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第４回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日   時  平成２０年３月１３日（木）午後１時３０分～午後３時００分 

場   所  小金井市前原暫定集会施設Ｂ会議室 

 出席委員  １０人 

  会 長  大 竹 美登利 委員 

  委 員  池 田 多鶴子 委員   大 谷 丕古磨 委員 

       井 上 誠 一 委員   鈴 木 貫太郎 委員 

  萩 原 哲 男 委員   三 笠 俊 彦 委員 

  江 川 正 雄 委員   廣 野 恵 三 委員 

日 暮 地 香 委員 

 欠席委員  職務代理者  村 松 真貴子 委員 

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

事務局職員  

 企画政策課主査               林   利 俊 

 企画政策課企画政策係主事          堤   直 規 

 企画政策課企画政策係主事          竹 内 波留香 

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

傍聴者   １人 

 

（午後１時３０分 開会） 

 

○大竹会長 時間となりましたので、第４回小金井市食育推進会議を開催させていただきます。よろし

くお願いします。 

では、まず初めに、資料をご確認ください。事前に送られたと思いますが、１つは、今日の開催の議 

題です。それから、小金井市食育推進計画（案）と前回の議事録と食育シンポジウム企画書です。皆さ 

んお持ちですね。それでは、まず、事務局から、連絡をよろしくお願いします。 

○事務局 本日は、村松委員から欠席のご連絡をいただいております。このたびは、本日の開催に当た 

りまして、ご連絡等遅れましたことをお詫び申し上げます。今後は気をつけたいと思います。 
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それから、本日、小金井市の平成２０年度第１回定例会予算特別委員会が開催されております。企画 

政策課長及び課長補佐は、当初予算の質疑になっておりますので、そちらのほうに出席しております。 

何分、当初予算ということでございますので、後で課長には報告させていただきます。 

それから、委員の異動についてです。松永委員が転出されまして、非常にご本人も残念がっていらし 

たんですけれども、２月４日付けで委員を辞任されました。現在、欠員１名ということで、食育推進会 

議委員を公募しております。３月１４日締め切りということで募集しておりますので、ご報告させてい 

ただきます。作文のテーマは、「小金井らしい食育―小金井スタイルの提案」です。 

○事務局 もう一つ、よろしいでしょうか。 

○大竹会長 はい。お願いします。 

○事務局 セブン－イレブン・ジャパンの方が来庁されまして、市長と面談したことをご報告したいと 

思います。コンビニエンスストアの連携について模索をしているというのはご報告したと思いますが、 

西東京地区全体を統括する担当者と、小金井を含むこの地区は国立地区と言うそうなんですが、国立地 

区を管轄する担当者が来庁して協力を提案してまいりました。今後は、企画政策課長及び食育担当を窓 

口とし、連携の仕方について協議をしていきたいということです。ちなみに、小金井市内に現在、セブ 

ン－イレブンは１１店舗、シェアは３割で、１日に１万２，０００人が来店して、年間で４４２万人が 

来店しているということで、かなりの規模になっているということです。 

○大竹会長 ありがとうございました。ご質問はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、早速、今日の審議、食育推進計画（案）について、審議を進めていきたいと思います。ま 

ず、１の「食育推進計画の策定にあたって」というところですが、では、事務局から、説明をお願いし

ます。 

○事務局 最初の１ページ目にありますのが「第１章 食育推進計画の策定にあたって」と、１枚めく 

りますと「小金井市の食をめぐる現状」ということになっています。 

本計画の構成については、第２回の会議でご提案させていただいて、審議をしていただいているとこ 

ろですが、それに基づいて計画の位置づけ、計画の期間等について、まず書いております。計画の位置 

づけについては、食育基本法、国の食育推進基本計画、東京都食育推進計画、あと、小金井市の第３次 

基本構想・後期基本計画を踏まえて計画を策定するということと、国及び都、それから、第３次基本構 

想終了年度が２２年度となっていることから、計画期間を平成２０～２２年度の３か年の計画とすると 

いう内容ですので、今までご説明を申し上げたとおりです。 

第２章については、まず、「国・都の調査にみる食をめぐる諸問題」を説明し、その次に、平成１９年 
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９月１０日から１４日まで実施した市立小学校４年生と中学校２年生を対象とする食生活に関するア

ンケートの結果。その次に「市及び市内団体による食育関連事業の実施状況」についてご説明をして、

最後に、「市における食育に関する情報収集の現状」についてご説明をしたいと思っております。 

結論から申し上げますと、小金井市は食育に対する情報はあまり持っていないということになります

ので、各学校ごとに必要に応じて調査をしてきたものを除けば、全市的な調査は、今回が初めてという

実態になっておりますので、今後、特に２０代～４０代の年代については危ぶまれている声があること

から、全世代についての調査が必要だというような内容になっています。今までご議論いただいた内容

となっていますので、何か質問がありましたら、お願いしたいと思います。 

あと、大変申しわけないのですが、今日、ご配付したものですので、細かく見るというのはなかなか

難しいと思いますので、語句等につきましては、事務局に後日、お寄せいただいて、会長と調整をさせ

ていただくとさせていただいて、特に内容等についてお気づきの点があればご指摘をいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○大竹会長 まず、第１章について、国の計画を受けて都の計画があり、それを受けて小金井市の計画 

という構造は、この間、委員会でご了解いただきましたけれども、それを成文化したということですが、 

これでよろしいですか。 

今、急に読んで、ご意見をいただくというのも難しいかと思いますので、そういうことが書いてある 

ということで、それでよろしければ、文言については、お帰りになって改めてじっくり読んでいただい 

たところでご意見をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

第２章ですが、そうした中で、実態はどうかということを書くことになっており、前回、お示しいた 

だいたアンケート等が、後で入るということです。現在、市では食育に対してあまりデータを持ってお 

らず、データ不足なので、今後、そうした情報を整理していくということを書き込みたいということで 

す。特に２０代～４０代のあたりの世代の食に関する実態というのはなかなか把握できていないようで 

す。そのあたりについていかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、また後で気づかれたところが 

ありましたら、戻っていただいても結構ですので、次に、第３章のほうを説明よろしくお願いします。 

○事務局 それでは、「小金井市における食育の基本方針」についてに入っていきたいと思います。４ペ 

ージのところですが、こちらも骨子のとおり、変わっておりませんが、「野菜」「団らん」「ふれあい」 

「環境」をキーワードとした小金井らしい食のライフスタイルを市、生産者・事業者、各種団体、それ 

から市民一人一人が選び、実践し、協働するというKoganei-Styleを推進していくという内容です。その 

考え方としては、２２年度までの３か年で食育の土台づくり、子どもへの食育の充実、Koganei-Style 
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の地域展開という形で展開を図っていくこととなります。文章として説明したところでは、第３次基本 

構想・後期基本計画の中で４つの柱があるんですが、４つの柱と食育はどういうふうにかかわりがあっ 

て、例えば「いきいきとしたくらしを支えるまち（地域と経済）」では、緑豊かな都市農業の展開をうた 

っていますが、そういうことをご説明してあります。内容としては、今まで議論していただいた内容と 

変わりないと思っております。 

その次、「取組の指標」についても、今まで当初のとおり、議論していただいた内容なんですが、それ 

についての説明を加えさせていただきました。おおむね東京都に準拠しつつ、食育推進月間、食育の日、 

はしの持ち方など具体的な目標を絞り込んでいくことと、それから、交流給食については、例えば東京 

都の計画では４０％以上の食材の利用となっているところなんですが、小金井市の実態としては、それ 

はなかなか難しいところがあるので、交流自体を図ることに焦点を絞った目標としていることなどを説 

明しています。 

また、４番に当たりますが、「子どもがよい習慣を家庭で身につけている」ということは、東京都は「基 

本的な習慣」としておりますし、指導のほうも保護者となっておりますので、これが「よい習慣」、そ

れから、市民一般となっている意味では、より広い踏み込んだ目標となっているというようなことを説

明した内容となっています。この部分についてはおおむねそんなところです。 

○大竹会長 ありがとうございました。食育の基本的な考え方ということで、図２は説明していただき 

ました。土台づくりから、食育の充実、さらにKoganei-Styleの地域展開というあたりを前回ご意見いた

だきましたが、それをこんなイメージで具体化して書きたいということですが、よろしいでしょうか。

５ページのほうは、前回も大分議論になりましたけれども、そうしたものを推進できたかというときに、

どのような指標でそれを確認していくかというところで、前回の書き方、文言を少し、訂正していただ

いておりますけれども、この４つはいかがでしょうか。 

都のほうは、しぼって書いているという感じで、それに対して、小金井市はもう少し広げた形にして、 

多くの人たちに浸透させていくという方向にしているのかなと私は受け取っているんですけれども。 

○事務局 項目１については、都のほうでは、食育の意義を理解している都民が７０％以上というもの 

で、今回のほうが絞り込んだ形になっています。ただ、これが容易な指標であるかというと、江川委員 

にご披露いただいたとおり、３％程度という数字もあたっていることから、結構大変なものだと思われ 

ます。だからこそ、ここを取っかかりに食育というのを考えるきっかけ、取組みをしていけたらと考え 

ています。 

２番、３番については表現を変えているだけで、それは東京都と変わりません。４番についても、こ 
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の部分は「よい習慣」、「一般市民」とし、さらに加えて、はしを正しく持てるという具体目標を設定し

ています。５番については、東京都のほうがより広い内容になっていますが、６番は東京都と同じとい

うことになりますので、おおむね東京都に準拠していると思います。 

○大竹会長 いかがでしょうか。 

○萩原委員 ２番、３番の指標のところで１００％程度とあるじゃないですか。この見方というのはど 

うとらえていったらいいんですか。定期的にやっているということの中で、最終的には１００％という 

見方なんですね、多分。 

○会長 そうですね。ただ、欠食という言い方がいいかわかりませんけれども、通常、朝、食べないで 

学校に来る子どもたちというのをゼロにしたいということの表現です。 

○萩原委員 例えばいきなり１００％にしてしまうのか、ほかの項目は８０％ですとか、６０％です 

とか、そういった目標を立てているんですけれども、ここの部分だけいきなり満点という、程度という

表現ですけれども、ここはこれでいいのかどうかとちょっと疑問に思ったんです。例えば徐々に、いき

なり１００％は行かないと思うんです。そういった意味で、そのパーセントの数字のとらえ方、設定の

仕方というんですか、そこがちょっとどうかなと思ったんです。 

○大竹会長 これは今、２と３が８割でしたか。現状が８０％であるのですか。 

○事務局 ９月に実施した食生活に関するアンケート集計結果に見ると、朝ごはんを食べていないと答 

えた小学生は、東京都が４．９％、本市が１．６％。中学校２年生では、東京都が１０．４％に対して、 

本市では６．０％となっておりますので、東京都は正確には１００％に近づけるというような表現にな 

っているんですが、小金井市では国に準拠して、ここでは１００％程度、より高い表現になっています。 

ただ、あともう一つは、指標の設定の仕方ですが、基本的には、計画初年度と計画終了年度に調査を 

するとしていまして、毎年調査するというところまで考えておりません。計画終了年度である平成２２ 

年度の調査の段階でこの数字が出るように取り組みを進めていくという内容です。何分３か年の計画で 

すので、５か年であれば、もう一度、中間年というのが必要だと思いますが、最初の年度と最後の年度 

で十分であると考えているところです。 

ただ、孤食のほうは、小金井市では、国の調査では、朝食を１人で食べる割合は中学生で２５．３％

となっているんですが、中学校２年生の本市が３６．９％ですので、朝食だからということもあるのか

もしれませんけれども、孤食のほうは、その調査だけを見る限りでは、本市の中学生はより厳しい実態

なので、これについての取り組みがポイントになってくると考えています。 

○大竹会長 ではもう既に９０何％ということになるんですね。ただ、３は１００％というのは難しい 
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かもしれないですね。どっちか１つ、朝、あるいは夕方でも、どっちかは家族と食べていればオーケー 

といった指標になっていますが、達成できない数字でもなさそうというところです。よろしいでしょう 

か。 

あと、数字的には、例えば生産者や製造者との交流を図った給食、全校で年２回以上というあたりは 

どの程度可能性があるのかというところも、実際にはいかがでしょうか。 

○江川委員 数値目標を決めるというのは、数値目標をクリアするために、数値目標を決めるんじゃな 

くて、こういう構想で向かいましょうという具体的な部分である程度決めていく。国で中間調査をしま 

したら、数値目標、当初目標、当初実績より悪くなったというようなデータもございますので、地域が 

みんなでこういう目標でいこう、それには取っかかりは何がいいのというときに、こういうような数値 

目標があると、よりみんなが協力し合って、食育の推進ができるのかなという部分で指標をつくってい 

るのかなと理解しています。 

○大竹会長 目標値ということで、そこを達成するかどうかはちょっとわかりませんけれども、目標な 

ので、あまり低過ぎても目標になりにくいということで、この程度は示しているということですが、よ 

ろしいでしょうか。 

今後、文章のほうはまたじっくりお読みいただきまして、ご意見があったら、後でお寄せいただけれ 

ばと考えます。 

では、第３章は一応ご了解いただいたということで、次は第４章、第５章でしょうか。ご説明をお願 

いいたします。 

○事務局 では、まず、食育の土台づくり、啓発活動の充実と情報の整備について、ご説明したいんで 

すが、内容については前回の骨子のとおり、食育シンポジウム、食育ホームページ等の事業を推進する 

ものとしています。ファイブ・ア・デーについては若干の説明を加えさせていただきました。ちょうど、 

きょう、池田委員から情報提供をいただきまして、より詳しく書いてあることですが、小金井でもこの 

ような取り組みを進めていきたいということになりますので、このご説明は加えさせていただきました。 

その上で、こちらについては、食育推進検討委員会と申しますが、市役所内の関係課の会議のほうでも 

検討して、１つだけ、農業祭での啓発については、誰が何を啓発するのかというご意見がありました。 

基本的に、事務局の理解としては、農業祭に参加されている生産者の方みずからが行う。ただ、ポスタ 

ーや主な材料とか、そういう媒体は市から提供して、実際には農業祭の実行委員の方に貼っていただく 

とかという形を理解しているんですが、そのような理解でよろしいか、井上委員、ちょっと確認させて 

いただきたいと思います。 
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○井上委員 そうですね。実際に、農業祭になりますといろいろな野菜等集まってきますので、それに 

