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第３回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日   時  平成２０年１月２４日（木）午後１時３０分～午後３時３５分 

場   所  小金井市前原暫定集会施設Ａ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 

       松 永 礼 子 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 

       日 暮 地 香 委員 

 欠席委員  職務代理者  村 松 真貴子 委員 

廣 野 恵 三 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 第３回小金井市食育推進会議を開催させていただきます。企画政策課長と村松委員がお休 

みということですね。 

○事務局 企画政策課長と課長補佐ですが、本日は欠席ということで、事務局は３名で行ってまいりま 

すので、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 それでは、まず、議題に入る前に、資料確認をさせていただきます。今日の資料は、事前 

に送付していただいております「小金井市食育推進計画（案）の骨子（叩き台）」、これ１つということ 

でよろしいですか。 
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○事務局 はい。 

○大竹会長 お持ちでない方、いらっしゃいますか。お持ちでしょうか。 

それでは、この骨子の位置づけについて、事務局のほうからご説明いただきたいと思います。 

○事務局 前回の会議のときに、委員の方々にいただいた意見を踏まえて各課に照会した上でとご説明 

しました。その順序が違ってしまい恐縮ですが、この骨子案をたたき台として、食育推進会議のご意見 

としての考え方をまとめていただいて、それを各課に照会して、次回の食育推進会議で素案のほうにま 

とめていきたいと考えております。たたき台は、委員の方々の意見を踏まえ事務局がまとめたものとな 

りますので、各課に、この事業でできるのか確認がとれたものではないということをご理解いただきた 

いと思います。ただ、まず、会議としてどのようにして進めるべきかという課題を具体的に提示してい 

ただいたほうが検討のほうも進みますので、このたたき台を基に、今日、ご議論をいただければと思っ 

ております。 

○大竹会長 ということで、前回のお話では、庁内の各関係課のところに問い合わせをして、それらを 

集約して、基本方針のたたき台をつくってくださるということでしたが、ちょっとそこまでいかなかっ 

たということで、一応、事務局のほうで、たたき台をご用意いただきましたが、これを今日審議して、 

そして、この推進会議としての案、骨子を今回は考えるということにさせていただきたいということで 

すが、よろしいでしょうか。何かご質問等ございますか。 

それでは、この食育推進計画の骨子につきまして、まず、１番の食育推進の基本的な考え方について 

の（１）小金井市における食育の基本方針について、検討をしたいと思います。まず、基本的な考え方 

について、事務局のほうから説明をしていただければと思います。 

○事務局 国の食育推進基本法、それから食育推進基本計画、それから東京都の食育推進計画、それか 

ら、小金井市の最上位の計画である第３次基本構想の中の「豊かな人間性をはぐくむふれあいのまち（文 

化と教育）」、それから、「安心してくらせる生きがいのあるまち（福祉と健康）」に基づきまして、食育 

推進計画をまとめていくということになります。そのもとで、具体的なポイントは、食育を通した小金 

井らしい食生活のあるひとづくり・まちづくりということで、それをKoganei-Styleとして地域に展開し 

ていくということにしてはいかがかと思っています。前回までの議論でも、まず、食育と１つの教育と 

か、子ども、家庭に対する施策というのもありますけれども、それだけではなくて、地域全体での展開 

という観点があったかと思います。 

小金井らしい食生活とは何かということは、後でお話しさせていただきますが、平成２２年までの３

か年の計画の案ということになりますので、まず、全市民を対象とした食育の基盤を整備すること、次

に、子どもたちに対する基本的な施策を充実させること、そして、３番目としまして、地域における各



-3- 

主体の連携機能を強化して地域に展開していくということを柱にしていきたいとご提案します。 

参考までに、小金井らしい食生活はどんなことが考えられるかというのをラフで書いてみたのは、郊

外にある都市として、都心と地方のいいとこ取りができるというのがポイントだと思います。忙しい合

間にも、家族、友人、知人との触れ合いや語らいを大切にした食生活を送っていくこと、また、地域内

の農園に恵まれておりますので、新鮮な野菜を楽しむとか低農薬等、良質な野菜を選ぶというのがライ

フスタイルというのが考えられると思います。 

一方、都心に近く、また、都心で働いたりするという意味では忙しい生活を送る人が多いことから、 

コンビニエンスストアやファミリーレストラン等の利用というのも多いと思われます。こういうときに

も地域的に全体のバランスを忘れない、そのゆとりというか豊かさを持っていきたいというのがあると

思います。 

また、都心に近く、発達した地域の特性を生かして、情報や相談機能などを集積整備することが可能

であると思っています。この結果、小金井らしい食生活のキーワード、例えば、食材としては野菜、場

面としては団らんというような形でキーワードをある程度定めていただければ、具体的なイメージを持

つことができると思います。この基本方針のポイントをどこに置くかということで、まず、ご議論、ご

意見をいただければと思っております。 

○大竹会長 ありがとうございました。 

まず、食育の基本方針ですが、そこに４つの黒丸で示していただいています。まず、この推進会議が 

設立された経緯というのは、やはり国の食育推進の方針、それを受けた東京都の方針、それを小金井が

受けて推進会議を設立したという流れの中で、やはり国の方針、基本法ですね、それから基本方策、そ

れから東京都の食育推進計画の上に立って、小金井の推進計画を立てるというのが、まず第１の基本的

な姿勢、方針になるのではないかということです。 

それから、小金井市は、食育に限らず、第３次基本構想がある。その中で、かかわりのある柱の上に

立って、この推進計画を立てていく。やはり小金井市の全体構想、基本構想と異なった構想というのは

おかしいということで、小金井市の全体の基本構想の上に立って、さらに、食育について発展させるよ

うな基本方針ということがあるのではないかということです。基本構想の中では特に、文化と教育に関

する豊かな人間性をはぐくむふれあいのまち、それから、福祉と健康の安心してくらせる生きがいのあ

るまちという２つの柱とかかわっているので、そこを発展させて食育を推進するということのようです。

 それから３つ目がKoganei-Style、ローマ字になっていますけれども、こういうものを新たに提案して

展開していくということですが、Koganei-Styleが何かというのを、またここで議論をして中身を詰めて

いくことになると思います。 
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４つ目は、この３か年でできることを想定しまして、この３つの方針の上に立って展開していこうと

いうことで、１つは全市民を対象とした基盤整備、２つ目には子どもたちに対する基本的施策、それか

ら３つ目には、いろいろなところ、グループ、自治体ですね、地域の中でいろいろなところとの連携を

強化していくという３つをこの３か年では進めていったらどうかという提案ですが、いかがでしょうか。

ご意見をいただければと思います。 

まず、１つ目の国及び東京都の枠組みの上に立って、小金井市が枠組みをつくっていくということは

よろしいですか。２つ目には、小金井市の基本構想の枠組みの上に立って、さらにそれを発展させると

いうところですが、いかがでしょうか。特に、この文化と教育と福祉と健康という２つの柱の中で食育

推進を図っていくというところはいかがでしょうか。 

○池田委員 これをもとに、この１、２の上に、「食育を推進発展」という言葉を入れるんですか。それ 

は必要ないですか。 

○大竹会長 言葉ですね。こういう視点から、小金井市の食育を推進発展させる。これは今ご確認いた 

だいた後、文章化をまた後でするということでよろしいですよね。 

○事務局 はい、そうです。 

○池田委員 まだ、後で。わかりました。 

○大竹会長 一応、この方針、方向性を委員の皆様でご確認いただければ、それに沿って基本方針をも 

う一度、修文はこれからするということです。よろしいですかね。 

○池田委員 はい。 

○大竹会長 そうしたら、３つ目なんですが、Koganei-Styleとして地域に展開していくということで、 

Koganei-Styleという１つのキャッチフレーズをつくっていきましょうということが１つの提案だと思 

いますし、それから、Koganei-Styleの中身は何なのかというのが、一応、その四角の中で提案されて 

います。枠の中身がこういうのでいいのかというのも議論になるかと思いますが、まず、Koganei 

-Styleというキャッチフレーズで展開していくというあたりはいかがでしょうか。 

○池田委員 いいですね、しゃれてて。 

○大竹会長 最近何か、そういうアピールするようなことが必要ですので。 

○池田委員 素敵です。 

○大竹会長 じゃあ、小金井は東京都の中心になるようなKoganei-Styleということでキャッチフレーズ 

をそういうふうにして食育を推進していくというふうにさせていただいて。 

そのKoganei-Styleの中身ですが、一応ここには４つほど挙げていただいておりますが、いかがでしょう

か。まずは、小金井市は住宅を中心とした都市だと思うんですが、したがって、多分、小金井市はサラ
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リーマンの家庭が多く、都心に通われている方が多いと思いますが、そういう意味で、親が昼間は家に

いない、家で仕事をしていない方も多いし、それから、シングルの人たちは寝に帰ってくるだけという

ような生活スタイルも多いということが、この郊外都市としての特徴として挙げられているのだと思い

ます。そういう生活の中での家族や友人、知人との触れ合いを大切にした食事をするということで、先

ほどちょっとキーワードとして「団らん」というようなことが挙げられていましたが、そのあたりを１

つの小金井らしい食生活、Koganei-Styleという中身として、そういうものを提案していったらどうだろ

うかということですが、いかがでしょうか。 

これはもしかして、必ずしもサラリーマンばかりでないところに、もっと視点を当てるべきだという 

ご意見もあるかもしれませんが、いかがでしょうか。 

○池田委員 地域に、小金井市の子ども会がございますよね。子どもだった場合、その地域、地域の子 

ども会とはまた別に、そういう回覧を通して、こういうものを皆さんでしましょうとか、そういうのを 

もっともっと意識して、そういう中でコミュニケーションをとる場を、それとともに、マンションの方 

たちって、お隣の方とあまり交流がないとかとなりますけど、やっぱり、そういう１つのきっかけにな 

るようなものを提案していく、そういうふうなことができれば、徐々にそういうふうになればいいなと 

は思います。 

○事務局 例えば子ども会とか、あと、ボランティアとかを含めてサークルとかの活動とか、そういう 

地域でのつながりを大切にしていくという方向性をここに加えていけばといいという形ですね。 

○池田委員 そうですね、一番それがいいですね。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 単に、家族、友人、知人というだけではなくて。 

○事務局 地域のということですね。 

○池田委員 まあ、一応、地域の方だとお互いに顔を知っている、でも、ふだん、あまりコミュニケー 

ションはないという方たちが、こういう食育を通してというような、そういう大きな団らんが小さな家 

庭の団らんにという、すべてがこういうふうになれば理想的じゃないかと。 

○大竹会長 先ほど、キーワードで「団らん」というふうに提案されておりましたので、それは多分、 

家族や友人、知人という範囲の意味合いが強かったと思うんですが、そういう意味では、地域を入れる 

と、もしかしたら、団らんというよりも触れ合いというふうになるんでしょうかね。 

○池田委員 ああ、そうですね、お年寄りと子どもとか。 

○大竹会長 そうですね、お年寄りと子どもとかですね。 

○池田委員 おもちつき大会なんかしてますよね。そういう中に、食育に関した触れ合いを。親しいお 
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友達、親しい友人の人たちで、ディナーをそれぞれのご家庭でやっていらっしゃるところもありますの 

