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令和元年度第３回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  令和元年１２月１３日（金）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  ９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  澁 谷 聖 子 委員 

  委 員   内 田 美 帆 委員  山 崎 澄 江 委員 

  委 員   鳥 羽 浩 子 委員  保 谷  匠  委員 

  委 員   中 谷 行 男 委員 

 

 欠席委員   ７人 

  委 員   溝 江 朱 緒 委員  櫻 井 綾 子 委員  須 崎  登  委員 

        平 田 晋 一 委員  船 田 知 孝 委員  廣 繁 理 美 委員 

        伊 熊 和 也 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 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○近藤主査 定刻になりましたので、食育推進会議を始めたいと思います。 

 今日は寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。 

○南会長 それでは、まず、委員の出欠に関して事務局のほうからお願いしてよろしいでしょうか。 
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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、前もって、都の保健所の廣繁委員、それから、

ＪＡの須崎委員と船田委員は、先月ありました農業祭の入賞した方の表彰式が今日行われているためお

休みということでした。それから、溝江委員、平田委員は所用でお休みということで連絡をいただいて

おります。また、櫻井委員と、新しい委員の伊熊さんは、本日体調不良のため欠席の連絡をいただいて

おります。本日は会長を除きまして、今現在７名で半数以下になっていますが、保谷さんから特に欠席

という連絡はいただいておりませんので、一応、出席予定を数えると、過半数以上の出席予定となって

おりますので、差し支えのないところから始めさせていただくのはいかがでしょうか。 

○松嶋委員 きのう保谷さんにお会いしたときは、また明日というふうにおっしゃっていましたので、

いらっしゃるかと思います。 

○近藤主査 わかりました。では一応、審議会として成立するものとして開会したいと思います。 

 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て、最初が

本日の次第、それから、委員の名簿です。新しい方が入られたので名簿をつくり直しました。その次が

前回の会議録の案です。さらにその次が食育推進計画の進捗状況報告というものです。そのあとが市民

アンケートの案で、Ａ３のものが２枚とＡ４のものが２枚、全部で４枚です。以上をお配りしておりま

す。また、そのほかにピンクの食育推進計画の冊子と、第３回市民アンケートの調査報告書の黄色い冊

子も机上に用意してございますが、足りない方はいらっしゃいますか。もし何か不足がありましたら、

事務局のほうにお願いいたします。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、前回の議事録ですけれども、皆様のところにあらかじめ送付されていると思います。ご自身の

発言内容について確認していただきたいと思います。いつものように、少し時間をとりますので、確認

作業をお願いします。 

では確認終わりましたでしょうか。もし、まだでしたら、終わりましたら事務局のほうにお願いします。 

 では、この案でよろしい方は挙手をお願いしたいです。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 ありがとうございました。では、成立したということでお願いしたいと思います。 

 では、続いて、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。 

○近藤主査 意見提案シートについては、提出はありませんでした。 

○南会長 ありがとうございました。 

 では、議題に入っていきたいと思います。平成３０年度の小金井市食育推進計画進捗状況報告書につ

いて、事務局のほうからお願いします。 
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○近藤主査 前回の会議では時間がなく、こちらができなかったので、できれば資料をごらんになり、

一言ずつご意見をいただけたらとお話しいたしましたので、後でお願いしたいと思います。まずこちら

からは、平成２９年度と３０年度をかいつまんで説明いたします。 

 １ページ目に、食育月間・食育の日の取組というものがあります。健康課の取り組みの前年度との違

いは、まず、小学生の子供たちによく知られている、「ひみこの歯がいーぜ」のパネル展示です。２番

目は、前年度、乳幼児食育メールの配信業者がかわり、登録数が減ってしまいました。これは、会社が

変わったことで、再度登録をしなければいけないという手間が生じてしまいました。平成２８年度が８

７６件ありまして、その後、そのような事態になって４０４件、そして、３０年度で７６３件まで何と

か回復しました。それと昨年までは健康課だけが回答していたのですが、今年度、学務課と保育課のほ

うから記入がありました。ただし、毎年それぞれ取り組んでいるのですが、新規に記入をしたというこ

とで、今回は評価なしにいたしました。 

 保育園の場合はそれぞれの園によって取り組みが違うので、保育園ごとで、学校のほうは、学務課が

まとめて記入しています。               

それから、次に５ページ目、３の２２の３ですが、経済課の食育カレンダーにつきましては、食育ホ

ームページ委員の皆さんに献立の写真の提供などに協力していただいています。また、野菜のお料理を

選んでいただいたりなど、いろいろ協力をいただいているところです。 

 それから、一番下です。５の２２の７のフードドライブ。ここはごみ対策課のですけれども、非常に

成果が出ております。具体的に言えば、食品回収量が大きく増えたということです。食品ロスを減らし

ていくということに貢献していると思います。 

 それから、その次は６ページ目の一番上、６の２２の１、食育市民アンケート調査。これにつきまし

ては、３０年度も実施がありません。５年に１回ということで予算のつくものですので、実施のない年

につきましては、評価はなしという形にさせていただきました。 

 その後に、食育ホームページという項目が、このページだけではなく、ほかにも出てくるのですけれ

ども、食育ホームページの委員の皆様には、食育カレンダーの制作に協力していただき、また、毎月編

集会議を行っているのですけれども、その中で長い時間編集会議で話あって作成をした「６つのきょう

しょく」の掲載も行ってきました。委員の方たちは一生懸命ボランティアで行ってくださいました。と

ころが昨年度途中から今年度にかけて、不具合、例えばこのページは危険でありますみたいな表示がで

るとか、閲覧ができないこともあり、皆さんのお仕事はＡなのですけれども、実際にホームページとし

ては、すみませんが、評価Ｂにさせていただきました。現在、閲覧はできています。今後、このような

不具合が生じないよう、健康課では現在、来年度に向けて予算要求をしているところです。 
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 それから、次が７ページの下から２番目、１５の２３の６、地場野菜等の販売推進です。こちらは学

校給食に使用する地場野菜の量が増えてきました。 

 それから、今度は９ページの上から２番目の両親学級。平日でもご夫婦で出席される方も増え、また、

土曜日も満席。満席というのは、３６組来てくださる形になります。非常に人気のあるところから    

キャンセル待ちの状況になっております。健康課では多くの講習会がありますが、講習会によってはキ

ャンセル待ちがあったにもかかわらず、風邪などがはやると、急に当日お休みが相次いで定員が減って

しまったというような残念なことも結構ありました。 

 次に、１３ページの下、こちらは公民館なのですけれども、これは新しい講座のため、評価は入れて

いません。 

それから次の１４ページ、この先、１９ページも同様になっています。 

 それから、１９ページの社会福祉協議会は、市民の方から見ると、全部市役所が運営しているように

見えるのですけれども、市役所の直営とは異なるので、参考として入れたため、評価はなしになってお

ります。こちらからの説明は以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

 それでは、皆様、見ていただいたと思うのですけれども、何か気にかかるところとか、こういう表示

にしていただいたほうがわかりやすいとか、そういうことでもよろしいので、何かご意見をお願いした

いのですが。 

 例えば、私は、学校給食で地場野菜がたくさん使われるようになったというのですけれども、そうい

うのは、学校に問い合わせると、数値を出してもらえるのではないかなと思うのです。２０日間のうち、

使った日数が何日ある、７月は何日ありましたみたいな形で、数値が集計できるのではないかなと思っ

たのですけれども。そうすると、やっぱり年度の比較としてわかりやすくなってくるかなと思うのです

が。 

○近藤主査 一応、全校の地場野菜の使用量が分子で、分母が学校で使用した全部の野菜という形で、

何％になるかというものを、学務課で算出しておりまして、最初は５％以下だったものが、今は……。 

○松嶋委員 約１４％。 

○南会長 何か、それを数字で年度の推移が見られるとよいかなと思ったのです。 

○永井係長 （挙手）１６ページの６０の２８の４、特定保健指導について補足説明させていただきま

す。これは、生活習慣病のリスクが高い方に、面談等を通じて保健指導を行うものです。動機付け支援

というのはそれほど重症ではない人、積極的支援というのは動機付け支援対象者に比べて、リスクがさ

らに高い人を対象としています。 
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○南会長 特定健康診査というのは、市民の方全員が同じ機関でスクリーニングにかけられるのですか。