合わせていろいろなブースなり、最近はフリーマーケットがちょっとなくなってしまったものですから、 

そういった形で、また野菜等の食育のブース、そういうものをつくって、食に対することをできればと。 

私ども、これはいい案だと思います。 

○大竹会長 新しい展開ができるかもしれないという感じです。 

○井上委員 小金井も青壮年部とか、若い人の団体とか、いろいろありますので、そういった方にも声 

をかければ、皆さん協力していただけると思います。 

○大竹会長 新しい方が取り組めるということですから。よろしいでしょうか。 

○事務局 あと１点、補足なんですが、まだご覧になっていない方もいらっしゃるかもしれませんけ 

れども、市では、平成２０年度が市制施行５０周年でございますので、５０周年記念ページを３月６日 

からオープンして、ちょっと市としてはデザインも頑張ったものを作っています。基本的な考え方とし 

ては、食育についても市の行政としての一般的なホームページとは別に、デザイン等も工夫をしたホー 

ムページをつくって展開をしていきたいと考えていますので、もし機会があったら、５０周年記念ペー 

ジもちょっと見ていただきたいと思います。デザイン等についてご意見があったら寄せていただきたい 

と思います。 

○大竹会長 それは②の情報の整備のほうにかかわることでしょうか。最近はホームページで多くの方 

に知っていただくということが大分行われていますが、市民のほうもホームページにアクセスできるよ 

うになっていますので、その辺の充実というのが挙げられているんだと思いますが、いかがでしょうか。 

携帯のホームページとかというのはまた別でしょうか。 

○事務局 小金井市は携帯のホームページを今持っていますけれども、技術的にはそんな大したことで 

はありません。問題は、ただ、字数が極めて少ない。絵についても極めて小さいものしか表示できない 

ので、何に絞り込んで中身をつくるかということを考えていくことなので、それさえできれば、携帯の 

ホームページを提供することは問題ないと思います。既に小金井市でも平成１４年度から実験的に始め 

たときから提供しております。 

○大竹会長 特に２０代～４０代ぐらいの年代の方にとって大事になるのかなと思います。では、（１） 

はよろしいでしょうか。それでは、（２）子どもへの食育の充実のご説明をお願いします。 

○事務局 では、ご説明申し上げます。こちらについては、食育推進検討委員会のほうに幾つか意見が 

上がってまいりましたので、そちらについてもご議論いただければと思っています。まず第１の保健セ

ンターについては、子ども家庭支援センターとの連携についてが骨子に入っていなかったので、ちょっ
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と書き方について、難しい点もあるんですが、保健センターのほうに盛り込みたいと。子ども家庭支援

センターは市の施設であることから、子ども家庭支援センターと連携するだけで１項目を立てるのはお

かしいということがありましたので、また、保健センターは同じ建物の隣の部分にありますので、子ど

も家庭支援センターとの連携については、前段の部分に加えておいて、意識してやっていただければよ

いと思っております。実際、子ども家庭支援センターには若い保護者の方とか、お子さんとかたくさん

来ており、アレルギーとか含めた食育に係る相談とかいうのも寄せられていると思いますので、そこと

接点を結ぶことが事業をより的確に行う上でも有効であると思っています。 

それから、保健センターのほうの乳幼児に対する乳幼児食のメール教室についてなんですけれども、

こちらは、ちょっと江川委員のほうにも確認させていただきたいなと思っているんですが、健康課が申

すには、３、５か月児の離乳食指導は最近では行わない。母乳での指導を基本とすると、方向が少し変

わっている点があるので、３、５か月児に対する離乳食指導は行う必要はないのではないかと指摘され

ました。ただ、各種健診や教室や相談に参加していった方など、次の健診等につなげたり、また気軽に

相談できるように環境をつくっていくこと自体がこのメール教室の趣旨でありますので、マタニティク

ッキング以降、または母子健診等を受けてくださった方を中心に登録をして、情報提供ができるように

つなげていきたいと思っています。 

その次の②の保育所・幼稚園なんですが、骨子では保育園となっていたと思うんですが、保育園だと

ほんとうに保育園だけしか指さない。例えば認可保育所とかあるわけなんですが、保育に関連する諸施

設をすべて包括するには「保育所」と用語を使うんだそうですので、そこの部分は直しました。 

それから、市立保育園では、地域向けの食育相談を既に行っているということです。もともとの趣旨

は園児とその保護者に対して行っている相談等に地域の方も参加できるようにという趣旨だったわけで

す。教室と書くと、別に新しく１つつくるとか、２つつくるとかというイメージになってしまうので、

誤解を避けるために相談のまま、その上で拡充を図っていきたいということでした。 

それから、小、中学校なんですけれども、交流給食の考え方について、基本的には、骨子では平成２

２年度実施とさせていただいたのですが、基本的なこの会議での議論の方向としましては、まずできる

ことから、年２回をちゃんとやっていくということだったと思いますので、初歩的なところでは、給食

だよりとかで話題提供をするとかというのがありだとするならば、むしろ平成２２年度まで待つ必要は

なくて、もう少し早い時期に始めて拡充を図っていこう。レベルアップを図っていくというのでもいい

のではないかと思いますので、ご意見をいただければと思います。 

それから、弁当の日についてなんですが、ここが１つ、ポイントになるところでして、結論から言え



-9- 

 

 

 

ば、教育委員会として実施するのは難しい。いろいろな家庭等があることから、あと、給食は基本的に

提供しなければいけないとなっているものだからということなんです。ですので、ＰＴＡが行うものに

協力するのであれば、全面的に協力したい。本文のほうも「ＰＴＡに協力して」と事業内容の説明が変

わっておりますが、そういう指摘がありましたので、こちらについてもご意見をいただきたいと思って

います。 

何分、市立の小、中学校は１４校ありますので、年２回実施するのは基本的には全校ということにな

ると、各学校の事情とかということもありますから、推進するというのはよろしいとしても、ＰＴＡ、

家庭のご事情等を踏まえたものにするという意味では、ＰＴＡに協力してということでさせていただき

たいというのが指導室、学務課の意見です。 

それから、７番の項目なんですが、保護者に対する食育支援で、骨子では、「朝食の欠食や孤食につい

て実態調査を行い、保護者に対して指導する」となっていたんですが、まず第１に、「食育支援」と事業

名をしたとおり、保護者に対して指導はないだろう、生徒ではないんだからという部分が１つと、あと

実態調査と銘打ってやるのはプライバシーの問題があって非常に難しい。実際に指導とか、または情報

提供するに当たっては、実態を踏まえてやるのは当然のことだということなんですが、実態調査という

形でやるのは難しいので、そこは「保護者に対する啓発を徹底する」という表現でお願いしたい。その

上で、各学校としても努力していきたいという内容でした。 

それから、事業内容の８番のエコクッキングの部分なんですけれども、エコクッキングについては、

「エコクッキング」とそのまま書いても、それではちょっと何を指しているのかわかりにくい点がある

というのが１つと、あともう一つ、調べさせていただいた範囲では、東京ガス様の登録商標の扱いにな

っているということでもありますので、「環境に配慮した料理教室等」という表現にさせていただきたい

ということです。この部分については以上です。 

○大竹会長 ここのところで、食育の充実ということで、この辺は皆さん、関心の深いところだと思い 

ますが、いかがでしょうか。幾つかここで話し合われたことに関して、少し市庁内のほうで検討してい 

ただいた結果、変わったところもありますが、そのあたりのことについて、まず、保健センターと子ど 

も家庭支援センターとの連携のあたりは、鈴木委員か江川委員かでしょうか。こんなところでよろしい 

でしょうか。 

○江川委員 実際に私も保健センター、子ども家庭支援センターに行かせていただきました。それから、 

先ほど事務局から離乳のお話がありましたね。離乳の部分につきましては昨年から、厚生労働省のほう 

で授乳・離乳の考え方が大分整理されてきまして、母乳育児を推進するという観点から、離乳の開始は 
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５か月以降とすると明確にうたわれています。それから、いつ、例えば離乳の時期の部分について、期 

間というんですか、時期というんですか、初期とか、中期とか、後期とかというような表現がありまし 

たもので、それをすべて何か月から何か月ごろという形で、子どもの成長・発育の状況がきっかりとで 

きない部分があります。５か月と入れたのもその辺の意味合いからなっております。 

ただ、最近、また同じような部分で、よく言われる部分が離乳前に果汁とか、白湯とかというような 

部分を準備として飲ませるのも、母乳をきちんと飲まなくなるので、それもやめたほうがいいと。水分 

補給をする必要はない、母乳の成分のほとんどは水分だからというように整理されています。今年の４ 

月からの母子健康手帳でしたか、あれも全部、改定になりまして、国から、つい最近なんですけれども、 

保健センターにも多分行っていると思いますけれども、その辺、内容の変更がありましたので、という 

部分の中では、今の時代、今の保育に合った形にかなり整理されていると見ていただければいいと思い 

ます。 

○大竹会長 ５か月児以前は離乳食ということはやらないので、かえって、それは書かないほうがいい 

ということですね。 

○江川委員 そうです。 

○大竹会長 それぞれの委員の皆さん、自分の体験とは違っているかもわかりません。 

○江川委員 かなり変わっていると思うので、戸惑う方がいらっしゃると思います。私も個人的には、 

離乳食は取り分け食と。例えばみそ汁をつくるときに野菜なんか入れて煮ますね。みそを入れる前に取 

り分けてという部分なんですけれども、家庭でつくらないものですから離乳食が取り分けられないんで 

す。ですから、すべてベビーフード。 

○大竹会長 今の若い世代はベビーフードですね。 

○江川委員 そうすると、コストが高いものですから。ですから、お若い方のご家庭でコストが高いと 

なると、もうほんとうに食事になってこないという状況があるところも、すごい状況で。 

○鈴木委員 ベビーフードって買ったことありますか。 

○江川委員 あります。 

○鈴木委員 まずいんですよね。 

○江川委員 まずいです。 

○鈴木委員 めちゃくちゃまずいんです。 

○大竹会長 それは塩分が少ないからですか。 

○鈴木委員 だから、私はジャガイモとか、カボチャを煮て、つぶして食べさせていたけど。 
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○江川委員 そのままで食べていただければ十分にいいんですけど、その一手間が抜かれているとか、 

そういう部分の中では、食育を推進するということは、子どもを産む前のお母さんからというのが大切 

です。 

○大竹会長 とりあえず、子ども家庭支援センターとの連携というのはこういう形にして、さらに、離 

乳食の指導を５か月までのことは書かないということが今の理由ということになりますでしょうか。よ 

ろしいですか。 

それから、小学校、中学校のあたりはいかがでしょうか。交流給食については、井上委員はこのあた

り、可能性としてはいかがですか。 

○井上委員 交流の場で、先日お話ししたように、生産者のほうからの説明だとか、そういったことは 

できると思います。 

○大竹会長 では、できるところから始めていっていただければいいですね。 

○井上委員 そうですね。 

○大竹会長 少しずつ、その学校の特徴を持った展開をしていただければと思います。では、ご協力、 

どうぞよろしくお願いします。 

○井上委員 はい。 

○大竹会長 それから、５番目の弁当の日ということですが、ＰＴＡを中心としてなら、協力はすると 

いう形のようですが、鈴木委員いかがでしょうか。 

○鈴木委員 第一中学校の校長先生にこの話をしたときには、給食の回数は当然決まっていて、要する 

に学期末とか、学期初めとか給食のない日に、別に弁当を持ってきて午後までいるというようなことは、 

学校単位でやる分には何の問題もないということはおっしゃったんですけれども、そういったことで、 

各学校によっては、やる気があれば実施していくことはできるのかなと思います。 

○大竹会長 ＰＴＡのご協力をいただくということのようですので、その辺は、では、よろしくお願い 

いたします。 

それから、地域向けの食育教室ということで、「エコクッキング」は登録商標のようですので、「環境 

に配慮した料理教室」として含めるということですが、いかがでしょうか。萩原委員は。今やっていた 

だいているんですね。 

○萩原委員 小金井市は去年ですね、「男だらけの料理教室」をさせてもらったんです。ですから、そう 

いった内容になると思うんです。ですから、ほかにも項目が幾つかあるようなんですけれども、地域的 

に、１か所でなくて、例えば場所を変えてやるとか、そういったやり方もあるんじゃないかなとは思う 
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んです。ここは支援させていただきたい。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○萩原委員 ちょっとその上の６番、７番の保護者に対する食育支援のところは非常に難しいと思う。 

いや、集まるのかなという思いがしているんです。当然、平日ですね。ですから、よく私はわからない 

んですけれども、学校の公開日というのがあるじゃないですか。年に何回あるか知らないんですけれど 

も、そういったところにスポットを当てて、食育の話を保護者の人にしたほうが集まりやすいんじゃな 

いかなとは思っているんです。 

○大竹会長 逆に学校に出張に行ってくださるということですね。 

○萩原委員 そうじゃなくて、公開日は保護者の方が来るじゃないですか。昔の授業参観ですね。そう 

いった日にこの項目を充て込んで、何をやるかは今、具体的に出てこないんですけれども、保護者に対 

する食育の情報提供みたいな、そんなことができればいいかなとは思うんです。 

○大竹会長 そうですね。ぜひそういうことなども、具体的なことではアイデアを出していただければ 

と思います。どうしても今まで学校だと、学校の中で先生や関係者ができる範囲にとどまっていました。 

だから、そこにそういうふうに地域の、それこそ企業の方だとか、あるいは農業生産者の方とかと連携 

しながら新しいことをやり出していくということをぜひ考えていただければと思います。 

○事務局 今のご提案については教育委員会と調整します。実際に、各学校では、例えばセーフティ教 

室、防犯、安全とか、いろいろＰＴＡの方も交えた取り組みとかをされていると思います。食育も同じ 

ような観点で取り組んでいけないかという形で調整を進めていければと思います。 

○大竹会長 あと、④は特に説明はございませんけれども、よろしいでしょうか。学童保育所や児童館 

でのいろいろな展開というのは、多分、これは小金井市の１つの特徴になるものかもしれないと思って 

います。子どもたちに対する食育活動というと、学校の中で、小学校・中学校がどうしても中心になり 

がちなのですが、広げていくということをここでは提案するということですが、よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。では、次に、（３）のKoganei-Styleの地域展開ということで、よろしくお願 

いします。 

○事務局 こちらについては、骨子とほとんど変わっていないと思いますが、表現が一部、主体が市な 

のか、市がご協力をお願いしたり、連携を推進するということなのか、それとも各種団体等の方が進め 

るという、そちらのほうに主体があるのかという書き方が混同していたのを直すようにしました。Koga 

nei-Styleという言葉がどれだけ定着するかというのも含めていまして、食育としてこういうスタイルの 

提案をするというのは新しい方向と考えています。武蔵野スタイルにしても、国立スタイルにしても、 
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基本的には商工とか、文化という観点が語られることが多いですので、まず食を切り口に語っていると 

