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第５回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日   時  平成２０年５月２２日（木）午後１時３４分～午後３時２３分 

場   所  小金井市前原暫定集会施設Ａ会議室 

 出席委員  ９人 

  会 長  大 竹 美登利 委員 

  委 員  池 田 多鶴子 委員   井 上 誠 一 委員 

       酒 井 文 子 委員   萩 原 哲 男 委員 

   三 笠 俊 彦 委員   廣 野 恵 三 委員 

  小 宮 三紀子 委員   日 暮 地 香 委員 

 欠席委員  職務代理者  村 松 真貴子 委員 

大 谷 丕古磨 委員   鈴 木 貫太郎 委員 

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

事務局職員  

 企画政策課課長補佐             水 落 俊 也 

 企画政策課主査               林   利 俊 

 企画政策課企画政策係主任          堤   直 規 

 企画政策課企画政策係主事          竹 内 波留香 

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

傍聴者   ０人 

 

（午後１時３４分 開会） 

 

○大竹会長 定刻になりましたので、食育推進会議を始めさせていただきます。 

では、最初に新たな委員が２名選ばれまして、今回から参加されていますので、まずその委嘱のほう 

から始めたいと思います。前委員の解任に伴う委嘱です。酒井委員から。酒井委員は公募市民というこ 

とで入っていただきました。 

（委嘱状交付） 

○大竹会長 次に、関係団体の役員又は職員ということで、小宮委員の委嘱です。 

（委嘱状交付） 
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○大竹会長 それでは、個々に自己紹介方々、ちょっと一言お話しいただければと思います。よろしく

お願いします。 

○酒井委員 酒井文子と申します。このたび食育推進会議に市民ということで参加させていただきます。

ふだんは、一応食育とかの講師をしておりまして、小金井市でもコミュニティ・スクールなんかでちょ

っと講座を持っているんですが、学校とか幼稚園などの現場は、千葉の市川のほうに私が所属しており

ます食育のＮＰＯ法人がありますので、学校現場とか幼稚園の現場のほうは、そちらの千葉のほうで入

らせていただいておりますが、ふだん野菜もちょっと埼玉のほうでつくったりしておりまして、いろい

ろやっておりますので、これからよろしくお願いいたします。 

○大竹会長 よろしくお願いします。小宮委員、よろしくお願いします。 

○小宮委員 初めまして。多摩府中保健所にこの４月より異動してまいりました、栄養士の小宮でござ

います。前任の江川からの後任でございますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 伊豆諸島にも東京都の保健所がございまして、島しょ保健所というんですけれども、私はそこの新島

のほうに３月まで３年間単身赴任で出かけておりまして、大変いろいろ貴重な経験をさせていただきま

した。その前から食育には自分なりに強い思いがございますので、今回こういった市のほうの会議に出

ることができて、少しでもお役に立てば自分としても大変ありがたいなと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 よろしくお願いします。 

 それでは、早速議題のほうに入りたいと思います。その前に、配っていただいている資料のほうを確

認したいと思います。 

○事務局 事務局のほうからお配りした資料は食育推進会議委員名簿、小金井市食育推進計画について

（答申）（案）、同じく答申（案）についているものとして、小金井市食育推進計画（案）、それから計

画書で使おうと考えているイラストの案、続きまして、食育シンポジウム企画書（案）、その次が小金

井市食育推進シンポジウム進行（案）、最後に前回廣野委員のほうからご提供いただいた資料をまとめ

させていただき、「食と生活習慣病」と題しまして、レジュメをつけさせていただきました。 

 本日は、議題の進行に関して必要な資料はそういうものとなっておりますが、何か足りなかったりと

か、あと本日の次第をお持ちでない委員の方はいらっしゃいませんでしょうか。では、もし不足があり

ましたら、そのときに声をかけて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。それでは、引き続きまして、もし事務連絡がありましたら。 

○事務局 事務局から、まず委員のご欠席のご連絡をいただいております。まず大谷委員、村松委員及

び鈴木委員からお休みの連絡をいただいております。あと、事務局ですけれども、４月１日付けで人事
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異動がありまして、企画政策課課長補佐に水落が就任いたしました。 