で、そうでない１人住まいのお年寄りとか、そういう方たちにも一緒にできるような、そういうのも 

素敵だなと思います。 

○大竹会長 地域の中のコミュニティ、コミュニケーションを図るというか、触れ合いを通して、お互 

いが連携し、お互いを知り合う、交流すると。 

○池田委員 それで、食育を。 

○大竹会長 食を通してですね。 

○池田委員 そういうのがもっとあってもいいのかなと思います。 

○大竹会長 それはいいかもしれませんね。 

○松永委員 これを読んで感じたことを話してもいいですか。 

○大竹会長 どうぞ。 

○松永委員 まず、小金井らしい食生活というのを読んで、小金井って何があるんだろうというふうに 

思ったんですね。これを読んでいくと、小金井を、例えば三鷹に変えても、武蔵野に変えても、みんな 

つながるのかなと思えるのです。 

○大竹会長 そうですね。 

○松永委員 みんな、条件的に。だったら、もっと小金井らしいものって、何かこう訴えるものがない 

のかなと思ってたときに、ＮＨＫのテレビで食生活をとりあげていたのを見たんですけど、高知県だっ 

たんですが、自分たちのところの食物は何が一番かということを聞き取り調査をしたんだそうです。そ 

うしたらおそばとかサトイモとかが１番から５番まで出て、そのトップをふるさとの日ということでと 

りあげていくというのが出てたんですね。それ見たときに、あっ、それが「らしさ」じゃないかなと思 

ったんです。そうすると、さっきも言ったように、名前を変えるとみんな当てはまるから。 

○大竹会長 小金井じゃなくてね、Mitaka-Styleでもいいと。 

○松永委員 何かここに、その小金井らしいというものがあるのかなと思ったんですけど。 

○大竹会長 その小金井らしい食というのは、今、委員さんの中で何か、これというのは出てきますで 

しょうかね。そうすると、多分、すぐ決まるかなと思うんですけれども。そうでないと、例えばその高 

知の例みたいに、市民にアンケートなり調査をして、何が小金井らしい食か、トップになったものを 

Koganei-Styleとして、小金井の食というふうにレッテルを張っていくということにしますか。 

○松永委員 そこまでは思わなかったんですけど、ただ、「らしい」という言葉が、とてもこう、こだわ 

りました。 

○大谷委員 まあ、農業都市ではないですから、あんまり素材にこだわるというのも、一面、問題かな 
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と。小金井らしいなんていったら、ウドは小金井の生産量が高い、そういう限られたことですか。 

○井上委員 正直な話、小金井のウド生産農家は２軒ほどなんです。 

○大谷委員 ああ、そうですか。 

○井上委員 ええ、東京でも、やはり立川がメインになっていますし。 

○大谷委員 そうですね、テレビなんかは立川で出ますよね。 

○井上委員 小金井も昔はかなりウドの生産農家が多かったのですが、現在は２軒ほどです。 

○大谷委員 ああ、そうですか、それは知らなくて。 

○池田委員 まあ、すぐ作れるというんじゃなくても、いわゆるこの食を、食育を通して、だんだんそ 

れが地域の環境問題とかにつながるとか、何かそういう特色を、今まである特色を生かすのも１つです 

し、これからみんなで何か新しいスタイルをつくり上げていく。それもまた皆さんで知恵を出し合って、 

環境問題と結びついたりとか、何か特色を、それも年度によって、今年はこういうことを結びつけた食 

とか、そういうテーマをやっていく中ででき上がっていく。私は見なかったんですけれども、友達がテ 

レビでやっていたと。今度もっと詳しく聞こうと思っていますが、例えば、子どもたちにお米をつくら 

せることは誰でも、学校の中でなさっている。お米を刈ったりして残ったものを使って、またさらに育 

てて。また、その残ったものを肥料にしたりとか、いろんな、いわゆる地球環境というのはつながって 

るんだよというのを、子どもたちに考えてもらう方法があるとお友達から聞きました。そこまで、通り 

一遍、これをあれする、そういうのは誰でもできる。それをもっと、子どもたちに、「あっ、そうなんだ」 

と、私たちが食べてるお米はこういうふうになっていってこうなんだというふうに内容を持つべき。そ 

れをあれというんじゃなくて、何かそれに似たような。やはり、私もこれからちょっと探していきたい 

なと思ってるんですけどね。何かそういうふうにして、新しくKoganei-Styleというものができたら、も 

っと素敵じゃないかなと思います。 

○大竹会長 はい。 

○萩原委員 先ほど「一家団らん」という言葉を久しぶりに聞いたんですけど、食育基本法って何かっ 

て、何でつくるのかなと思ったんですよね。やっぱり、子どもたちの食生活の乱れが原因で、食育の基

本法をつくるんじゃないかなと思ったんですね。そうすると、小金井らしさって、ちょっとよくわから

ないんですけど、例えば家庭で食育をするのが、まず基本じゃないかなと思ったんですね。その中で、

一家団らんで食事をしていくと。この後の取組の指標なんか、あるんですけど、やっぱり、親と子で一

緒に食事をする機会を増やしていく、そういったものを増やせて、地域一体という表現はおかしいけど、 

そういった団らんの家庭をどんどん増やしていくと、それも１つの小金井らしさかななんて直感的に思 

ったんですけどね。まあ、結構、難しいだろうと思うんですけどね。 
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○大竹会長 先ほど松永委員から提案があったように、おそばとか、おにぎりとか、そういうふうに食 

べる物を小金井らしいのを選んでやって、非常に具体的なものがあるので、わかりやすい。だけれども、 

１つはそれが出てくるかどうかという心配があって、別に小金井じゃなくたって三鷹だっておそばが出 

てくるかもしれないしというあたりのところでは難しいところがあって、一方では、ここではそういう 

具体的なものというよりも、小金井市はサラリーマンが多い、住宅地であるということと、でも、まだ 

農業も残っているというような小金井市の特徴を盛り込んだのをここではKoganei-Styleとして提案し 

ているというふうには思うのですが。 

○事務局 そういう意味では、まさにスタイルというのか、姿勢といったらいいんですかね。どこにこ 

だわるかということと考えていただければいいと思います。例えば、小金井の地元での野菜の生産量は、 

全市民に食べていただくほどの供給量はないかもしれませんが、新鮮な地場を中心とした野菜にこだわ 

るとか、そういうふうな姿勢があれば、それをスタイルとしてもいいと思われます。都市近郊にあって 

は、なかなか忙しくて家族の団らんを持てないかもしれない。でも、そういうことを大切にする、それ 

はそれでスタイルといえるのではないかと思うのですが、そのような意味で、どこにこだわっていきた 

いみたいなものが、ある程度、キーワードとかメッセージとして打ち出せれば、１つの形になると思っ 

ています。 

○大竹会長 多分、この２つ目の地場農園というところ、例えばウドとかって、そういうある特定の野 

菜というよりも、どんな野菜でも、例えばパセリとか、西洋の野菜をつくっているかもしれないけど、 

そういう野菜でも地場でできた野菜を食べるというところをKoganei-Styleとして提案しようという、こ 

こは、そういう姿勢、方向だと思うんですが。 

○井上委員 今、年間的に、小金井経済センターのほうでの品物は、平成１９年度、１６５品目ありま

す。ですから、種類はかなりあると思います。これは全部、地場野菜になります。平成１７年度の資料

になってしまいますが、野菜作付面積の上位順から見ますと、１位がホウレンソウ、２位がサトイモ、

３位がコマツナ、４位が大根、それから、５位にウドが入ってます。 

こちらも平成１７年度になりますが、果樹類のほうでいきますと、１位が栗、２位が梅、３位がキウ

イフルーツ、４位が梨、５位に柿が入ってます。４位の梨というのが、イメージ的には稲城市をイメー

ジされる方が多いと思いますが、結構、小金井でもつくっている農家が多いです。 

○大竹会長 ただ、あんまり大きくはないですね。 

○井上委員 そうですね。量的には多くないですが、野菜の種類的には、小金井の地場野菜というのは

非常に多いと思います。資料を皆さんにお見せしますが、だいたいこういった形で年間を通して出荷さ

れています。黒いところが直売所に行くとある品物です。こちらが、いろいろな品目で、全部で３ペー
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ジになり、１６５品目あることがわかりましたので、ご報告させていただきます。 

○大竹会長 そういう意味では、少量でも多品目つくっている地域ということですね。逆にそういうと

ころを小金井らしさとして提案していくということですね。 

○池田委員 そうですね、そういう野菜をどんどん市民の方たちがいろいろと使っていって。 

○大竹会長 そうですね。今までは多分、小金井産なのか、千葉産なのかというのは、あんまり気にし 

ないでスーパーで買ってきたかと思うんですけど、それを小金井産ということを少し皆さんが意識化し 

て使っていくというあたりが、多分、Koganei-Styleの１つの提案だなと思うんですけれど。 

○井上委員 あと１つ、ちょっと余談になりますが、先日、私の子どもが学校の給食メニューを持って

帰ってきまして、東小学校なんですが、毎年ちょうどこの時期、学校給食で１週間、昭和３０年代の給

食を１日やって、翌日には４０年代、５０年代から現代までという形で１週間行っています。昔の給食

というのも、お父さんもこういった物を食べていたとか、子どもといろいろな会話ができて、結構おも

しろいことをやってるなと思い、こちらにメニューを持ってきたんです。 

○大竹会長 そういう中に、この地場ということも。もしかしたら、ウドとか、そばとかということで 

はないKoganei-Styleということで、先ほど１つは地域をもうちょっと視野に入れたほうがいいんじゃな 

いかというご提案が池田委員のほうからありましたし、それからあと、環境ということをもう少し盛り 

込んだKoganei-Styleというのを考えたらいいんじゃないかという提案がありましたけど、いかがでしょ 

う。 

○池田委員 東京ガスのエコクッキングでエコのこと。 

○井上委員 そうですね、エコクッキングの本ってありますよね。非常に役立つものだと思います。 

○池田委員 だから、エコを取り入れた食というね。もちろん、クッキングが一番主流になるでしょう 

けど。 

○井上委員 野菜はむだなく使いましょうというような。 

○池田委員 そうそうそう、何かそういうふうなね。 

○萩原委員 エコはエコでも。ただ、事業者の取り組みの中で提案させてもらおうかなと思ったんです 

よ。したがって、エコをやっぱり、旬の野菜ですとか果物、例えば温室でつくると、エネルギーがかか 

るわけですよね。だから、そういった食材がエコなんですよね、実はね。それは環境にも優しいし、い 

ろいろあるんですけどね。 

○池田委員 今も結構、マスコミでも、エコというのを言い始めてますから。それが食と結びついてい 

けば。 

○萩原委員 ここにストレートにエコクッキングを表現するかとなると、ちょっと。 
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○大竹会長 環境に配慮した食育の推進というふうにしますと、クッキングだけではなくて、いろんな 

視点からのエコというのが食に入ってくる可能性はありますよね。じゃあ、環境という視点は入れまし 

ょうか。これはどうでしょうかね、地場農園と結びつけて入れられますかね。それとも、やはりもう１ 

つ別に立てたほうがよろしいでしょうかね。別に立てたほうが展開はしやすいかもしれないですね。環 

境に配慮した食育の展開、多分そのように。 

○事務局 はい、わかりました。 

○大竹会長 そうすると、ほかもしなきゃ食育の展開になっちゃうので、ちょっとあれですけど、そん 

なようなのも１つ加えるということですね。 

 あと、いかがでしょうかね。３番目、４番目、コンビニエンスストアやファミリーレストラン等です

けれども、これ、多分、全体のバランスとして、栄養のバランスでしょうかね。 

○事務局 そうですね、わかりにくくて申しわけありません。例えば、ちゃんともう１品、サラダを食 

べるとか、そういうことです。 

○大竹会長 そうですね。そうすると多分、栄養バランスを忘れない。 

○井上委員 ２番のファミリーレストランで、非常におもしろいところがありまして、先日、前原にあ 

りますレストランに出かけたんですが、道路に旗が出ていまして、「骨を強くするメニュー、食育のＶｅ

ｒ３か４」だったと思いますが、そういう旗を見かけました。お店でも食育に関心を持ってやっている

ところがあるんだと感じたんですね。 

○大竹会長 結構あるものですね。 

○井上委員 ええ、結構、探すとあるというのは非常にびっくりしました。 

○大竹会長 そのあたりはどうでしょうか。栄養バランスというと、多分、バランスがどうとか、６分 

の４、６ですかね、そういうあたりのバランスということを考えてしまいますけど、骨を強くするとい 

うと、ちょっとまた、そことは違う視点かなと思うんですが、その辺はどのように表現したらいいか、 

日暮委員とか、江川委員とか、もし何かいいアイデアがありましたら。 

○江川委員 栄養バランスというのか、食生活のバランスというのか、食事のバランスというのか、い 

ろんな言葉が使われておるんですけれども、ある特定の品物を多くとることによって、特定の効果があ 

るように見せるというのは一番やりやすいんですけども、一番誤解を受けやすいというような部分もあ 

るのかなというのが、私も現場にいて感じてる部分ですし、都民からのご相談にも、やっぱり、何を食 

べたらいいのというのが来るんですよ。だけど、何を食べるよりも、どう食べたらいいかというのが大 

切であって、ですから、これを食べると元気になるとか、これは食べちゃいけないとかというのは、そ 

れは逆に変な話になってしまうのかなという部分があるので、栄養があるというと、カロリーがあるよ 
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うに受け取られたりとかいう部分で、食育を進めるキーワードとしては、何か合わないのかなというふ 