いうこと自体は新しい切り口だと思いますので、その定着を含めて振興を図っていきたいというのが趣 

旨になります。 

特に大事なのは、第３点の食育関連団体の制度をつくっていって、そこでの情報提供とか、交流を促 

進するという考え方なので、これについては、後でご提案させていただく食育シンポジウムにおいて、 

調査、周知についてもタイアップして周知を図っていきたいと思っています。 

○大竹会長 ということのようですが、いかがでしょうか。まず、①の「生産者の食育活動に対する促 

進策」という部分ですが、このあたりは今までもお話は出ていました。井上委員あたりが中心になって 

考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○井上委員 はい。 

○大竹会長 それから、②は企業でしょうか。 

○三笠委員 ミニパンフレットを作成して、これは会員企業、商工会の会員企業で食に関係をしている 

人なんかのお店に置いてもらうという形にすれば、非常に広く市民に広がると思います。 

それから、コンビニエンスストアです。コンビニエンスストアやファミリーレストラン、これもかなり 

先ほどのセブン－イレブン・ジャパンじゃないですけれども、売り上げでもかなりのシェアを、比率を 

持っていますので、そういうところにも協力をしてもらえるようになれば、その関心度、その辺は相当 

動くんじゃないかなと思います。 

○大竹会長 ５の環境に配慮した料理教室等は、先ほどのお話ですよね。 

○萩原委員 こちらは何となく地域というイメージですね。先ほどのところの８番ですか。あれは小中 

学校のですから、総合的な学習の時間という中での取り組みになるんじゃないかなとは思っているんで 

すけれども。今の５番のところは地域の方に、料理教室ですね。料理教育体験会みたいな、そういうイ 

メージでよろしいかと思います。 

○大竹会長 それから、地域で池田委員もこういう取り組みをなさっているんですね。 

○池田委員 ファイブ・ア・デーのこういう運動があるというのを覚えていましたので、問い合わせて、 

どういうふうに、Koganei-Styleの中にファイブ・ア・デーのことを、それに参加すると何かできるんじ 

ゃないかなと思いまして、ちょっと問い合わせてみたんです。 

○大竹会長 ありがとうございます。そうすると、どちらかというと、池田委員、大谷委員は、各種団 

体でそれぞれに、活動をなさっているものを展開し、③あたりのところでかかわって、いろいろな活動 

ができると考えてよろしいんでしょうか。そういう目から見て、この方針というんでしょうか、この点 
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についてはいかがでしょうか。やりやすいもの、もう少しここのところを充実せよか、ここはやりにく 

いから、違うほうがいいんじゃないのかというご意見はありますか。どうでしょう。よろしいでしょう 

か。 

○萩原委員 先ほどセブン－イレブン・ジャパンの話も伺ったりして、今のやっている１２ページのコ 

ンビニエンスストアですとか、ファミリーレストランとの連携という中で、前回ですか、どこかの業者 

で、食育に協力しているお店にシールを貼ろうじゃないかというようなチラシをもらったんですけれど 

も、そういった動きをしたほうが協力店というんですか、小金井らしさというか、それをどんどん増や 

していくということは、食育に関する認知度というんですか、食育を知っている人がどんどん増えてい 

くと。無関心層を少なくしていくんだという１つの理念から見るとき、そんな手法もどうかなと思った 

んです。 

○大竹会長 そのミニパンフレットだけではなくてということですね。もしかすると、また、等をつけ 

て、例えばKoganei-Styleじゃないけれども、ちょっとここの特徴をあらわすシールをつくって、協力店 

には貼るということでしょうか。 

○萩原委員 うまく貼るとかね。 

○大竹会長 最近、赤ちょうちんじゃなくて、緑ちょうちんですか、ああいうのも出てきたりとか、い 

ろいろあるみたいですので、そういうのはいいと思いますね。 

○萩原委員 そうですね。あまり予算がかかるとあれですね。金がかからないで効果的なんじゃないか 

なと思います。 

○事務局 シール、予算としてそんなすごい金額がかかるわけではないと思うので、要はそういうふ 

うにやるという方向性を打ち出せるかどうかにかかっているんだと思われます。実際、真剣にKogane 

i-Styleに取り組むんだとすれば、協力していただける方を増やすことがすべての成否を分けてしまいま 

すので、何らかの目に見える形にしていく工夫は必要ではないかと思います。 

○大竹会長 その辺は、三笠委員ではいかがですか、シールを貼るのは、事業者のほうだと思うんです 

が。 

○萩原委員 武蔵野市ではグリーンパートナーといって、いろいろな環境に関して武蔵野市の法人会が 

中心になのかもしれないですけれども、そこで、うちも小金井なんですけれども、紙のリサイクルだと 

か、幾つか該当するものがあれば「グリーンパートナー」というシールをいただけるんです。そんなの 

を貼ったんですけれども、どこまで広がっているのか、小金井市においては数社しかないので、たまた 

まそこに会議に出たときに、そのアンケートに答えたら送ってこられたので、でも、会社の中ではそう 
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いうことも、環境というのは考える。シールを貼って置いておけば。お店なんかだったら、もっと不特 

定、いろいろなお客さんが来るから、そこは啓蒙運動には当然つながるし、また、お店の中で食料品を 

扱っている部分であれば、そういうものを、私は食料品とか、レストランじゃないのであれなんですけ 

れども、そういうメニューだとか、いろいろなカロリーバランスじゃないけれども、そんないろいろな 

野菜がこういうものに入っていて、いいものですよとか、品目をこのくらい食べなきゃいけないんです 

よとか、そんなのもできるんじゃないかなと思いますので、ぜひこのシールは、そんなに予算も先ほど 

言ったようにかからない。その店が増えれば、それだけ皆さんの関心は高くなると思います。 

○大竹会長 では、ぜひ進めていくということで、よろしくお願いいたします。 

○大谷委員 ちょっと疑問に思う点は、どういう基準でシールを貼るかというのが非常に難しいと思い 

ます。シールはそんなにお金はかからないと言っても、例えばセブン－イレブンさんがやるとしたって、 

１枚例えば１円とか１円５０銭かかれば、結構金額が張るわけです。だから、企業としても、そういう 

ことに対して賛同できるかどうかということ。それよりも前に、さっき申し上げたような基準が明確に 

ならない限りは、シールを貼ってもらうというのは難しいような感じがします。 

○三笠委員 グリーンパートナーのときは、自分の会社とか、該当しないこともあるんですけれども、 

アンケートが会場で配られました。何百人もいるところだったんですけれども、アンケートに答えて、 

自分で既にやっていることに丸をして、やっていないのは、全企業に該当するものじゃないですから、 

３つぐらい該当があって、丸をしたら、それを送ってこられたので。だから、大勢が、そういう業者さ 

んが来る会合でアンケート調査、その場で提出してもらって、該当する企業にはそういう……。 

○大谷委員 協力のシールを貼るということですか。 

○三笠委員 協力シールを渡せる、そんな感じじゃないと、やみくもに全員に配布する。 

○大竹会長 それはまた、シールの意味がなくなってしまいますので。 

○三笠委員 関心があって、きちんと対応ができるお店に限らせてもらったほうがいいです。 

○大竹会長 何らかの基準をつくらないとだめかなと思いますね。 

○大谷委員 難しいですね。業者がつくるというのは当然、業者さんが食品会社と相談してつくってく 

るんですね。そういうことで割に容易にできると思うんですが、シールというのは格付みたいな感じに 

なっちゃいますね。国の基準、例えば栄養基準とかなら可能です。原産物から加工食品までどういう規 

準でやるか、非常に難しい気がします。 

○事務局 今おっしゃったシールみたいなものは、大谷委員のおっしゃるような格付とか品質規準を意 

味するものと、あと、もう一つは、そういう方向を示しているラベルであるというのと２タイプがある 
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と思うんですけれども、いずれにせよ、そういう方向を検討してみるという方向がつくれるのであれば、 

これ自身は実際、平成２０年度すぐには予算の問題がありますのでできませんので、この計画策定後に、 

秋に開かれる食育推進会議にご提案しますので、ご検討をしていただいて詰めていくという考え方では 

いかがでしょうか。今、規準をつくるというのは、それは難しい話だと思いますので、そこは研究させ 

ていただきますので、宿題にさせていただいて、一応何らかの形でシール等促進する仕組みづくりを、 

仕掛けづくりをしていくという考え方でよろしいのかなと思います。 

○池田委員 ちょっとご確認していいですか。 

○大竹会長 はい。 

○池田委員 内閣府から、こういう食育推進員の広報ポスターというのを出ているんです。こういうの 

を利用して、何しろ食育というところをまだ市民の方で知らない方たちがいっぱいいらっしゃるんです。 

だから、食育というのはこういうものだ。これは毎年、６月が食育月間、毎月１９日が食育の日となっ 

ていて、あと、これは募集した標語が載っています。まず、食育という言葉を皆さんに知っていただく 

という意味で、こういうポスターなんかいただけると思いますので、貼らせていただいたり、そういう 

ことから、そして、また、小金井独自の何かというものをつくるとか、皆さんに何しろ食育ということ 

を知っていただきたいと私は思います。 

○大竹会長 まず、そういうポスターも含めて、アピールする方法が今まだない。先ほど大谷委員が言 

ったように、じゃ、何をそれにするんだというものが十分煮詰まってはいませんので、検討も含めて、 

そういうことをやっていくということを基本方針・計画としては 

確認しておけばよろしいですね。 

それでは、④の専門家等との連携ということですが、このあたりは、廣野委員や、日暮委員、いかが

でしょうか。 

○廣野委員 私、今、中高年の人たちの、今までずっと話題になっていた中で、小中学校の子どもたち 

を中心にした施策をと思うんです。ところが、私どもがかかわっているのはメタボリックシンドローム

という、今はやり言葉みたいになってしまっていますが、それで、中高年の人がいかに健康状態という

ものを確保していくかというような命題が国から大きく叫ばれている時代でございますから、それをど

ういうふうにしてつかんでいくかということが非常に大きな問題だと思うんです。小中学校みたいな集

団は、子どもというのが１つの学校という単位でまとめられるでしょうけれども、市民の中高年の人た

ちをまとめていくというのはなかなか難しいと思うんです。 

ところが、今、中高年の人たちは年１回ですけれども、特定健診とか、基本健診とか、健康診断をや
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るわけです。特にこれは国民健康保険の対象者ですけれども、今度は制度が変わって、社会保険の対象

の被扶養者という方々も、奥さん方もその対象になるわけですけれども、そういう制度の中では、あな

たは健康に、運動指導をしてもらいなさいとか、食事のことで指導をしてもらいなさいという項目があ

って、そういうところでチェックできるようになっているんです、今。ですから、そういうものとタイ

アップしてやっていけば、どういう人たちにアンケートをとって、どういう成績を持っていかれるかと

いうのは非常に対象者をつかみやすいと思うんです。介護福祉課とか、今、保険年金課とか、障害福祉

課かな、そういうようなところが全部それにかかわっているわけですから、そういうところと企画政策

課が連携して調査対象者というのがつかみやすいと思うんです。 

それをつかんで、そういう人たちにそういう定期健康診断とか、特定健診をやるようなときに、同じ

ように、調査票みたいなものも折り込んでいって、どういう食生活をしているかとか、あるいは今、メ

タボリックで盛んに言われている、あなたのおなかの周りは何センチなんだとか、それは全部、検査す

るときに測ってくれますから、自分で知っているわけです。ですから、そういうものを記録してもらっ

て、中高年の全体像をつかんでいくということも、小・中学校のこれから成長していく人たちの状態を

つかんでいくことも大事ですけれども、今、社会で活動している人たちの全体像というのもつかむよう

にしていくためには、そういう特定健診とか、いろいろなことを健診とドッキングさせて調べていくよ

うなチャンスをつくったほうが結果をつくり出しやすいんじゃないかと私は思うんです。 

せっかくああいう制度があってやっているんですから、それを「あなたはメタボリックシンドローム

の対象者になっていますよ」と言うだけでおしまいにするんじゃなくて、あなたは、それはなぜ、食生

活ではどうなっているか、あるいはもっと広げて、睡眠時間がどうだとかこうだというようなことまで

アンケートをしていけば、１００％の回答はないでしょうけれども、応じてくれる人はかなりいると思

うんです。そういうものを基本にしていけば、いわゆるKoganei-Styleというのがもっと充実したものに

なるんじゃないかなと私は思っています。 

小・中学校のほうは、今までずっと皆さんご議論なさっていることで、どんどんやっていけるんだろ

うと思いますけれども、中高年の健康も大事ですから、そちらのほうもやってもらわないと。 

○大竹会長 そうですね。どちらかというと、そちらのほうが大事だと思うんです。 

○廣野委員 この中で、きょうの案の中で、メタボリック症候群という言葉が出てくるのは１２ページ 

の下から４行目だけなんです。ここに１行、メタボリック症候群という言葉が出てきておりますけれど 

も、中高年にしてみれば、こっちのほうがもっと大事。 

○大竹会長 どちらかというと、そこを中心にはしたいんですけれども、なかなか今、先生がおっしゃ 
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っていたように、捉えきれないんです。なので、そこのところを大分苦慮しています。 

○廣野委員 だから、そのデータをとるのは大変でしょうけれども、そういう特定健診とか、いろいろ 

なものにくっつけて、アンケート用紙を配れば、割合乗ってくれる人は多いんじゃないかと思います。 

○事務局 国民健康保険運営協議会の委員でもいらっしゃる廣野先生にそうやって言っていただいたら 

大きいんですけれども、今の部分は啓発活動とか、情報整備の部分にタイアップしてくることかなと思 

っていまして、特定健診の会場で調査をする。特定健診の会場に食育に関するメニューとか、チラシみ 

たいなのを用意しておいて、ぜひこういうものに取り組んでみてください、参加してみてくださいとや 

れば相乗効果が広がるということだと思いますので、扱いについては、会長と調整させていただくこと 

として、啓発活動と情報整備のほうに盛り込むように考えていきたいと思うんですが、それでよろしい 

でしょうか。 

○大竹会長 今、廣野委員がおっしゃったのは、単なる啓発だけでない。健診はお医者さんを中心にな 

さいますね。そこで食生活について気をつけたほうがいいですよということが本人にもちろん伝わりま 

すけれども、それがどこかで、例えば保健所あたりに行って、定期的にその人と保健所との間でやりと 

りするような仕組みづくりになるのかなと思ったんですけれども。 

○廣野委員 そういう仕組みづくりで、一応包括支援センターというのが南北にございますね、今、小 

金井に。包括支援センターでそういうことについて、我々が健診してチェックされた人に対してはいろ 

いろ、さっき言ったように、運動の面で指導するとか、食事の内容で指導するというような項目が幾つ 

か分れておりまして、そういうことについて、いろいろ指導を包括支援センターというところでやって 

くれるシステムができているんです。ですから、そういうところでばらばらにやっているのをもうちょ 

っと、せっかくこういう食育のことをやっていこうという委員会があるんですから、それとタイアップ 

してでもいいから、やっていくと、もっと充実したものが見つけ出せるのではないかなと思います。 

○事務局 小金井市の実情でございますけれども、特定健診は食育のほかの事業において中心的な役割 

を担う健康課自体が実施することになるので、同じ課で行うことですから、ほかの事業とのタイアップ 

は比較的とりやすいと思われます。ですので、その辺を配慮して、流れが、仕組みがつくれるようにと 

いう形で考えてみたい。 

○大竹会長 そうですね。もしかしたら、難しいかもしれませんけれども、可能性として、そういうこ 

とも探れるような計画の文言を書きましょう。 

○事務局 つくります。 

○大谷委員 今の廣野先生の話で大変意を強くしました。私も全般を見て、小中学生、子どもさんの食 
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育にちょっと比重があって、成人の食育に対しては、書かれてはいるが、やや影に隠れています。今、 

