

この資料としては図書館等に置くようになっております。 

○櫻井委員 そうですか。ありがとうございます。 

○近藤主査 よろしいでしょうか。 

○櫻井委員 はい、大丈夫です。 

○南会長 では、続いてお願いできますでしょうか。 

○保谷委員 おそくなりました、保谷です。質問の量が多過ぎるのかなという思いはありまして、その

分、面倒くさいって言ってアンケートに答えない人も多いのかなというのと、例えばこれを使ってどう

するのかというところがもう少しあるといいのかなと思って、例えば、牛乳、ヨーグルトとあるんです

けれども、それはただ、どういう思いで食べるのかとか、合わないのかとか、いろいろあると思うんで

す。その食べない方たちは何％、食べている、食べていない、じゃあそれをどうするのと言ったときに

あんまり意味がない気がするんです。その辺がこういうことをアンケートとって、こういうものに使お

うとか、こういう企画を立てようとか、このためにこういうアンケートをしようという何かゴールがな

いと、問題が多ければ多いほど薄くなっちゃうのかなという気がしますので、もう半分ぐらいでもいい

のかなとは思いました。 

以上です。 

○南会長 ありがとうございます。どうでしょう。市では一応アンケートの出た結果をもとにして、例

えばいろいろな取り組み、先ほど説明してくださった保健所でやるような様々なイベントですよね。赤
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ちゃんを持ったお母さんを集めて講座を開くようなところに反映していないでしょうか、今まで。第１

回、第２回のアンケート調査の結果をもとにどのような取り組みになっていますか。 

○近藤主査 食品を満遍なく食べてほしいとか、そういったことをお話をしています。アンケート結果

を参考にして、どういうものが足りていないとか、食べやすいとか、よく食卓に上がるかということを

参考にして講義の中でお話ししていくようにしています。そんな回答でよろしいでしょうか。 

○南会長 アンケート結果を精査して、市民の食育や食生活が向上するような何か催し物やパンフレッ

トでもいいと思うですけれども、そういうものをつくって駅で配布したりとかしていただけるといいか

なと思うのですけれども。 

○近藤主査 講義だけではなくて、配布するようなものにも反映させていきたいと思っています。 

○南会長 そして、市報とかで少し何か載せられるといいですね。 

○櫻井委員 ああ、そうですね。 

○南会長 一回で良いのでこういう結果が出ましたという広報活動ですね。 

○近藤主査 アンケートの公開につきましては、またちょっとこちらで。市報もスペースが、限られて

おり、載せたい情報も全部載らないような状況になっているところがあるので、また課で相談したいと

思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 すいません、続いてお願いします。 

○中谷委員 中谷です。アンケートの調査の項目ですけれども、基本的には大きく変えると継続性がな

くなるというのがアンケートの性格かなと思っているので、特に必要じゃないとか、意味がないという

ことが多分ないんだと思うので、基本は継続する項目だというふうに一応認識はしているんです。ただ、

今、先生方からいろいろ出ているんですけれども、どこか前回とか前々回のアンケートを見て、もう一

歩掘り進めたいとかというところは、我々委員からでもいいと思うんですが、事務局で一応そういうの

を精査して、次のステップを掘り下げたようなものをつくるみたいな工夫はしてもいいのかなと思いま

す。ただ、あまり今度掘り下げて枝が広がると、あまりにも量が増えていくというデメリットも出ます

ので、そこを何か工夫されるといいのかなというが１つ思います。 

 それから、アンケートはそんなことなんですけれども、今日、多分これは持ち帰りになるという話で、

今度３０年度実績とか出てくると思うんですけれども、今、保谷さんのほうで言われたように、結局ア

ンケートをして、どこか課題があって、それを例えば今度は施策をもとにして数値とかいろいろ分析を

して、何かポイントを決めて講座を打つとかお知らせをしていくとかいう目標を示していくというのが

やっぱり必要な作業かなと思いますので、今のこの分析からすぐ生かせるかどうかはまた別としてもで
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すけれども、今度やるときにはそういう視点を我々も持ったほうがいいのかなと思っています。そこが