うに思うんですよね。 

○大竹会長 その辺をうまく表す言葉ってないでしょうかね。私もよくテレビで放映されると、その日 

の夕方にはスーパーで品物がなくなって……。 

○江川委員 はい、ありましたね。 

○大竹会長 あの異常さというのは、やっぱりちょっとおかしいなというふうに思っているので、そう 

いうふうにならないような。 

○大谷委員 さっきおっしゃったような食生活のバランスとかね、少しあいまいだけど、厚生省の出し 

てる、こまをぐるぐる回す絵が最近ありましたね。いろんなものをまんべんなく食べて、しかも運動と 

伴って食べるとか、そういうような意識で、やっぱり栄養だけに限らないほうがいいような感じがしま 

すね。 

○江川委員 そうですね。国がつくってる食事バランスガイドとかバランスガイドのこまとかという部 

分について、従来の考え方は踏襲しつつも、今までですと、栄養がいいとか、カルシウムが骨が丈夫に 

なるとか、そういう短絡的な部分で、逆に食事バランス、食生活バランスを崩してしまうという部分が、 

ですから、「ざっくりと」という言葉をよく使われてるんですけども、何となくわかってくれればいいん 

だと。食生活ですから、楽しくなければおいしくないというような視点で、ですから、あの部分につい 

て、色ぐあいとか、それから、わかりやすいとか、それから、子どもでもちょっと見ればわかるとかと 

いうような形で、ですから、色とかがついてますよね。バランスガイドのこまの一番上は黄色で、その 

次に緑で、その次にピンクになってるんですよね。ですから、主食と副菜と主菜の組み合わせというの 

が中心になって、あと、果物とか乳製品とかというような形になってるんですよ。ですからやっぱり、 

その５つの色が分かれるよう、子どもの頃からわかって、自分でセレクトできる能力が、それは家族の 

中でも、地域の中でも、そういう話題ができるようにということでつくられてるものですので、そうい 

うふうに何々をというふうに決めつけるような言い回しは、なるべくならば避けたほうがいいのかなと 

思います。 

○池田委員 このいただいた資料の中に、小金井市はファイバーデーの実施が平成21年と書いてますよ 

ね。だから、小金井というのは野菜というのがこの中に出てますけども、コンビニエンスストア、そう 

いうところでは、やはり野菜の量が少ないから、こういう  を利用するときも、皆さん、野菜をたく 

さん食べましょうということで、それじゃ偏りますか。 

○江川委員 いやいや、そんなことはないと思います。前回のときもちょっとお話しさせていただきま 

したけども、聖霊幼稚園の園長先生とかＰＴＡの方々なんかと一緒になって、子どもたちにもっともっ 
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と小金井の野菜を食べてもらいたいなというような部分で活動をなさってるというのを聞いて、あっ、 

すばらしいなというふうに感じ取ったところなんです。 

○池田委員 今、野菜を食べましょうと言われてますものね。 

○江川委員 はい、そうですよね。 

○池田委員 そういう意味で、ちょうど小金井にも野菜をというふうに、ここにも「野菜」という言葉

を入れると。 

○江川委員 特定の品目じゃなくてね。いろんな野菜をというような部分では、非常にいい取り組みだ 

と思います。 

○大竹会長 そうしましたら、２番目が地場農園で、３番目がコンビニエンスストア、ファミリーレス 

トランと書いてあるんですが、この辺をもう少し整理し直して、１つは野菜を食べようみたいな感じに 

して、 

もう１つは、食生活バランス、食事バランスですかね。 

○江川委員 食事バランス。 

○大竹会長 食事バランスがコンビニエンスストア、ファミリーレストランというふうに限定しないで、 

いつでもどこでも食事バランスのとれた何とかとか、ちょっとそういう、いつでもどこでもみたいな形 

で、コンビニエンスストアでも、ファミリーレストランでも、それからもちろん家庭でもというような 

ところであらわすというふうに、ちょっと、この辺をつくり変えたらいかがでしょう。 

○江川委員 よろしいかと思います。 

○池田委員 そうすると、食べるものを選ぶ目が、みんな意識して。 

○大竹会長 そうですね。特に小金井は地場農園もあることですし、その中でも特に野菜に焦点化して、 

私たち、食べましょう、食べる意識を持ちましょうと。 

○池田委員 それで市民が健康で生き生きできるんですよとなりますね。 

○大竹会長 そうですね。では、そういうことでよろしいでしょうかね。 

それで４番目に、情報や相談機能を整備するということが挙げられていますが。 

○事務局 書き方が不十分で申しわけありません。市民が食についての正しい知識、考え方を持つとい 

うこと、それを支えるものとして情報基盤を整備し、相談できる場をつくることが必要であると思いま 

す。 

○大竹会長 新しい知識の情報発信ということでしょうね。 

○萩原委員 この「都心に近く」という表現なんですけどね、これ、なくてもいいかななんて。 

○大竹会長 別に都心に近くなくても情報、相談、情報機能は発信できる、情報は発信できる。農業が 
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中心の地域ではないという意味で、多分、書いてるんですよね。だから、やはりどっちかというと、こ 

こは「都市」ですよね。都市機能、発達した都市機能、発達しても、何が発達したんだろうと、ちょっ 

と考えちゃうんですけど。 

○大谷委員 あんまりその辺の修飾を考えないで、後ろのほうが、食についての情報相談機能を整備す 

るというところが主体ですからね。だから、都心に近かろうと遠かろうと、そういうことじゃなくて、 

情報は集めようと思えば幾らでも集まるわけですから、そこを強調したような表現にされたらどうでし 

ょうね。 

○大竹会長 わかりました。では、後でもう一度、文章は考えるにしても、もし残すとすれば、せいぜ 

い「地域の利便性を活かし」ぐらいを残して、「食についての正しい知識などの情報を発信する」という 

ことでしょうかね。じゃあ、おおよそそういうことで、もう一度、整理するということで、それを 

Koganei-Styleと呼べるのかわからないですけど、どちらかというと、Koganei-Styleにしていきましょ 

うということで、「触れ合い」とか「環境」とかというのが入ってきましたので、多分、小金井らしさと 

いうのは少し提案できるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。 

 では、（１）のほうはこのぐらいにしてよろしいでしょうか。そうしたら、２番目の取組の指標につい 

て、ご説明いただきたいと思います。お願いします。 

○事務局 基本的には、東京都の目標の立て方に準拠しております。違う点だけ説明すると、表中の東

京都の欄で三角が記入されているあたりですが、まず、東京都で食育の意義について理解している市民

が７０％以上となっている一番上の項目については、これは食育推進月間・食育の日に絞っています。

この時期に学校でも地域でもいろんな施策を盛り込んでいけば、おのずと食事のバランスの問題とか、

どういうふうな取り組みがされているかということに目が向くので、食育推進月間・食育の日について、

７０％を目指して、とりあえず現状の３％から、１０倍以上の改善できるようにできたらなというふう

に思います。 

 それから３項目目も少し変えておりまして、ひとりで食事する児童・生徒の割合を０％程度にする 

というふうにすると、兄弟とかも可能ですし、そのほか、学校等での取り組みも場合によっては可能に 

なりますので、個食に対する指標としてはよろしいのではないかと思います。 

 それから４番目の項目の子どもが基礎的な食習慣を家庭で身につけるに関しては、家庭だけではない 

のですが、例えば、おはしを正しく持ち使えるかということに──この前の調査では７０％程度でした 

けれども──かなり焦点を当てて、例えば学童保育所等でも、おはし検定みたいなのをやって、ゲーム 

で遊びながら身につけていくような取組みとか含めて考えていったらいいと思ってます。はしが正しく 

持てるかというのは、魚とかをおいしく食べられるかという意味を含めて一生の財産になると思うので、 



-14- 

楽しく、焦点を決めて取り組む価値があると思っています。 

 それから、その次の生産者、製造者との交流を図った給食については、東京都は４０％以上の食材を 

利用するとなっていますが、かなり高い目標で厳しいと思います。小金井市の給食の場合、そもそも国 

産の食材しか使っていませんし、もともと広い意味で地場という意味では、多摩の食材を重視して使っ 

ており、もちろん学校によっては小金井の野菜を使っていますけれども、はっきりいうと学校の格差の 

問題もあって、大きい緑中学校みたいなところから東小とか東中のようにちょっと規模の小さいところ 

もあり、まちまちな実態もあることですから、本当は毎季節という意味で４回以上と言いたいんですが、 

行事の集中する季節もあることですので、２回以上、生産者、製造者との交流を図った給食等が実施で 

きるというのを目標として設定してはいかがかというふうに考えます。 

あとは食事のバランスに気をつけている市民とか、朝食を欠食する児童・生徒の割合等は東京都のと 

おりという感じになりますので、それを目指して上げていければと思います。 

そのほかにも、小金井の食育の推進に対する皆様からご意見をいただいているこだわりのポイントと

しては、正しい情報にこだわるとか、親子、それから生産体験の分野の触れ合いを大切にするとか、食

生活を豊かにするためという意味で、各種団体との連携とかについて何か考えていくとかということも

あると思うんですけども、こちらについてはちょっと数値目標が確定しにくいと思いますので、よいた

たき台が思い浮かばなかったものですので、そちらは具体的な施策の中に入れていければと思っていま

すので、ご意見、ご議論いただければと思います。 

○大竹会長 ありがとうございました。特にこの数値目標ですね、このあたりは、これでほんとにでき 

るのとかいう不安も含めて、ご意見があるのではないかと思います。いかがでしょうか。特に小学校、 

中学校の給食等の現場は、この辺の数値目標はどうですか。 

○日暮委員 私のところは大規模な小学校なものですから、これをいただいたときに、今の説明を聞い

ておりませんでしたので、職場のほうでも相談をしました。解釈が今のとちょっと違ったのですが、「全

校で」というのは消していただいて、できるだけ年２回以上ということなら可能ということでした。今

のように食材を、小金井市内のものを使ったものを年２回程度ということであればできると思うのです

けれど、交流を含むということになりますと、授業にするなり、話を聞くとか、一緒にお食事をすると

かということになります。そうなると全部の学校が年に２回ということは、計画期間が３年ということ 

ですし、ちょっと厳しいので、「全校」でという文言は外していただきたい。できる学校は、小学校なん

かでもクラスでも交流も含めたことをやりますし、もうかなり先進的に進んでる学校もありますので、

そういうところはできると思いますから、数字で具体的にあまり縛られると、ちょっと厳しいかなと思 

います。ただ、書けばいいというものでもないかなと思いますので。 
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○大竹会長 この交流の意味をどういうふうにとるかということですよね。 