事務局に要求するのは難しいかもしれないですけれども、例えば保育所、それから小中学生、その後の 

成人というような項目にして、その中に、今、廣野委員のおっしゃったようなことを織り込むほうがよ 

り小金井らしい、ほかにないような取り組みができるんじゃないかなという気がします。一番最初の会 

議のときに、子どもさんの食育より成人の食育のほうが大事だと私は発言した記憶があるんですが、そ 

ういう点では非常に重要なご提案じゃないかと私は思うんです。 

○大竹会長 どうしても小・中学生のほうがつかみやすいので、その辺の計画はたくさん取り入れてし 

まうんですけれども、２０代～４０代以降のあたりを、食育で取り組まなくてはいけない世代をもう少 

し取り込むということですね。 

○事務局 基本的な考え方としましては、大谷委員もおっしゃるとおり、まず全世代に定着しなければ 

いけないんですけれども、とりあえず、この３か年の計画については、都の計画とも連動して、まず、 

若い人を固めていくというのと、あと、そもそも啓発自体とか、情報整備自体をしなければいけないの 

で、そこにウエートを置いた書き方になっています。その上では、ちょっと前半の啓発とか情報整備の 

ところに書かせていただいて、その後の平成２３年度からの次の計画では、特定健診も落ちついてくる 

時期ですので、成人層に対する取り組みというのがいよいよ焦点になると考えています。そこで展開す 

る前提として、今の枠組みはよろしければこのままさせていただいて、そこに根をきちんと埋め込んで 

いくとさせていただきたいと考えております。 

○大竹会長 では、その辺のところもしっかり見据えた計画としていきたいということでよろしいでし 

ょうか。 

あと、日暮委員のほう、何かございますか。専門家等の連携というところで、専門のお立場から何か 

ありましたらお願いします。例えばここでは地域活動、栄養士会等の協力を得てという、食育の事業に 

ついて書かれていますけれども、特に給食の可能性とか、もし苦情等もございましたら、お伺いしたい。 

○日暮委員 来年度から、教育委員会の学務課のほうに栄養士が配置されることになりました。４月か

ら仕事がスタートすると思うんです。そうすると、学校のほうに少し余裕ができるかなと思います。先

生方とのタイアップも、企業など外部とのタイアップももう少し考える時間ができるかなと思います。 

○大竹会長 今、小金井市には、いわゆる学校で活躍している栄養士ではなくて、どちらかというと、 

家庭に入っている栄養士で何かそういうグループみたいなものがあるんですか。ご存じですか。 

○日暮委員 どうでしょうか。 

○江川委員 保健所の部分の中では、地域活動をする栄養士さんを応援するような、予算は何もないん 
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ですけれども、仕組みはあります。府中と小金井で昔、保健所がございました。ですから、そのときか 

らの流れで、府中・小金井地域活動栄養士会という会があります。人数的にはそんなに多くないんです 

けれども、それは三鷹、武蔵野にもありましたし、狛江にもありましたし、各地域そういうような活動 

をなさっている方がいらっしゃいます。特に小金井の部分の中では、小金井に住んでいらっしゃる方が 

会長さんをやっているものですから、積極的に市報に載せて、男性の料理教室を自分たちで開催したり 

とかというような地域活動をやっていらっしゃいますので、例えばそういう人たちが地域で活動してい 

ただければなと思います。 

○大竹会長 では、これでよろしいでしょうか。最後になりますが、「計画の推進に向けて」をお願いし 

ます。 

○事務局 こちらも当初のとおりなんですけれども、書き加えさせていただいたのは、４の食育懇談会 

です。今後、この計画が策定されれば、事業の推進自体が大きい課題になってくるということですので、 

現在の体制に加えて、まず、役所内の食育推進検討委員会を、中核的な事業を担う健康課を中心に、私 

たち企画政策課も入っていくという形で体制を強化したいということと、その中では当然、場合によっ 

ては廣野委員からご指摘がありましたとおり、今現在は入っていない介護福祉課とかいうのも視野に入 

っていることもあり得るかと思っております。 

あと、もともとは、項目としてはこちらのほうに入れたかったんですが、食育懇談会が地域の各種団 

体等の情報供与とか、連携の上で非常に大きいウエートを持ってくると思われるし、あと、大谷委員が 

ご指摘されている成人の方々への取り組みとか、そういうのはこの辺が大きいキーワードになると思い

ますので、正式に施策の推進体制の中核的な役割を担うものとして、ここに書き込ませていただきまし

た。関係者の役割とかについては、骨子と文書はほとんど変わっていないかと思いますので、そのまま

で残したいと思っています。 

○大竹会長 ありがとうございました。施策の推進体制として大きく３つ、食育推進会議と食育推進検

討委員会と食育懇談会、特に食育懇談会というのを新しくつくっていくものということでありますが、

よろしいでしょうか。 では、特にご意見がなければ、一応こういう形のものでさせていただきたいと

思います。文言等につきましては、また後でご意見をお寄せいただければと思います。ありがとうござ

います。 

○江川委員 関係者の役割という部分で。１４ページです。 

○大竹会長 １４ページの関係者の役割。 

○江川委員 小金井市が一番最初に来ていますけれども、これは市民が一番先頭になる。 
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○大竹会長 逆ですね。そうですね。 

○江川委員 市民が小金井市の食育を進めていくんだという立場で記述としては先頭になりますので。 

○大竹会長 そうですね。ありがとうございます。では、この順番を逆にしていただくということで、 

よろしくお願いします。 

○廣野委員 日本医師会で『食と生活習慣病』という、これは医師会の中の雑誌なんですが、非常にお 

もしろい論文が幾つも入っておりましたので、事務局に渡してありますので、事務局のほうで見て、こ 

れは皆さんの参考になるなと思ったところがあったらコピーして、皆さんにお配りしていただきたいと 

思うんです。１冊しかありませんから。 

○事務局 コピーか、また何かまとめたものかという形はお任せいただきたいと。情報提供させていた 

だきます。 

○大竹会長 よろしくお願いします。５の計画の推進に向けて、今、関係者の役割で、市民を第一にと 

いうことでした。よろしいでしょうか。あとございますか。 

○事務局 確認なんですけれども、そうすると、順番としては、市民を第１で、その次、生産者・事業 

者、各種団体等、小金井市の順番でよろしいでしょうか。 

○大竹会長 はい。 

○事務局 ありがとうございます。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。また、気づかれたことがありましたら、後でご意見をいただければ 

と思います。よろしくお願いします。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。食育シンポジウムについて、よろしくお願いします。 

○事務局 では、食育のシンポジウムについて、ご提案をさせていただきます。まず、もともと６月の 

食育推進月間中に啓発活動と、食育推進計画のご披露を含めてシンポジウムを実施したいということは 

お話を申し上げていたとおりです。次第にあるとおり、目的は、小金井らしい食育というのがどういう 

ものであるかという啓発活動を行うことと、あと、小金井市食育推進計画及びそこに書かれている計画 

事業の周知を図っていくというのを大きな目的として、平成２０年６月１４日、土曜日の１時から４時 

半ぐらいで実施できたらと思うんです。内容としては、基調講演、シンポジウム、参加者アンケート、 

それから報告書を作成するということを考えております。 

まず、６月１４日なんですけれども、６月中、あまり遅過ぎない時期にということと、あと時間は、 

なぜ５時じゃなくて、４時半ぐらいかというと、もし可能ならば、保護者の方々にも参加しやすいよう 

にということで、夕飯の支度が始まる前ぐらいということです。父兄の方々のご協力をいただくときは、 
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お母様方とかは４時半を過ぎるとそわそわされるわけです。途中で退席される方もいらっしゃるという 

ことなので、初めから４時半ぐらいをめどとしたほうがいいかなと思っています。 

事務局の腹案といたしましては、基調講演は、聴衆の方を巻き込んでお話をされるのはプロでいらっ 

しゃいますので、村松先生にお願いをさせていただいて、シンポジウムのコーディネーターとしては、

大竹会長にお願いをいたしまして、基調講演、シンポジウムをして、参加者アンケートやそのほか呼び

かけ等を行った上で報告書にまとめていきたいと思っています。 

基調講演の仮題としましては、「食育はひとづくり・まちづくり～Koganei-Styleの可能性～」という

テーマでお願いしたい。講演を１時間程度で質疑１０分程度、シンポジウムについては、「小金井らし

い食育をめざして～食育推進計画策定秘話～」、これはあくまで仮のタイトルなので、適当なものを考

えていただければと思うんですけれども、小金井市における食育の課題、それから食育・食生活におけ

る小金井らしさ、Koganei-Styleに込めた思いとはということをシンポジウムの中で話していければと

考えています。 

シンポジストとしましては、予算の関係があるんですが、大竹会長、村松委員のほかに２名程度で、

１名は食育推進会議からお願いして、それにもう１名は、事業者でも、何か団体活動等をされている方

でも結構だと思うんですけれども、食育推進会議以外の方からお招きをして、あと、市からは市長にも、

参加してもらいまして、議論を深めていければと思っています。おおむね参加見込み人数は１００人余

りぐらいで考えてみると、学校関係者、保育所等の関係者、行政関係者のほかに、学校のＰＴＡの方々

とかが多くなるのは50人ぐらいと、あと一般市民の方20名ぐらい。比較的こぢんまりとしたというふう

になると思うんですが、それぐらいのほうが密度は濃くできると思いますので、まずきちんと核をつく

って、その次につなげていきたいと考えています。会場さえ見つかれば、ほんとうはもっと多い人数で

もいいんですが、今、公会堂がないような状態ですので、それよりは、まず中身のほうにウエートを置

いて、次につなげていきたいと考えております。 

あと、備考としましては、この頃までに食育のホームページを作成していきたいということと、食育

ホームページの編集ボランティアの募集とか、食育関係団体の調査や父兄のご協力のお願いとか、そう

いう呼びかけをきちんとしていきたいと思っています。 

会場については、大竹会長、学芸大学のほうの共催をいただきまして、学芸大学のほうで実施させて

いただければと検討していますが、６月１４日の日付けだと、６月は芸術館ホールは土・日ともいっぱ

いだそうなので、残念ながら、それ以外のところで都合したいと思っています。 

あと、これはまったく大竹会長にもお話ししていないので、ここでのお願いなんですが、司会進行は、
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私どもがやってもいいんですけれども、食育推進会議で計画をまとめていただいたということもありま

すので、可能ならば、司会進行のほうも大竹会長にお願いできればと思っているんですが、開会、市長

あいさつのとき、基調講演のとき、質疑のとき、閉会ぐらいしかしゃべるところはないと思うので、い

かがなものでしょうか。それも含めて、司会進行は市のほうがやったほうがいいというのを含めまして、

ご提案がありましたら、ぜひご意見をお願いしたいと思います。 

○大竹会長 ということで、６月１４日の午後に、食育に関して基調講演及びシンポジウムを行う、「小 

金井らしい食育を目指して」ということで、いかがでしょうか。 

○事務局 後援として、東京都多摩府中保健所、小金井市小中学校ＰＴＡ連合会、それから東京ガス様 

に後援はいただけそうかというのもちょっとあわせてご意見をいただきたいと思うんです。 

○大竹会長 いかがでしょうか。 

○鈴木委員 ＰＴＡ連合会は大丈夫です。 

○大竹会長 ＰＴＡは大丈夫です。 

○事務局 ありがとうございます。 

○大竹会長 保健所は。 

○江川委員 大丈夫です。 

○事務局 どうもありがとうございます。 

○大竹会長 東京ガスのほうは大丈夫ですか。 

○荻原委員 大丈夫です。 

○大竹会長 シンポジスト、これは後で、あるいは今ここで、誰かいれば決めてしまうんですか。 

○事務局 食育推進会議の方に関しては、特に私のほうが出たいという方があればと思うんですが、そ 

うでなければ、コーディネーターである大竹会長とご相談させていただいて調整をしたいと考えていま 

す。 

○大竹会長 食育推進会議以外の事業者が、事業者に限りませんけれども、どんな方になるかによって 

も違ってきますね。 

○事務局 一般の市民という方だとちょっと難しいと思うので、小金井に関わりのある方を。 

○大竹会長 それとバランスのとれた形で、この中でどなたかとなりますね。 

○事務局 そうです。 

○大竹会長 例えば外部の方が農業関係だと、多分農業とバッティングしないほうがいいとか、多分そ 

んな感じになるかなと。 
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○事務局 その考え方がありまして、例えば他市において食育に関する活動をされている方とかをお願 