大きなところです。 

 あとは、情報共有のところで、今言われたように、市報、ネットの話なんですけれども、ネットは多

分、変な意味無制限というわけじゃないんですけれども、データを公開することは可能だと思いますの

で、これは事務局において出していくということをぜひお願いしたいなと私も思います。 

 それから、アンケートをやったときにも、何か特徴的なことが出たときに、それを集約して、トピッ

クスじゃないんですけれども、象徴的なことを二、三項目でいいんですけれども、小金井の食育につい

て、今、子供たちはこうなっていますみたいなところをポイントでつかみがあるような、そんなお知ら

せというのを工夫すると、市報は確かに事務局が言ったように、データを載せるのは限りがあるので、

そこはなかなか難しいというのは私も思うんですけれども、健康課とか食育のホームページのほうにご

協力をいただいて、結果のほうをレスポンスよくやっていくとかいう工夫をしていくといいのかなとい

う感想もありますので、アンケートはそういうふうに活用していくように、私は基本はデータを継続で

いいのかなと思っています。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 よろしくお願いします。 

○古莊委員 おくれてすいません。古莊です。ボリュームに関して言うと、確かに多いかなと思います

が、ただ、どれも今見ている感じ減らせないのかなとも思いながら、回収率を考えると難しいところだ

なと。実際に自分にこれが届いたときに、４４問かみたいに思っちゃうところもあるのかなとは思うの

で、難しいところだなとも思いました。一般のほうは特にこれといった意見が出せず申しわけないんで

す。小中学生のほうに関しては幅広くアンケートができていて、とてもいいなと思いました。 

 ただ、１点、最近貧困とかで、給食で栄養をとっているみたいなお子さんも中にはいらっしゃるとい

う話題が出ているところもあるので、平日だけではなく休日の食事、夏休み等も含めた給食がないとき

の食事はどうなのか等も入れるといいと思いました。長期休みの子供の実態がわかると、小金井市の子

供たちが学校以外ではどんな食事をしているかがよりわかるのかなと思いましたので、もし可能であれ

ば、そのような項目も入れられるといいのではないかなと思いました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 そうですね。子供の貧困ということで、確かに給食に頼っているという話はよく聞きますね。夏休み

が明けて痩せて登校という子がいると聞きますよね。 
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○古莊委員 ありますね。地域によってはそういうのが多くて、子ども食堂もちょうど今話題になって

いるところでもあるので、そのあたりを調べられると、よりいいのかなと思いました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 お願いします。 

○溝江委員 溝江と申します。今回アンケートを読んでまいりまして、櫻井委員がおっしゃったように、

やはり、時期の問題があったのかなと思いました。この回収率を見て、かなりの回収率かとは思います

が、８月の夏休み、外出をしていたりとかで、ちょっと提出するのがおくれたり、記入するのもなかな

か大変だったのかなという気がいたしました。 

 あと、中身ですが、アンケートの中で、ちょっと細かいことになりますが、性別の質問は、今の時代

のことを考えると、性別コンプレックスとかジェンダーのお話とかもあり、回答に無回答の欄を入れた

ほうが良いかと思いました。 

あと、小中学生の質問のほうに主食と主菜など、少し専門的な言葉が書かれておりまして、小学生対象

ならばもうちょっと易しい表記というか、小中学生向けには詳しい説明の付いた小中学生用の質問がつ

くられていたらよかったかなというのは感じました。 

 それから、戻りますが、一般の方へのアンケートは、ＰＣでアンケートをとったほうが、もっと簡単

に若い人とかも使えるのかなとかいうのを思いました。 

 それと、前々回ですか、スポーツや栄養ドリンクとかの件で話し合いがあった際に、若者の栄養への

興味が薄れ結婚して家庭を持つまでは、朝食も食べないとかいう方が増えているというお話がございま

したが、その栄養に興味が無さそうな世代の学生達にも、高校や大学の場で、アンケートをするという

のも１つの方法かなと感じました。まずは、意識を持って頂くことは大切な事かと感じました。 

 すいません、ちょっと脈絡がなくて。そんなことを考えてまいりました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、続いて。 