○大竹会長 あとはよろしいでしょうか。 

○事務局 前回、廣野委員のほうから提供いただきました『日本医師会雑誌』平成第２０年３月第１３

６巻・第１２号のほうで特集されておりました「食と生活習慣病」について、抜き書き等をさせていた

だいたのが一番最後につけさせていただきました資料です。平成２０年４月から新たな健診・保健指導、

いわゆる特定健診等が開始されるのに伴った特集として、この飽食の時代に蔓延、急増している生活習

慣病について、またその前段としてポイントとなりますメタボリックシンドロームの予防等について述

べられています。 

 特徴的な記事としては、成人病は成人だけではないという中で生活習慣病というふうに進んだが、具

体的には食習慣や運動習慣等が発症や進行に関与する症候群ということです。具体的にはがんの多くと

脳血管疾患、例えば脳梗塞等。それから循環器疾患、例えば心臓のほうとか、それから糖尿病等に大き

な影響があるということが述べられておりました。 

 あとは、気になるところを見ていただければと思いますが、食習慣が変化して、病気やがんも変化し

てきた。感染症とか胃がん等は減ってきたんだが、加えて消化器系疾患、脂肪肝、大腸がん、子宮がん

等が増えているというのが食生活の変化と大きい影響があると。あと、規則正しい食事と食物繊維の不

摂取等に気をつけることで、消化器系疾患、がん、肥満、糖尿病、メタボリックシンドローム等の予防

につながってくるというような話が書いてありました。 

 あと、私のほうで気になったところでいうと、ダイエットの話についても書いてありまして、食欲の

制御と生活習慣病ということなんですが、体は常に飢餓に備えた構造を持っているために、リバウンド

がある。そのリバウンドの影響を少なくするために、一定期間体重を減らしたら、体重を維持して、リ

バウンドしてきたらまた減らすというような、緩急をつけたダイエットというような提案がされていた

り、それから、「食習慣とがん－どこまで分かっているか」という記事ですが、野菜と果物に予防効果

がある。ただ、果物は糖分のとり過ぎにもつながるのでご注意をという話ですが、飲酒、塩と塩蔵食品、

保存肉、肥満、運動、赤身肉とがんの関係というのも指摘されています。 

 その次の食習慣と虚血性新疾患という記事のところにあったのは、旧来の日本では魚介類を多く食べ

ており、獣肉や乳類からの脂肪摂取量が少なかったために、塩分が多いにもかかわらず心臓疾患が少な

いという問題があったのが、これから西洋型に食生活が変わるとなると、西洋のように虚血性心疾患の

急増に注意が必要だというようなことが書かれています。 

 また、クローン病の増加とか、気になる記事もありましたが、あとはこれをキーワードにぜひインタ

ーネット等でお調べいただければと思います。廣野先生、何か補足はございますか。 
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○廣野委員 いえ、ありません。 