たまたま引っかかった人が対象なのでしょうか。 

○永井係長 特定健診自体は、国民健康保険に加入している４０歳から７５歳未満の方が対象になりま

す。 

○南会長 例えば、会社に勤めて会社の健診を受けているという方は入っていないのですか。 

○永井係長 社会保険に加入している方は対象外です。 

○内田委員 すいません。内田です。学務課というか、給食に関して、各学校では大概新入生の保護者

向けに給食の試食会というのをやっているんですけれども、なかなか広く機会がないので、今、私が別

途やっている給食委員会のほうなんかでも、市民向けに試食会とか給食展みたいなのをやりたいという

話は出しているんですが、なかなかやっぱり、それが機構であったり、主催箇所だったりあるので、実

現はしていないんですけれども、そういう機会が今後あれば、より市民に向けて理解が深まっていいの

かなと思うので、提案のほうだけでもさせていただきたいなと思います。 

 ほかの市町村では、やはり市民向けに広く給食展とか試食会とかやっている自治体さんも、武蔵野市

とか、私も見学に行きましたけれども、東村山市とか、やっているところはあるので、今後、小金井も

そういう形で、給食は在校している保護者とかだけではなく、もっと広く小金井市の、それこそ地場野

菜の使用率とか、いろんなところでかかわってくる問題かと思うので、そういうふうになったらいいな

と思います。 

○酒井委員 それ、やっぱり学務課ですかね、やるとしたら。 

○近藤主査 そうですね。給食展は私も過去に他市に見学をお願いしたことがあるんですけれども、大

体教育委員会とかで主催……。 

○内田委員 行きましたよね、一緒にね、近藤さん。 

○近藤主査 はい、そうですね。たまに教育委員会が主催のところで、ちょっとほかの課が       

いたりとか、例えば農家の方がお野菜を売っていたりとか、そういうところもありますけれども、主催

は多分教育委員会なのではないかなとは思っています。小金井市は給食５０周年のときに１回、給食展

みたいなのは行っていました。予算も伴うので、なかなか難しいかと思います。 

○酒井委員 非公式に、内田さんが今おっしゃったことを、この間、学務課の方にお話ししたんですね。

そうしたら、各学校で試食会をやるとなると、用意しなきゃいけないんですけれども、あんまり大勢と

なると、なかなか準備が大変だったりするので、その辺はやっぱり、学校単位での取り組みがオーケー

ならばオーケーなんですけれども。私自身も食べたいなと思ったので。 

○内田委員 １０００食もないですよね。各学校、一番多いところで五百何十名で、教職員入れても多
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分７００食とかぐらいですかね。 

○酒井委員 給食センターじゃないので、やっぱり試食会やるとなると、大変な面があるというような

ことをおっしゃっていましたけれども。 

○近藤主査 過去に学校に自分がいましたときには、対象は例えば１学年にする。そうすると、１学年

はおおよそ７０名から１００名ぐらいになります。大体、新しく入った１年生の保護者の方を対象にし

たり、転入生の方を含めてとかという形で行っていたんですね。児童生徒が全員いるときですと、まず

食べる場所の確保と、それから食器等の数もそんなに余裕がないので、学校としてはどこか学年がない

ときに限って行っていましたが、外部の方対象の試食会は私はやったことがないです。 

○内田委員 先日伺った東村山市は、夏休みに入ってすぐのタイミングでやっていたんですね。なので、

多分、学校給食が終わった後を利用して、調理員さんとかも、まだいろいろ、メンテナンスとかの業務

で勤務が残っていらっしゃる、そういうタイミングでうまく組み合わせて、そのときは市役所の会議室

みたいなところがあって、そこに各学校でつくったのを持ち込んでいるというふうにおっしゃっていま

したね。工夫の余地はあるのかなと期待したいと思います。 

○南会長 健康課からまた、そういう要望がここでも上がったということについて連絡していただけた

らいいと思います。 

 保谷さん、何かありますか、これで。 

○保谷委員 そうですね。人気があるものはキャンセル待ちがあるとおっしゃっていたので、そういう

ものは回数を増やしてもいいのかなと、１回だけじゃなくてもいいのかなと思いました。それぐらいで

すかね。 

○南会長 ありがとうございます。 

○近藤主査 増やしたいところなんですが、予算を増やさなければならないのとあとは場所の確保が必

要になります。で、まず、この保健センターで絶対外せないのが子どもの健診なんですね。私も来年度

の予定を立てるときに栄養講習会を入れたくても、もう入らない月とかというのもできてしまったので、

様子を見ながら計画を立てていきたいと思います。 

○保谷委員 ここでやらなきゃいけないんですか。そういう縛りがありますか。 

○近藤主査 多分、ほかの場所を借りるとなると、前もって場所をとらなければいけないのですね。そ

れと、やっぱり調理実習、ここはもう専用で、特に離乳食なんかの試食をつくっているので、衛生上の

理由でほかの団体を入れません。やっぱり公民館の施設を借りるというのは、調理実習じゃなくても、

前もって行政使用という形で予約するのですけれども、やっぱり市民の方たちの使用頻度が高くなって

いるので、なかなか難しいところがあります。 
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○保谷委員 なるほど。 

○近藤主査 前の課にいるときに年度途中で公民館を１回借りたことはあるんですけれども、やっぱり

最後はあいているところから選ぶような形になるので難しいです。 

○保谷委員 わかりました。 

○南会長 ３３年以降に新しい市庁舎が建って、ここもそこに移るのですよね。そういうときに少し拡

大するような可能性というのはないのでしょうか。部屋の数とか、例えば調理室の規模を大きくすると

か。 

○近藤主査 一応、先ほどお話ししたように、離乳食の試食をつくっているので、衛生上のこともあっ

て、調理施設のあるお部屋はつくっていただきたいということで要望も出して、今、お部屋自体は、計

画はあるんですけれども、ただ、今よりも広いところになるかといいますと、そこは、ちょっと私も何

とも言えないところです。やっぱり今までこうやって離れていた庁舎がみんな一斉に同じ場所に来るの

で、広さのことにつきましては、なかなか思うようにはならないと思います。     

○南会長 ありがとうございます。 

○酒井委員 調理室で、多分、健康課さんがつくるのには個別の、さっきおっしゃった理由で、個別で

持てると思うんですけど、普通の家事実習室も、今、可動式の自習室が結構増えてきているんですね、

いろんなところを見て。あれは絶対使い勝手が悪いので、家事実習室でも、ほんとにちゃんとした家事

実習室をつくってほしいんですけど、どこも使い勝手が悪いんですよね。余談でした。すいません。 

○南会長 家事実習室は、つくる予定はあるのでしょうか。 

○近藤主査 一応公民館のほうにあると思いますが。 

○南会長 公民館でなく、新しい市庁舎のほうにつくるわけではないのですか。 

○酒井委員 公民館は入らないですよね。 

○近藤主査 新しい公民館は健康課と同じ福祉会館に入ると聞いています。 

○南会長 市の立場から福祉保健部長、中谷さんから何かありますでしょうか。 

○中谷委員 課が違うんですけど、５ページを見ていて、生ごみリサイクルで、学校の取り組み――学

校の取り組みじゃないですね。これはごみ対策課が取り組んでいるんですけど、２９年度が１０校実施

して、３０年度が８校になっているんですけど、理由のところというか、ボランティアが高齢化によっ

て事業全体が縮小傾向にありみたいな形になっている。確かに生ごみ投入ボランティアさんが、８校と

いうのは、何かわかれば、学校が工事しているのか、そういうことだったんでしょうかというのを、単

純に見ていて疑問だったんですけど、わかったりしますか。 

○近藤主査 ３０年に本町小学校の給食室の改築がありました。本町小学校は給食室が敷地の北側にあ
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り、そこの給食室の並びに生ごみ処理機があったと思います。工事の始まったとき、まだ学校は夏休み

前でしたので児童の安全のため、そこが通れないようにしてたと思います。このため、夏休みを含む工

事期間中は、生ごみ処理機が使えなかったと思います。たぶん、実施できなかった１校は本町小学校だ

と思います。 

○中谷委員 理由があって減るならいいんだけど、３１年度になって、そのまますっといっちゃってい

ると、どんどん知らない間に縮小しちゃうのはよくないかなと思うので、また１０個に戻るのであれば

いいかなと思うので、その辺、ちょっと注意していただいてみたらいいかなと思っています。ただ、結

局、市民の方のご意思というか、ご好意で行われている事業ですから、その辺をどういうふうに、食育

の部門で啓発というわけにもなかなかいきにくいとは思いますけど、その辺は相互に協力してもらえれ

ばいいかなという。 

 同じように、フードドライブもごみ対策課の社会福祉協議会に場所を変えてやるということによって

目が行き届かなくなったりすると、どんどん遠く離れちゃうと事業が見えなくなっちゃうという不安も

あるので、そこは健康課のほうでもいろいろ目配せしておいていただくといいのかなと。これは、要す

るにフードロスを減らすということでいえば、食育の派生した考え方だと思うんですけども、そこも合

わせて、ほかの課のところも一緒に見ていけるといいなと思うので、意見ですけれども、そんなふうに

思いました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ボランティアに頼っているみたいなのですけれども、これは市で、

ごみ対策課でやるわけにはいかないのですか。 

○中谷委員 ごみ対も行っているんですよ。減量推進審議会の委員の方とかが積極的にやっているのと

か、町会自治会の方もやってもらっているんですけど、減量推進の協議会の委員の方が当番で出ていた

だいて、お子さんたちが家庭の生ごみを持ってきたときに、グラムではかって、それをノートにつけて

投入するというのをずっと、時間を決めて、この時間、立ち番じゃないんですけど、見ていてもらって

というのをやっているので、基本的には減量審の方々が中心となってやってくださっていて。ただ、学

校施設を使うので、ごみ対の職員も一応一緒に見ているという。お手伝いはしないんですけど、学校の

施設に何かあっちゃいけないので、ごみ対が責任を持って見ている、そういう事業になっています。 

○南会長 何かございませんか。 

○澁谷委員 同じフードドライブのところなんですけれども、私がかかわっている「みんな ＤＥ ご

はん」という「だれでも食堂」で、社会福祉協議会か連絡をいただき、月に１度、こちらに集まったお

米や調味料をいただいたりとかしているんですけど。ここに参加人数が、５ページに書かれていますけ
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どここの参加というのが、食品を出された方なのか、食品を受け取った人も含まれているのかなという