○山崎委員 山崎です。私もアンケートの内容をひと通り読んできましたが、気になったのは、朝食を

毎日食べる人の割合が１０代、２０代で減っていることです。朝食をしっかりとることは健康にはとて

も大切だと思いますし、そのためには夜更かしをせず早起きの習慣を身につけること、生活リズムを整

えることが重要です。小中学生のアンケート項目に朝起きる時間、寝る時間、睡眠時間の質問は欠かせ

ないと思いました。 

それと、もう一つ、うちの子供を見ていて感じますが、生活リズムが乱れると排便が規則正しくないと

いうか、トラブルになっているんです。排便の回数の質問も追加したらどうかなと思いました。  
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また、せっかくこのようなアンケートをとっているのですからアンケート結果を市民に広く知らせ、改

善できるようにしていけたらいいのにと思いました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 市のほうもお金は限りがあるでしょうけれども、小中学生のアンケート内容を反映したリーフレット

みたいなものも配れると、とてもいいかなと思いますね。こういう結果ですけれども、こういう改善方

法がありますというリーフレット配れるといいなと思います。 

 では、お願いします。 

○松嶋委員 松嶋です。ざっと見ているんですけれども、最後の問い４５のアンケートにお答えいただ

いた方のご意見というのが非常に大事だなと思っていましたが、１位は、やっぱりアンケートに答える

ことによって食について考えることができたというのは非常にいいことなんですけれども、２位で質問

の項目が多いということと、対象が大人なのか子供なのかはっきりわからなかったというのは、アンケ

ートを受け取った方が、これは自分に対してもらったものなんだということがわからなかったという意

味なのかなと思うんですけれども、例えばお手紙の中に、これはこういう目的で宛名の方がお答えくだ

さいみたいなことが明記してあるのかどうか、どういう趣旨で答えてほしいのかということを明記した

お手紙というか、送り状みたいなのをつけていらっしゃるのかどうか、ちょっと伺いたいなと感じてい

ます。 

 また、アンケートの内容を見ると、最初は自分のプライベートなことや、主におうちのことを聞いて

いて、その間に食育について知っているかとか意識のことが書いてあり、また最後のほうに自分の食生

活について聞かれているということで、もうちょっと、例えば多いのもそうなんですけれども、アンケ

ートの順番がこのようでいいのかなと感じました。私は今見ても、これはかなり問題が多くて、楽しく

お答えしていく間にだんだん疲れてきて、最後のほうの問題になると結構適当に答えちゃうんじゃない

かしらとか、似たようなことを聞かれているんだけれども、さっきと何か矛盾したことを答えちゃった

わみたいなことがあるんじゃないかなと推察するような答えもありました。送り状とかはどのようにつ

けているかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 今すぐ答えられるでしょうか。 

○中谷委員 これ、１８歳以上に送っているの？ 

○近藤主査 そうです。 

○中谷委員 そうだよね。そういうことだよね。 

○近藤主査 はい。一応黄色の冊子の１０７ページからは調査票なんですけれども、ごめんなさい。こ
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こにはないんですけれども、送り状はアンケートにはつけていると思います。 