いするかとかいうのは、ちょっとまだそこまでは詰めていないものですから。 

○大竹会長 これから考えていくようですけれども、それに関して、こんな方法がいいのではないかと 

いうご意見がありましたら、今ここで言っていただければ、後で考えるときの参考にさせていただきた 

いと思いますけれども、いかがでしょうか。あるいは、今までいろいろなところに、皆さん、食は関心 

がおありになると思うんですけれども、そういうところでシンポジウムを開催するにあたって、こんな 

人がお勧めという方がいましたら、お話を聞かせていただければ参考になります。 

○江川委員 内閣府が食育を推進するための食育推進大使という名前だったか、ちょっと細かいところ 

まで覚えていないんですけれども、つくっておりまして、芸能人の方とかいらっしゃいます。いろいろ 

な方がいらっしゃいます。そういう方はぜひとも使ってほしいということが内閣府のホームページに載 

っているんですけれども、そういう方もちょっと眺めてみるといいのかなとちょっと思いました。 

○大竹会長 ありがとうございます。そういういろいろな情報がありましたらお願いします。何かあり 

ますか。 

○事務局 はい。何かお気づきの点がありましたら、事務局へお寄せいただいてということで、よろし 

くお願いします。 

○大竹会長 あと、先ほどの司会進行ですが、どうしましょう。別にやってもいいんですけれども、シ 

ンポジウムのコーディネーターをやっている人が最初から最後までやっいてしまうのもちょっと締まり 

がないかなという気がしないでもないんです。始まりますとか、終わります程度は、事務局にやってい 

ただいたほうがいい気がするんです。よろしいですか。 

あと、会場は、ＡＶホールというのはちょっと使いにくいので、もっといいところがあれば、調べま 

す。今日の議題は以上ですね。 

○事務局 では、日程について、よろしいですか。予定としましては、この後、委員の皆様からご意見 

を寄せていただいた上で、よろしければ、大竹会長と調整して、平成２０年４月２日から５月１日まで 

パブリックコメントに付したいと考えております。ですので、まずそういうことでよろしいかというこ 

とを確認をとらせていただいて、よろしいとすれば、日程のほうに入りたいと思うんですけれども、い 

かがでしょうか。 

○大竹会長 パブリックコメント、４月２日から約１か月間ということですが、いかがでしょうか。こ 

のぐらいの予定でよろしいでしょうか。これはホームページ上で募集するんですか。 

○事務局 ホームページと、それから市内の施設、おおむね１０か所ぐらいに実際に紙のものを置きま 
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して、それを郵送、ファクス、あとホームページ経由のメール等で寄せていただけるようになっていま 

す。 

○大竹会長 広報か何かにパブリックコメント募集とかと載せるのですか。 

○事務局 市報にももちろん載ります。この場合ですと４月１日号に載せるので、その翌日からという 

ことで２日からになっております。 

○大竹会長 ということですが、よろしいでしょうか。では、よろしくお願いします。次に、次回の日 

時です。 

○事務局 そういたしますと、本日が１３日で、おおむね１週間ぐらいしかなくて恐縮なんですが、ご 

意見等がございましたら、来週金曜日の２１日中ぐらいまでにお寄せをいただければと思います。５月 

１日にパブリックコメントの結果が集まりまして、調整のお時間をいただきたいので、前回と同じよう 

に、基本的に木曜日の午後に実施するということになりますと、５月１５日か２２日ということなので、 

２９日だと６月までに印刷ができないということになってしまいますので、５月２２日頃ではいかが 

かと思うんですが、ご予定のほうはいかがでしょうか。 

 

（日程調整） 

 

○事務局 ５月２２日の１時半から３時半ということで会場をとって、またご連絡をいたします。 

○大竹会長 よろしくお願いします。その他、何かございますでしょうか。委員のほうから、もし何か 

ございましたら。よろしいですか。事務局のほうはないですか。わかりました。 

ご協力いただきまして、少し早目に終わることができました。本日はどうもありがとうございました。 

 

（午後３時００分 閉会） 
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１１１１    食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって 

 

（（（（１１１１））））    計画計画計画計画のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ 
平成１７年６月に食育基本法（平成１７年法律第６３号）が制定され、食育とは「生きる上での

基本」であり、「様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができる人間を育てる」ことであるとされました。 

食育基本法に基づいて、平

成１８年３月に国が食育推

進基本計画を、平成１８年１

１月に東京都が東京都食育

推進計画を策定しました。食

育基本法第１８条に基づい

て、市町村においても食育推

進計画を策定することが求

められています。 

本市においては、平成１３

年３月に平成１３年度から平成２２年度までの１０年間の市政の方向性を定めた第３次基本構想

を策定し、「元気です 萌えるみどりの小金井市」を将来像として、まちづくりを進めてきました。 

平成１８年３月には、基本構想を実現するため、平成１８年度から平成２２年度までを計画期間

とする後期基本計画を策定し、その下の個別計画である、のびゆくこどもプラン小金井（平成１７

年８月策定）や農業振興計画（平成１３年３月策定）等の中で食育に関連した施策を行っています。 

これらを踏まえて、食育基本法第１８条第１項に基づき、食育を総合的かつ計画的に推進するた

め、食育推進基本計画及び東京都食育推進計画を基本としつつ、第３次基本構想・後期基本計画に

基づいて、各種計画との連携を図りながら、本計画を策定するものです。 

 

（（（（２２２２））））    計画計画計画計画のののの期間期間期間期間 
食育推進基本計画及び東京都推進計画においては、目標値を平成２２年度までに達成するとされて

います。本市の第３次基本構想・後期基本計画も、平成２２年度までを計画年度としています。 

このため、図１のとおり、本計画も平成２０年度から平成２２年度までを計画年度とし、３年間で

の集中的な取組を進めることとします。 

（（（（図図図図１１１１））））小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画とととと関連計画関連計画関連計画関連計画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（表表表表１１１１））））食育基本法食育基本法食育基本法食育基本法におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    

① 国民の心身の健康と豊かな人間形成（第２条） 

② 食に関する感謝の念と理解（第３条） 

③ 食育推進運動の展開（第４条） 

④ 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割（第５条） 

⑤ 食に関する体験活動と食育推進活動の実践（第６条） 

⑥ 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村

の活性化と食料自給率の向上への貢献（第７条） 

⑦ 食品の安全性の確保等における食育の役割（第８条） 

第３次小金井市基本構想（平成１３～２２年度） 

 

後期基本計画（平成１８～２２年度） 

 

小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画    

（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０～～～～２２２２２２２２年年年年度度度度））））    

食育推進基本計画（国） 東京都食育推進計画（平成１８～２２年度） 
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２２２２    小金井市小金井市小金井市小金井市のののの食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる現状現状現状現状 

    

（（（（１１１１））））    国国国国・・・・都都都都のののの調査調査調査調査にみにみにみにみるるるる食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸問題諸問題諸問題諸問題 
内閣府は、平成１８年度・平成１９年度と『食育白書』を作成し、食育をめぐる現状を詳しく分析

しています。その中では、食をめぐる諸問題は、資料１のように捉えられています。 

 

（（（（資料資料資料資料１１１１）『）『）『）『食育白書食育白書食育白書食育白書』』』』にみるにみるにみるにみる食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸問題諸問題諸問題諸問題    

例えば、食に関係して、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身傾向、

食の安全、食の海外への依存、伝統的食文化の危機、等の問題が生じている。今日に至るまで、我

が国の社会経済構造等が大きく変化していく中にあって、国民のライフスタイルや価値観・ニーズ

が高度化・多様化し、これに伴い食生活やこれを取り巻く環境が変わってきた。また、日々忙しい

生活を送る中、食に対する意識、食への感謝の念や理解が薄れ、毎日の「食」の大切さに対する意

識が希薄になってきた。 

生活のリズムとしての規則正しい食事、栄養面でのバランスのとれた食事、安全面へ配慮した食

事、食べ残しや食品の廃棄という状況を改善することへ配慮した食事、あるいは家族が食卓を囲ん

だ楽しい食事、等の望ましい姿の「健全な食生活」が失われつつある。 

 （出典：平成１８年度『食育白書』p.2） 

 

「食の変化」、「食に関する理解や判断力」、「栄

養の偏り」、「不規則な食事」、「肥満」、「過度の痩

身傾向」、「生活習慣病の増加」、「食に関する感謝

の念と理解」、「食の海外への依存の問題」、「食文

化」、「食の安全上の問題」と多岐にわたって、デ

ータを掲載して問題状況が分析されています。そ

の内、食生活に関わる主な指標を抜粋したものが

資料２です。 

この他、「毎日朝食をとる子どもほど、ペーパ

ーテストの得点が高い傾向」がはっきり現われて

いること等が紹介されています。国立教育政策研

究所「平成１５年度小・中学校教育課程実施状況

調査」によるもので、最も得点差が開いた小５社

会では、毎日朝食を必ずとるとした層の平均得点

510点に対し、全く、または、ほとんどとらない

とした層の平均得点は 433点でした。77点もの

点差があり、朝食と学習の関係がはっきり現われ

た事例と言えます。 

東京都は、東京都食育推進計画の第２章「東

京の食をめぐる問題」に、計画書全体の３分の１弱を割き、都における食をめぐる諸問題を様々な角

度から分析しています。 

「家庭での食育機能の低下」として「家族で食卓を囲む機会の減少」、「子どもの食習慣を確立させ

る家庭の食育機能の低下」を、「食を大切にする心の希薄化」として「生産と消費との乖離」、「生産体

験をする機会が少ない」を、「食に対する理解の不足と食生活の乱れ」として「食習慣の乱れと栄養の

偏り・健康食品への過大な期待」、「伝統的な食文化が継承されていない」、「食物やそれを取り巻く環

（（（（資料資料資料資料２２２２）『）『）『）『食育白書食育白書食育白書食育白書』』』』にににに見見見見るるるる指標指標指標指標（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

  数値の年度は特に記載ない場合、平成 15年 

①①①① 食料消費支出食料消費支出食料消費支出食料消費支出にににに占占占占めるめるめるめる外部化率外部化率外部化率外部化率のののの推移推移推移推移    

33.7％（昭和 56年）→44.5％（平成 15年） 

※外部化率：外食率に総菜・調理食品の支出割合を加えたもの。 

②②②② 昼食昼食昼食昼食におけるにおけるにおけるにおける外食外食外食外食・・・・調理済食調理済食調理済食調理済食のののの利用状況利用状況利用状況利用状況    

男性：最多は 30～39歳で 57.8％ 

女性：最多は 20～29歳で 40.5％ 

③③③③ 家族家族家族家族そろってそろってそろってそろって夕食夕食夕食夕食をををを取取取取るるるる頻度頻度頻度頻度    

週４日以上 45.0％、週１日以下 17.6％ 

④④④④ 朝食朝食朝食朝食のののの欠食率欠食率欠食率欠食率（（（（１１１１歳以上歳以上歳以上歳以上））））    

最多は 20-29歳で 27.4％ 

7-14歳は 3.0％、総数 10.5％ 

⑤⑤⑤⑤ 適切適切適切適切なななな食事摂取食事摂取食事摂取食事摂取のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな知識知識知識知識・・・・技術技術技術技術のののの有無有無有無有無    

男性：あまりない、まったくない総数 68.3％ 

   最多は 20-29 歳で 75.5％に達する。 

女性：あまりない、まったくない総数 44.9％ 

   最多は 15-19 歳で 75.5％に達する。 

（出典：平成１８年度『食育白書』） 
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境への理解不足」について、それぞれ調査結果

に基づいたデータを示して掲載しています。 

その内、東京都の児童・生徒の状況を示すも

のを抜粋したのが資料３です。家族と共に食事

する頻度は全国に比して１割以上も低く、孤食

はこの５年間で格段に進行していることが見て

取れます。 

東京都では、第一次産業の就業率が低く、外

食産業等も発達しており、生活スタイルの多様

化が進んでいることが背景にあると思われます

が、他の地域に比べてより一層、食育を推進し

ていくことが必要にあると言えます。 

 

（（（（２２２２））））    市立小中学校市立小中学校市立小中学校市立小中学校におけるにおけるにおけるにおけるアンケートアンケートアンケートアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果 
本市では、小学校４年生・中学校２年生を対象に、平成１９年９月１０日から１４日まで「食生活

に関するアンケート」を実施しました。 

 

＜アンケート集計結果・分析結果を記載＞ 

 

 

（（（（３３３３））））    市及市及市及市及びびびび市内団体市内団体市内団体市内団体によるによるによるによる食育関連事業食育関連事業食育関連事業食育関連事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況 
本市では、これまでも第３次基本構想・後期基本計画及び各種個別計画に基づいて、食育に関連す

る施策・事業を実施してきました。 

 

＜各課及び市内団体等の事業を掲載＞ 

 

（（（（４４４４））））    本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける食食食食育育育育にににに関関関関するするするする情報情報情報情報収集収集収集収集のののの現状現状現状現状 
本市における食育に関する情報収集としては、市立小中学校において、栄養士が学校給食の改善及

び食習慣指導等を目的として、学校単位での調査・研究等が行われてきました。また、「国民栄養調査」、

「子ども生活実態基本調査」、「児童・生徒の学力向上を図るための調査」、「児童・生徒の健康に関す

るアンケート」等、国や都の調査が実施された際に、必要に応じて学校単位での集計を行い、その調

査結果を日々の業務等に活かしてきました。 

しかし、全市的に行われたものとしては、市立小中学校の小学校４年生・中学校２年生を対象とし

て行った「食生活に関するアンケート」が初めてのものとなります。本市における情報収集の現状と

しては、学校レベルでの任意の調査・研究にとどまっているのが現状です。このため、例えば、３０

代の会社員の男性・女性の食生活の実態等は、ほとんど分かっていません。 

食育を総合的かつ計画的に推進するためには、全世代を対象とした情報収集を全市的に行うことが

必要です。また、国の食育推進基本計画や東京都食育推進計画のように、取組の指標としても調査結

果を活用するならば、継続的な調査が欠かせません。施策の実施に役立てるためには、高度に専門的

な分析が求められます。 

さらに、食育に関して収集されるべき情報には、アンケート調査等による市民の意識のみならず、

地域の情報があります。例えば、市内でアレルギー対応食品を取り扱う店舗等がどれだけあるのか、

また、市内で食及び食生活に関して活動する団体等がどれだけあるのか、現状ではあまり把握できて

いません。食育に関する地域情報の収集についても、仕組みづくりを進めていく必要があります。 

（（（（資料資料資料資料３３３３）『）『）『）『東京都食育推進計画東京都食育推進計画東京都食育推進計画東京都食育推進計画』』』』にににに見見見見るるるる指標指標指標指標    

（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

①①①①    家族家族家族家族とのとのとのとの一緒一緒一緒一緒のののの食事頻度食事頻度食事頻度食事頻度（（（（平成平成平成平成 11111111 年度年度年度年度））））    

週に４～５日以上 67.0％（全国 74.9％） 

②②②②    児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの孤食孤食孤食孤食    

小４：平成９年度 0.8％→平成 14年度 4.1％ 

中１：平成９年度 1.8％→平成 14年度 6.8％ 

③③③③    児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの朝食朝食朝食朝食のののの欠食欠食欠食欠食（（（（平成平成平成平成 17171717 年度年度年度年度））））    

小５：食べない方が多い・ほとんど食べない 4.9％ 

中２：食べない方が多い・ほとんど食べない 10.4％ 
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３３３３    食育推進食育推進食育推進食育推進のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方 

    

（（（（１１１１））））    小金井市小金井市小金井市小金井市におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 
本市では、第３次基本構想・後期基本計画を策定し、将来像「元気です 萌えるみどりの小金井市」