○日暮委員 そうですね。 

○大竹会長 実際に生産者の方に来てもらったり、あるいは農家へ子どもたちが行ったりする交流まで 

含めるのか、単に給食の素材に使用するのか。 

○日暮委員 そうですね、聞いたお話を子どもたちに伝えるというのと、来ていただいて話していただ 

くとかというのは大分違うものだと思います。 

○大竹会長 ですよね。その辺は、もともとは、実際に訪問活動も含めてという意味ですね。 

○事務局 補足させていただきますと、来ていただくというのが一番モデルケースになるとは思います 

が、それが難しい場合、例えば、給食委員会のほうでお昼に放送するとか、使ってる食材について、つ 

くっていらっしゃる方のコメントを紹介するとかというところからも始められると思われます。 

○大竹会長 生産者からのお手紙みたいのを。 

○事務局 はい、入れておくとか。本当はそこで何回か、例えば松永委員にもご指摘いただきましたけ 

ども、生産的な交流ができるのが一番いいということになると思うんです。仮にそれが無理でも、その 

食材をつくっている方の思いとか、つくってる過程とかが子供たちに伝わっていくようなことを少しず 

つでも図っていくというのが大事です。その交流の図り方というのは学校ごとで工夫があっていいんだ

と思いますけれども、生産者や製造者の方のなさってることとか思いとかというのを伝えていくという

活動を年２回ぐらい取り組んでいただければ、季節による違いとかも出てきますので、有意義な取組み

になると思っています。 

○大竹会長 交流を生産者からのお手紙レベルも含めてということであれば、全校で可能でしょうかね。 

○池田委員 今度、一般の市民の人たちが食育の日って何なのって、まず、そこからだと思うんですね。 

何するの、食育月間ってどんなことするのとか、まず、それがわからないだろうと思うんですね。「食育 

の日」と言葉はあれでも、食育といったときに、学校や、そういうところでは、先生たちがこうしてる。 

ただ、一般の家庭の方、ほんとは一般の人たちにも食育の日というのをＰＲしていきたい。そういうふ 

うになればと思うんですけど、まず、行政とかから、食育の日、食育月間ではこういうことをしましょ 

うとか、今度の食育の日には皆さん家庭で団らんをとか、何かテーマを提供していく。食育の日には何 

をどうしていいのかわからないのが現状だろうと思うんですね。だから、それは学校ということじゃな 

くて、一般の市民の立場からの人たちが、食事の日と意識していく、まず、ワンステップ、それもどう 

いうふうにというか、この中に入ってるかどうかわかりませんけれども。 

○大竹会長 では、先ほどの生産者や製造者との交流を図った給食・授業等の実施は、先ほど程度のレ 

ベルでということでよろしいでしょうかね。 
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はい、じゃあ、そういうふうに「全校で」はそのまま生かすということで、そうさせていただきます。 

今のご意見は、多分、１番目の食育推進月間・食育の日を知っている市民の割合の増加ということの、 

実際に増加させる方法ですね。そういうのが何かやり方があるのではないかというご提案だったと思う 

んですが、それは多分、これから７０％に上げるために、どういう具体案があるかというので、後のほ 

うに出てくるかと思うんですが、一応、目標として、今おっしゃったように、食育月間と言われても、 

何それというのが少しでもなくなって、７０％ぐらいの人が、食育のこと知ってるよというふうにわか 

るレベルにしたらどうですかというような１つの提案になるのですが、よろしいでしょうか。 

○事務局 食育月間については、６月に何か啓発活動を集中的に取り組むことで、ある程度、意識して 

いただけると思っています。例えば、食育の日については、学校とかではその日のお話だとかあるかも 

しれません。一般のサラリーマンをしているような人とかにどういうふうに訴えるかですが、今日は何 

の日という訴え方をするのは、そんなに難しくないと思います。駅に行ったら、今日は何の日かという 

ポスターが貼ってある、食育の日。そういうところから入っていただくという意味では、まず、日にち 

に焦点を当てて、何だろうと思っていただくというほうが、実はハードルが高くない、次につながって 

くるんだというふうに思っているので、まず、ここから入っていくべきではないかと考えています。 

 逆に、食育というのはどういう内容かという理解は、これは結構高いハードルでして、まずは食育っ 

て何だろうというところからきちんと焦点を合わせていくというのを目標に掲げて、啓発活動では特に 

重点的に取り組めれば、後半の施策の推進の中でも楽にいくのではないかと思っています。 

○大竹会長 あとはいかがでしょうか。 

○萩原委員 項目なんですけど、ちょっと個人的な意見なんですが、２番と３番の表現なんですけど、 

多分、国とか都がこういった記述の仕方、表現の仕方をしてアンケートをとってると思うんですけど、 

どうもちょっとマイナスイメージかななんて思ってまして、例えば２番でしたら毎日朝食をとる児童・ 

生徒の割合ですとか、３番でしたら家族と一緒に食事する児童・生徒の割合、こんな表現のほうがいい 

んじゃないかなと、小金井市らしさ、そうでもないですかね、そんな気がしました。この項目から見て 

ると、この２つだけ、ちょっとイメージがよくないかななんて思ったんですけどね。まあ、表裏一体な 

んですけど。 

○大竹会長 そういう、あまり望ましくないものをゼロにしようという表現なので、望ましいものは 

１００％にしようというのがいいということですね。では、そういうふうに表現を変えるということで 

よろしいでしょうか。 

 そうすると、２番目は毎日食事をとるがいいかと思うんですが、３番目は、先ほど、必ずしも家族で 

なくていいという説明があったかと思うんですが、そうすると、どういう表現にしたらいいんでしょう 
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か。「みんな」とか。 

○江川委員 この部分の中では、国も都も家族と２人以上で食事をとっている人の割合を増やすという 

表現なんですよ。ですから今おっしゃっているような意味合いで、ですから、１人じゃないんだと、複 

数で、ですから、学校なんかではみんなで食べてるわけですし、会社にいる方でも、多分、会社の人た 

ちとランチを一緒に食べてるというような部分があるので、そういうような表現でいいのかなというふ 

うに思います。 

○大竹会長 ただ、提案のほうは、必ずしも家族でなくてというところの表現のときに、１人じゃなく 

てというふうに変わってしまったと思うんですが、家族で食べる児童・生徒の割合にしてしまってよろ 

しいでしょうかね。多分、ちょっと事務局の提案とは意図が違っているかなとは思いますが。 

○事務局 そういう意味では、「家族等」というふうにしてしまって、兄弟とか友人からというふうにし 

てしまえばいいと。 

○大竹会長 「等」という。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 では、「家族等、食事をする児童・生徒の割合が１００％」ですね。 

○事務局 食育のアンケートをやったときに、指導室のほうから、「家族」という言葉はできるだけ避け 

るようにと指摘されました。「家の人と」とか。家族がいない場合があるとのことです。 

○大竹会長 養護施設なんかに入っている場合に、多分、「家の人」という方がいいのでしょうか。 

あとは、基本的な食生活で食習慣で、特に、おはしのおはし検定をちょっと念頭に置いてるみたいで 

すけど、そういうトピックスを提案したらいいのではないかということですが、よろしいですか。 

○日暮委員 こっちの具体的な案の中に、はしが学校のところにも指導ということで入ってるみたいな 

んですけど。 

○大竹会長 学校じゃないほうがいいということですね、学校だけではないほうが。 

○日暮委員 学校でおはしの指導をするというのは、なかなか難しいと思います。 

○大竹会長 なかなか難しい。 

○日暮委員 難しいですね。やっぱり、ご家庭でするものと思います。先生が全体的なお話としてする

とか、ある程度のレベルまではいってる高学年とかに話をするということはあると思います。自分の意

識で直すことができる年齢なら意味があるとは思うんですけど、個別に見る必要がある指導をするとい

うのは難しいのかなと思います。 

○大竹会長 特にどこでというのは明確にしないで、はしを正しく持てる子どもたちを増やしましょう 

ということを取組みの指標の中に入れておいていただいて、実際にどこでどういうふうにするかという 
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具体的なところではもう少し、このアンケートに絞った領域ですね。 

 では、取組みの指標はよろしいでしょうかね。 

○江川委員 今のところの「基礎的な食習慣」という表現なんですけれども、ちょっとわかりにくいの 

かなと思うんですけど。基礎的な食習慣ではしを持てるというのは、ちょっと違うかなと思いますし、 

何かもう少し違った表現のほうがいいと。もう少しあれだったら、私が地域で食育をすることになれば、 

基礎的というのは、例えば食事が３回あるとか、あまり夜遅くまで食べないとかいうような部分で、だ 

から東京都の教育庁、国なんかでは、早寝、早起き、朝ごはんというような部分で、そういうような基 

礎的なイメージなのかなというふうに思うんですよね。この「基礎的な食習慣」というふうに、書き方 

がこれでいいのかどうか、ちょっとわからないかなと思うんですけど。 

○池田委員 そうですね、この書き方だったら、マナーも入ってきますよね、おはしの持ち方。 

○大竹会長 おはしの持ち方で、マナーに近いところが中心になっていますけれど、江川委員がおっし 

ゃるのは、そうではなくて、あんまり時間がばらばらにならないで、生活リズムを守って３食を食べま 

しょうというようなことも含んでいると。 

○江川委員 はい、基礎的なことだなというふうに思うんですけどね。 

○大竹会長 「基礎的」というよりも「基本的」というふうになりますかね。 

○江川委員 そうですね、「基本的」なのか。 

○大竹会長 そうすると、生活リズムに……。 

○大谷委員 やっぱり、そういう作法じゃなくて、もっと大事なのは、食事をむだに食べるということ、 

好き嫌いを言うとかね、廃棄物が増えてしまうとか、子どもが好き勝手にやるという、それをもう少し 

正しく食べるというようなことも含めた大きな意味でね、食事の仕方についてというのは、本来の食育 

の目的の一部だと思うんですがね。そういうところなんかを盛り込んだほうがいいような気がします。 

○池田委員 「習慣」というのが入ってるから、「習慣」を「基礎的な食生活を身につける」、「食習慣」、 

「習慣」。 

○大谷委員 「食生活」。 

○池田委員 ちょっと違う気がするんですね、ニュアンスが。食生活の中には、さっき、江川委員がお 

っしゃられた早寝、早起き、それも含まれますし、食生活となると、はしの持ち方も入りますし、だか 

ら、「食習慣」と「食生活」は違う。 

○大竹会長 多分、今、大谷委員が言われた中に、例えば、栄養バランスをとるとかというのは、多分、 

最後の食事のバランスというところに入るので、ここでは、そうではないところを表現しようと思った 

んだと思うんですが。 
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○大谷委員 作法的な。 

○大竹会長 基本的な食生活あるいは食習慣の中には、今、江川委員がおっしゃったような生活リズム 

の問題とか、それからマナーの問題、それからあと、今、残さないというような、環境に配慮したとい 

うのも入るかと思いますが、そういういろんな問題が基本的な食生活という中にはさまざまに含まれて 

しまうので、この表現をどうしましょうということと、どこに焦点を当てるかということですよね。お 

はしの持ち方みたいのにするのか、生活リズムで３食きちっと食べましょうという的なものをねらうの 

か、残さないで食べるというようなことにするのか。 

 まず、何をねらうかというのを確認して、それに合った言葉にしたほうがいいかなと思うんですね。 

言葉を先につくってしまうと、そこで皆さん、受け取り方が違うかと思うので。どうしましょう、一応、 

この間の調査で、はしの持ち方というのを調査したところ、比較的持てている子どもたちが多かったけ 

れども、データもありますし、それをもう少し上げるような取組みをしたらいいのではないかというの 

が事務局のほうの提案ですが、そうじゃないほうがというご提案があったら。 

○萩原委員 結構具体的な項目がないと、指標の検証、難しいと思うんですよね。それで、第１回目の 

ときでしたかね、子どもの親が食育に関心がないという、どなたか委員の発言があったんですね。まさ 

に、そうだと思うんですよね。それで、やっぱり、先ほどちょっと言いました家庭で、はしとか、そう 

いうのをしつけするんだろうと思うんですけど、学校で食育といっても、限界があると思うんですよね。 

あとは自分のご家庭で、子どもさんの作法なり、はしの持ち方、包丁の持ち方とか、そんなところはや 

ってもらうのがいいんだろうと思うんですけど、視点を全然変えて、例えば、家庭において親子で料理 

をつくる割合を調査するというふうな項目にした場合、料理って、非常に好きな子どもさんもいるし、 

嫌いな子どもさんもいるんですね。東京ガスのほうで親子エコクッキングなんてやってるんですけど、 

非常にそういった子どもさんたちは五感が働くんですよね。見る、聞く、触る、いろいろある。そんな 

ことがあるので、例えば項目はちょっといいのがなかったら、ちょっとイメージが違うかもしれないん 

ですけど、親御さんと一緒に料理をつくる割合とか、そんなことでもいいんじゃないかななんて思うん 

ですよね。まあ、後で検討していただければよろしいかと思いますけども。 

○大竹会長 いかがでしょうか。 

○萩原委員 子どもさんは親と一緒につくると、非常に食に関心を持つんですよね。ですから、そうい 

った意味でも食育というのが身につく。ちょっと視点が違うかもしれないんですけど。 

○大竹会長 そうですね、食習慣とかというのをここではねらっていたんですが、今のご提案は、習慣 

というよりも、食に自分で積極的にかかわるという意味で調理をする。ただ、親とというよりも、親と 

一緒にやってもいいし、自分１人でやってもいいし、だから、１回以上は調理をする経験があるという 
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のを何％にするとかというほうがいいかもしれないですね。 