○松嶋委員 もしできれば、このアンケートは大体いつぐらいの時期にどこで見ることができますみた

いなことが書いてあると、私が答えたアンケートは、自分はどんな感じだったのかしらと知りたい方が、

簡易にこのアンケートにたどり着けるようにお知らせしていただければと思います。 

以上です。 

○近藤主査 アンケートの予定……。 

○松嶋委員 いついつぐらいにホームページのどこどこのという、例えばＵＲＬをつけるであるとか、

そういうふうにして、そこを見ていただきやすくする。そういえば、あのアンケート答えたけど、ちょ

っと結果知りたいなという意見もあったみたいなんですけれども、探してもそのアンケートにたどり着

けないと、結果的に自分にまた返ってこなくて、多分これを全部誠実にお答えいただいたりするのは非

常にご苦労だったことだと思うので、それが自分にフィードバックされるということは非常に大事だと

思いますので、その辺もご配慮いただけるといいかなと思いました。  

以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 酒井委員、どうでしょう。 

○酒井副会長 酒井です。私は一番気になったのが、小中学生の調査対象数なんです。小学校、中学校

各２校の小学４年生、中学１年生、３年生という形でなっているんですけれども、これはいろいろその

当時、このアンケートをつくるに当たっていろんな問題があったというのは聞いているんですけれども、

多分学校なんかも地域性があったりすると思うんです。だからできれば、ちょっと無理かもしれないん

ですけれども、全部の学校でアンケート調査ができたら理想かなと感じました。 

以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 何か言い忘れたことはございますでしょうか。よろしいですか。 

○古莊委員 すみません。これは小学校４年生にやるものなんですよね、小学生は。中学生は大丈夫だ

と思うんですが、４年生にはちょっと難しい漢字が多いのと、内容も小学生と中学生はかみ砕いたほう

が、うちの学校でこれをやったら先生がかなり介入しないと難しいかなとか、今までの４年生のことを

考えると思ったり……。 

○南会長 多分学校に行ったときに平仮名にしたりとかやっていると思います。 

○古莊委員 そうなんですね。いくつか振り仮名振っているものもあったので。 

○南会長 私が配ったものについては、そういうふうに変えました。 
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○古莊委員 わかりました。ありがとうございます。 