を実現する４つの柱として、「みどり豊かで快適な魅力あるまち（環境と都市基盤）」、「いきいきとし

たくらしを支えるまち」（地域と経済）」、「豊かな人間性をはぐくむふれあいのまち（文化と教育）」、

「安心してくらせる生きがいのあるまち（福祉と健康）」を目標とするまちづくりを進めてきました。 

「みどり豊かで快適な魅力あるまち（環境と都市基盤）」では緑と水の保全を、「いきいきとしたく

らしを支えるまち（地域と経済）」ではみどり豊かな都市農業の展開を、「豊かな人間性をはぐくむふ

れあいのまち（文化と教育）」では家庭や地域での心のふれあいによる豊かな人間性の育成を、「安心

してくらせる生きがいのあるまち（福祉と健康）」では健康の保持・増進を図ることとし、食及び食生

活に関連して、環境・健康・教育・農業等の分野を中心にさまざまな施策を実施してきたところです。 

食育とは、食に関する健全で豊かなライフスタイルを自ら選び、実践する力を育てることです。第

３次基本構想・後期基本計画に基づき、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードとして、

食を通した豊かで健全な小金井らしいライフスタイルを、市が、生産者・事業者が、各種団体等が、

そして市民ひとりひとりが、選び、実践し、協働することによって進めていくことを、食育の基本方

針としました。これは、「小金井らしい食生活」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”

として、地域に展開しようとするものです。 

食育はさまざまな分野に関わり、さまざまな主体によって進められるものであるため、計画期間の

３か年をかけて、戦略的に推進していくことが必要です。このため、平成２２年度までの３か年で、

①全市民を対象とする食育に関する情報提供・啓発等の基盤整備、②子どもたちに対する基本的施策

の充実、③地域における各主体の連携強化を図っていきます。 

 

 

（（（（コラムコラムコラムコラム））））小金井小金井小金井小金井らしいらしいらしいらしい食生活食生活食生活食生活とはとはとはとは？？？？    

   ～「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードに小金井らしさを～ 

� 地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ、低農薬等、良質な野菜にこだわる。 

� 庭先直売所等で新鮮な朝採れ野菜を買い、旬の味わいを楽しむ。 

� コンビニエンスストアやファミリーレストラン等を利用する時にも、全体の食のバランスを忘れない 。 

� 家の人や友人・知人との団らんを大切にした食事をする。 

� 朝夕のせめてどちらかは、家で食卓を囲む。 

� 親しい友人や知人と、食事を共にし、楽しく語らう時間を大切にする。 

� 地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践する。 

� ボランティアやサークル活動等、食を通じて地域の人と人がふれあう。 

� 地産地消やエコクッキング等、個々人ができる範囲で工夫をしている。 

（（（（図図図図２２２２））））小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

 

 

 

 

 

KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyleのののの    

地域展開地域展開地域展開地域展開    

生産者・事業者・各

種団体等の連携強化 

子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの    

食育食育食育食育のののの充実充実充実充実    

保健センター・保育

所・小中学校等での集

中的な取組 

食育食育食育食育のののの土台土台土台土台づくりづくりづくりづくり    

 

啓発活動の充実と 

情報の整備 
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（（（（２２２２））））    取組取組取組取組のののの指標指標指標指標 
国の食育推進基本計画及び東京都食育推進計画では、取組の指標として数値目標が掲げられてい

ます。本計画においては、それらを基本としつつ、本市の実態を踏まえたものとするべく、食育推

進会議で検討を重ね、表２のとおりの指標を設定しました。 

    

    （（（（表表表表２２２２））））小金井市小金井市小金井市小金井市におけるにおけるにおけるにおける取組取組取組取組のののの指標指標指標指標（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度までまでまでまで））））    

 

 

指標の項目１は、東京都食育推進計画では、「食育の意義を理解する」都民を平成２２年度までに

７０％以上にするとなっています。しかし、東京都多摩府中保健所が市内で行ったアンケートによ

れば、食育の日を知っていると答えた割合は３％程度であったことが報告されています。本市が実

施した「食生活に関するアンケート」において、市立中学校の２年生の食育への関心が低かった現

状からしても、食育推進月間・食育の日の集中的な取組を行うことによって、食育を市域全体で推

進していくことが必要であるため、目標をより具体的に設定しました。 

項目２・３・４は、東京都の指標に準拠したものです。文教都市である本市としては、子どもを

めぐる食の問題は、とりわけ重要です。このため、項目４について、東京都では「基礎的な食習慣」

となっているところを「よい食習慣」と一歩進めた目標とし、指標についても「４・５歳児の保護

者」となっているところを「市民」一般へとより広い指標において確認するものとしました。併せ

て、具体的な目標を設定することとし、一生の財産となる「箸の持ち方」について、現状の７０％

程度を８０％以上に引き上げることを目標としました。 

項目５は、東京都では「生産体験学習を行う」「生産者と交流の図れる食材を学校給食に利用する」

となっているところを、本市の実態に合わせて設定したものです。本市には、都市部としては比較

的多くの農地がありますが、植木栽培が多く、また、野菜については少量多品目栽培としているた

め、市立小中学校１４校に対して、学校給食のための食材を安定的に供給することは困難な状況に

あります。一方、学校関係者の努力と生産者の方々の協力によって、生産体験学習は比較的推進さ

れている状況にあります。このため、年２回以上交流等を図った給食等を実施することとしました。 

項目６は、東京都の指標に準拠したものです。食のバランス（栄養、量等）に配慮することは、

食育の成果としてもっとも重要なものです。指標としては、東京都と同じ数値を設定していますが、

可能な限り、より一層のものとなるよう努めていきます。 

 項目 指標 国 都 

１ 食育推進月間・食育の日を知っている ７０％以上（中２・市民） △ △ 

２ 朝食を食べている児童・生徒の割合 
小５・中２共に１００％程度 

（何らかのものを朝、食べてくる） 
○ ○ 

３ 家の人と食事する児童・生徒の割合 
小４・中１共に１００％程度 

（朝・夕いずれかでも。兄弟可） 
－ ○ 

４ 
子どもがよい食習慣を家庭で身につけ

ている 

５０％以上（市民） 

箸を正しく持てる小４ ８０％以上 

－ 

－ 

○ 

－ 

５ 
生産者や製造者との交流を図った給食

等の実施 

全校で年２回以上 

（都：４０％以上の食材利用） 
△ △ 

６ 食事のバランス等に気を付けている 
小４・中１共に５０％以上 

改善意欲のある市民６０％以上 

△ 

－ 

○ 

○ 
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４４４４    具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策のののの展開展開展開展開 

基本方針のとおり、本計画では、「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」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”として、市が、生産者・事業者

が、各種団体等が、そして市民ひとりひとりが、選び、実践し、協働することによって進めていくこ

ととしています。 

本市における食をめぐる問題の解決に向けて、図３のとおり、①食育の土台づくり、②子どもへの

集中的な取組、③Koganei-Styleの地域展開という３つの展開によって、食育の総合的な推進を図って

いきます。 

 

（（（（図図図図３３３３））））施策施策施策施策のののの体系体系体系体系    

 

 

 

①①①① 啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動のののの充実充実充実充実    

（新規事業）食育シンポジウム／食育月間・食育の日の取組／農業祭等での啓発活動の実施 

②②②② 情報情報情報情報のののの整備整備整備整備    

（新規事業）食育市民アンケート調査／食育ホームページ／地場野菜等の情報提供 

 

 

①①①① 保健保健保健保健センターセンターセンターセンター    

（既存事業）両親学級／マタニティクッキング／エンジェル教室／離乳食教室 

乳幼児健康相談／こどもクッキング／親子クッキング 

（新規事業）乳幼児食メール教室／アレルギー食相談 

②②②② 保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園    

（既存事業）年間食育計画の作成／離乳食講習会／ふれあい農業／給食だより 

クッキング保育／アレルギー相談／栄養士による出前講座 

（新規事業）乳幼児食メール教室／アレルギー食相談     

③③③③ 小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校    

（既存事業）総合的な学習の時間・生活科・家庭科等の授業での指導／給食を通じた食育 

      保護者に対する食育支援（朝食欠食・孤食への啓発徹底を含む） 

（新規事業）交流給食／箸の持ち方指導の徹底／弁当の日／地域向け食育教室 

④④④④ 学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所・・・・児童館児童館児童館児童館    

（既存事業）学童保育所における間食指導／おやつ・昼食づくり／野菜づくり／食事会 

      児童館における子育て相談会／乳幼児食事会／料理教室 

（新規事業）箸の持ち方指導の徹底／食育の日の取組／児童館における生産者との交流推進 

 

    

①①①① 生産者生産者生産者生産者のののの食育活動食育活動食育活動食育活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策    

（既存事業）親子農業体験／学童収穫体験／農家見学会／庭先直売推進 

（新規事業）地場野菜等の情報提供／農業祭での啓発活動／交流給食への協力 

②②②② 事業者事業者事業者事業者のののの食育活動食育活動食育活動食育活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策    

（既存事業）栄養表示の推進 

（新規事業）食育ミニパンフレットの配布／地場野菜販売の連携／親子料理教室等の連携 

      コンビニエンスストアやファミリーレストラン等との連携 

③③③③ 各種団体等各種団体等各種団体等各種団体等のののの食育推進活動食育推進活動食育推進活動食育推進活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策    

（既存事業）高齢者向け・障害者向けの取組の推進 

（新規事業）食育関連団体活動調査／食育関連団体登録制度の実施／食育懇談会の開催 

④④④④ 専門家等専門家等専門家等専門家等とのとのとのとの連携連携連携連携    

（新規事業）食育モニター事業／大学等との連携推進／企業等との連携推進 

１１１１    食育食育食育食育のののの土台土台土台土台づくりづくりづくりづくり～～～～啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの充実充実充実充実とととと情報情報情報情報のののの整備整備整備整備    

２２２２    子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの食育食育食育食育のののの充実充実充実充実～～～～保健保健保健保健センターセンターセンターセンター・・・・保育所保育所保育所保育所・・・・小中学校等小中学校等小中学校等小中学校等でのでのでのでの集中的集中的集中的集中的なななな取組取組取組取組    

３３３３    KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyleのののの地域展開地域展開地域展開地域展開～～～～生産者生産者生産者生産者・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・団体団体団体団体のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    
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（（（（１１１１））））    食育食育食育食育のののの土台土台土台土台づくりづくりづくりづくり～～～～啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの充実充実充実充実とととと情報情報情報情報のののの整備整備整備整備 

市立中学校の２年生を対象として平成１９年９月に実施した「食生活に関するアンケート」では、

食事を楽しみとする割合が８割以上に達するのに対し、食育に興味がある生徒は３人に１人という

結果でした。食への関心は高いものの、それが食育に繋がっていないことが見て取れます。 

一方、最近では、食品偽装問題や残留農薬問題、さらには冷凍食品での中毒事件等、食の安全性

に関する事件が社会問題化しています。また、氾濫する情報に流されて誤ったダイエットを行い、

体調を崩す等の問題も指摘されているところです。 

これらを踏まえ、食育推進の土台づくりとして、食育に関する啓発活動を充実させ、市民が必要

とする情報を整備していきます。 

 

①①①①    啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの充実充実充実充実、 

本計画の初年度となる平成２０年度に、食育シンポジウム等の集中的な取組を行い、食育の

周知を図っていきます。平成２１年度以降も、食育推進月間（６月）と食育の日（１９日）を

中心に、継続的な啓発活動を展開していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    食育食育食育食育シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    
平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年のののの６６６６月月月月にににに、、、、食育食育食育食育のののの啓発啓発啓発啓発とととと食育推進計食育推進計食育推進計食育推進計

画画画画のののの周知周知周知周知のためのためのためのためシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムをををを行行行行うううう。。。。    
実施実施実施実施    －－－－    －－－－    

２２２２    
食育月間食育月間食育月間食育月間・・・・食育食育食育食育のののの日日日日のののの

取組取組取組取組    

食育推進月間食育推進月間食育推進月間食育推進月間（（（（６６６６月月月月））））及及及及びびびび食育食育食育食育のののの日日日日（（（（毎月毎月毎月毎月１９１９１９１９

日日日日））））にににに、、、、市報市報市報市報・・・・市市市市 HPHPHPHP・・・・学校等学校等学校等学校等でででで啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行うううう。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

３３３３    
小金井版小金井版小金井版小金井版ファイブファイブファイブファイブ・・・・

アアアア・・・・デーデーデーデー（（（（野菜野菜野菜野菜のののの日日日日））））    

食育推進月間食育推進月間食育推進月間食育推進月間（（（（６６６６月月月月））））にににに、「、「、「、「ファイブファイブファイブファイブ・・・・アアアア・・・・デーデーデーデー」」」」運動運動運動運動をををを

見習見習見習見習いいいい、、、、野菜野菜野菜野菜をををを食食食食べるべるべるべるキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行うううう。（。（。（。（※※※※））））    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継継継継続続続続    

４４４４    農業祭等農業祭等農業祭等農業祭等でのでのでのでの啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動    
農業祭等農業祭等農業祭等農業祭等ににににブースブースブースブースをををを作作作作りりりり、、、、食育食育食育食育にににに関関関関するするするする啓発活啓発活啓発活啓発活

動動動動をををを行行行行うううう。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※「ファイブ・ア・デー」（5 A DAY）…５種類・皿以上の野菜等を食べようという運動。ガンで亡くなる人を

減らそうと米国で提唱された。日本では「１日５皿運動」、「ベジフルセブン運動」として推進されている。 

 

②②②②    情報情報情報情報のののの整備整備整備整備 

食育や食品等に関する基本的な情報を正確かつタイムリーに提供するため、食育市民アンケ

ート調査を実施して、市の実態把握を進めるとともに、食育ホームページを開設し、情報提供

を推進します。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    
食育市民食育市民食育市民食育市民アンケートアンケートアンケートアンケート調調調調

査査査査    

市民市民市民市民のののの食育食育食育食育のののの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握するためするためするためするため、、、、計画初年度計画初年度計画初年度計画初年度

とととと終了年度終了年度終了年度終了年度ににににアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するするするする。。。。    
実施実施実施実施    －－－－    実施実施実施実施    

２２２２    
市民市民市民市民ボランティアボランティアボランティアボランティアによるによるによるによる編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、

食食食食にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

３３３３    
高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ・・・・メタボリックメタボリックメタボリックメタボリック対策等対策等対策等対策等のののの内容内容内容内容をををを整備整備整備整備

するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

４４４４    

食育食育食育食育ホームページホームページホームページホームページ    

地域地域地域地域のののの食育及食育及食育及食育及びびびび食生活食生活食生活食生活にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを幅広幅広幅広幅広くくくく提提提提