○大竹会長 ありがとうございました。大分私たちの食生活を見直すのに非常に気になる内容が盛りだ

くさんのようですので、もしお時間がありましたら、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうご

ざいました。 

 それでは、推進計画に対するパブリックコメントの結果について、ご報告いただければと思います。 

○事務局 小金井市食育推進会議として、市報及び市ホームページで広報の上、市内施設１３か所に書

類等を配布して、平成２０年４月２日から５月１日にかけてパブリックコメントを募集しました。市内

在住、市内在勤、市内在学の方に資格があるわけなんですが、残念ながら寄せられた意見は０件でした。

ただ、施設等に置いている書類等はかなりなくなっておりまして、そういう意味では、関心はあったと

思われますが、意見としては寄せられなかったということになります。 

 このため、パブリックコメントに基づいた検討の結果として、内容等を変更する必要はないというこ

とになりますので、計画（案）に変更はございませんでしたが、事務局のほうで語句の整理は行ってお

りますので、後で答申（案）を検討するところで、変更点等については説明させていただきたいと思い

ます。パブリックコメントに基づいた計画（案）の変更等はないという結果になるということです。 

○大竹会長 ありがとうございました。残念ながらといいましょうか、あるいは私たちがここで大分時

間をかけて話をした内容が市民の方に受け入れられたということでもあるのかもしれませんけれども、

意見はなかったということになりました。 

それでは、これまでの審議に基づきまして、答申をしたいと思います。次の１枚ものです。食育推進

計画について（答申）のことについて、お諮りしたいと思います。こちらも説明いただけますか。 

○事務局 事務局から説明させていただきます。次第４の括弧ですが、２つに分けてご検討いただけれ

ばと思います。まずお配りしました資料の３枚目に当たります、小金井市食育推進計画について（答申）

（案）をご覧ください。答申書としてはこちらと、もう１枚裏刷りさせていただいたものをもう１枚別

紙としてつけて、それに続く小金井市食育推進計画（案）をセットにして、この３つで答申書として市

長に答申するという形式になりますが、１枚目の小金井市食育推進計画について（答申）（案）の文面

等がおおむねこのような内容でよろしいかというご意見をいただきたいと思っています。 

 内容としては、平成１９年１０月２９日第１回食育推進会議のところで、市長から食育推進会議のほ

うに諮問があったわけですけれども、その諮問に基づいて、下記のとおり答申しますということです。

本日まで５回の会議を開催して検討してきたということと、市長においては本答申を尊重し、小金井ら

しい食育を総合的かつ計画的に推進されるように希望しますということで、１、２、３、４、５という

ことで、その添付書類等について説明をしております。 
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 裏刷りさせていただいているものは、本来別紙としてもう１枚印刷するんですけれども、５回の食育

推進会議の中でどのようなことを検討してきたかというのをざっとまとめさせていただいたものです。

計画（案）本体ではなくて、この２枚の内容等について、何か修正すべき点とかがあれば、ご指摘いた

だければと思います。 

 あともう１つなんですが、関連して確認させていただきたいんですが、本来であれば、本日この会議

が終わるところで、市長が答申を受けるところなんですが、本日、市議会で全員協議会が行われており

まして、市長はそちらのほうに参加しております。ですので、本日、こちらの会議場で答申をするのが

できないということと、あと、後日そういう場を設定できるかということなんですが、６月が食育月間

であることを考えると、６月２日付けか５月３１日付けかは置いておいて、そのどちらかで市として計

画を策定するところまで持っていく必要があると思われます。そういうことで言うと、今週、この後と

来週にかけて、市長の予定は議会が始まるとなかなか調整するのが困難であることから、大変恐縮です

が、迅速な計画策定につなげていくためということで、本日事務局のほうで答申をお預かりして、きち

んと市長に報告をして、答申という形にさせていただきたいんですが、こちらについてもご了承いただ

けるかどうかご検討いただきたいと思います。 

 以上、この小金井市食育推進計画について（答申）（案）の内容と、あと答申の方法について、ご検

討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。それでは、まずこの１枚物の、これは頭書きになりますという

ことですが、特に市長に直接お渡しはできないので、この紙を持ってかわりにするというふうになりま

すので、そういう意味での答申の文言がこれでよろしいかどうかをご検討いただければと思います。い

かがでしょうか。 

 多分、頭書きと、それから１、２、４、５は純機械的なものだと思いますので、３の食育推進計画の

検討経過として、「別紙のとおり、本会議を５回開催し、『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”として地域

に展開していくことを食育の基本方針とする」というふうに書かせていただいています。これで一応は

計画（案）を審議してきたつもりではいますが、改めてこういう文言でよろしいでしょうか。 

○廣野委員 この３行目の「野菜」から「環境」まで出してありますが、この「環境」の中で、今もシ

ーズン的にそうなんですが、食中毒というのが栄養問題を論ずるときには欠かせないことだと思うんで

すよ。だから、食中毒のこともちょっと触れておかないと、細かいことは専門のほうに譲ればいいんで

すけれども、食中毒というのがあるんだということも一言触れていかないといけないんじゃないかと思

いますが、どうでしょうか。 
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○大竹会長 そうしますと、この４つをキーワードにということで、今度はこちらの中身のほうですか