○江川委員 ここに正しくはしを持てる小４の子供たちを８０％以上にしていこうという具体的な数値 

目標の部分で進めるという部分であれば、子どもがよい食習慣を身につけるという項目で、じゃあ、具 

体的な指標としてはこういうようなものであるというふうにすれば、「基礎的」という言葉よりも、「よ 

い食習慣」とか、よい食習慣であれば、はしが持てれば楽しくごはんを食べられるという表現がいいか 

どうかわからないんですけれども、いいのかなというふうにちょっと思ったんですけど。 

○大谷委員 それはいいですね。 

○大竹会長 いいですね。 

○大谷委員 私が申し上げてることなんかも全部解決できます。 

○江川委員 はい。 

○大竹会長 では、１つは、「よい食習慣を身につける」という項目にして、手法は、はしを正しく持て 

るのを８０％以上ということでよろしいですかね。 

 ただ、今、萩原委員が提案してくださった調理をするというのも、なかなか積極的な食育活動として 

はいいかなと思うんですが、いかがでしょうか、入れておきましょうか。ただし、何％にしていいかと 

いうのは指標がないので、ちょっと数字が難しいなと思います。でも、１回ぐらい、何らかの形でやる 

ことってありますよね。そうすると、食に関心を持ちますよね。 

○池田委員 そうですね、ただ、若いお母さんたちは。 

○井上委員 よろしいですか。私の子どもは小学校６年生ですが、冬休み、家庭科の宿題が出てまして、

家庭で、まず、みそ汁とごはん、あと１品おかずをつくってきなさいということで、小学校の家庭科の

教科書を見ますと、後ろに赤、黄色、緑色、３種類ぐらい分かれていて、それがどういう野菜かという

のを、実際に、みそ汁の中にその３種類を入れなさいという宿題でした。書くだけでは証拠になりませ

んから、実際にやったかどうかも写真も撮ってきなさいと。実際にそういったところもありましたので、

このようなことを学校のほうで、宿題の範囲ですけれども、夏休みにご家庭でこういったものをつくっ

たらどうかとか出せれば結構おもしろいんじゃないかなと思うんですけど。 

○大竹会長 そうですね、小学校５年生、６年生では、わりとそういう宿題が出るかと思いますので。 

○井上委員 低学年は難しいところもあると思いますが。 

○大竹会長 さっきの食事をつくってみましょう、あるいはつくるということは、そんなに大きなハー 

ドル、高いハードルではないかなとは思います。いかがでしょう。 

○日暮委員 指標の数値として、親子でクッキングとか、家族でクッキング等の催しものは衛生面など

のハードルが高いです。食育月間とか食育の日を知りましょうというようなときに、私ども例えば学校
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で、今日は食育の日なので、家で、できればその季節に合ったものをつくってみようというようなミニ

チラシを出すということや、給食だよりとか献立表なんかに載せたりするのはできます。東京ガスさん

みたいなところでしたら、親子でクッキングとかというのを食育に絡めるというのは、すごくやりやす

いんじゃないかなと思うんですけども。だから、ここに載せるということは、その次の段階の推進のと

きにした方がよいのではないでしょうか。 

○大竹会長 具体的なことを入れると。では、指標として、ちょっと何％というふうに提案していくの

かもわかりにくくなりますので、指標には入れない。だけど、中のほうでつくっていくということを積

極的に提案していくという。 

○江川委員 そうですね。つくるという部分になったとか、例えば、つくれればいいんですけど、一緒 

に買い物に行くのもつくる前段階として非常に大切な部分であるし、売ってるところの部分の中で、先 

ほど３食に色を分けてる部分なんかも、これは親子の会話の中に多分出てくると思いますので、つくる 

ことが目的じゃなくて、そういう過程を大事にしようというふうに考えれば、非常にいろんな展開がで 

きるかなというふうにも思うんです。 

○日暮委員 そうですね、地域性を生かすということであれば、地場の畑を見たときに、家族で話し合 

うとか、農協さんみたいなところに行ったときに見ながら話すとか、いろいろな段階が次の段階ではあ 

るんですね。特に低学年なんかだったら、一緒にお買い物とかいいかなと思います。 

○大竹会長 では、中のほうに、そういういろんな提案をしていくという点を含めるということで、資 

料のほうには取り上げないということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

では、続きまして、具体的な施策の展開というところで説明をお願いします。２の（１）（２）（３） 

を全部説明してください。 

○事務局 では、ポイントになるところを中心にご説明させていただきます。 

まず、食育の土台づくりとしては、前回までのご議論いただいたところでも、啓発活動と情報の整備 

に柱を立てるということにはなっていたかと思います。それで、啓発活動については、当初に集中的な 

取り組みをするというのは強調したい。それは、平成２０年度、今年ですけれども、６月の食育月間に 

シンポジウムを中心として、集中的な広報を行っていくというのが１つ。 

それから２つ目は、２０年度にそれをやりましたので、２１年度以降はどうするかというときには、

これはファイバーデーではなくて、「ファイブ・ア・デー」だそうです。村松委員がおっしゃっていたも

のですけれども、アメリカとかで展開されているファイブ・ア・デー、野菜を５品目食べようというこ

とです。５品目かどうかは置いといて、スーパーとか、八百屋さんとか、庭先の販売農家などを巻き込

んで、小金井で野菜を食べる日というのを展開できればおもしろいのではないかと思っています。 
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あと、ご意見いただきました農業祭での啓発活動の実施等もあわせて行えば、引き続いて啓発活動を

進める。そのときには、学校等での「今日は何の日」ということで、「食育の日」というのもやっていた

だいて、全体として食育の日、食育推進月間ということに市民の目が、皆さんの目が行くように取り組

んでいくということになります。情報の整備については、まずきちんとしたデータをとるところから始

めなければいけないという実態がありますので、市民調査を実施すること。 

それから、ホームページで正しい情報を発信できるようにするということなんですが、この中で盛り 

込んだのは、高齢者向けとか、メタボリック対策などの内容についても作成したらどうかということで 

す。あと、特に２１年度からは、２０年度当初からすぐにというのは無理でしょうけれども、地域の食

とか食材とかに対する情報を発信できるように整備していくと。 

また、その関連なのですけれども、地場野菜等に対する情報については、提携させていただいて、庭

先販売所とかで今、地域の野菜とかはどういうものが食べられる時期なのかというのがわかるようにし

ていったらいいかなと思っております。 

 第２番目の柱になる子どもへの食育の充実ですが、こちらについては、まず保健センターについては、 

既存事業の両親学級以下については、継続して充実を図ることでよろしいかと思いますが、２点ありま 

して、１つは、離乳食教室は８～１１か月児を対象としてやっていますが、例えば３～５か月児とか、

乳児食に対する食育指導というのも近隣とかでは安定している市があります。そういう意味で、今、小

金井の健康課では、管理栄養士が１名しかいませんので、単純に事業を拡大するというふうに言ってい

いのかというのと、あと、保護者の方にとっても、小さいお子さんを抱えてわざわざ市の西のほうにし

かない保健センターに毎回来れるかというのも難しいと思いますが、健診を受けていただいた方を登録

して、メールとかでトピックスを流すとかというのはそんなに難しくないと思いますので、今、抜けて

いる３～５か月児とか乳幼児に対するケアも行う。 

それからあと、これは健康課のほうでも、例えば小金井でどんなアレルギーに対応した食材が買える

のかわからないというふうな話があるのですけれども、アレルギーに対する食品、どういう食品が大丈

夫なのかという不安というのはかなり大きいものがあると思います。今では何といっても半数弱の子に

アレルギーがあると言われる時代ですので、乳幼児に対するアレルギー食の相談については、別に相談

日を設けるような形で強調して対応できるように強化していくのがいいと思います。ただ、これに関し

ては、両方とも21年度から充てさせていただいているんですけれども、１年間、２０年度準備をした上

で２１年度からできるように情報収集とかをきちんとしていくということを考えています。 

それから、その次の保育園の取り組みについても、今かなり年間の食育計画を作成してから指導に当

たるということまで一律の保育園ではされているんですが、さらに２点展開できればと思います。今で
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も地域の食材を使ったり、または多摩地域の食材を使うような工夫はしていますが、これと同じように

園児との交流ができる給食を実施するということです。１つ気になるのは、例えば、ある程度まとまっ

たお話をしていただいて園児が理解するのは難しいとしても、生の野菜全体とか、魚の全体とかを見た

ことがないとかというのがお話でもありますので、そういうところで工夫をしていただいた交流給食と

いうのをできる範囲で一歩ずつ進めていただくということです。 

 それからあと、もう１つは、地域向けの食育教室なんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、 

アレルギー教室を例えば健康課のほうで行うといっても、どうしても人数、場所的な限界があるという 

意味で、既に園児の保護者向けのアレルギー相談とかを実施しているところでありますので、そのとき 

に園児の保護者だけではなくて、その近隣の人も参加できるような形で、離乳食講習会とか、幼児食教 

室とか、アレルギー相談とかをだんだん整備して実施していったらいかがかと思っています。 

 その次の小中学校については、主なポイントは、まず、はしの持ち方と食育の日について、何らかの 

取組みをしていただきたいということ。それから、交流給食については、話題が提供できるというレベ 

ルからでよいので、年に１回は実施すること。それから、議論に出ていましたお弁当の日については、 

これをどういう形で盛り込むのかというのは会議のほうで議論いただけたらと思っています。それから、 

保護者に対する指導、働きかけということなんですが、そのほかに地域向けの食育教室として、ＰＴＡ 

というか、地域の方々とか保護者の方々に向けた食育教室を実施することができないだろうかと思って 

いますので、ご意見をいただきたいと思います。 

 学童保育所と児童館についてなんですが、児童館については、交流とかはしについて何か充実できな 

いかということなんですが、学童保育所については、間食の指導がありまして、配膳とかはしの指導と 

か片づけの指導とかというのは、今現在もある程度していただいています。こちらは、学校で展開する 

上での核にもなるわけなんですけれども、学童保育所の子どもたちが特に遊びながら取り組んでいって、 

はしがうまく持てるようになって、そういうのが学校にも広がっていくというふうになれば、学校での 

負担も大きくならないと思っています。逆に、学童保育所とか児童館には、食とか栄養に関する専門家 

が配置されているわけではありませんので、こういう食に前後する活動をサポートできればと考えてお 

ります。 

 その次に、Koganei-Styleの地域展開としては４点あるんですけれども、１つは、生産者に対する促進 

策としては、既に取り組んでいただいていることのほかに、地場野菜についての情報提供、農業祭での 

啓発活動、それから交流給食にご協力いただくということが柱になると思います。 

 その次の事業者については、提案いただきました食育に対するミニパンフレットを市のほうで作成し 

て、置いていただくということです。それから、現在、特に提携がとれていませんコンビニエンススト
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アやファミリーレストラン等については、ミニパンフレットを置いてもらったり、若年層に対するバラ