供供供供するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

５５５５    地場野菜等地場野菜等地場野菜等地場野菜等のののの情報提供情報提供情報提供情報提供    
地場野菜等地場野菜等地場野菜等地場野菜等のののの種類種類種類種類・・・・発売時期発売時期発売時期発売時期・・・・発売場発売場発売場発売場所等所等所等所等のののの情情情情

報報報報をををを食育食育食育食育ホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで提供提供提供提供するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    
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（（（（２２２２））））    子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの食育食育食育食育のののの充実充実充実充実～～～～保健保健保健保健センターセンターセンターセンター・・・・保育園保育園保育園保育園・・・・小中学校等小中学校等小中学校等小中学校等でのでのでのでの集中的集中的集中的集中的なななな取組取組取組取組 
食に対する意識・習慣は幼い頃からの積み重ねによって形作られます。また、成長著しい子ど

もたちにとっては、心身の健全な発育のために、健康的で豊かな食生活が極めて重要です。 

東京都食育推進計画でも、この点に注目してライフステージごとの重点テーマを設定し、乳幼

児～小学生、小学生～中学生の子どもたちへの食育を重視しています。また、この時期の子ども

を持つ保護者は、子どもの食について高い関心を持っていることから、家庭全体ので食育推進に

つながることが期待されます。 

食育の基礎・基本を固めていく観点から、子どもたちが望ましい食習慣を身に付けられるよう

に、関係施設等で集中的な取組を進めます。 

 

①①①① 保健保健保健保健センターセンターセンターセンター 

保健センターは、各種健診等の健康事業を所管し、管理栄養士も配置され、食育推進事業に

おいて中核的な役割を果たすことが期待されます。 

既に一定の事業が実施されていることから、それらについては継続して充実を図るとともに、

各種健診・教室・相談の参加者を継続して支援するために乳幼児メール教室と、ニーズが高い

アレルギー食相談を実施していきます。また、子ども家庭支援センターとの連携を進めます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１ マタニティクッキング 
妊婦とそのパートナー等に妊娠期における栄養

の摂り方等を講義・実習・試食を行う。 
継続 → → 

２ 両親学級 
妊婦とそのパートナー等に各種講義を行う中で、

栄養講義を行う。 
継続 → → 

３ エンジェル教室 
５か月児を対象とした母子交流教室の中で、離乳

食の進め方等を講義・試食を行う。 
継続 → → 

４ 離乳食教室 
８～１１か月の乳児の保護者を対象に離乳食の

講義、試食を行う。 
継続 → → 

５５５５    乳乳乳乳幼児食幼児食幼児食幼児食メールメールメールメール教室教室教室教室    
各種健診各種健診各種健診各種健診・・・・教室教室教室教室・・・・相談相談相談相談へのへのへのへの参加者参加者参加者参加者からからからから希望者希望者希望者希望者にににに

対対対対しししし、、、、メールメールメールメールにてにてにてにて食育等食育等食育等食育等のののの情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行うううう。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

６ こどもクッキング 
２～５歳児とその保護者を対象に、調理・試食を

含む栄養教室を行う。 
継続 → → 

７ 親子クッキング教室 
小学生とその保護者を対象に、生活習慣病予防に

つながるテーマについて講義・実習・試食を行う。 
継続 → → 

８ 乳幼児保健相談 
乳幼児を対象に、児童館で計測を行い、希望者に

保健士・管理栄養士が相談を行う。 
継続 → → 

９９９９    アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー食相談食相談食相談食相談    
乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児ににににアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー食食食食についてについてについてについて、、、、地域情報地域情報地域情報地域情報をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえ、、、、管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士によるによるによるによる相談相談相談相談をををを行行行行うううう。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

②②②② 保育保育保育保育所所所所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 

保育所・幼稚園は乳幼児を預かる施設として、保健センターに次ぐ乳幼児関連の施設です。

特に、市立保育園は、栄養士・調理士も配置され、園児に対する食育の充実を図る他、そのノ

ウハウを地域に広げていく役割が期待されます。 

市立保育園においては、計画的な指導、生産・調理体験等、既に一定の事業が実施されてい

ることから、それらについては継続して充実を図るとともに、特に相談等において地域からの
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参加の拡充を図ります。また、地域に対して、私立・国立の保育所・幼稚園との連携を推進し、

生産者との連携や食育相談を促進していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１ 年間食育計画の作成 
市立保育園において、食育計画や年間行事計画を

作成し、季節に応じた食育事業を実施する。 
継続 → → 

２ 離乳食講習会 
市立保育園において、栄養士による離乳食の講義

を行う。特特特特にににに、、、、地域地域地域地域からのからのからのからの参加参加参加参加のののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図るるるる。。。。 
継続 → → 

３ ふれあい農業 
市立保育園において、農業体験として園児が収穫

したイモを、調理して食べる。 
継続 → → 

４ 給食だより 
市立保育園において、給食だよりを掲示する。特

に、食育推進月間・食育の日の取組を行う。 
継続 → → 

５ クッキング保育 
市立保育園において、園児がクッキング体験を

し、食の知識やその大切さを学ぶ。 
継続 → → 

６ アレルギー相談 
市立保育園において、アレルギーの子どもを持つ

保護者に対し、個別に相談し、給食に反映させる。 
継続 → → 

７ 栄養士による出前講座 
市立保育園の栄養士が児童館に出向き、食育相談

を行う。 
継続 → → 

８ 交流給食の実施 
地域の生産者等と園児が交流できる給食を行う。

特に野菜や魚の実物が見られるよう配慮する。 
継続 → → 

９ 地域向け食育相談 
離乳食、幼児食、アレルギー食等について、地域

からも参加できる食育相談を実施する。 
継続 → → 

１０１０１０１０    地域連携地域連携地域連携地域連携のののの推進推進推進推進    
私立私立私立私立・・・・国立国立国立国立のののの保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とのとのとのとの連携連携連携連携をををを推進推進推進推進しししし、、、、生生生生

産者産者産者産者とのとのとのとの交流交流交流交流やややや食育相談食育相談食育相談食育相談のののの実施等実施等実施等実施等をををを促進促進促進促進するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

③③③③ 小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校 

小学生から中学生までの学齢期は、子どもたちが次第に自立し、食に関する興味や関心を高

めていく時期として、食育における小中学校の役割には大きな期待が寄せられています。「食生

活に関するアンケート」を見る限り、本市は比較的問題は少ないと言えますが、中学生の孤食

については深刻な状況にあり、保護者への啓発活動・食育支援の充実が求められています。 

従来から行われている授業・給食等における指導や保護者への支援の充実を図るとともに、

交流給食、「弁当の日」及び地域向け食育教室の実施等により、食育を推進していきます。 

 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１ 
授業における食育指導 

（生産体験を含む） 

総合的な学習の時間・生活科・家庭科等を活用し

て、食に対する理解等を深める指導を行う。 
継続 → → 

２ 
給食だよりや給食委員会の活動等を通して、望ま

しい食習慣を身に付けさせる。 
継続 → → 

３３３３    

給食を通じた食育 
特特特特にににに、、、、箸箸箸箸のののの持持持持ちちちち方方方方のののの指導指導指導指導とととと食育食育食育食育のののの日日日日（（（（毎月毎月毎月毎月１９１９１９１９

日日日日））））のののの取組取組取組取組をををを強化強化強化強化するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

４４４４    交流給食交流給食交流給食交流給食    
地域地域地域地域のののの生産者等生産者等生産者等生産者等とととと児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが交流交流交流交流できるできるできるできる給食給食給食給食

をををを年年年年２２２２回以上実施回以上実施回以上実施回以上実施するするするする。。。。    
検討検討検討検討    検討検討検討検討    実施実施実施実施    
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実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

５５５５    弁当弁当弁当弁当のののの日日日日    
ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡにににに協力協力協力協力してしてしてして、、、、家族等家族等家族等家族等でおでおでおでお弁当弁当弁当弁当をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、

学校学校学校学校にににに持参持参持参持参するするするする日日日日をををを、、、、年年年年２２２２回実施回実施回実施回実施するするするする。。。。    
検討検討検討検討    検討検討検討検討    実施実施実施実施    

６ 
給食だより等での保護者向けの情報提供を充実

させる。 
継続 → → 

７７７７    

保護者に対する食育支

援 朝食朝食朝食朝食のののの欠食欠食欠食欠食やややや孤食孤食孤食孤食についてについてについてについて、、、、保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする啓啓啓啓

発発発発をををを徹底徹底徹底徹底するするするする。。。。    
実施実施実施実施    →→→→    →→→→    

８８８８    地域向地域向地域向地域向けけけけ食育教室食育教室食育教室食育教室    
環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした料理教室等料理教室等料理教室等料理教室等をををを含含含含めめめめ、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・地地地地

域向域向域向域向けのけのけのけの食育教室食育教室食育教室食育教室をををを実施実施実施実施するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

④④④④ 学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所・・・・児童館児童館児童館児童館 
学童保育所・児童館は、子どもたちにとって、小中学校と比べてより身近な場所であると

言え、この点を活かした食育の推進が期待されます。 

学童保育所では望ましい食習慣を自ら身に付けられるように指導し、保護者にも働きかけ

るとともに、児童館では食事会等の事業で食育を推進していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    
食育推進月間及食育推進月間及食育推進月間及食育推進月間及びびびび食育食育食育食育

のののの日日日日のののの取組取組取組取組    

食育推進月間食育推進月間食育推進月間食育推進月間（（（（６６６６月月月月））））及及及及びびびび食育食育食育食育のののの日日日日（（（（毎月毎月毎月毎月１９１９１９１９

日日日日））））にににに食育食育食育食育にににに関関関関するするするする啓発活動等啓発活動等啓発活動等啓発活動等をををを行行行行うううう。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

２２２２    箸箸箸箸のののの持持持持ちちちち方方方方のののの指導指導指導指導    
楽楽楽楽しくしくしくしく遊遊遊遊びながらびながらびながらびながら学学学学べるようべるようべるようべるよう工夫工夫工夫工夫しししし、、、、箸箸箸箸がががが正正正正しししし

くくくく持持持持てるようてるようてるようてるよう指導指導指導指導をををを徹底徹底徹底徹底するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

３ 間食指導（学童保育所） 
仲間と一緒に食べることを通して、団らんの楽し

さを学び、食に関する知識等を指導する。 
継続 → → 

４ 
おやつ・昼食づくり・

食事会（学童保育所） 

作ることのたのしさ、食べることの楽しさを仲間

とともに分かち合う。 
継続 → → 

５ 
野菜づくり 

（学童保育所） 

生産体験をとおして、楽しみながら食物に対する

理解を深める。 
継続 → → 

６ 子育て相談会（児童館） 
栄養士による離乳食は栄養バランス等の講座と

相談会を行う。 
継続 → → 

７ 乳幼児食事会（児童館） 
乳幼児の保護者が、話し合いながら昼食を作り、

情報を交換し、食育に対する理解を深める。 
継続 → → 

８ 
月見だんごなど、季節にちなんだ料理をつくり、

料理の楽しさや食に対する知識を学ぶ。 
継続 → → 

９９９９    地場野菜地場野菜地場野菜地場野菜のののの利用利用利用利用やややや生産者生産者生産者生産者とのとのとのとの交流等交流等交流等交流等をををを行行行行うううう。。。。    検討検討検討検討    →→→→    →→→→    

１０１０１０１０    

料理教室（児童館） 

環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした料理教室等料理教室等料理教室等料理教室等をををを実施実施実施実施するするするする。。。。    検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

（（（（３３３３））））    KoganeiKoganeiKoganeiKoganei----StyleStyleStyleStyleのののの地域展開地域展開地域展開地域展開～～～～生産者生産者生産者生産者・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・団体団体団体団体のののの連携強化連携強化連携強化連携強化 
「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をキーワードに、「小金井らしい食生活」のあるひとづ

くり・まちづくりを“Koganei-Style“として地域に展開していくためには、食育に関わる様々な

主体の協働が必要です。 
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特に、生産体験や地産地消において生産者が果たす役割、食品の流通や飲食等の事業者が果た

す役割、また、各種団体等が自ら行っている食育関連事業の役割は大きく、食生活が乱れがちな２

０～４０代への食育を推進するには、地域で活動する専門家、市内大学、そして、市内に独身寮等

を持つ企業等との連携が重要であると考えられます。 

市が中心となって、生産者・事業者・各種団体・専門家等の食育活動を促進し、連携を強化し

ていきます。 

 

①①①① 生産者生産者生産者生産者のののの食育活動食育活動食育活動食育活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策 

「野菜」にこだわった「小金井らしい食生活」を推進するため、地場を中心とした新鮮な野菜

を食べる機会を増やし、生産体験や生産者との交流を推進していきます。 

既に実施されている生産体験の機会や庭先直売の充実を図る他、庭先直売所マップを新たに作

成し、地場野菜の情報提供や農業祭での啓発活動等を進め、交流給食への協力を求めていきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１ 親子農業体験の促進 
生産体験の機会として、親子でジャガイモ収穫等

を行う親子農業体験事業を促進する。 
継続 → → 

２ 学童収穫体験の促進 
市内小学校での生産体験の機会として、ジャガイ

モ収穫等を行う学童収穫体験事業を促進する。 
継続 → → 

３ 農家見学会の促進 
生産者との交流や生産体験の機会として、市内農

地の見学等を行う農家見学会を促進する。 
継続 → → 

４ 
新鮮で安全な農産物を扱う地産地消の機会とし

て、庭先直売や事業者との連携により推進する。 
継続 → → 

５５５５    

地場野菜等の販売促進 
庭先直売庭先直売庭先直売庭先直売をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、庭先直売庭先直売庭先直売庭先直売マップマップマップマップをををを新新新新

たにたにたにたに作成作成作成作成しししし、、、、頒布頒布頒布頒布するするするする。。。。    
新規新規新規新規    継続継続継続継続    →→→→    

６６６６    地場野菜等地場野菜等地場野菜等地場野菜等のののの情報提供情報提供情報提供情報提供    
地産地消地産地消地産地消地産地消をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、食育食育食育食育ホームページホームページホームページホームページ等等等等

へへへへ地場野菜等地場野菜等地場野菜等地場野菜等のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

７ 料理講習会 
地産地消を推進するために実施される地場野菜

を利用した料理講習会を促進する。 
継続 → → 

８８８８    農業祭農業祭農業祭農業祭でのでのでのでの啓啓啓啓発活動発活動発活動発活動    
農業祭等農業祭等農業祭等農業祭等ににににブースブースブースブースをををを作作作作りりりり、、、、食育食育食育食育にににに関関関関するするするする啓発活啓発活啓発活啓発活