ところと、あとは回収しましたということで成果が、達成の評価がＡになっていますが、ほんとうは、

ちらっと聞いた話では、この食品は余ってしまっていることを聞いているので、実際に廃棄した量と、

実際に廃棄してしまわなければいけなかった量というものも目に見えるような形で数値化していただけ

ると、何となく、こちらもその恩恵を受けているので、その事実を知りたいなと思いました。 

○南会長 この辺は、わかっていますか。 

○近藤主査 捨てる量とかは、あれば担当課はつかんでいるかとは思うんですけれども。 

○石原課長 例年ですと、この進捗状況調査を出すに当たって、各課の検討委員会、食育推進計画の検

討状況とかを共有化するために集まって会議をやるんですけれども、今年度はアンケートのまとまりぐ

あいを見てから開催するということで、まだ開催に至っていないところなんです。今いただいたご意見

については、各課、集まる場でもきちんと共有して、こういう書き方ができないかということは共有し

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 よろしくお願いします。回収されたものが破棄されるのはもったいないので、もし廃棄され

るようだったら、それを有効に使うような手段も考えていただけたらと思います。 

 ほかに気がついたことはございますでしょうか。 

○内田委員 もう一つ、すみません。内田です。ちょっとこの場で申し上げることかわからないんです

が、学校給食においてアンケートをあまりきちんととられていないようで。 

○南会長 これには関係なくでしょうか。 

○内田委員 はい。今後の事業として、もし入れていただけるならというか。 

○南会長 その他のご意見という感じですね。 

○内田委員 そうですね。いろいろ給食とかの事業の評価とか、食育推進とか、いろいろ研修とかもや

っていらっしゃるので、その中で、先ほどの集会もそうですけれども、給食のアンケート、過去、お子

さんとか保護者の方に、実際、今、おいしいかとか、量が足りているとか、あとは、ちょっと問題にな

っているのは、給食の時間が十分取られているかとか、そういったものが公にとられている機会が多分

ないと思うんですね。公聴会などでもお願いはしたんですけれども、学校評価アンケートというか、学

校そのものについての評価なんかは毎年とられているんですが、そこに給食に対する項目って入ってな

いんですよね。なので、そういったところにも入れていただくとか、給食をもうちょっと公に見えるよ

うな形で評価するような何か事業というか、そういったものがあればいいなというふうに思います。 

 実は、今、市内１４校のうち、中学校がもう調理の業務委託をされていまして、小学校も２０１５年

に９校のうちの５校が調理業務委託されているんですね。今、最後、４校、直営で調理が残っているん
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ですが、それも今、また業務委託の方向へ方針が出ているので、別に委託がとか、直営がというよりも、

きちんと今現在の給食の状態がどういうものなのかというのを評価するようなアンケート、検証という

ものをきちっと確立していただきたいなというふうに、学務課なのか、指導室なのか、あれですけれど

も、そういうふうに要望を上げていただきたいなというふうに思います。私が聞いている限りでは、業

務委託された後、平成２５年に１回しかアンケートをとってないみたいなんですね。その後、とる計画

はあるようなんですが、まだ実施に至っていないようなので、ぜひこちらからもそのように学務課のほ

うにお話いただければなというふうに思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○近藤主査 そのような意見があったということを関係課につたえるということでよろしいでしょうか。       

○内田委員 お願いします。 

○近藤主査 平成２５年のアンケートにつきましては、小学校が委託した時点で。 

○内田委員 直後ですよね。 

○近藤主査 一応学年を決めて小学校全校にしていましたが。ただ、学校ごとに行われているアンケー

トというのは、私のほうも把握していませんでした。もしかしたら試食会のときとか。 

○内田委員 試食会のときはとっているとは言っていました。 

○近藤主査 あと、お子さんに関して、例えば何年生で、どうですかみたいに聞いているかどうかとい

うのは、ごめんなさい、つかんでないので、またそれは学校のほうに聞いていただけたらと思います。 

○内田委員 そうですね。お願いします。 

○南会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいですか。全部出尽くしたようなので、

これはこれで終わりにしてよろしいでしょうか。 

○近藤主査 （挙手）９ページの離乳食教室と乳幼児メールについて補足したします。 離乳食教室は

２９年度はキャンセル待ちもでてかつ参加者も多いのに３０年度は減っています。しかし３０年度も予

約段階では人が集まり、月によっては、キャンセルまちもあります。しかし、夏はぐっと減ってしまう

んですね。一応２回食、３回食をそれぞれ毎月行っています。最初の3～4か月健診のときにご案内はさ

せていただいています。その後は、例えばここの保健センターであったり、東センターであったり、の

びのび育児相談というものを行っていて、そこでは栄養相談を行っているんですけども、その場でお母

さんがお困りのようでしたら、実際に離乳食教室に来てくださいということで、そこでもお知らせ等は

配布するようにはしています。きのうは１８人、満席だったんですけれども、そのほかにキャンセル待

ち４人もいらっしゃったんですね。 

それから乳幼児メールについてです。メールは基本的に登録した方のみに配信されるしくみになってい
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ます。２９年度の受講生の数の減少は、２８年度とメール配信会社が変わり、メールを受ける方々が個々

に登録変更をする手間ができてそのことが良く周知できなかったのが原因と思われます。メールは、０

－１歳、２－３歳、４－５歳という形の３段階で毎月配信しています。 

○酒井委員 今年は順調に伸びているということですね。 

○近藤主査 メールのほうは、もどってきましたが、離乳食教室は、先ほども言いましたとおり、夏休

みには、実際には７人ぐらいしか集まらないということもありました。それから、例えば１０人ぐらい

集まっても、いきなり当日キャンセルで、４人ぐらい来ないということもあります。小さいお子さんな

ので、突発的にご病気になられるとかいうのは仕方がないのかなということで、あとキャンセル待ちの

ほうも、一応前日までとは言っておりますけれども、当日の朝入ったキャンセル分につきましては、キ

ャンセル待ちの方がいらっしゃったら電話をするようにはしているんですけれども、なかなか当日、時

間帯にもよると思うんですけども、小さなお子さんを連れてこれから出かけるということに、できる方

とできない方、いろいろそれぞれご事情があると思うので難しいところですけれども、こちらとしては

できるだけそういう形で勧奨はしていこうというふうには思っております。 

○鳥羽委員 食育ホームページのほうで、うちは担当していて、私もよく上げるんですよ、これ。しょ

っちゅう、毎月のようにあるので。それも効果が出ているのかなというふうにちょっと思ったんですけ

ど、効果はありますかね。上げてはいるんですけど。 

○近藤主査 そうですね。私もそう思います。やはり皆さんのそういうお知らせが、いろんなことを含

めて、いろいろなところに出ていれば見ていただける機会というのは多いと思うので、食育ホームペー

ジにつきましては、うちのほうも食育、乳幼児のメールの一番最後のところに、必ず毎月アドレスを入

れるようにして、ごらんくださいという形にしているので、そういう形で初めてうちに登録してくださ

った方は、またそちらも見るという形にしていただけているのではないかなというふうに思いますので、

それについては、ほんとうにありがたく思っています。 

○鳥羽委員 いいえ。効果があったって今聞いて、ほっとしました。よくこの離乳食教室が入っている

ので、よく上げているので。頑張ります、今度も。 

○近藤主査 やっぱり多くの媒体に出すことで見る機会を多くするというのは、ほんとうに大切なこと

だなというのは感じました。ありがとうございます。 

○鳥羽委員 頑張ります。 

○南会長 ありがとうございます。 

○山﨑委員 ホームページの話が出たので、、、私、この会議に出るまでは、小金井市のホームページ

をあまり開いたことがなく、ましてや食育ホームページがあることも知りませんでした。最近では、食
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育ホームページを楽しく見せていただいているんですが、内容もとてもわかりやすく、カラフルで親し

みやすく、主婦のためになる情報や知識もたくさん載っていて。こんなすてきなホームページをたくさ

んの方に見てもらいたいなあと思いますし、もっと食育ホームページの存在を周知できればと思いまし

た。 

○近藤主査 自分がかかわっている事業につきましては、食育ホームページのパンフレットも一緒に出

席者には配布するようにしています。 

○松嶋委員 イベントのときもチラシを配ったりしているので、それもちょっと効果が出ているんじゃ

ないかと。 

○近藤主査 ほんとにありがとうございます。 

○山﨑委員 いえ、こちらこそありがとうございます。 

○南会長  地域安全課ですか。 

○近藤主査 地域安全課のほうのＳＮＳに、一度、マタニティクッキングの集まりが悪かったときに、

数回、あと健康教室、栄養だけじゃなくていろいろ入っているんですけど、出していただいたことはあ

りました。でも、参加者の方からは、そちらを見たのではなく市報を見ましたとかって言われて、ちょ

っとがっかりしたときがあるんですけど、なかなかＳＮＳは見ていただけず、やっぱり前からあるホー

ムページに出していただいたりとか、うちのほうで何かチラシを配ったりとか、そういうところを皆さ

ん、安心してご覧になるのかなというふうには思いました。 

○中谷委員 市のＳＮＳで、ホームページで、地域安全課で安心メールというのをやっている、それと

は別に、各課でＳＮＳを使ってやるようなこともやってくださいねと一応言ってる、なかなか各課の独

自だと、そのスキルとか取り組みってなかなか進んでいないんですけども、例えばこういう募集をかけ

るときに市報とホームページで出しているのと平行して、ほかの登録しているのがあれば、ＳＮＳで、

もしくは同じ安心メールでいいということ、ＳＮＳ、どこに配信するかよくわからないところがあるん

ですけど、何とか講習会で講習をやったときに、最後のほうに食育のホームページのアドレスも入れて。

要するに、目に触れる機会をたくさん増やすというのが裾野の広がりに役立つかもしれないので、ちょ

っと事務局は大変だと思う。僕があまり言うとプレッシャーに感じちゃうって聞いたんですけど、ただ、

そういうのも、ほかのあらゆる機会を通して食育のホームページというものを広げていくと、広がる可

能性があるので、その辺も、私も含めて勉強していきたいと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○松嶋委員 食育ホームページのブログというか、アップされたときには、フェイスブックのほうでは、