ね。ここのキーワードに挙げるということではないですよね。キーワードに挙げたほうがいいというこ

とですか。 

○廣野委員 キーワードではなくて、「環境」の中に。今まで４回やられた委員会の中で、中毒のこと

が一言も出てこなかったんです。だから、季節で考えたら、中毒というのは非常に食生活では重要な問

題ですから、一言触れたほうがいいんじゃないかなと。「環境」のところでもいいし、この中だと「環

境」のところじゃないかなと思います。 

○大竹会長 そうですね。では、今度こちらのほうの中にどこかで触れられることになるかということ

ですね。考えてみたいと思います。では、このおおよそこの１枚物の４つをキーワードということはよ

ろしいでしょうか。 

○廣野委員 はい。 

○事務局 答申の方法というのはこれでよいということで、本日事務局がお預かりしてもよろしいでし

ょうか。 

○大竹会長 答申の方法は直接お渡しするのではなくて、市長もお忙しいので、今日事務局のほうに預

けて、事務局のほうからお渡しいただくということでよろしいでしょうか。では、そういうふうにさせ

ていただきます。 

○事務局 ありがとうございます。 

○大竹会長 それでは、中身についてになりますが、計画（案）というふうに呼ばせていただいて、こ

のことについて、多少修正していただいたようです。事務局のほうでご説明いただけますか。 

○事務局 それでは、小金井市食育推進計画（案）をご参照ください。 

 まず、３ページから４ページ、４ページから５ページの部分になりますが、市立小中学校におけるア

ンケート調査結果、それから、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、書き加えさせ

ていただきました。前回までの計画（案）では、中略とさせていただいたんですが、第１回の食育推進

会議のところでご報告させていただいたとおりです。 

 アンケートについては、平成１９年９月１０日から１４日までの間、市立小中学校の４年生と２年生

を対象に行ったものです。その結果と分析でご報告させていただいたとおりです。 

 それから、市及び市内団体による食育関連事業実施状況の、市が把握できている１９年度事業につい

てということになりますが、ある程度の充実を見ているものの、例えば小中学校においては嫌いな野菜

がある児童・生徒や、中学校における孤食の割合の高さ等の課題に対応するために、より一層の充実を

図ることが求められていますというようなことを書き加えさせていただいています。 
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 それから、１９ページから５０ページの部分が資料です。１９ページが食育推進会議及びその検討経

過について。２０ページからが食育基本法と本食育推進会議設置条例。２８ページからが、アンケート

の結果に対しての報告。４４ページからが事業一覧で、最後の５０ページが新規事業に係る新規もしく

は変更事業についての一覧という形で載せています。 

 そのような意味で、前回までに書いていなかったもので資料付録に当たるものを付け加えさせていた

だきました。そのほかにいくつか、まず１１ページですけれども、保健センターのところの一番下の行

ですが、「また、子ども家庭支援センターとの連携を進めます」というのを付け加えさせていただいて

います。保健センターの隣に子ども家庭支援センターがあるわけですので、そして、たくさんの保護者

の方がお子様といらして、当然相談とかもあります。それに当たって、保健センターには管理栄養士が

いるわけですので、必要な連携がとれたり、日ごろから情報交換ができるというのは大事だと思います。

ただ、日常的にやっていることですので、１から９まで事業として掲げるほどではないと思いますので、

本文の部分に書き加えさせていただきました。 

 それから、１２ページの４の交流給食のところですけれども、「地域の生産者等と児童・生徒が交流

できる給食を年２回以上実施する」ということで、こちらは２０、２１年度に検討し、２２年度に実施

するという内容になっているんですが、基本的に本会議で検討いただいた内容は、何らかの交流と言っ

ていたんですけれども、例えば給食だよりとかに生産者の方の声を載せるとか、必ずしも食材というと

ころにすぐたどりつけなくても、そういう交流を一歩ずつ進めていこうと。そして、充実させていこう

という趣旨だったと思いますので、その趣旨からいうと、２０年度に検討していただいて、２１年度前

半は検討とかがあるかもしれないですが、２１年度中に実施していただいて、２２年度以降、各学校の

状態に合わせて充実、拡充を図るというのがよろしいのではないかという考え方もあると思います。そ

の１年前倒しするという格好でいくかどうか、ご検討いただければと思います。 

 最後に、廣野委員のほうからご意見をいただいたことなんですが、計画のどこに食中毒の問題を入れ

るかというのは悩ましいところではあるんですが、例えば環境という考え方の中にそういうふうな安全

というのが入ってくるんだという趣旨だと思いますので、例えば７ページのところにコラムがあります。

ここで「小金井らしい食生活とは？」ということで、「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」ということ

について、例を挙げて解説をしているということになりますので、この一番下の３つ目の●になる環境

の部分の、３つ目として何らかの形で食中毒に対する注意というのが必要であるということを書かせて

いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 以上、おおむね５点になりますが、１つ目が、アンケート及び事業について書き加えたこと。２つ目