ンスメニューキャンペーンを行ったりといったことが考えられると思います。また、こちらは費用の問

題もありますけれども、栄養表示の市内の店舗等での推進ということについても、２２年度ぐらいから

は推進できたらということであります。 

３点目の各種団体等の食育推進活動に対する促進策なんですが、高齢者向け、障害者向けの社会福祉

協議会等での取り組みというのはある程度なされておりますので、これは継続して実施していただくこ

ととして、そのほか、連携策について考えていきたいと思います。 

まず１つは、市自体のどのような団体等が活動されているかわかっていない状態にありますので、そ 

の辺について調査を進めることと、登録制度を導入して、登録した団体について、市の食育ホームペー 

ジ等で紹介をしたりというのもできるようにして、市のほうもどういう活動がされているかわかるよう 

になるとともに、その下なんですが、食育懇談会というようなものを、例えば２１年度以降の食育推進 

月間に開催して、そういう活動をしていただいている方に集まっていただいて、いろんな自由なフリー 

ディスカッションができればと思います。それが土台になって、いろいろな活動の上での連携がとれた 

りするんだと思っています。 

１つには、もちろん食育自体を扱う。それから、食生活の改善に取り組む施策やボランティア等があ 

ると思うんですが、それだけではなくて、食生活を豊かにするためにという意味では、いろいろな地域 

のサークル活動というのがあってよいと思いますので、そういう団体の方々も懇談会等に参加していた 

だいて、またホームページでもご紹介等ができればと思います。 

市内で私が知っているだけで４つぐらいはワインの会がありますが、結構お互いを知らなかったりし

ます。それぞれみんなメンバーが固定してくるとかという悩みを持っています。こういう活動は、今は

市の取組みの中では趣味的な取組みですので位置づけがありませんから、ホームページや市報で紹介す

るということはもちろんできないんです。ワインというと、かなり趣味的なものになるのでこれがいい

とは言いませんけれども、またエスニックを含めたいろんなお料理のことを研究している方とか、いろ

んな取り組みがあると思うんです。それが健全な範囲でというのはありますけれども、あまり享楽的な

ほうになってしまうのは困るかもしれませんが、そういうふうな一つ一つの活動が市民の地域の食生活

を豊かにしていくという面はあると思いますので、そういうのを含めて支えられるようになっていけば

と思います。 

その次は、その他というよりは、これは地域内にある専門的な方々との連携というふうな項目かもし

れないと思っておりますが、１つは、食育モニター事業として、市内の在住、在学、在勤の方複数名に

対して、栄養士による食事指導を行って、その経過とか結果を市のホームページで公開していって、皆
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さんの参考にしていただくという取組みはどうかと思います。例えば、若い女性であれば、健康にやせ

たいとか、男性でもメタボリックを解消したいとかというのがある。それを市の栄養相談の中で栄養士

が何十件も何百件も指導するといってもこれは不可能ですけれども、その典型的な例を紹介して、ある

程度楽しく紹介していくというのは可能だと思うんです。例えば、３名から５名とか。それでまた、そ

れも市の管理栄養士がやるというだけじゃなくて、村松委員のほうからもご指摘ありましたけれども、

地域内に住んでいらっしゃる管理栄養士の資格を持った方とかもいらっしゃると思いますので、もちろ

ん一定の謝礼をお支払いする前提で、そういう方のご協力をいただいて進めていくとかというふうな展

開が可能ではないかと思います。 

その次は、大学との連携の推進なんですけれども、大学は、１つにおいては、食生活が乱れがちな若

年層を多く抱えていらっしゃる。もう一方では、大竹先生とかはまさにそうであるわけですけれども、

専門的な能力を高く持っていらっしゃいますので、継続的な連携関係を強めて働きかけをしていったら

よろしいかと思います。 

あともう一つは、市内に企業の独身寮が結構あるという話を初めの会とかでさしあげたと思うんです

が、どれぐらいのご協力がいただけるかというのはわからないとは思いますが、企業にとってマイナス

になるというわけではありませんので、例えばポスターを貼ってくださいぐらいのご協力はいただける

ではないかと思います。そうしたときには、市報とかをきっと読んでもらえないそういう企業の独身の

方でも、ポスターが貼ってあって、寮の管理人の人からも一言言われるようになれば、少しずつでも働

きかけがあるわけですので、こういうことを地道に広げていければと思っています。 

大きい施策の２の具体的な施策の展開としては、主にこういうふうな事業だと思いますが、関連して

計画の推進に向けてについていきますと、市のほうでは、この食育推進会議を継続して、計画の進捗状

態を確認しながら、必要な改善策のほうをご提案いただくこととなります。 

 それから、市役所内では、食育推進検討委員会というのが既にございまして、その中心課は企画政策 

課というふうになっていますが、この後は、具体的な事業を連携によって推進することに柱が移ってい 

きますので、一番大きい事業を持っているのは健康課でありますので、健康課を中心にして、もちろん 

企画政策課も継続的に参加するわけですけれども、関係課と連携を図るような形に組みかえていったほ 

うがよいと思っています。 

あと、関係者の役割については、小金井市、生産者・事業者、各種団体、市民という方について、東 

京都の位置付けとかもあるんですけれども、こちらのほうを参考にしています。ポイントとしては、各 

種団体等というのは東京都の計画にないですが、小金井で豊かに食育、食生活の改善、それから食生活 

を豊かにしていくというふうなことを推進するには、市民、各種団体の方々の自主的な活動というのに 
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よるところが大きいと思っていますので、各種団体等について書き加えさせていただきます。 

雑駁になりますけれども、いろいろご意見をいただければと思います。 

○大竹会長 ありがとうございます。具体的な施策の展開というところでは、どちらかというと、中心

的活動を担う中心のグループといったらいいでしょうか、そういうところから書いてあるようです。今

までは、例えばKoganei-Styleというと、どういうものを考えていきましょうというふうに、方針とか方

向を今まで見ていたんですが、それを具体的に展開するのは、それぞれの部署を中心にという書き方が

されているので、ストレートに先ほどの基本方針が、この基本方針についてはこういうことを展開する

という書き方ではありませんけれども、そういう基本方針が十分展開できるようになっているかという

ことを念頭に置きながら少し見ていただければと思います。いかがでしょう。 

では、まず、具体的な施策の展開の（１）食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備というあ 

たりはいかがでしょうか。集中的な取り組みとしてのシンポジウム、それから月間の取り組みとしての

いろいろな啓発活動。特に、先ほどいろいろアイデアを出していただきましたけれども、「ファイブ・ア・

デー」、野菜を食べる日ということで、先ほど基本方針の中に野菜を食べることをKoganei-Styleとして

提案しましょうということでしたので、この辺がそことつながるかなというふうに思いますが、そうい

うものが提案されています。それから、情報の整備・発信は、調査の実施と、ホームページへの展開が

中心でしょうか、というふうに提案されていますが、いかがですか。 

○事務局 食育のホームページについても、例えば編集の主体です、市が集約して、市のほうで何々課 

が書くのか、それとも例えば編集委員会みたいなものを組織してやったほうがいいのかということもご 

意見をいただければと思います。 

○大竹会長 ホームページをつくることにも市民が参加するという形にするのか、市にお任せしてしま

うのか。いかがでしょうか。市民が参加するほうが、何か広がりのあるものができるかもしれないです

ね。やはり市が責任を持ってつくるべきで、あまり市民は参加するべきではないという意見の方、いま

すか。 

 では、もしあまり反対がないようでしたら、市民の方たちにも参加してもらうという方向で、ホーム 

ページを掲示するということでよろしいですか。ほかに、（１）ではありませんか。大まかなこういう方

法で、こんなのでいくということでよろしいでしょうか。 

それでは次に、（２）ですが、特にこれは保健センター・保育園・小中学校等での集中的な取組みとい 

うことになっています。やはり保健センターや小学校、保育園、中学校等は、人が集まってくるという

意味では非常に仕掛けやすいというか、どうしてもここが中心になってしまうのですが、逆に現場のほ

うから言うと、そんなにいろいろ期待されても、取り組むことが大変という意見もあるかもしれません
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けど、いかがでしょうか。 

 なるべく、今現在の日常の活動を土台にした展開ということを提案されているようですけれども。し 

たがって、例えば地域向けの食育教室も、今やっているものを増やすのではなくて、今やっているもの 

の中に、もしよかったらどうぞ来てくださいというような呼びかけはいかがでしょうということのよう 

ですが。特に、生産者等の交流というのも提案されておりますが、対応等大丈夫でしょうか。これでよ 

ろしいでしょうか。 

 先ほど出ていました交流給食の実施ですが、必ずしも生産者が学校なりに行って話すとか、子どもた 

ちが生産の現場まで行ってかかわるとかという取り組みまでしなくても、もう少し緩やかな交流も含め 

てという話でしたけれども。多分、ご協力はいただけますよね。 

○事務局 大丈夫です。 

○大竹会長 では、③では、特にここで出ていた意見として、「弁当の日」というのがあるようですが、

その辺はいかがでしょうか。 

○鈴木委員 これは年１回なんですか、やるとしたら。 

○事務局 いや、単なるたたき台です。 

○大竹会長 最低、年１回ですね。 

○鈴木委員 年１回だったら、ほぼやらないに等しいと思いますよ。 

○大竹会長 ちょっと私が気になるのは、これも「家族等で」という言葉が使われていいのかなという

ふうに思っていまして、例えば「家の人の協力も得ながら自分でお弁当をつくり」と、自分も入れたほ

うがいいような気がするんですけど。やっぱり自分一人でもいいし、もちろん協力してもらってもいい

し。そして、これは学校に持参をするんですかね。やはり学校に持参しなきゃだめですか。 

○鈴木委員 学校に持参しないで、どこに持っていくんですか。日曜日、どこか家族で。 

○大竹会長 例えば、サッカークラブに持っていくとか。 

○鈴木委員 そういうところではやらないでしょう。 

○大竹会長 そうですね。学校にお弁当を持っていくというのは、年に１回はありますかね。遠足とか

運動会とか。 

○鈴木委員 年１回どころか、今でも運動会と遠足で最低２回はつくる日があるので、もちろんつくっ 

てくれる人がいない家庭とかという問題も、運動会や遠足では全く気にせずやっているんですから。だ 

から、別に単に弁当の日があっても。 

○大竹会長 これは、つくるということが大事なんですよね。だから、コンビニエンスストアで買って

いくとかではなくて、つくることを提案しましょうということなので。 
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○日暮委員 これはＰＴＡのほうの協力がないと、意味がないと思いますので、ＰＴＡのほうの活動と 

しても、もっと盛り上がってもらってやるといいと思うんです。ただ単に学校から、お弁当持ってらっ 

しゃいよという押しつけでは全然意味がないんじゃないかなと思いますけれども。 

○江川委員 この部分については、何人かの先生もあれかもしれないんですけれども、やはり自分でつ 

くるというきっかけをこういう場面でつくってほしいなという思いなんです。ですから、その部分につ 

いては、全部の学年がじゃなくて、やっぱりある程度できるということになりますと、高学年ぐらいの 

子どもたちが自分でつくった、ですから、６年間の部分で家庭科の授業とか何か、中学年ぐらいになり 

ますと入ってきますよね。そうすると、自分でつくることができると思うんですよ。そこに家族とかの 

家の人の協力が得られれば、もっともっといいのかなというふうに思うんですよ。ですから、弁当を持

ってくるんじゃなくて、自分でつくっていくんだという、そしてつくることによっていろんな体験をす

ることによって、食事の大切さとかすばらしさとかが体験できるというふうに考えたほうがいいんじゃ

ないかと思います。 

○池田委員 低学年だったら、お母さんがつくりますよね。 

○江川委員 お母さんがつくったのを持っていくというだけになってしまうかなと思うんですよね。 

○池田委員 働いているお母さんだっているものね。 

○江川委員 ですから、ある程度の部分は学校でもそういう教育をしているわけですから、それに合わ 

せて、じゃあ、いついつという話になってくるかなと思いますけれども。 

○大竹会長 では、学年を多少ここに書き入れたほうがよろしいでしょうか。 

○鈴木委員 低学年、１、２年生でも、一応一緒につくるぐらいの、お手伝いをちょっとするとか、ま 

ず子どもがメニューを考えるぐらいのことはできるので。じゃあ、これをつくってとか、じゃあ、一緒 

につくろうというような形で、はっきり言って子どもに料理を手伝わせるのは面倒くさいんですけれど 

も、低学年に関しては、こういったものをつくりたい、じゃあ、一緒にお母さん、お父さんも協力する 

からつくってもらいましたという形にすればいいんじゃないですか。 

○池田委員 三小では、弁当の日をおやりになったことはあるんですか。 

○鈴木委員 私は緑小ですけど、小学校ではないんですけれども、保育園ではやっていました。保育園 

にあったんです、「お弁当日」というのが。 

○大竹会長 そうすると、「家の人などの協力を得て、自分でお弁当をつくり、学校に持参する日をつく

る」ということで、１つにまとめて素直に書く。努力目標で。なので、逆に言えば、年に１回。 

○日暮委員 一応、全体として年に１回を目標にして、盛り上がっているところはもっとやっていただ

いても構わないとは思いますけれども。 
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○鈴木委員 最低限か。百歩譲っても、学期に１回じゃないですか。 