自動的に閲覧されるようになっておりまして、西岡市長でありますとか、議員さんがシェアしてくだっ
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たりとか、メンバーもそうだと思いますけれども、そういうことで周知いきたいなと。 

○内田委員 その食育ホームページで、私のほうでもＰＴＡ連合会のほうで先日理事会があったので、

その場で食育ホームページというのがあるんですよということは紹介をさせていただきました。２月ぐ

らいに市内の全小中学校の保護者に配布されるＰ連のお便りがあるので、そこに今回、紹介を載せさせ

ていただこうというふうに思っていますので、ぜひ保護者の方とかに読んでほしいような、いっぱいい

い記事が載っていますので、そこでＰＲしていきたいと思っています。 

○南会長 よろしくお願いします。 

○山﨑委員 すみません。ホームページ作成のことは詳しくないのですが、ホームページによっては、

開くとアクセス数とか出てくるものがあるじゃないですか。そういうようにアクセス数の把握とはでき

るんですか？ 

○松嶋委員 あるんです。 

○山﨑委員 あるんですね。 

○松嶋委員 今、隣の部屋で、食育ホームページをやっているんですけれども、新しい情報が、このく

らいのアカウントであるとか、そういうことはチェックされます。 

 ちょっと話がずれてしまうんですけれども、やはり記事をアップしていったときには増えているので、

もう少し頻繁に記事が上げられるようになるといいんだと思うんですけれども、ボランティアでやって

いる部分ですので、なかなか頻繁に記事はあげられませんが 前の記事をもう１回やり直して出すとか、

そういうようなものも少しやっていければいいなと考えています。 

○南会長 若い人は圧倒的に、文字よりもＳＮＳとかから情報を得ているようなので、そちらのほうに

力を入れるというのが重要なのかと思います。よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、２番目に移ります。食育アンケートの素案についてです。まず、事務局のほうから説明をお願

いしてよろしいでしょうか。 

○近藤主査 皆さんにメールで原案を送らせていただいたんですけど、ちょっとその後少し直したため、

きょう配付したものと原案は、一部違っているところもあります。それを含めて、あとは皆さんでアン

ケートをどういうふうにしたらいいかということで、前回ご意見があったので、どう取り入れたかとい

うことも説明したいと思います。 

 皆さんのご意見につきましては、アンケートの内容だけじゃなくて、その後、どういうふうに発表す

るかとか、いろんなことがあったんですけれども、今回に限りまして、アンケートの内容についてのみ

お話をさせていただきます。 
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 まずは問１、性別のところです。今、時代的には男性、女性と書いて、そのときに回答しないとか、

答えられないとか、そういう欄を入れたほうがよいのではないかという意見がありました。課長のほう

からも、今、世間で出ているアンケートでそういうのがありますよというアドバイスもありまして、こ

こは選択肢を３つにしようと思います。今の時代の流れに合わせるといたしました。 

 職業も今まで聞いていましたが、実際に職業を聞いたからといって、職業との関係をとるとか、そう

いうことはなかったと思います。あまり職業と食育とかという結びつきもどうなのかなというふうに思

いまして、なるべくだったら、あまり自分のそういうことは聞かれたくないという方も多いと思うので、

特に意見がなければ、職業は入れる必要はないかなというふうに思いました。食べることはどの方にも

共通のことだと思うんですね。ただ、年齢につきましては、やっぱりそれぞれの世代、自分が見たり聞

いたりしてきた食育というのは、皆さん、違うと思いますので、年齢のほうにつきましては、今までど

おりとさせていただきました。 

 それから、「あなたを含めてあなたの世帯は何人ですか」。今までは、例えばそこは、兄、弟、おじ、

おばといって非常に細かくなっていたんですけども、実際に、今、もう人数という形でいいのかなとい

うふうに私は思っています。 

 それから、ちょっと私も他市とか他地区のものも見せていただいたんですけども、そこまではあまり

細かく入れているところはないので、一応、何人ですかということにしました。ただ、同じ世帯の中で

も、実際に食事をするか、しないかというのは、必ずしもイコールではないので、「家族で食事をする

人は、何人いますか」というような書き方にしております。 

 それから、その次に新しく入れたんですけれども、食べることはみんな共通なんですけれども、実際

に食べるということが、その人によっていろいろ困っていること、心配していることはあるかもしれな

いと思いまして、順番的には、その５番目に入れるのはどうかなと思ったんですけども、あなたが食生

活で今心配していることは何ですかというような問いを新しく入れてみました。このような問いを入れ

ることで、また何か新しい課題が見えてくることもあるかもしれないと思って、一応入れてみました。

小金井あたりは、買い物などで不自由している方って、お体が悪い方とか、また、何か事情がある方以

外にとっては、そんなに不便な地区ではないとは思うんですが、そういうものだったりとかを入れてみ

ました。ここの問５につきましては、ちょっと前に皆さんに送った文章が長すぎたので、少し読みやす

いように整理をした次第です。 

 その次、問６以降、問６と問７についても、今回新しくいれました。歯の健康に関する問いを入れた

ほうがいいと思いますという意見がありましたので、まず問６のほうで、「毎年健康診断を受けていま

すか」。健康の意識と食育との関係というのも見えてくると思いますので、まず健康診断を受けている
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かどうか。それから、その次に定期的に歯科検診を受けていますかという形で入れさせていただきまし

た。やはり体が健康であったり、また、歯のほうが健康でないと、きちんとものを食べていくというこ

ともなかなかできないと思いますし、また、この設問は、健康課にとっても有益だと思いますので、こ

のような質問を入れさせていただきました。 

 その後の問８のアレルギーについては、前からある質問になります。 

 この問６からの「あなたやあなたの家族は」という表現は、「あなたは」と言えば今までどおりにな

るんですけども、回収率４０％ということを考えると、少しでも、例えば３人いれば３つ答えがあるか

もしれない、２つあるかもしれないということにはなってしまうんですけれども、少しでもそういう多

くの傾向をつかみたいということで、こういう形をとりました。ただし、クロスをかけたりとか、ちょ

っと技術的なことではもしかしたら難しいかもしれないということもあるので、またそれはそのときに

修正したらとは考えております。 

 その次は、主食・主菜・副菜のそろった朝食を食べていますかという、問９は全部朝食関係です。朝

食につきましては、やはり国とか都の中間調査なんかでも出ているんですけれども、実際に朝食をきち

んと食べられている方は、結構年齢が上の方は多いんですけれども、やっぱり若い方はここの部分が低

くて、多分今後も国や東京都は朝食についてまた調査すると考えられますので、ここは省けないという

ことでそのままにしました。 

 それから、その次、１０のふだん誰と食べますかということにつきましても、これも前のままです。 

 昼食の質問についてもそのままになっています。 

 その次の、昼食にかける金額につきましても、前回のままです。 

 それから、平日の夕食の時間は何時ごろですかというのは、やっぱり寝る時間等も絡みがありますの

で、１つにさせていただきました。その後の間食も前のままです。 

 問１４、主食の平均量を回答してください。ちょっとここには今、絵は入れられていない状況なんで

すけれども、毎回ここは、例えばご飯茶碗１膳ですとかいうのが絵で入っています。このように実際の

アンケートには絵は入れることになります。 

 それから、主菜について、野菜をどれぐらい食べますかというのも前のまま。 

 次のヨーグルト、乳製品もそのままです。 

 新たに入れた問として和食のみを何回食べましたかという形で入れてみました。和食が結構注目され

ているので、一体今の時代、どういう食事をしているんだろうかということで追加しています。 

 お魚についても、今は肉に偏っているということで、お魚をどのぐらい食べているのか聞いたほうが

いいのではないかという意見から、ここも入れさせていただきました。 
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 問１９につきましては、これは野菜ですが、厚労省は１日３５０グラムと言っているんですけれども、