が、巻末の資料。３つ目が、保健センターのところに子ども家庭支援センターの連携を書き加えたこと。
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４つ目が、小中学校の交流給食の実施年度を１年前倒しするか、しないか。５つ目が、７ページのとこ

ろに食中毒についての考えというのを盛り込むことでよろしいかということです。それぞれご検討いた

だければと思います。以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。まず、アンケートの結果及び巻末等につい

ては、以前にもうお示ししておりましたので、それはよろしいでしょうか。 

 それから、次に１１ページですね。「子どもへの食育の充実」という中に、子ども家庭支援センター

との連携というのを入れて、より有機的につながりを持てるようにしたらいいのではないかということ

ですが、よろしいでしょうか。 

 それと、１２ページのほう、「地域連携の推進」ということで、実施を１年早くするということです

ね。連携の時期を生産者との交流あたりが、実際に生産者と一緒になって活動するというところまで含

めると難しいかもしれませんけれども、例えば生産者の方が学校等に来ていただいて、お話をするなり、

何か情報提供していただく程度から始めましょうということであれば、２２年まで待たなくても、２１

年でも実施可能ではないかということで、少し早目に実施というのはいかがでしょうかということです。 

井上委員、いかがでしょうか。 

○井上委員 現状もこれから、来月あたりから、各小学校でジャガイモ掘りの収穫体験も始まりますの

で、そのときにもいろいろなことを説明できればいいと思いますし、実際に学校に行って、給食の時間

に小金井市内の野菜はどのように生産されて皆さんに提供できるとか、その辺のお話は十分来年度から

でも何とかできると思います。 

○大竹会長 そうですか。わかりました。では、１年前倒しということで書き込みたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

 それから、今、廣野委員のほうからご指摘いただきました安全、食中毒ということですが、ご提案は

７ページあたりに書き込めるのではないかということですが、いかがでしょうか。そのあたりが適当で

しょうか。このコラムの中の「環境に優しい食生活を実践する」というあたりに「安全な食生活を保証

する」言葉を入れるか。「地場を中心とした新鮮な野菜」の中に、「低農薬等、良質な野菜」という形で

書かれていますので、例えば食中毒なども含めた広い意味での安全というふうにすると。 

○事務局 例えば、コラムという部分というのは、例示をしている部分でもありますので、食中毒に注

意し、手洗い等を励行するとか、そういうふうな具体的な行動にかかわるものを書いていただくと。そ

れは、もちろん市民一人一人の方に気をつけていただきたいということでもありますが、例えば給食の

現場等を含めて、市としてもそういうことを注意していくことにつながってくるんだと思います。 

○大竹会長 そうですね。 
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○酒井委員 ３番目の「地域のふれあいを大切にし、環境に優しく安全な食生活」、ここに文言を入れ

たらどうでしょうか。「安全な食生活を実践する」。そうしたら、その下に一言、食中毒とか手洗いを入

れれば。 

○大竹会長 そのままちょっと入りづらいというのがありますよね。「環境に優しく安全な食生活を実

践する」。 

○萩原委員 環境って結構幅広いんですよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 言わんとしていることは、確かに大事なことなんですよね。環境は、例えばエネルギーを

削減とか、旬の野菜を食べようとか、それも環境に入ると思うんだけど。 

○大竹会長 よくフードマイレージって、最近言いますよね。 

○萩原委員 そういうのも環境になってくるから、だから、表現の仕方は、あとは何かくくりをもう一

本つくるとか、その辺だと思うんです。 

○大竹会長 キーワードはこの４つに並んでいるので、もう１つ大きなくくりをつくるというのはちょ

っと位置付けとしては違うかなというふうに思うんです。そういう意味では、食中毒などを含めた安全

というのは、食生活のベースにあるもの。そこは見落としてはいけないという意味ではどこかに入れ込

んだほうがいいと思うんですけれども。 

○事務局 １０ページの上から２段目の「一方、最近では」のところに「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」とありますが、ここに食中毒のことも書いてはいかが