○南会長 これだとちょっと回答するのにわからないと思うのでという事でしたので。 

○古莊委員 そうですね。主菜、副菜という言葉も、もしかしたら家庭科でやる内容と思います。 

○南会長 ５、６年でやるのです。だから４年生はちょっと難しいかと思います。 

○古莊委員 そう思って。対象が４年生だとちょっと難しい。 

○南会長 はい。多分おかずとかいうふうになっていると思います。 

○古莊委員 わかりました。それでしたら、大丈夫かなと思います。ありがとうございます。 

○酒井副会長 すいません、酒井です。先ほどの話にちょっと戻るんですけれども、全学校対象という

のはなかなか難しいんでしょうか。 

○南会長 私が聞いた話では、やっぱり個別に持っていくと、問い何とかは、うちはちょっとだめだね

とか、全部オーケーと言ったところがこれだけの数になったという事です。 

○酒井副会長 これだけの数しかないということなんですね。 

○櫻井委員 まず校長会で出して議論していただいて決定しないと、あちらの学校ではオーケー、こち

らはだめとか様々になってしまうのではないでしょうか？ 

○近藤主査 多分校長会も行っていますよね。 

○櫻井委員 校長会にも行っているんですか。 

○近藤主査 行っています。最初に校長会に行っているというふうに聞きました。そのほかは個別に学

校が回りましたというふうに聞いています。 

○櫻井委員 そうなんですか。 

○酒井副会長 各校長先生の考え方に委ねられてしまうということなんですね。わかりました。 

○南会長 それで、私もちょっとそれを踏まえて考えたので主婦の方が答えてくださる場合に、お子さ

んのことをそこで聞いてしまうのはどうかなと思っています。お子さんがいらっしゃる方には問い幾つ

以下からお答えくださいといって、お子さんは１０代ですか、２０代ですかみたいな。多分自宅から通

ってお勤めしているような方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。そういう１０代から結婚ま

で、３０代位ですけど、いろんな年代のお子さんについて、少し答えが返ってくればいいなと思います。

そうしたほうが、ひょっとしたら数が集まるかしらという気がしました。 

○山崎委員 すいません。小中学生のアンケートもこれだけの量があるんですか。質問事項。 

○南会長 いえいえ、すごく少ないです。 

○廣繁委員 １枚だけですよね。 

○山崎委員 １枚ですか。 
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○南会長 Ａ４、１枚で。 

○廣繁委員 １１３ページの１枚だけです。 

○山崎委員 すいません。読んでいなくて。 

○南会長 それで、先ほど便秘のことが出ましたけれども、私は歯の健康についてもどれぐらい関心が

あり、定期的にチェックをそれに行っていますかというのはさっと答えられると思うので伺ってみたい

です。やっぱり口腔内が病気になったり不具合になると、どうしても食べるものが偏ったり、そこから

健康が損なわれるということもあるので、歯の健康に関するアンケートというのもちょっととられたほ

うがいいかなと思いました。 

 それから、個人的な見解からすると、日本では魚を食べる量が右肩下がりですね。それに反してお肉

が右肩上がりなので、１週間に何回ぐらいお魚を食べているか、ちょっと知りたいなと思っています。 

○酒井副会長 主食は出ていましたよね。それと、これ、南先生に質問なんですけれども、先ほどの関

連で、例えば校長先生が、この項目はうちは質問できないと言ったら、そこだけ消してほかをやっても

らうと、結局ばらばらになっちゃうからだめなんですか、統計的に。 

○南会長 アンケートとしてはやっぱり成り立ちません。 

○酒井副会長 そうですよね。同じ。 

○南会長 だから、それを全部変えた形で、全部回答してくれたところだけアンケートができ上がると、

ちょっと……。 

○酒井副会長 やっぱり今度は歯抜けになっちゃうという。 

○南会長 はい。 

○廣繁委員 欠損値が多過ぎると。 

○酒井副会長 そうですね。でも、次回やるときのアンケートは、もう少し校数が増えてほしいなと思

いますけどね。 

○南会長 でも、小中学生だったらほぼ市内の学校に通っているでしょうから、ご家庭に配って回答し

てもらうと良いのではと思います。 

○山崎委員 もっと多くの人にアンケートをとれたらいいですね。 

○松嶋委員 松嶋です。無作為抽出したということであるんですけれども、これは無作為じゃないとだ

めなのでしょうか。例えば回答してもらいやすい方に送って、それでご家族のことについてとか、先ほ

どおっしゃったようにお子様の食生活について聞きますとかいうふうな形で、答えていただきやすい主

婦の方とか、ちょっと作為的にそのぐらいのお子さんがいらっしゃるような方に送るのはだめなのかな

と思って。 
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 話が前後するんですけれども、例えば先ほどの中高生以上のお子さんの食生活が一番乱れていて、そ