○日暮委員 ただやればいいということではないですから。 

○大竹会長 行事は学期に１回ぐらいありますかね、お弁当を持っていく行事。 

○日暮委員 学期に１回って、年に３回ですから、今、既に２回か３回ありますよね。運動会と、展覧 

会とか音楽会とかと、遠足と、だいたい３回ぐらいはありますね。 

○大竹会長 では、学期に１回で、年３回でもいいですよね。 

○鈴木委員 はい、それでいいんじゃないですか。 

○井上委員 ただ、学校によって、運動会でも給食というところもあります。 

○大竹会長 あるんですか。 

○井上委員 東小学校はそうです。 

○鈴木委員 土曜日もですか。 

○井上委員 はい、あります。そのかわり、振りかえで月曜日が休みになりますから、その分、土曜日 

に給食を持ってきています。 

○大竹会長 では、真ん中をとって、１回じゃ少な過ぎるので、２回というふうにしましょうか。そう

すると、最近は前後期制に、２学期制になっているところもあるので、学期に１回で。 

○鈴木委員 小学校は３学期制ですよ。 

○大竹会長 そうですか。小学校で２学期制に移行しているところもあるんです。 

○鈴木委員 どこですか。 

○大竹会長 品川区とかです。 

○日暮委員 やっぱり回数より、中身じゃないですか。ねらいとか。 

○大竹会長 そうですね。なので、しっかり子どもがかかわってつくるということを。そういうきっか

けを。多分、この辺はＰＴＡの方たちが中心になって活動していただくというふうに思いますので、そ

の辺のＰＴＡの協力体制をよろしくお願いします。 

○鈴木委員 それで、これは２２年からですか。 

○大竹会長 そうですね。 

○鈴木委員 ２年後ですよ。 

○大竹会長 もっと早いほうがいいですか。 

○鈴木委員 予算もかからないのに。今度の春というのは、給食の関係とかいろいろあるから難しいに 

しても。 

○大竹会長 スタートは２２年ではなくて、もうすぐなんですが、この目標、最低限どこの学校でも年
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に、今は１回か２回かわからないですけれども、自分でお弁当をつくって学校に持っていくという取組

みができたというのが２２年、完成年度です。 

○鈴木委員 完成年度ですか。 

○大竹会長 はい。よろしいでしょうか。多分、もうすぐ来年からというとちょっと無理があると思い

ます。 

○鈴木委員 それは無理だと思いますけれども、そうすると今度は２０年だから、開始年度としたら２ 

１年に出せると。 

○大竹会長 なので、完成年度がやはり２２年ぐらいのほうが無難かなと私も思うんですが。 

○日暮委員 ぜひ、緑小さんなんかは規模も大きいですし、できるということであれば、ほかの学校、

特に三小のように大きい学校は追随しやすいと思うんですけど。 

○大竹会長 そうですね、ぜひ先駆的に。 

○日暮委員 このようにＰＴＡ活動が盛り上がるとこういうふうにできるという例があるといいですよ

ね。申しわけないんですけれども、後ろからついていくほうがやりやすいです。 

○大竹会長 そうですか、学校によってもいろいろ温度差はあるかと思いますので。よろしいでしょう

か。あとは、④はよろしいでしょうか。これも今、大体取り組みをしていることの延長線上ということ

でしょうかね。 

○事務局 特に、おはしをがんばっていただきたいです。 

○大竹会長 学童保育所におはしをがんばっていただく。 

○事務局 学童保育所は、多分具体的な成果が出るのではと。 

○大竹会長 そうですか。児童館と学童保育所におはしをということです。よろしいでしょうか。 

じゃあ、（３）のKoganei-Style、これは新しい提案になるかと思いますが、いかがでしょうか。特に、 

先ほど環境に配慮した取り組みということを、１つのKoganei-Styleというふうに考え直しましたので、

そのうちの１つには、多分エコクッキングなどもメインに入ってくるかと思いますし、そのあたり、例

えば東京ガスさんの提案もあるかなと思いますが、もしあるとしたら、このどこかに位置づくのかなと。

今のところ入っていないんですけれども。 

○萩原委員 そうしますと、②のほうですかね。 

○大竹会長 事業者でしょうかね。 

○萩原委員 実は、せっかくの機会なので、支援できるところが主体になってもらいたいと思います。 

例えば、小中学校のエコクッキング。これは、総合的な学習の時間になっちゃうんですよね。そういう

こともできますし、小中学校の家庭科部会の先生の方々、これもできます。あとは、いろいろ飛んじゃ
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っていますが、地域における食育というところでは、高齢者の方の食育、エコクッキングとか、料理教

室みたいな、去年ちょっとやらせてもらったんですが、「男だらけの料理教室」、中央公民館で。市で募

集して、うちのほうで支援したんですよ。というのがあって、そういったことは今後予算をとって、２

１年度ごろからは多分予算取りができると思います。項目的には、炎の調理による食育が、そういった

イメージ、そういったタイトルで１つできればいいかなと思っています。 

○大竹会長 そうしますと、もしかしてこのKoganei-Styleだけではなくて、今までの子どもへの食育の

充実の中にも入り込めるということですね。じゃあ、その辺はご提案いただいた後で整理していただく

ということでよろしいでしょうか。 

○萩原委員 食育の取組みでセミナーなんかも最近やられているようなので、私、ちょっと詳しい中身 

はわからないので、いろいろ清書してまた事務局のほうにお知らせしたいなと思っています。 

○大竹会長 あと、三笠委員のほうからも、何かこんなことはできますよというご提案がもしあれば、

その辺をここに詰め込めるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○三笠委員 特にはないんですけれども、ここの②の食育活動に対する促進策というところで、この部 

分では飲食店や商店会等というところは協力をしていただきたいと思っています。また、商工会でも、 

こうやって浸透していない事項だとか、そういう部分を理事会で時間をとっていただいていますので、 

そこで発言する機会はありますので、この状況を伝えながら理解を深めていってもらいたいなと思いま 

す。 

○大竹会長 私が思うには、先ほど野菜を食べよう、そして特に地場農園ということに着目して、小金

井産のというところを少し出していきましょうということでしたけれども、そういうものを八百屋さん

とかスーパーとかで、地域でとれたものを、量は別としても、毎日何かしらのが置いてあって、例えば

それの料理法がそこにちょっと書いてあるとかといって、野菜を食べようというものにつながるような

活動をしていただけると、少し特徴が出てくるかなというふうに思いますが。 

○三笠委員 当然、野菜を置いているスーパーさんとか八百屋さんとか、ほかの地域に行っても、よく 

顔が見えるというので生産者の顔を何かこうやったところがありますから、それはこちらも実際の生産 

者のほうと連携をその辺もしないと難しいと思いますけれども。だから、そういう取り組みの中で地元 

でとれたこういう野菜、安全な部分もあるし、そういうものを積極的に食べましょうというのは、この 

お店とそういうキャンペーンじゃないけど、そういうものをばっと打ち出すようなものを持っていけれ 

ばとは思います。 

○大竹会長 では、ぜひこの食育推進会議で、両方、事業所の方と生産者の方がいらっしゃるので、少

し連携をとりながら提案していただければと思います。 
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○井上委員 実は、去年の暮れから、「江戸東京野菜」ということで、商工会の方を含めていろいろイベ 

ント等を考えています。各いろいろなお店の方が出てこられまして、昨日もその会議があったんですけ

れども、そちらの会議で決まったこと等をまたお話できればと思います。 

○大竹会長 そうですね。では、ぜひその辺、この食育推進の基本方針の１つの柱になりそうですので。 

○井上委員 ですから、話しがかぶっているところがありますので、江戸東京野菜のほうで出てきたお

話をこちらのほうでお話もできますし、また食育のほうのお話も江戸東京野菜のほうに持っていくこと

もできますので、そちらのほうで私も説明させていただきたいと思います。 

○大竹会長 わかりました。じゃあ、その辺の提案のほうもよろしくお願いします。 

○井上委員 はい、わかりました。 

○大竹会長 あと、もう１つ気になっているのが、実は自治体とか子ども会とか、先ほど地域の交流を

含めた食育をしていったらいいのではないかという提案があったんですが、そこで子ども会の活動とか

そういうことをおっしゃっていましたけれども、自治会とか子ども会とかというあたりがどこにどうい

うふうに入るのかな、どの辺に入るのかなと、ちょっと今思っているんですが、どういうふうにしたら

よろしいでしょうか。各種団体等の食育推進活動に対する促進策の中に、ＮＰＯだけではなくて、「自治

会や子ども会などの地域の団体の」と入れましょうか。 

○事務局 はい。 

○江川委員 すいません、ちょっと戻るんですけれども、②の３つ目の黒丸のところに「栄養表示の推 

進」とありますよね、同じページの部分に。「飲食店等での栄養表示を推進する（Ｈ２２～）」とあった 

んですけれども、これは現状では、もう５年ほど前から飲食店とか食材店に「栄養成分表示の店」とい 

う形で活動しているんですよ。小金井市なんかでも、飲食店、それからおそば屋さんとか、今日もたま 

たま私、ちょっと時間があったので食事を駅前の南口のところにある居酒屋さんでお昼を食べたんです 

けれども、そこにも登録番号というのがついてるんですよ。ですから、これは「平成２２年も継続」と 

いう表現にしていただいたほうがいいかなと思います。 

○大竹会長 はい、わかりました。継続で。そうすると、表示の推進というよりも、ここでは「東京都

の栄養成分表示の店をさらに拡大する」みたいな。 

○江川委員 ええ。今、自主表示ということで私どもはお手伝いを。ですから、「栄養表示を推進する」 

で、そのままでいいと思います。 

あと、先ほどの自治会とか子ども会、ＮＰＯ等というのが含まれると思うんですけれども、府中とか 

小金井とか各地域に、地域活動で栄養士さんの集まりというのがあるんです。地域に、ですから小金井 

なら小金井に住んでいらっしゃる栄養士さんが集まって、公民館を使ってお料理教室をサポートしてい 
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るとかと。 

○大竹会長 栄養士会という名前なんですか。 

○江川委員 はい、地域活動栄養士会という。その方々も結構、ここ１、２年活発に動いて、市の広報 

に載せて、市民の方々が集まって、ですから男性の料理教室とか、そういうような動きをやっておりま 

すので、多分ＮＰＯ等への連携の部分に入ってくると思うんですが、そのような活動をしているという 

ことをお伝えいたします。 

○大竹会長 ほかにございますでしょうか。 

それでは、時間配分が悪くて、あとのほうが時間が足りなくなってしまって駆け足になってしまいま 

したけれども、一応、２の具体的な施策の展開というところは、こういうふうな方向で進めるというこ 

とで終わらせていただきます。この後、もし何かもう少しこういうことというようなアイデアがありま

したら、事務局のほうにお伝えいただければと思います。 

 それで、３の計画の推進に向けてというところは、先ほど簡単にご説明いただきましたけれども、こ 

れは進めていくということでよろしいでしょうか。中身というよりも、皆様に確認事項ということで。 

それでは、一応、本日の議論をこれで終わりにしたいと思いますが、最後に事務局から連絡事項等が 

あればよろしくお願いします。その前に、日程を決めなきゃいけません。じゃあ、すみません、次回の

日程ですが、次回は２月でしょうか。 

○事務局 今回ご議論いただいたことをまたさらにまとめまして、その上で各課の事業課に照会します 

ので、そのためにちょっとお時間をいただきたいと思います。ですので、２月ではなくて、３月の下旬 

にお願いいたしたいんですけれども。各課から返ってきたのをまとめるほかに、それで事務局のほうで 

今度は文書にして素案をおつくりいたしますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

 

（日程調整） 

 