動動動動をををを行行行行うううう。。。。    
継続継続継続継続    →→→→    →→→→    

９９９９    交流給食交流給食交流給食交流給食へのへのへのへの協力協力協力協力    
市立保育園市立保育園市立保育園市立保育園・・・・市立小中学校等市立小中学校等市立小中学校等市立小中学校等がががが行行行行うううう交流給食交流給食交流給食交流給食にににに

協力協力協力協力をををを求求求求めめめめ、、、、情報情報情報情報のののの提供等提供等提供等提供等をををを行行行行うううう。。。。    
－－－－    検討検討検討検討    実施実施実施実施    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

②②②② 事業者事業者事業者事業者のののの食育活動食育活動食育活動食育活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策 

本市においては、ほとんどの市民が食料品をスーパーや食料品店で購入しています。また、最近

では外食が市民の食事機会の中で大きな機会を占めるようになっている他、コンビニエンスストア

等で惣菜・弁当等の調理済食品を購入して自宅で食べる「中食」等も増えています。 

このため、市民が食料品を購入したり、外食する機会を、食育の機会と捉え、施策を推進してい

きます。既に実施している地場野菜販売の事業者との連携や栄養表示の推進の充実を図るとともに、

新たに食育ミニパンフレットの作成・配布を行う他、特に若年層が利用する機会の多いコンビニエ

ンスストアやファミリーレストラン等との連携を推進していきます。 
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実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    
食育食育食育食育ミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレット

のののの配布配布配布配布    

飲食店等飲食店等飲食店等飲食店等でででで配布配布配布配布できるできるできるできる、、、、ふとふとふとふと読読読読んでんでんでんでみたくなるみたくなるみたくなるみたくなる

ミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレット等等等等をををを作成作成作成作成しししし配布配布配布配布するするするする。。。。    
－－－－    検討検討検討検討    実施実施実施実施    

２ 
地場野菜販売の連携推

進 

地場野菜の販売を事業者との連携によって推進

する。 
継続 → → 

３３３３    

コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストア

ややややファミリーレストラファミリーレストラファミリーレストラファミリーレストラ

ンンンン等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携    

コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアややややファミリーレストランファミリーレストランファミリーレストランファミリーレストラン

等等等等とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、食育食育食育食育ミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレットミニパンフレットをををを配布配布配布配布しししし

たりたりたりたり、、、、食育食育食育食育キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンをををを行行行行うううう。。。。    

検討検討検討検討    検討検討検討検討    実施実施実施実施    

４ 栄養表示の推進 
東京都が進める「栄養成分表示の店」を継続して

推進する。 
継続 → → 

５５５５    
食育食育食育食育教室等教室等教室等教室等でのでのでのでの連携推連携推連携推連携推

進進進進    

環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした料理教室等料理教室等料理教室等料理教室等、、、、事業者事業者事業者事業者とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、

小中学校小中学校小中学校小中学校・・・・児童館等児童館等児童館等児童館等でででで実施実施実施実施するするするする食育教室食育教室食育教室食育教室でででで行行行行うううう。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

③③③③ 各種団体等各種団体等各種団体等各種団体等のののの食育推進活動食育推進活動食育推進活動食育推進活動にににに対対対対するするするする促進策促進策促進策促進策    

食育・食生活の改善その他食生活を豊かにしていく主体として、各種団体は既に大きな役割を果

たしており、今後、“Koganei-Style”を地域展開していく上で、もっとも大きな期待が寄せられる

と考えられます。各種団体等が相互に、また、市や事業者等と連携して、その活動を発展させてい

くことが極めて重要であると言えます。 

既に各種団体等が実施している高齢者・障害者向けの取組をさらに充実していくとともに、ボラ

ンティア活動、サークル活動を含めた各種団体等の活動推進のため、食育関連団体について活動調

査を実施の上、登録制度をつくり、情報発信や相互交流を推進していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１ 
高齢者・障害者向けの

取組の推進 

市内団体等が実施する高齢者・障害者向けの取組

みを推進する。 
継続 → → 

２２２２    食育関連団体活動調査食育関連団体活動調査食育関連団体活動調査食育関連団体活動調査    
市内市内市内市内ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、自治会自治会自治会自治会・・・・町会町会町会町会、、、、子子子子どもどもどもども会会会会そのそのそのその他他他他のののの

地域団体地域団体地域団体地域団体がががが行行行行うううう食育関連食育関連食育関連食育関連事業事業事業事業をををを調査調査調査調査するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

３３３３    

食育食育食育食育・・・・食生活食生活食生活食生活のののの改善改善改善改善そのそのそのその他食生活他食生活他食生活他食生活をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする

ためにためにためにために市内市内市内市内でででで活動活動活動活動するするするする団体等団体等団体等団体等（（（（サークルサークルサークルサークル含含含含むむむむ））））

のののの登録制度登録制度登録制度登録制度をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、関連情報関連情報関連情報関連情報のののの提供等提供等提供等提供等をををを行行行行うううう。。。。    

実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

４４４４    

食育関連団体登録制度食育関連団体登録制度食育関連団体登録制度食育関連団体登録制度

のののの実施実施実施実施    
食育食育食育食育ホームページホームページホームページホームページでででで、、、、食育関連団体食育関連団体食育関連団体食育関連団体のののの紹介等紹介等紹介等紹介等、、、、

情報発信情報発信情報発信情報発信をををを行行行行うううう。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

５５５５    食育懇談会食育懇談会食育懇談会食育懇談会のののの開催開催開催開催    
食育関連情報食育関連情報食育関連情報食育関連情報のののの交流交流交流交流をををを図図図図るためるためるためるため、、、、食育推進月間食育推進月間食育推進月間食育推進月間にににに

食育関連団体等食育関連団体等食育関連団体等食育関連団体等によるによるによるによる懇談会懇談会懇談会懇談会をををを開催開催開催開催するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

④④④④ 専門家等専門家等専門家等専門家等とのとのとのとの連携連携連携連携 
若年層を中心に２０～４０代は、比較的食育に関心が低く、食生活も乱れがちであるとされて

います。また、メタボリック症候群の増加が懸念されていますが、市報等を読む機会も少なく、市

の啓発活動が及びにくいと考えられます。 

これらの世代に対して食育を推進するには、専門家や、これらの世代が属する大学等や企業等

との連携が必要です。特に大学等についてはその専門的識見を食育に活かす観点からも、連携を強
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化していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    食育食育食育食育モニターモニターモニターモニター事業事業事業事業    

地域地域地域地域活動栄養士会等活動栄養士会等活動栄養士会等活動栄養士会等のののの協力協力協力協力をををを経経経経てててて、、、、食生活食生活食生活食生活のののの改改改改

善善善善にににに意欲意欲意欲意欲あるあるあるある市民等市民等市民等市民等にににに対対対対しししし、、、、食事指導等食事指導等食事指導等食事指導等をををを行行行行いいいい、、、、

そのそのそのその経過及経過及経過及経過及びびびび結果結果結果結果をををを食育食育食育食育ホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで公開公開公開公開

しししし、、、、市民市民市民市民のののの参考参考参考参考とするとするとするとする。。。。    

検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

２２２２    大学等大学等大学等大学等とのとのとのとの連携推進連携推進連携推進連携推進    

若年層若年層若年層若年層にににに対対対対するするするする対策及対策及対策及対策及びびびび食育食育食育食育にににに関関関関するするするする実態等実態等実態等実態等のののの

継続的継続的継続的継続的なななな研究推進研究推進研究推進研究推進のためのためのためのため、、、、大学等大学等大学等大学等とのとのとのとの食育推進食育推進食育推進食育推進

事業事業事業事業のののの連携連携連携連携をををを推進推進推進推進するするするする。。。。    

実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

３３３３    企業等企業等企業等企業等とのとのとのとの連携推進連携推進連携推進連携推進    
市内市内市内市内にににに独身寮独身寮独身寮独身寮をををを持持持持つつつつ企業等企業等企業等企業等にににに対対対対してしてしてして、、、、啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動

のののの協力協力協力協力をををを依頼依頼依頼依頼するするするする。。。。    
実施実施実施実施    継続継続継続継続    →→→→    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 
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５５５５    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて   
多くの主体の協働が求められる食育において計画を着実に進めていくためには、計画推進のための

仕組みづくりと、それぞれの主体がそれぞれの役割を認識し、果たしていくことが必要です。 

市においては、食育推進会議・食育推進検討委員会を継続して開催し、効果的・効率的な推進体制

づくりを進めるとともに、食育懇談会を開催して食育に関係する市内団体等の連携と交流を推進して

いきます。  

また、市、生産者・事業者、各種団体等、市民それぞれの役割を明確化し、啓発活動を行っていき

ます。 

 

（（（（１１１１））））    施策施策施策施策のののの推進体制推進体制推進体制推進体制 
本計画を効果的・効率的に進めていくためには、市の体制のみならず、地域での仕組みづくり

が必要です。 

学識経験者や公募市民等による委員で構成される食育推進会議によって、本計画の進捗状況の

検証や必要な推進策を検討していきます。また、事業の円滑な実施を推進するため、市の関係課が

構成する食育推進検討委員会を、中核的な事業を担う健康課を中心とした体制に強化します。併せ

て、食育に関する情報の交流を図るため、食育関連団体等による食育懇談会を開催していきます。 

実施予定年度  
事業名 事業内容 

２０ ２１ ２２ 

１１１１    食食食食育推進会議育推進会議育推進会議育推進会議    

食育推進会議食育推進会議食育推進会議食育推進会議をををを継続継続継続継続してしてしてして開催開催開催開催しししし、、、、本計画本計画本計画本計画のののの進捗進捗進捗進捗

状況状況状況状況をををを検証検証検証検証するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、必要必要必要必要なななな推進策推進策推進策推進策をををを検討検討検討検討

するするするする。。。。    

継続継続継続継続    →→→→    →→→→    

２２２２    

市市市市のののの食育推進事業食育推進事業食育推進事業食育推進事業のののの円滑円滑円滑円滑なななな推進推進推進推進をををを図図図図るためるためるためるため、、、、関関関関

係課係課係課係課によるによるによるによる食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会をををを継続継続継続継続してしてしてして設置設置設置設置

するするするする。。。。    

継続継続継続継続    →→→→    →→→→    

３３３３    

食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会    

食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会食育推進検討委員会をををを、、、、中核的中核的中核的中核的なななな事業事業事業事業をををを担担担担うううう健健健健

康課康課康課康課をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした体制体制体制体制にににに強化強化強化強化するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    －－－－    

４４４４    食育懇談会食育懇談会食育懇談会食育懇談会    
食育関連情報食育関連情報食育関連情報食育関連情報のののの交流交流交流交流をををを図図図図るためるためるためるため、、、、食育推進月間食育推進月間食育推進月間食育推進月間にににに

食育関連団体等食育関連団体等食育関連団体等食育関連団体等によるによるによるによる懇談会懇談会懇談会懇談会をををを開催開催開催開催するするするする。。。。    
検討検討検討検討    実施実施実施実施    継続継続継続継続    

 ※太字・ゴシック体となっているものが本計画に基づく新規事業。他は現在も実施中の事業 

 

（（（（２２２２））））    関係者関係者関係者関係者のののの役割役割役割役割 
食育を小金井市全体で推進していくためには、関係者はそれぞれ次のような役割を認識し、果

たしていくことが重要です。 

� 小金井市 

関係者の意見を踏まえて総合的に食育推進計画の実施を図ること。特に、基盤整備を進め、

保健センター、保育園、小中学校、学童保育所等の各種施設での事業について、最少の経

費で最大の効果を実現するよう積極的な展開を図ること。 

� 生産者・事業者 

食の安全・安心の確保等に取り組むとともに、市民が健全で豊かな食生活を自ら選べるよ

う、積極的に情報を発信し、交流事業に積極的に取り組むこと。 

� 各種団体等 

それぞれの立場で、食育・食生活改善・豊かな食生活の実践のための活動を推進するとと

もに、その活動について積極的に情報発信し、相互の連携を進めていくこと。 
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� 市民 

自分の心身の健康は自分の食によりつくられるという自覚を持って、健康的でこころ豊か

な食生活を実践するとともに、食育の意義を理解し、子どもたちが健全で豊かな食習慣を

身に付けられるよう、学校等、地域での食育推進活動に積極的に参加すること。 

 



平成２０年３月１３日 

食育シンポジウム企画書 

 

テーマ 小金井らしい食育を目指して～Koganei-Styleの地域展開～ 

目的 
小金井らしい食育のあり方を考える機会を提供することを通して、小金井市食育推進

計画及び計画された諸事業を周知し、利用・参加を呼び掛けること 

日時 

平成２０年６月１４日（土） 

第一部 基調講演   １３：００～１４：４０ 

第二部 シンポジウム １４：５０～１６：３０ 

会場 東京学芸大学附属図書館３階ＡＶホール（予定） 

参加見込人数 

１１０人程度 

 学校関係者２０名、保育所等関係者１０名、行政関係者１０名 

 ＰＴＡ５０名、一般市民２０名 

司会進行 
小金井市食育推進会議 会長 大竹 美登利（東京学芸大学教育学部教授） 

 ※開会、市長あいさつ振り、基調講演振り、質疑振り、閉会 

あいさつ 小金井市長 稲葉孝彦 

基調講演 

演題 （仮題）食育はひとづくり・まちづくり～Koganei-Styleの可能性～ 

講師 村松 真貴子さん（小金井市食育推進会議委員） 

アナウンサー、エッセイスト、「食生活ジャーナリストの会」副代表幹事 

時間 講演１時間程度、質疑１０分程度 

シンポジウム 

テーマ 小金井らしい食育をめざして～食育推進計画策定秘話～ 

① 小金井市における食育の課題とは？ 

② 食育・食生活における小金井らしさとは？ 

③ 「Koganei-Style」に込めた想いとは？ 

コーディネータ 

 大竹 美登利さん（東京学芸大学教育学部教授。小金井市食育推進会議会長） 

シンポジスト 

   村松 真貴子さん（アナウンサー。小金井市食育推進会議委員） 

   ２名（食育推進会議から１名、それ以外から事業者等１名） 

   市長 

報告書 

（１） 基調講演内容 

（２） シンポジウム内容 

（３） 参加者アンケート集計・分析 

主催 小金井市、小金井市教育委員会、国立大学法人東京学芸大学 

後援 東京都多摩府中保健所、小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会、（株）東京ガス 

備考 
� 食育ホームページの作成、市報 6/1号での広報（参加申込み 6/1～14） 

� 今後の食育推進事業に繋げること。（例）食育ホームページ編集ボランティア募集等  

 