こにアプローチする方法がなかなか、私自身も今、息子が２２歳、大学生なんですけれども、一番親が

介入できないような形で食生活が乱れているということもあるので、もうちょっと下の年代で親の意識

を少し変えて、その世代にもアプローチできるような、意識を深めるという意味も含めての親の世代に

対してのアンケートというふうにすると、意識も上げるという意味も含めれば、アンケートが有効に回

答されるのではないかなと考えるんですけれども、いかがでしょうか。 

○南会長 いかがでしょう。無作為抽出でなくて、作為的な抽出はできるでしょうか。 

○松嶋委員 ちょっと作為的というのはだめなんですかね。 

○石原健康課長 健康課長です。無作為抽出といっても、あまり完全に無作為だと、偶然の結果によっ

て地域が偏ってしまったり、年代が偏ってしまったりするので、地域にばらつきがあるように、男女比

が同じようなものになるように、年代もばらつくようにというバイアスは一定かけてあります。それを

あまりに家族構成とかいうところまでバイアスをかけ過ぎると、かえって回答する人、しない人の差に

よって結果がすごくぶれてしまう可能性があります。一定のバイアスはかけてはあるんですけれども、

年代とかの中で、そういう家族がいそうな年代の方、高齢でお住まいの方、そういうバランスを考えて

発送しているというところでご理解をいただければと。 

○松嶋委員 じゃ、そのあたりを、ちょっとボリュームを増したような感じでするとかいうことはでき

る？あんまり？ 

○石原健康課長 あまりそこをやり過ぎると、若干恣意的な結果が出るおそれもあるので、回答いただ

けるところをくまなく答えてもらえるようなバランスというもので、変化というか、バイアスをかけて

いますので、それでご理解をいただければと思います。 

○松嶋委員 わかりました。 

○中谷委員 中谷ですけれども、社会調査の基本なので、ある程度という今の課長の話はあるんですけ

れども、例えば１０町あるので、１０町の中で対象１０％ずつの人に答えてもらおうみたいなことはい

いとは思うんですけれども、それ以上のやり方というと、例えば、「食育を知っていますか」から始ま

りますから、食育を知らない人がたくさんいれば、それで我々はどうしようかと施策展開もできるし、

今、答えていただけそうなところに行っているのは、目的があればすごくわかりやすくなると思うんだ

けれども、わかる人だけ聞いてしまうという怖さが実はあって、そうすると、施策展開をするときに、

何かみんな知っているからこの施策をやるんだと決めていったんだけれども、実はベースで知らない人

がたくさん存在していたとなっちゃうのも怖いので、ある意味社会調査はおしなべて平準化したところ

でばーっと行って、その結果を受けとめるんですけれども、その中でターゲットを、例えば子供さんだ
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けとか、中高生に絞るとかいう考え方でやると調査って生きてくるのかなと思うので、何かそこはこの

やり方の工夫の点かなと思うので、ぜひそういう工夫がとれれば、少し濃い目にするとかいうのは可能

は可能だと思うんですけれども、やり方はもう少し工夫してみんなで話したほうがいいかと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかにご意見ございますか。 

○酒井副会長 酒井です。このアンケートをとるときに、例えば市報に何日から何日までお手元に食育

のアンケートが届くかもしれませんので、届きましたらご協力よろしくお願いしますみたいなアピール

のことを出して、締め切りは、短いとあれですけれども、何日が締め切りになっていますので、お手元

にお届きの方はよろしくお願いしますみたいな、何かお知らせみたいな文章って載せられるんですか。

なかなか市報ってスペースが限られていて大変だと思うんですけれども。 

○南会長 １日と１５日ですよね。 

○酒井副会長 ですね。中身がいっぱいだから、それが載せられるかどうかはわからないけれども、そ

ういうのがあると、ああ、何かそういえば来たなみたいにちょっとなるかなと思うんですけどね。どう

でしょう。 

○石原健康課長 それは回答率を上げるためにもなるべく載せてもらえるようにやっていきたいと思い

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。 

 だんだん推し進めていきましたら、今度は回答する側に立っていただいて、もうちょっと突っ込んだ

ことを聞いても、大丈夫ではないかそういう形でアンケート内容をブラッシュアップできたらいいなと

思います。どうもありがとうございました。 

 今回の意見については、事務局のほうでまとめていただけるとありがたいです。 

 そのほかに、事務局から、何か今日はございますか。 

○近藤主査 では、先ほど言いましたように、進捗状況調査につきましては、また次のときにご意見を

伺えたらと思います。一応昨年から評価つきとなりましたので、各課には評価を入れてくださいという

ことで入れていただいたのと同時に、さっき申し上げたとおり、公民館さんのほうでは一応新規事業と

いうことで入れてくださっております。その部分につきましては、新規事業にはナンバーのところに「新」

という字を入れてあります。ただし、評価は前年度のものがないので、新しいものについては評価は入

れておりません。効果があったと思われる食育の視点だけ入れていただくようにいたしました。新規が

あったのは公民館だけになります。次回まで目を通していただけたらと思います。 
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○南会長 ありがとうございます。 

 では、皆様、このＡ３判の、ちょっと字も小さくて読むのが大変かもしれないんですけれども、目を

通してきていただきたいと思います。そして、次回持参したほうがいいですね。 

○近藤主査 そうですね。ご持参していただければ助かります。 

○南会長 はい。持参していただけるとありがたいです。 

○近藤主査 ちょっとこれ以上は、もう字が大きくならないので、申しわけないです。Ａ３が最大なの

で、読みづらいとは思うんですけれども、よろしくお願いいたします。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、ほかに事務局のほうから報告事項はありますでしょうか。 