実際に前の厚労省の調査のときには１皿７０グラム足りていないのが実態で、今後も到達するまでは多

分続けていくと考えられるので、必要であると思います。また、野菜は、皆さんご存じのように色の濃

い野菜、薄い野菜があるんですけれども、その３分の１を色の濃い野菜でとってみましょうということ

もあるので、このような質問を入れてみました。 

 それから、問２０は新たに入れさせていただきました。だしをどういうふうにとっていますかという

ことで、私もこの回答のほうは、３番がちょっと失敗だったなと思っているので別の表現にしたいと思

うんですけれども、小金井市では、先ほど内田さんからお話がありました学校給食や公立の保育園は、

みんなだしはインスタントのだしではなくて、全部素材からとっています。うちのほうの栄養講習会も、

和風のだしについては全部素材からとるようにしています。でも、実際にご家庭ではどうなのかという

ことを知りたくて、一応このような質問を入れさせていただきました。市販だしというのは、インスタ

ントのだしとか、ちょっと別な表現にしようと思います。 

 次、２１番です。あなたの家庭では中食を利用しますかという質問です。調理済み食品で、前はコン

ビニについての設問が幾つかあったんですけれども、第１回食育推進会議をやられていたときは、多分

コンビニが話題になっていたと思います。今、実際にコンビニはあっても当たり前だし、ドラッグなん

かでも今は食品を売る時代になっているので、コンビニだけ特別に取り上げるのもどうかなと思って、

コンビニの設問は外しました。そして新たに中食（調理済み食品）を利用しますかという頻度を聞くよ

うな問題を入れてみました。 

 その次に、外食をすることがありますか。前は夕食でと聞いているんですけれども、実際に土曜日や

日曜日のファミリーレストランの前を通ると結構お客さんがいっぱいだったりするので、外食イコール

夕食に限ったことではないのかなと思い、夕食というのは外させていただきました。選び方についても、

前もいろんなメニューがあったんですけれども、そのとき食べたいものというのもあるんじゃないかと

いう意見もありまして、ここも少しだけ変えてあります。 

 ２３番は野菜についてです。市内でとれた野菜を買うことがありますか。前にもあったと思います。

そこに、２３－３と２３－４、栽培をしたことがあるかとか、生産地に出向いて収穫をしたことがあり

ますか、この２つについては、市のほうもいろんな、例えば畑で何か収穫したりという事業もございま

したので、参考になるかと思いまして、このような設問を入れさせていただきました。 

 ２４問からは、今までどおり食育についての質問です。ただ、毎月１９日は食育の日というのと、毎

年６月は食育月間であるという問題がちょっと別々になっていましたが、１つにさせていただきました。

ここで数字を拾うことで、食育の日だけを知っているというのをとり出せると思います。 



－１７－ 

 食育につきましては非常にたくさんあるんですけれども、２８は前のそのままです。 

 ２６、２７については、似たような問題が幾つもたくさんあったので、ちょっと整理はしましたが、

小金井市において、市民が中心となって食育を進めていくとしたらどのようなことに関心がありますか

という問題があったんですけれども、どのような食育活動に参加してみたいかというのとちょっと似通

ってしまったので、似たようなものは抜くようにしました。それから、食育に関心があるかないかとい

う問題についても、１つの独立した問いだったんですけれども、食育に関心がある理由という２６の最

初のほうの問いに、食育に関心のない方は１５に丸をつけてくださいということで、そこも質問は省略

しました。 

 問２９、３０は食品の質問です。 

 ３１は行事食ですけれども、行事食については毎回聞き方がいろいろです。けれども、今回は選ぶよ

うにしていただいて、そこにないものは１５番のその他の欄に書いていただくという形式にさせていた

だきました。 

 そのあとは、食事について最優先すること、食品を購入するときのポイントという設問にしました。 

 それから、さっきインターネットとかいろんなお話が出ていましたけれども、実際に今の方たちは食

品や食と健康に関する知識をどういうふうに取り入れているのかということで、３４、３５の設問を新

たに入れます。 

 そして、３６番については、前のままになっているはずです。 

 ３７番は、欄が細くはなっていますけれども、自由意見となっています。 

次に小中学生向けのアンケートです。第３回から行われているんですけれども、前に出た意見の中で、

お子さんから答えるだけじゃなくて、同じ問いに関して保護者の方はどう思っているのかみたいな意見

もありましたので、ちょっと問いは多くなりますが、別紙、小さい質問用紙が２枚ついていたと思うん

ですけれども、１枚が小中学生に渡すもの、もう１枚は小中高までの保護者がいる方へというのがあり

ます。この先は対象のお子さんがいる方だけお答えくださいということで、子供たちに出したのとほぼ

同様の内容のアンケートをつけようと思っています。もちろん小中学校の子供のいないご家庭の方には、

そこは答えていただかないような形になります。 

 子供たちのほうにつきましては、１問だけ、小中学生対象のアンケートの裏側、本来は寝る時間を入

れたほうがいいのではないですかというご意見があったんですけれども、実際には夕ご飯の時間を聞い

たほうがいいだろうということで、寝る時間ではなく、夕ご飯の時間帯を聞くようにいたしました。 

 それから、平日にどういうふうに食事をしていますかという質問が１１番にあるんですけれども、給

食のない日にはどうだろう、そういうことを知ることもいいのではないかというご意見に対しましては、
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日曜日や夏休みという聞き方で子供たちに聞いてみようと思います。 

 このアンケートは実際には健康課から出すんですけれども、やはり学校の方々にも、この結果につき

まして考えていただきたいなと思いまして、給食のない日曜日や夏休みなどに、より多くのカルシウム

がとれる牛乳を全く飲まなくなっていってしまうというのもあるとなっていますけれども、実態はどう

なのかということで１２番が入っています。 

 それから、１３番ですけれども、ここは前からあるんですけれども、毎日排便があるかとか、便秘ぎ

みとかいうことも聞いたほうがいいのではないかというご意見もありまして、それは体の不調というこ

とで、こちらのほうに入れさせていただきました。 

 あと、１５番は新たに入れたもので、次の給食に関係している事柄から知っているものに全て丸をつ

けてくださいということで、内容につきましては、小金井の公立小中学校で実際に①から④のことが行

われているんですけれども、どのぐらい浸透しているかということがわかれば、またそれは進捗状況に

もうまく返していけるのではないかと思い、一応こういうのを入れてみました。 

 一応こちらのほうで整理しましたアンケートは、今の説明のとおりです。 

○南会長 どうもありがとうございました。この食育推進会議というのも、いわゆる食育基本法ができ

た一環として、行政が取り組むべき内容として行われているのではないかということがありますが、食

育基本法は７つの柱がありますけれども、それぞれを網羅した形で、一応このアンケートはつくられて

いるかなと思います。 

 最近の傾向としては、いわゆる生鮮食品の売り上げの落ち込みに対して、中食や外食の売り上げの右

肩上がりというのがあるのと、それから、ご飯を食べなくなって小麦粉製品を食べる回数のほうが増え

てしまっている、実態があります。あと、魚よりも肉を食べるようになってしまったのは2018年以降で

す。それに歯どめがかかっていないということがあって、小金井市でどういう実態なのだろうというこ

とで新しい項目として入っているのです。 

 では酒井委員。 

○酒井委員 問３１で、行事食についてアンケートをとられていて、米印で、買って食べるものではな

くご家庭でつくるもののみご回答くださいとあるんです。これがあるのであれば、買ってきても行事食

をやっている家庭もあると思うんです。だから、買ってきて食べても、この行事食を食べているかどう

かの設問があっても比較になっておもしろいかなとちらっと思ったんですが、いかがでしょうか。多分

実際につくっているというのはごくごく少なくなってきているとは思うんですけれども、でも、お節料

理は買ってきて必ず食べますよとか、自分ではつくらないけれども、一応行事食はクリアしようとして

いる家庭も多いと思うんです。だからそれを入れていただきたいなと私は思いますけれども。 
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○南会長 そうですね。どちらかというと理想はこっちです。 

○酒井委員 そうなんです。 

○南会長 お母さんが手づくりして子供に伝承するというのがやっぱりベストなんですけれども、確か

に何もしないのもね。 

○酒井委員 そう。それよりは一応行事食を考えて、買ってきたんだけれども食べていますよというの

もどうでしょうかと思ったんですけれども、どうでしょうね。 

○南会長 どうでしょうかね。 

○近藤主査 いわゆるどのぐらいつくりますかじゃなくて、どのぐらい食べていますかみたいな感じで

すかね。 

○松嶋委員 パーツだけ買ってきて、中に詰めるだけ詰めている方と、お節をそのまま買う方といろい

ろだと思います。 

○南会長 あと、一部だけ買う人もいますね。好きなものはたくさんつくりたいから、買ってこないで

自分でつくるという人も確かにいることはいる。 

○内田委員 要するに行事食を意識しているかどうかですよね。そこも大事で、手づくりしてくれれば

もちろんそれはいいけれども、でも、まだ意識している分……、また話がそれるんですが、給食で行事

食をやってくれることもすごくありがたくて大切なことだと思って、やっぱり今、ご家庭で行事食をつ

くるお母さんはどんどん少なくなってきているので。 

○南会長 学校給食でつくるから、子供に２回同じものを食べさせてはかわいそうという、それでつく

らないというお母さんもいると聞きました。 

○内田委員 それも何か本末転倒ですね。 

○酒井委員 手づくりと違うよね。 

○南会長 と思うけどというお母さんの意見も聞いたのでね。確かに子供側からすれば、昼と夜と同じ

ものを食べるのは。 

○内田委員 ちらしずしまた出たよみたいな。 

○酒井委員 家庭で味違いますよね。 

○澁谷委員 今は家庭によって違うから。 

○内田委員 違うからね。それはそれでね。 

○酒井委員 行事食の中で、これはつくりやすいものがあるんですけれども、例えばウナギなんていう

のは、つくるといってもどこからつくるかというと、大体かば焼きになったものを買ってきてご飯に乗

せるというのがつくるところなのか、その辺を考えると、やはり買ってきたものと分けるのではなくて。 
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○南会長 これは枝番ですかね。枝番で……。 