でしょうか。 

○大竹会長 そうですね。こちらのほうがいいかもしれないですね。まさに食育の土台になりますので。 

○事務局 もちろん各調理の現場での手洗い等の励行というのは大事なんですが、それだけではなくて、

食育というとそのための啓発活動、どういう場合が危ないのか、よくないのかということ自体も大事な

ことだと思いますので、事業としては、啓発活動とかの部分にかかわってくると思いますので、そちら

のほうに書き加えさせていただきたいと思います。 

○大竹会長 そうですね。そのほうが何か落ちつくかなというふうには思います。手洗いだけではなく

て、つくったものをどういうふうに保存するかということも含めて、中毒の問題もあるでしょうし、こ

こにはそれに加えて残留農薬の問題とか、いろいろありますので、ここに書き加えるということで、廣

野委員、よろしいでしょうか。 

○廣野委員 ただ、残留農薬だけではなくて、サルモネラとか、腸炎ビブリオとか、ああいう細菌毒が

もっと油断ならないわけですよ。残留農薬は生産する段階でわかりますけれども、目に見えない細菌類
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をどうやって防いでいくかということは、残留農薬とはまた別の問題だと思うんですね。ですから、少

しこの文体をもうちょっと変えてもらって、細菌性の食中毒というものに留意するという観点で、１項

目つけたほうがいいかなというふうに私は思うんです。無理にこれに並べちゃうと、かえって難しい、

判断しにくいと思います。 

○大竹会長 したがって、そういう細菌性の中毒も含めた形での食の安全ということを、改めて１つ文

章を付け加えるということでよろしいでしょうか。 

○事務局 わかりました。検討します。 

○大竹会長 皆さん、よろしいですか。では、そういうことで具体的な文章についてはもう一度考えさ

せていただいて、事務局のほうでもご協力いただきながら、あと廣野委員にもご相談しながら、付け加

えさせていただきます。 

○事務局 会長と調整させていただくことで、事務局にお任せいただけるとありがたいのですが。 

○大竹会長 わかりました。では、それでよろしいですか。 

 今の計画（案）について、前回と今回の修正という部分では以上になりますが、よろしいでしょうか。

では、今の最後の部分は、私が事務局のほうとやりとりして、最終決定するというふうにお任せいただ

くということでよろしいですか。 

 では、以上ですが、この計画（案）につきまして、他にございますか。 

○小宮委員 私、いつも感じておりましたことの１つが、保育園、幼稚園でもよく食育を熱心にやって

いらっしゃいますし、学校でもよくなされていると思うんですが、保育園で１回卒園して、今度学校に

入り直すというところでは、保育園や幼稚園と小学校、それから小学校と中学校でも食育というものの

連続性といいますか、積み重ねというか、そういうところがなかなか難しいところがあるのかなという

ふうに思っております。保育園は保育園の考え方でなさっている、学校はまた学校で。そのあたりで、

先ほど子ども家庭支援センターとの連携ということで一文入りましたので、保育園、幼稚園と次に小学

校、中学校がございますので、やはりどちらか双方で連携をとって、一貫した食育ができるようにして

いくみたいなものがあるのといいのかなというふうに思います。 

○大竹会長 いかがでしょうか。今のお話も、もし付け加えるとしたら、②とか③のところのそれぞれ

に書くというよりも、一番最初の文章ですね。（２）の子どもへの食育の充実ということで、いろいろ

な組織との連携ということで、必ずしも保育園と小学校、小学校と中学校というだけではなくて、保健

センターも家庭等も含めた連携というのが多分必要なのかなと思うので、ちょっとその辺の文章が。 

○池田委員 「集中的な取組と連携」という。 

○大竹会長 そうですね。文章の中で乳幼児～小学生、中学生への食育を重視していると。この時期っ
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て、時期しか書いていないんですけれども、これらの教育には、家庭や地域や学校等の連携を進めるこ

とも重要であるみたいな文章にしたらどうでしょう。学校等といって、「（保育園、幼稚園、小学校、中

学校等）の連携」というふうに書いていけば、委員がおっしゃったようなことが含まれるかなと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