○近藤主査 本来でしたら、歯科医の平田先生から、この間の小金井市民歯と口の健康という行事が６

月２日にあったのですけれども、ちょっと今日は急用で欠席されたので、健康課長のほうから当日の様

子などを簡単に報告したいと思います。 

○南会長 では、石原課長、お願いします。 

○石原健康課長 ６月２日に……、当日は昨年に引き続いて口腔がんの検診事業も予約制でやったんで

すけれども、口腔がん検診について大分関心の高い市民の方もいらっしゃって、昨年度を結果的には上

回る５００名を超える参加者が、歯と口の健康にいらっしゃっていただきました。それで、口腔がん検

診以外にも、歯の検診であったりとか、歯科の相談なども受けられるコーナーがありましたので、口腔

がん検診が満員で受けられなかった方は、歯科医師による気になるところの相談などを受けていただい

て、それで安心してというか、これからどうすればいいのかという方向性みたいなものも得てお帰りい

ただけたんじゃないかなと思っています。 

 それから、いつもながらお子さん連れも多くて、お子さん方は、歯の……、あれ、何でしたっけ。 

○近藤主査 親子のよい歯……。 

○石原健康課長 親と子の良い歯のコンクールというのをやっていて、虫歯がないことをアピールする

ような形で来ていただいた方もいて、親御さんが、虫歯ができてしまったりしてメダルがもらえなかっ

たような方は非常に残念がって、家族みんなでお口の健康に意識が高い方もいらっしゃったりして、治

療をして次年度を迎えていただければ、そのあたりはまた挽回できるのかなと思っていますので、そう

いった形で、混雑とかもわりと平準化された形で、昨年ほどは待ち時間が延びたり、昼休みがなくなっ

たりとかいったことは少なく、うまく循環できたかなという状況でした。 

 私からの報告は以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 
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○近藤主査 では、私のほうから関連で、健康課食育月間行事報告に簡単に書きました。 