○酒井委員 買ってくるものとつくるもの。つくるという……。 

○南会長 そうですね。最初に買ってきたものじゃなくて、どのぐらい行いますかというふうにして、

枝番で、そのうち手づくりするものはどの行事ですかという。 

○松嶋委員 そのほうがおもしろいですね。 

○近藤主査 枝番をつけて、回答としては同じ回答を並べて、最初の質問は行事を行いますかにして、

枝番で手づくりするものはどれですか、幾つでもという形で。 

○酒井委員 そうすると、例えばお節は、さっきもおっしゃっていましたけれども、自分でもつくるけ

れども、買ってくるものもあるよとか。 

○南会長 そしたら両方丸つければ。 

○酒井委員 ああ、そうか。両方丸つければいいのね。 

○南会長 澁谷さん、どうぞ。 

○澁谷委員 澁谷です。問いの８番、アレルギーに関して、例年あるということなんですけれども、で

きればあるかないか、どの子供がアレルギーなのかと知るだけではなくて、私は、アレルギーのある方

は、何か困り事はないですかという設問も今後は必要になってくるんじゃないかなと思います。 

 答えの選択のほうがちょっと複雑というか、難しいかなとは思うんですけれども、例えば外食の際に

ショックを起こしたことがあるかとか、あと、さっきの中食のところもありましたけれども、やたら最

近は商品がややこしくなってきて、表示も細かくはなってきているんですけれども、いろんな添加物や

ら何やら使う総菜が増えているため買い物に困っているとか、選びにくいとか、あと、病院に相談にか

もしれませんけれども、相談場所がわからないですとか、そういう……。 

○南会長 そしたら、一番最後は、自由記述で白くなっていますから、そこに書いていただいたらどう

でしょう。選ばないで。 

○澁谷委員 ただ、この８番に、あるないだけでなくて、困り事はないですかという、具体的に今後健

康課というか、市としても、そういうアレルギーの方が書いているので、そういう方たちにどう対応し

ていけるかという、先が見えてくるんじゃないかなと。ただあるかないかを知るだけじゃなくて、今後

どうしていくのかということを知るためにも、何か困っていないかということは知るべきかなと私は思

います。 

 それから、逆に小中学生対象の食育に関するアンケートもそうですけれども、入学時や学年が上がる

ときに、給食についてアレルゲンはないですかという項目はあるんですけれども、実際にそれを書いて、

でも、誰に相談したらいいんだろうということがやっぱりあるんです。お弁当をつくるのが大変だった
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りとか、どうしたらいいんだろうと、給食の先生、担任の先生に相談したらいいのかとか、わからない

方がいろいろ個々に聞いてくるので、そういう項目を１つでも小中学生対象の食育にも増やしていただ

けると、声が上がりやすいんじゃないかなと思います。 

○酒井副会長 酒井です。問８の下にもう１枠つけて、アレルギーでお困りのことがあったらお書きく

ださいみたいな。 

○澁谷委員 そういうことを私も。 

○中谷委員 今ある３７番の問いでフリー欄があるから、それだったらフリー欄のところにお書きくだ

さいといって導いてあげると、あまりページを増やさないでそっちに書けるので、そこで書き込んでい

ただくような促し方というのも１つの。 

○澁谷委員 そういう経路。 

○中谷委員 いっぱい書ければそっちのほうがいいかもしれないので。 

○南会長 そうですね。そこも８－２の質問で行いましょう。 

○中谷委員 あと１個いいですか。 

○南会長 はい。 

○中谷委員 ちょっとそれはそれで、じゃ、そういうふうに検討を事務局でしたいと思います。 

 うちのほうでやっていただいて、ちょっと難しいかなという、あなたとあなたの家族という項目で回

答者を複数にしちゃっているのが、回答をまとめたときに困ったりしないかなというのを。 

○南会長 それはアンケートの会社と相談して、結果がうまくまとめられないようだったら今までどお

りにという事にしますか。 

○中谷委員 そうなんだ。そういう説明だったんだ。ごめんなさい。 

○南会長 はい。さっき近藤さんが説明しました。 

○中谷委員 結構やっぱりこれは難しいかなと思っていて、あなたとあなたの家族でアレルギーが違っ

たりとか、例えば朝食をどこで食べるかが違ったりとか、お昼をコンビニで食べている人とご家庭で食

べている人、我々みたいな配食のお弁当を食べている人、人によって違っちゃうので、複数家族がいら

っしゃって、あなたやあなたの家族とざくっと聞かれちゃうと、回答が誰が誰というのが、結びつくの

が難しくなっちゃう。そこは調整してください。 

○南会長 そこはアンケート会社でしていただきましょう。今はいろんな統計処理方法があるようなの

で、そういうプロに一任したいと。 

○中谷委員 了解しました。ありがとうございます。 

○南会長 どうぞ。 
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○近藤主査 さっきの澁谷さんの意見ですけれども、問８－２の下に１行枠で入れて、アレルギーでお

困り事がある方は３７番の自由記述にお書きくださいみたいな形で。 

○南会長 そうですね。それか８－２の後ろでもいいと思うのですけれども。 

○近藤主査 そうですね。８－２の後ろに同じアレルギーの中で枠を１つつくって、そういうふうに…

…。 

○南会長 枠をつくらなくても、括弧に続けて困っていることがあったら３７にお書きくださいと一文

入れるだけでいいのではじゃないかなと思います。 

○澁谷委員 もうちょっとわかりやすくＰＲしていきたいと思うので、８の３番目であるかないかに丸

をつけていただいて、ある方は設問３７の自由欄に書いてくださいみたいな形のほうが、よりよろしい

のではないでしょうか。 

○南会長 では、松嶋さん。 

○松嶋委員 松嶋です。問２３－２なんですけれども、あなたがふだん野菜を買うときに配慮している

ことはありますかといった問いに、国産のもの、産地というふうに両方産地を問うということがあるん

ですけれども、もしそこの欄に、できましたら旬に配慮している、季節のものを買っているかどうかと

いう問いをつくっていただけたらいいかなと。国産と産地が両方あっても構わないんですけれども、問

８がもし入らないようであれば、１つ旬のものを買っているかどうかということはもうちょっと聞いて

いただきたいと思いました。旬のものを食べるというのは意識的に食育ホームページのほうでも勧めて

いますので、旬に配慮している方がどのぐらいいらっしゃるのかなというのを聞きたいです。 

 それから、あともう一つなんですけれども、野菜を買うときに面倒くさい野菜は買わないという方が

結構増えていて、もしかして、そこで扱いやすさみたいなものがあるとしたら、そういうものも入って

いるとアンケートの趣旨としていいんじゃないかなと。例えばゴボウとか洗わないといけない野菜は買

わないで、キュウリとかトマトしか買わないという方もいらっしゃると思うので。 

 それから、同じようなことなんですけれども、問３２のほうでも、食事について最優先することとい

うことで、季節感を意識しているという問いがあるといいかなと感じました。もし可能であれば加えて

いただきたいです 。 

○近藤主査 確かに国産と産地は同じですよね。そこはその前に、じゃ、季節のものというので、国産

というのはなしにして、産地ということにしましょう。 

○南会長 ほかに気がついたことはないでしょうか。 

○酒井副会長 こっちのＡ４の紙で、ご家族の中で小中高生の方がいるご家庭のみお答えくださいの１

番の学校で、その隣が小学校、中学校、高校生となっているので、この高校生は高等学校にするか、例
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えば高校生に合わせるんだったら小学生、中学生にするか、この辺をやっていただくのと、もう一つ、

小中学生対象のほうのアンケートで、２番の（２）、上の設問でというのがあるので、「設問」をもう

ちょっと簡単な言葉に直してほしいです。以上です。 

○南会長 ほかにいかがですか。 

 私は問２１で、あなたの家庭では中食を利用しますか（おかず１品でも１回と数えてください）とい

うので、いわゆる一週間で朝昼晩あるので２１回あるわけですから、この答えの回数の表現がこれでい

いかなとちょっと思ったのです。 

○酒井委員 括弧を消しちゃえばいいんじゃない？ 

○南会長 そうしますと……。 

○酒井委員 これを消してしまえば……。 

○南会長 昼夜１日２回利用したとしても１回と数えるということですか。 

○酒井委員 括弧を消した場合は。 

○南会長 表現の仕方が難しいですね。そうすると、ほぼ毎日夕飯だけとかお昼だけコンビニの弁当で、

それ以外は自分でつくるという人も同じ回答になるのですね。 

○酒井委員 お弁当を頼んでいる会社の方とかが多いと思うので、やむを得ず。 

○近藤主査 あとは問１０の誰と食べるかという聞き方、①が朝食、②が昼食、③が夕食となっている

んですけれども、その横軸のほうの家族、友人となっているところに、例えば朝食だったらほぼ毎日と

かいう形で丸をつけてもらうほうが、横軸にほぼ毎日、週四、五回とかいうので、じゃ、朝食だったら

四、五回なんだなとか、そういうふうに。 

○南会長 それと２１を照らし合わせるのは大変じゃないですか。 

○近藤主査 両方か、どっちかにするかですよね。週何回というか。 

○南会長 １週間を２１回として計算くださいというふうにしてアンケートをやりますか。 

○酒井副会長 そのうち何回か。 

○南会長 そうですね。そのうち何回かを回答してもらいましょう。２１回食事をするとして、何回利

用するか書いてくださいとしてはどうでしょうか……。 

○酒井副会長 朝昼夕の違いは問わない？ 

○南会長 問わないで良いのではないでしょうか。そうすれば、昼だけ毎日お弁当、あと、昼夜毎日お

弁当の人は区別されますよね。 

○酒井副会長 このアンケートがそこに行くかどうかわからないんですけれども、実際高齢者の方で、

昼、夜とかお弁当をとっていらっしゃる方もいますけれども。 
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○近藤主査 ２１を全部と、そこから回数で分けて選択肢をつくっていくという。ちょっと事務局でそ