○大竹会長 では、次回、３月13日１時半からとさせていただきます。その他ということで、連絡事項

があればお願いいたします。池田委員から何か出ていると。村松委員からも何か出ていますか。 

○池田委員 私は、「子供の居場所」のコーディネーターを３年前からしておりまして、今年度のテーマ

が「食育」というテーマで毎月子どもたちとやることを計画しております。それと、今年は国連の「国

際ポテト年」なんです。それで、そういうものを入れたりとか。いつもは子どもたちと遊びの中で食に

関することを、今までもいろいろやってきたんですけれども、きちんと食育というのをテーマで改めま

して、２月２０日にはオープンスクールを、年に３回やろうと思っております。子どもたちとは毎月や
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るのですけれども、こういったことをいたしておりますので、もしもお近くの方でご参加になりました

ら、遊びにいらしてください。 

野菜もテーマにいたしていこうと思っております。それで２月はレンコンを使った、レンコンという 

のがどんな花が咲いているとか、どんなふうにして、どういう人たちがつくっている、何かそういうこ

とから子どもたちとやろうと思っております。もしもお時間があって、興味がおありでしたらいらして

いただければと思ってお知らせいたしました。以上です。 

○大竹会長 レンコンのお料理、楽しそうですね。よろしくお願いします。では、もう１つのほうを。 

○事務局 欠席されている村松委員のほうからご連絡いただきました。前回ご案内あった「食料自給率 

３９％じゃ、いけないの？」ということで、シンポジウムがあるそうです。１月２６日土曜日というこ 

となんです。ただ、こちらなんですが、ほとんどいっぱいだというふうにも聞いていますので、もし特 

段に興味のある方は、事務局のほうにお問い合わせくださいということでしたが、このような取り組み 

のほうをされているということでした。 

○大竹会長 多分、１人、２人なら行けるのかなと思います。それで、傍聴の方、すいません。何かご

意見とかございますか。 

○傍聴者 今日は、聞かせていただいてありがとうございました。私はまだ半年ぐらい前に小金井市に 

引っ越してきたばかりなんですけれども、昔、栄養士の資格を取ったり、食には興味があって、仕事も 

そういうのをかじったりもしていたんですが、今は普通に主婦をしています。何かできることをこれか 

ら自分で探していく上で貴重な話を聞かせていただきましたので、参考にしていきたいと思います。あ 

りがとうございました。 

○大竹会長 ぜひご協力いただきたいと思います。お願いします。ありがとうございました。 

以上で、本日の議事はすべて終了いたします。どうも遅くまですいません、ちょっと時間をオーバー 

してしまいました。ありがとうございました。 

 

（午後３時３５分 閉会） 



食育推進会議（第３回）資料 

平 成 ２ ０ 年 １ 月 ２ ４ 日 

 

小金井市食育推進計画（案）の骨子（叩き台） 

 

１ 食育推進の基本的な考え方 

（１） 小金井市における食育の基本方針 

� 食育推進基本法、食育推進基本計画、東京都食育推進計画 

� 小金井市第３次基本構想「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）」 

� 食育を通した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。 

� このため、平成２２年度までの３か年で、①全市民を対象とした食育の基盤整備、

②子ども達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機能の強化

を図る。 

（参考）小金井らしい食生活とは？ 

� 郊外都市として、都心と地方の間をいいとこ取りをする。忙しい合間にも、家

族や友人・知人との触れ合いを大切にした食事をする。 

� 地場農園からの新鮮な野菜を楽しむ。低農薬等、良質な野菜を選ぶ。 

� 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、全体のバ

ランスを忘れない。 

� 都心に近く、発達した地域の利便性を活かし、食についての情報・相談機能を

整備する。 

 

（２） 取組の指標 

項目 指標 国 都 

食育推進月間・食育の日を知っている市民

の割合の増加 

７０％以上 

（中２・保護者・一般市民） 

△ △ 

朝食を欠食する児童・生徒の割合 小５・中２共に０％程度 

（何らかのものを朝、食べてくる） 

○ ○ 

ひとりで食事する児童・生徒の割合 小４・中１共に０％程度 

（朝・夕いずれかだけ、兄弟可） 

－ ○ 

子どもが基礎的な食習慣を身につける できていると思う４～５歳の保護者５０％以上 

箸を正しく持てる小４ ８０％以上 

－ 

－ 

○ 

－ 

生産者や製造者との交流を図った給食・授

業等の実施 

全校で年２回以上 

（都：４０％以上の食材利用） 

△ △ 

食事のバランス等に気を付けている市民 小４・中１共に５０％以上 

改善意欲のある市民６０％以上 

△ 

－ 

○ 

○ 



 次のようなものも考えられる、数値目標が設定しにくいため、事業のところで扱う。 

� 食に関する正しい情報、アレルギーや低農薬等に対応した市内の店舗等の情報の提供 

� 親子教室等の生産体験の機会増加 

� 食育・食生活改善・食生活を豊かにするためのボランティア・サークル活動等の増加 

 

２ 具体的な施策の展開 

（１） 食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備 

食育推進の土台づくりのため、啓発活動を充実し、市民が必要とする情報を整備する。 

① 啓発活動の充実 

周知を図るため、当初の集中的な取組みと、以後の継続的な啓発活動を展開する。 

� 当初の集中的取組み  シンポジウムを中心に集中的な広報 (H20) 

� 食育月間の取組み   市報・市HP・学校での啓発活動（H20～） 

小金井市版ファイバーデーの実施(H21～) 

� 農業祭等での啓発活動の実施 ブースを作り、啓発活動を行う（H21～） 

② 情報の整備 

食育・食品に関する基本的な情報を正確・タイムリーに提供する。 

� 食育市民調査の実施  市民の食育に関する現状を把握（H20～） 

� 食育ホームページ   食に関する情報を提供する（H20～） 

高齢者向け・メタボリック対策などの内容を  

作成する（H21～） 

地域の食育情報を発信する（H21～） 

� 地場野菜等に関する情報提供 食育ホームページ等で提供する（H20～） 

 

（２） 子どもへの食育の充実～保健センター・保育園・小中学校等での集中的な取組み 

子ども達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に取り組む。 

① 保健センター 

妊婦とその配偶者から乳幼児と保護者に対して、継続的に食育を推進していく。 

� 両親学級、マタニティクッキング、エンジェル教室（5か月児）、離乳食教室（8～11か月

児）、乳幼児健康相談、こどもクッキング、親子クッキング教室   

     継続して充実を図る。（継続） 

� 離乳食・幼児食メール教室  3～5か月児、乳幼児への食育指導をメールマガ 

ジンで行う。（H21～） 

� アレルギー食相談   乳幼児に対するアレルギー食の相談を実施する。 

(H21～) 

② 保育園 

給食を通した指導、野菜づくりや食事づくりの体験を、園児・保護者に対して進

めるとともに、地域に対しても乳幼児保護者に対する食育教室を実施する。 

� 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 

                継続して充実を図る。（継続） 

� 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の実施。 

特に、野菜や魚の実物を見られるようにする。 

（H21～） 

� 地域向け食育教室   離乳食講習会、幼児食教室、アレルギー相談を段 

階的に実施する。（H22～） 

③ 小学校・中学校 

生産者・製造者との交流給食、給食を通じた食育指導、野菜づくりや家庭科での

授業を進めるとともに、保護者や地域に対しても食育教室を実施する。 

� 総合的な学習の時間、生活科、家庭科等の授業での指導 

                継続して充実を図る。（継続） 

� 給食を通じた指導   給食だよりや給食委員会の活動を通して、望まし 

い食習慣を身に付けさせる。（継続）特に、箸の持 

ち方の指導と食育の日（毎月１９日）を取組みを

徹底する。（H20～） 

� 交流給食の実施   地域の生産者等と児童・生徒が交流できる給食を 

年２回実施する。（H22～） 

� 弁当の日    年１回、家族等でお弁当をつくり、学校に持参す 

る日をつくる。（H22～） 

� 保護者に対する指導   給食だより等での保護者向けの指導を充実させる。 

（継続） 実態調査等を行った上で、朝食の欠食と 

孤食への指導を徹底する。（H20～） 

� 地域向け食育教室   ＰＴＡ向けの食育教室を実施する。（H21～） 

 

④ 学童保育所・児童館 

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を 

� 児童館における子育て相談会、乳幼児食事会、料理教室 

                継続して充実を図る。（継続）特に、箸の持ち方の 

指導を徹底する。（継続）地場野菜の利用や生産者

との交流を検討する（H20） 

� 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 

                継続して充実を図る。特に、配膳・箸・片づけの 

指導と食育の日（毎月１９日）の取組みを徹底す 

る。(継続) 

 

（３） Koganei-Styleの地域展開～生産者・事業者・団体の連携強化 



 市が中心となって生産者・事業者・団体の食育活動を促進し、連携を強化する。 

① 生産者の食育活動に対する促進策 

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

推進する。 

� 残留農薬検査、親子農業体験、学童収穫体験、農家見学会、庭先販売推進 

                 継続して向上を図る（継続） 

� 地場野菜についての情報提供  品種、収穫時期等の情報を提供(H20～) 

� 農業祭での啓発活動   ブースを作り、啓発活動を行う（H21～） 

� 交流給食の推進   地域の生産者等と児童・生徒が交流できる給食を 

年２回実施する。（H22～） 

② 事業者の食育活動に対する促進策 

市民が外食や食材の購入する際を食育の機会して施策を推進する。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

推進する。 

� 食育ミニパンフレットの配布  飲食店等で配布できる、ふと読んでみたくなる 

ミニパンフレットを作成し、配布する。(H22～) 

� 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 

コンビニエンスストア等で、食育パンフレットを

配布したり、若年層に対するバランスメニューキ

ャンペーン等を行う。（H22～） 

� 栄養表示の推進   飲食店等での栄養表示を推進する(H22～) 

③ 各種団体等の食育推進活動に対する促進策 

食育・食生活改善・食生活を豊かにするための各種団体活動、ボランティア活動、

サークル活動を促進する。 

� 高齢者向け、障害者向けの取組みの推進 

継続して充実を図る（継続） 

� 各種団体等の連携促進  市内ＮＰＯ等への調査を行い、活動状況を情報提 

供することによって連携を促進する。（H20～） 

� 市報等での広報活動の推進  ボランティア・サークル活動の活発化のため、登 

録した団体の活動等について、市ホームページ等

での情報発信を行う。（H21～） 

� 食育懇談会の開催   市民をはじめ、ボランティアやサークルも含めた 

市内の各種団体による地域の食育関連情報の交流

を図るため、食育推進月間に、登録団体等による

食育懇談会を開催する（H21～） 

④ その他 

比較的食育に関心の低い若年層に対して、食育を展開するための施策を行う。 

� 食育モニター事業   食生活の改善に意欲のある市内在住・在学・在勤 



の方複数名に対し、栄養士による食事指導を行い、

その経過及び結果を市ホームページで公開し、市

民の参考とする（H22～） 

� 大学との連携推進   若年層に対する対策のため、大学との食育推進事 

業の連携を進める。（H20～） また、市内にある

企業独身寮等に対して啓発活動の協力を依頼する。

（H22～） 

３ 計画の推進に向けて 

  食育推進計画を着実に進めていくために、効果的効率的な推進体制の下、関係者がそれ

ぞれの役割を果たしていく。 

（１） 施策の推進体制 

食育推進会議による計画の進捗状況のチェックの下、健康課を中心として事業を持つ

関係課会議を設置して、市の食育推進事業が円滑かつ連携して行われえる体制を整備

する。 

� 食育推進会議   食育推進会議を継続して開催し、計画の進捗状況 

をチェックし、必要な推進策を検討する。（継続） 

� 食育推進検討委員会   市役所内に設けられている食育推進検討委員会で 

食育推進事業の円滑な推進を図るため、中心的な

事業を持つ健康課を中心に、関係課が連携を図る

ものとする。(H20～) 

（２） 関係者の役割 

食育を小金井市全体で推進していくために、関係者はそれぞれ次のような役割を果た

していくことが重要である。 

� 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、その活動情報を積極的に発信し、相互の連携を進めていくこと。 

� 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。 