 昨年と内容的にはほぼ同じですけれども、クイズは栄養クイズと食育クイズ、野菜の花当てクイズで

す。モデル展示のほうで、ペットボトル飲料に含まれる砂糖の量のモデルのほかに、１日に食べていた

だきたい野菜のモデルというものを出しました。一応厚労省のほうで、１日に大人に食べていただきた

い野菜の量は３５０グラムということで、５種類ぐらいの野菜をまぜて、切って生でお盆に置いたもの

と、その３５０グラムをそれぞれ加熱してお盆に置いたものを提示しました。ペットボトルにつきまし

ても、野菜についても、大人の方には結構足をとめていただきました。加熱した野菜を見て、「何だ、

これだけ」みたいに言っていた方もいらっしゃって、ご自分が食べていらっしゃる量に、これを見るこ

とで自信を持っていただけたらと思っております。 

 子供たちには、クイズに参加したら、去年のようにシールを贈呈したのですけれども、こちらは参加

人数が２５０人、子供が１４４人で、大人のほうは１０６人となっております。大人のほうは、夫婦で

いらしても、おじいちゃん、おばあちゃんが一緒にいらしても食育パンフレットは１部しか配らないの

で、大人の方はこの１.３倍は来ていたかなと思っております。 

 あとは、どんな展示をしたかというのは裏に、あまりよく見えませんけれども、白黒の写真を載せま

した。また来年も何か足をとめていただくような展示ができたらと思っております。 

 それから、もう一つなのですけれども、亀の絵の描いた２０２０運動というプリントをお出しくださ

い。こちらは小金井市のごみ対策課がつくったものです。前に食品ロスで３０１０運動というのがあっ

たのですけれども、こちらは小金井市ごみ対策課独自でつくったものだそうです。小金井市食品ロス削

減プロジェクト２０２０運動となっています。食品ロスを減らす取り組みとしまして推進することにな

りました。２０２０とは、飲食店での宴会や会食時に、最初と最後の２０分は自分の席で食事し、食べ

残しを減らそうという運動です。日本では宴会等で提供された料理の１４.２％、およそ７皿に１皿の量

の料理が廃棄されていると言われています。会食時は親睦を深める時間と料理を楽しむ時間のめり張り

をつけて、食品ロスの削減にご協力お願いします。運動を推進するため、この紙の亀さんが大きく出て

いるほうはポスターなのですけれども、この裏のほうは点線のところを三角に折って、会食時に卓上に

置いて使用する三角柱ポップとなっておりますので、ぜひご活用くださいということです。 

 一応これにつきましては、市のホームページのほうにも市民の皆様向けに掲載しておりますので、う

ちでは白黒しか配れませんが、カラーではどのようなものかと思っていらっしゃる方は、市のホームペ

ージをごらんいただけたらと思います。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 委員の方で、何か今日言い残したようなことがありましたら、お願いします。 
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○酒井副会長 皆さんにご協力いただいて、特に健康課の事務局には大変お世話になったんですが、キ

ッズ・カーニバルというのが６月１６日に宮地楽器ホールの中で行われまして、展示に関しましては、

健康課さんからいろいろお借りしまして展示をさせていただいて、リーフレットとかパンフレットもお

配りして、野菜の花当てクイズ、ペットボトルのお砂糖の量、それから、赤い栄養素、緑の栄養素、黄

色の栄養素をみんなで当ててもらうみたいなことを３つのブースをつくってやらせていただきました。

ちょっと場所がわかりにくいところだったので、最初はあまり人の出入りというのがなかなか大変だっ

たんですが、スタッフで呼び込みをしたりとかいろいろしまして、後半は結構親子連れさんが来ていた

だいて、ちょっと人数の把握が上手にできていなくてご報告できないんですけれども、一組一組に対し

て丁寧にお話をして説明ができるという感じのことはできたかなという人数のかかわり方でした。 

 来年ももしできれば、ホームページとしてやらせていただくかもしれないんですけれども、また何か

ありましたら、皆さん、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。ここでは松嶋委員が参加してくれ

たので、補足をお願いします。 

○松嶋委員 酒井先生がおっしゃられたように、最初はあまり人の入りがよくなかったんですけれども、

だんだん人が増えてきたのと、あと、ゆっくりお話ができたかなと思います。それで、小金井市議会議

員の方にお手伝いいただいたんですけれども、結構横でお話をして、ああ、そうだったんだというふう

にして、市議の方への食育の時間にもなったかなと感じました。市議の方も、それぞれお子さん達が来

たりすると自分なりのクイズに変えて出したり、おもしろい問題を出したりしているのを見て、こうい

う問題の出し方もいいなというふうに私のほうが勉強になった部分もありました。 

 こちらは先ほどの歯と口の健康で行われたのとほぼ同じような栄養のクイズ、それから、野菜の花当

てクイズなんですけれども、野菜の花当てクイズのほうは、野菜を実際に前に置いて、この中にある野

菜の花だよというふうにしてもらったので、結構当てずっぽうで当たったりとか、例えばブロッコリー

が置いてあって、花がたくさんあるのと、この中で花がいっぱい咲きそうなのはどれかなという話をし

て、逆に野菜から写真を当てたりとかいう使い方もできて、時間があったので、逆にいろいろと工夫が

できたと感じた１日でした。食育の推進にも大いに貢献したんじゃないかなと思っております。ありが

とうございました。 

○南会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か、委員の方からございますか。よろしいでしょうか。 

 では、本日の議事は以上となります。 

 次回の開催について、事務局のほうからお願いします。 

○近藤主査 次回につきましては、１１月末から１２月半ばまでに本日の続きを行いたいと思います。



－２０－ 

アンケートについては、その時点では固めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 また、先ほども言いましたとおり、３０年度食育進捗状況調査につきましては、また皆さんからご意

見、感想等お願いしたいと思いますので、ぜひお読みになっていらしてください。 

 日にちにつきましては、また近くなりましたら皆様のほうにメールでお送りさせていただきますので、、

どうぞ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。 

 では、以上をもちまして、令和元年度第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、

お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 

 