こは検討したいと思います。 

○内田委員 すいません。 

○南会長 はい。 

○内田委員 小中学生向けの食育アンケートの設問１６なんですけれども、さっき各学校でも給食アン

ケートをとってほしいという要望は出したんですが、ここでせっかくこういう残さず食べますかとある

んですが、残さず食べるというのは、おいしいとかまずいの関係で、じゃ、食べるのか残すのかという

ふうにもとれるし、量は足りているのか足りていないのかというのでも、この設問は捉え方が変わって

くると思うんです。なので、この設問を残しつつ、あと、できたら２つの項目で、おいしい、まずいと

いうのは個人的な数が言えないので、時間が足らなくて残してしまうとかいうお子さんもいらっしゃる

と思うので、給食の時間は十分ですかとか、長いとか短い、普通、あとは量が多い、少ない、普通とい

うのも入れていただけると、何が原因で残すことが多いのかとかいうところが把握できるのではないか

なと思いました。 

○南会長 難しいですかね。 

○内田委員 難しいですけれどもね。でも、これだとちょっとあまりにも漠然として、いつも残さず食

べられるのは、基本おいしいからと受け取ったらいいのかなとも思いますけれども、ボリューム的にど

うなのかなとか。 

○中谷委員 学校が特定できていないと、不特定多数のところで、このアンケートをもらった方がどこ

の学校かわからなくて、何年生かもわからないところで、出たときに、じゃ、時間が足りないというの

がやっぱり何か集計で上がってくると思うんですけれども、それを次に活用するときに、どこに活用す

るのかというのはちょっと難しいのかもしれないなと思います。 

 一般的に給食の時間が少ないとか量がどうだというのは、何となく体系上ではわかると思うんですけ

れども、次につなげるのがちょっと難しく感じます。 

○南会長 やっぱり各学校で給食アンケートをとっていただきましょうか……。 

○内田委員 そのほうがやっぱりいいんですかね。 

○南会長 とってもらうほうがいいと思いますね。 

○近藤主査 このアンケートは市民で無作為で選ばれた方で、子供のほうはそうじゃないんですけれど

も、親に聞く部分もあるんですけれども、例えば親が答えた場合に、私立に行っている方とかは難しい

かもしれません。       

○内田委員 ぜひ学校のほうで実施いただくようにお願いします。 
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○南会長 学校にお願いするということで良いですか。 

○内田委員 こちらの小中学生対象のほうは学校で配るんですか。 

○近藤主査 学校で配る予定です。 

○南会長 予定なのですね。 

○近藤主査 そうです。保護者用は、大人の封入の分に入れます。 

○松嶋委員 小中高生の親がどのぐらいお子さんの昼食について把握しているかという設問が１つ、お

子さんが、給食やお弁当を食べている場合みたいな形でいいので、おいしく食べているとか、満足して

いるとかいうことがわかればいいと思います。朝ご飯と夕飯とおやつのことはあるんですけれども、昼

食に関する親に対する質問があってもいいのかなと思います。 

○近藤主査 こういう質問は書き方が難しいので、逆に給食の質問を多くするのであれば、これを最初

からうちだけじゃなくて、やっぱり学務課とか栄養士とかのほうに意見をとったほうがよかったのかな

と思いました。ただ、学校分も市民アンケートという形だったので、第３回でどういうふうにこの質問

がつくられたかという過程は私も見ていないのでわからないのですけれども、ある意味では短時間で回

答できるみたいな形でつくったのかなと思っていて、それは確かに給食について深く聞いたほうが、学

校に返すときには役には立てると思うんですけれども、やっぱり深い質問を載せることは、学務課、そ

れから現場の学校、指導室などの意見も聞かないと。 

○松嶋委員 それでは、こちらの封入するほうにはお昼ご飯の質問は全く出さないということで、私は

給食、お弁当かかわらず、お昼ご飯についての質問は何かあってもいいのかなと思うんですけれども。

おうちでの食事とか、残さず食べますかというのはあるんですけれども、昼食に関しては、じゃ、お弁

当、給食かかわらず残さず食べているかどうかというのを親が把握しているかどうかという質問があっ

てもいいような気がします。 

○近藤主査 お昼の意見は何も考えていなくて、一応子供のをベースに親と同じ質問を聞くという形で

つくってしまっているんですが、ほかに皆さんご意見ありますか。 

○松嶋委員 子供から聞いた話でもかまわないので。 

○南会長 このアンケートが来たら、一言聞いて食べているよと言ったら、食べているとつけるしかな

いかなと思います。そうすると、実際は食べたり食べなかったり日によってあると思うのです、メニュ

ーによって。だからそこをうまく回数を聞くことによって把握できるかなと思うのです。 

○近藤主査 かつて試食会のときに、それはアンケートではないんですけれども、お子さんはおうちで

学校の給食のお話とかをされますかというのはよく聞いたことがあるんです。そうすると、お答えによ

っていつも残さず食べているよとか、今日はこういうものが出たんだよとかいうお話から、前はこうい
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うのが出ていたねとかいって、うまく家族の団らんみたいなものに結びついていっているんだなという

のはすごく感じたので、聞き方によってどういうことを目的にしているのかというのは違ってくるかな

とは思いますけれども。 

○南会長 以前これが始まったとき聞きましたが、たしか市民アンケートというのは、回答してくる人

は結構高齢なのですよね。学齢期の子供の実態が把握できないというので、実際学校に配ってやっても

らおうかということで始まったと思うのですけれども、そこはどうでしょう。近藤さんはいらっしゃら

なかったですね。 

○中谷委員 酒井さんはいらっしゃった。 

○南会長 そうですね。 

 これをつくったときは、やっぱり問題は朝食欠食だったので、その実態を把握するために朝食に結構

紙面を割いてという形になりました。朝食欠食をするとよくないというのは、文科省の学力検査をする

ときに、必ず上のほうに朝ご飯を食べていますかということで、毎日食べるとか、週何回食べるという

項目に丸をつけさせて、それと学力試験の結果をグラフにして関連させて毎年のように発表しています。

朝食欠食の子は点数が低いという実態があるということと、それは小学生に限らずに、大人まで同じ状

況なのです。ですから、朝食欠食をとにかくなくす必要があるんですけれども、小金井市の実態が、全

国平均に比べてどうかなというのを調べたいと思ったのですけれども、結局１個ずつしかできなかった

です。 

○近藤主査 集計は一応業者さんに頼むようになっているんですけれども、やっぱり予算の問題もあっ

て、前回並みの数は必ず確保したいなと思っています。どこの学校にお願いするかというのは、実際に

アンケートが実施できることになってから、担当課、指導室等になると思うんですけれども、話し合い

になるのではないかなと思います。一応実施する方向で予算はとっているつもりです。 

 今のお昼については……。 

○南会長 お昼は、主に夏休みとかですか。 

○松嶋委員 全体的に、でも、お弁当のときには弁当箱の中に大体残して帰ってくるからわかります。 

○南会長 高校だとお弁当の可能性は多いですよね。小中だと給食がありますよね。 

○松嶋委員 給食を残さず食べているかどうかというのを親が知っているかどうかというのは。食べて

いると聞いているかなという。 

○南会長 アンケートが来たときに、多分聞くと思うのですよ。そして子供が何と答えるかという事が

問題ですが。 

○酒井副会長 それって、じゃ、朝食に特化しちゃったらまずいですよね。 
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 でも、ほんとに昼食に関しては、それこそ学校ごとに給食のアンケートをとってほしいかなというの

を要望して。 

○南会長 小学生ですが私は附属の各学校を回って、お箸がどれぐらい正しく持てているかというのを

調査しているのですけれども、それで食べている様子を見ると、お話しに夢中になって食事が全然進ま

なくて、誰かが遊びに行っちゃうと、自分も早く行きたいから、ご飯がいっぱい余っているのに校庭に

行っちゃう。やっぱり小学校の低学年だと給食についてあまり執着していないという状況かと思います。 

○酒井副会長 おなかすかないのかな。こういう子はちゃんと朝ご飯を食べてきているんですよね。 

○南会長 そうかもしれないですね。あと、好き嫌いがひどくてご飯しか食べない子もいたりしますか

ら難しいですね。 

○鳥羽委員 鳥羽ですけれども、このアンケートを配る数はもう大体決まっているんですか。前回も小

金井市全部の学校じゃなくて、一部の学校だったような記憶があるんですけれども。今回のお考えでは

どのぐらいの学校に配るのか、それから、父兄の方にももう１回配るのかという。 

○鳥羽委員 父兄というか……。 

○近藤主査 市民は２,０００です。前も２,０００だったので。学校のほうに関しましては、８００前

後だと思うので、それは小中合わせてなんですけれども、その数は一応とるようにしたつもりです。た

だ、その予算も通るかどうかわからないので、今の段階では何ともいえないんですけれども。 

○鳥羽委員 市としては、ほんとは全部の学校にやっていただきたいぐらいなんですけれども。一部分

だと、やっぱり食べる子供たちも偏ったりしますので、全校にやっていただきたい。 

○中谷委員 学校のほうもいろいろ教員の働き方の問題とかいう調査物がかなりあるらしくて、時期の

問題とかもあったりするので、そこでどの時期にどの分量でやるということを指導室などと調整させて

いただいた上で有効な回答が得られる手法を調整していきたいと思いますので。 

○南会長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、次ですが、農業祭の報告について、事務局からでよろしいでしょうか。 

○永井係長 すいません。簡単に農業祭のご報告をさせていただきます。 

 本年の農業祭は１１月９日土曜日、１０日日曜日の２日間にわたって開催されまして、健康課のほう

で９日の午前中にパンフレットの配布をさせていただきました。例年はいろいろ食育に関するパンフレ

ットを配布させていただいているんですけれども、今回は去年こちらでもお配りしたものなんですけれ

ども、市のフードロス等を全て取りまとめたパンフレット。あとは、今年度の１回目の会議のときに皆

さんに配付させていただいたと思うんですが、てくてくマップ、小金井市の観光も含め、もともとあっ

た地図に対して、健康増進の観点からウオーキングなどの情報を載せさせていただいていて、マップと
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この２点とさらに食育ホームページのチラシのほうも配らせていただきました。 

 当日は、午前中大体４００人ぐらいをめどに配らせていただけたらなと思いまして配らせていただい

たところ、結構人数も、皆さんいらっしゃっている方も多かったので、ほんとにあっという間に１時間

半ぐらいでなくなりました。ほんとに積極的に受け取ってくださって、関心が高い方が多くて、知り合

いの方にもこれを配りたいということで、また戻っていらっしゃってお話しされている方も実際にいら

っしゃいました。なので、市民の方々の関心の高さを感じたところです。 

 来年の農業祭について、ちょっと変わるというお話がこの前ありましたが、もし来年度もまた引き続

きやらせて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した。この農業祭にかかわった委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 では一言 お願いします。 

○酒井副会長 私が８日で、松嶋委員が９日に江戸東京野菜のブースに立ちました。私は８日なので、

８日の話をしますと、ただ、去年に比べて江戸東京野菜の展示物が少なかったんです、お野菜が。去年

はかなりたくさんあったんですけれども、今回は３種類しかなくて、伝統コマツナとシントリナと亀戸

大根の３つだったんですけれども、一般のお野菜も今年は去年に比べて小ぢんまりとしていたんですが、

江戸東京野菜のところもちょっと少なくて、あまりたくさんの方が足をとめてくださるということはな

かなかなかったんですが、その中でも１時間半ぐらいの中で、私のときは五、六組ですかね、足をとめ

ていただいて、とめてくださった方はすごくよく熱心にお話を聞いてくださったりしてということがあ

りました。 

○松嶋委員 私も同じくブースを手伝ったんですけれども、あとは農業委員としても、前日の開会式 

だとか、野菜の品評会のほうに参加させていただきました。台風があったので、今年は野菜があまりよ

くないという、いつもすごくすばらしいお野菜で、今日ちょうど表彰式をされているかと思いますけれ

ども、小金井のお野菜は非常にきれいで見ごたえがありました。 

 印象に残ったのは、リタイアされたご主人と、その奥さんとで市民農園を利用されていて、人生でこ

んなに楽しいことがあるんだというぐらい収穫が楽しくて、収穫した畑でバーベキューをしたり、会の

方とお野菜を通じて交流をしたり、お料理も台所にご夫妻で立つようにになって非常に楽しいとおっし

ゃっていた夫妻がいたのが、小金井の農業と食育のつながりをすごく感じる出来事が私もうれしく思い

ました。 

 来年の農業祭は商工会と共催という形で、新しくできたビルの広場とフェスティバルコートで何か行

うとは聞いています。以上です。 

○南会長 ほかにかかわった委員はいらっしゃらないでしょうか？ 
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 では、この件については以上でよろしいでしょうか。 

 では、その他ですけれども、何か委員のほうからありますでしょうか。 

 ないようでしたら、皆様ご存じかと思うんですけれども、１月３１日で２年間の任期が終わる方もい

らっしゃいますので、今日は年末ということもありますし、一人一言何かおっしゃっていただきたいと

思います。 

 松嶋委員からよろしいですか。 

○松嶋委員 お世話になりました。通算３期務めさせていただきまして、このたび任期が満了というこ

とになりました。この６年間は……、この２年間も特になんですけれども、非常に大切な仕事と思い進

めさせていただいていました。 

 こちらの推進の進捗状況も私は見させていただいていて、各部署がだんだん食育について充実してき

ていると思います。そしてこの会議が重要な会議なんだなということをますます実感しています。 

私は農業委員と兼務させていただいていて、小金井の地産地消や地場野菜の普及が非常に大切だと感

じています。また、畑がどんどん減っていく中で、食と農のイベントに参加してくださる市民の方がふ

えていくことも大切だと考えています。これからも農業委員や食育のホームページの委員として食育の

取り組みを進めていきたいです。いろいろありがとうございました。 

○鳥羽委員 鳥羽です。私も一般公募で応募いたしまして、もう３期目だと思いますので、これで任期

が終わりました。長い間いろいろ皆さんのやっていらっしゃることを拝見いたしまして、小金井市が取

り組んでいる食育という形で各専門分野の方たちが真剣に取り組んでいる姿を見て、市民としてすごく

勉強になりました。いろいろ下書きをしてお話ししようと思っていたんですけれども、何かかえって胸

が詰まるものがございまして、皆さん市役所の方たちもほんとに一生懸命やってくださって、協力して

くれたので、私も食育ホームページのほうでまた頑張っていきたいと思いますので、今後の皆様の活躍

を楽しみにしております。ありがとうございました。 

○澁谷委員 澁谷です。途中から入りまして、１期終わって、次の時期も応募させていただきました。

最初にここに出席したときには進捗状況の把握が全くできなくて、字が小さくてたくさんあって、私は

この場では何をしたらいいのかなというのがすごく不安でいっぱいでした。欠席もしましたけれども、

少し自分の意見も言えるようになりましたし、市が一生懸命取り組んでいらっしゃることに関しても、

参加ができてよかったなと思っております。先輩方が抜けるのがとても不安ですけれども、やっている

ことや意見が次期にどのように反映されて評価されているのかということを、何かわからないではなく、

そういう観点を持って参加できたらなと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

○南会長 では、内田委員。 
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○内田委員 内田です。私は２年お世話になりました。Ｐ連からの代表ということで、主に保護者の代

表のつもりでお話をさせていただいたんですが、とうとう私も子供が義務教育を終わりまして、給食と

もご縁はなくなることになったんですけれども、食育というと、一般的には皆さんまだ子供のことでし

ょうとおっしゃる方が多いかと思うんです、世間一般には。私も事実、何となく漠然とそういうイメー

ジでこの場に来まして、市の事業とかいろんなことを、今日も評価とかの一覧がありましたけれども、

食育って、子供にかかわることだけではなく、生涯にかかわることなんだなということをすごく実感と

して勉強させていただきました。 

 私も今後は年齢を重ねていきますし、やっぱり一生涯にわたって食というのは生活と切り離せないも

のだと思いますので、この２年間の経験を生かして、ご縁がありまして食育ホームページ委員のほうに

加えさせていただいたので、また何らかお力、わずかですけれども、かかわっていけたらなと思います

ので、今後ともよろしくお願いします。 

○酒井委員 そうですね。ほんとにこの推進会議に出させていただくことで、皆さんからのいろんな意

見でとても勉強になったり、あと、事務局の皆さんのご努力でこういう資料とかもたくさん用意してい

ただいて、ほんとに地道な作業をやっていただいて、そこから学ばせていただくこともたくさんあって、

これからも食育にかかわっていけるようであれば、頑張ってやっ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 最後に私なのですけれども、私も管理栄養士ということで、思い返せば１８のときから栄養

に関して、特に食生活に関してはずっと勉強してきたという経緯があるのですが、その間に随分日本人

の食が変わってきたのを感じています。ついに食育基本法ができてしまって、国が国民の食に対して法

律をつくるという世界で初めてのことをしなければいけないぐらい、日本人の食がどんどん進化と言っ

ていいのか、悪いほうに行っているのかわからないのですけれど、急速に変わってきているというこの

現状を分析して、これが良い方向かどうか検証する必要があるだろうなと思っています。 

 １２月の頭に分子生物学会が福岡であったのですけれど、そこでも随分食べ物と健康を分子レベルで

研究されていました。精神疾患と食べ物の関連の研究が最近進められていまして、確かに食べ物で体が

できているので、精神状態もコントロールしているのではないかということに研究者が着目し始めたん

だなと思っています。そういうことを考えると、この食育推進会議というのは、健康についていろんな

情報発信が小金井市の市民の方に向けてできる唯一の機関かなと思うので、これからますます充実させ

ていく必要があるなと思っています。 

 では、今日を最後にお別れする方がいますけれども、お二人にはほんとにお疲れ様でした……。 

○酒井委員 部長もそうですか。 
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○中谷委員 いや、僕は残っています。 

○酒井委員 いやいや、一応委員だから。 

○南会長 委員ですが市の方に言ってもらうのは何かおかしいかなと思ったのですけれども。 

○中谷委員 いやいや、ほんとに……。じゃ、委員の皆さん、どうもほんとにお疲れさまでございまし

た。６年の長きにわたってご活躍になりまして、ありがとうございます。 

 私もここに来るまでは、多分食育はそんなに、こういう言い方をして大変恐縮ですけれども、かかわ

っていなかったなと思っていて、前は環境部ごみ対とかにいたので、ほんとだったらいろいろ   の

話も知っているんですけれども、なかなかこういう考え方でやっているというのはここに来なければわ

からなくて、来たときに多分皆さん思ったと思うんですけれども、何か頼りないやつが来たなぐらいに

思っていらっしゃるかなと思って。 

 ただ、接する機会を増やさないとだめだというのは２年間ここで学ばせていただいたので、少しでも

食育というのが浸透するような裾野の広がりをやっぱりつくる必要があるなと私も認識しておりますの

で、職は多分変わらないと思いますので、引き続き食育委員会に私はかかわりたいと思っていますが、

今までやってきた流れをうまく発展できるかどうか、新しい委員の皆さんに入っていただいての今後に

なると思いますけれども、流れを途絶えさせないように、発展できるような取り組みにしていきたいと

思ってございますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○南会長 では、以上をもちまして、令和元年度第３回小金井市食育推進会議を終了させていただきた

いと思います。長い間ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