○事務局 わかりました。「子どもへの食育の充実」のところに、「保育園、小中学校、地域での連携」

というような一文を付け加えるということで進めさせていただいて、事務局にお任せいただいて、会長

と調整させていただいて考えたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

○大竹会長 よろしいですか。ほか、ありませんか。 

○小宮委員 もう１つよろしいですか。私たちが食物を得たりとか、情報を得たりする場というのはい

ろいろあると思うんですけれども、その中で、食品の事業者さん、飲食店ですとか、お店から得る、日々

そういったところで買い物をしたりとか、食べたりするというところでは、非常に日常的に接する場だ

と思うんですけれども、また給食もそうなんですけれども、そういったつくってくださる方、もちろん

生産者の方もそうですし、調理してくださる方、そういう方々へ感謝の気持ちを持つということが食物

そのものへの感謝、つくってくださる方への感謝みたいなものも子どもたちに伝えていきたい、大人も

考えていきたいという部分かなと思うんです。読み込みが足りないかもしれませんが、どこかに感謝と

か、そういったところがあればいいかなと。 

○大竹会長 いかがでしょうか。それは、教育の部分で特にというふうになりますか。 

○小宮委員 そうですね。中身に入ってしまうかもしれないので。 

○大竹会長 そうですね。やはりもしこの中に書き込むとしたら、今の（２）の「子どもへの食育の充

実」という中に生産者への気持ちを重視しながらというような意味合いのことを書き込めばいいでしょ

うか。一般市民の中で、そういうのを具体的に展開するというのは難しいかなというふうに思いますよ

ね。そうすると、やはり保育園や幼稚園や小学校でと。この中で、生産者との連携というあたりが、実

は言葉ではあらわさなくても、そういう活動を通すと、野菜をつくってくれる人とか、そういう人たち

はいろいろこういう思いでつくってくれているんだということで、自然にそういう感謝の気持ちを育む

活動というふうには考えているんですけれども。 

○小宮委員 含まれているということですね。 

○大竹会長 ええ、そうなんです。 

○事務局 確かに食物への感謝というのは、食育基本法に書いてある食育の理念の１つでございます。

小金井市では教育の重点的な取り組みに食育を掲げていますので、そういう指導を各学校の先生方にし

ていると思われます。具体的にどうやって計画として促すかというところで、そういう事業をするとい
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うことよりは、今、会長のおっしゃったように、生産者との交流、そういうものが見える給食を実施す

るという中で食への感謝というのを育む仕掛けづくりというのが大事だと思われます。必ずしも計画で

全面に明記していないかもしれないんですが、こういう仕掛けづくりが食育という方法で言う理念の実

現に資するものだと思っているので、できればこのまま行かせていただけると、学校として具体的に何

に取り組むのかというのがはっきりしますので、よろしいかと思いますが、いかがでしょうか。 

○大竹会長 よろしいですか。はい。 

○事務局 ありがとうございます。 

○大竹会長 では、特にそこを書き加えるということはしないと。ただし、この答申の中にはそういう

姿勢は入っているということをご確認いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

 他にございますか。特に小宮委員と酒井委員は新たな目で見ていただくといろいろあるかと思います

ので、よろしくお願いします。 

○事務局 １２ページの４の交流給食のほうはいかがいたしましょうか。 

○大竹会長 交流給食を２１年度に早めるということですか。先ほど、井上委員はいいんじゃないかと

いうことで確認しましたので。 

○事務局 実際には何らかの交流というのは、もちろん各学校でされていたりするんですけれども、それ 

が各学校でもちろん取組みの違いとかも含めて、２０年度に検討していただいて、２１年度により進めて 

いただくということで、これをある程度打ち出していければと思ったんですが。 

○大竹会長 ２１年度に１年前倒しするということでよろしいですね。 

○事務局 はい。どうもありがとうございました。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。もしほかにございませんようでしたら、先ほどの２点、連携と安全の 

ところを少し文章を考えて、加えさせていただくということで、あと、それでご了解いただいたというこ 

とでよろしいでしょうか。長いこと計画案につきましてご検討いただきまして、どうもありがとうござい 

ました。 

○事務局 どうもありがとうございました。 

○大竹会長 それで、これはどうするんでしたっけ。 

○事務局 こちら、本食育推進会議として答申いただいた案は内容としての案ですので、イラストとか挿 

絵というのを考えていないわけですが、やはり食育は楽しくという村松委員のお言葉もあり、そういう要 

素も必要だと思って、市の職員が描いたイラストなんです。楽しげで、特に野菜が重要なテーマだという 

ことから考えて、こんなイラストを使って、章立てのところとか挿絵に配置して紙面づくりをさせていた 

だければと考えています。ご答申をいただいて、答申の書き出しを作成する過程の中で、こういう絵を入 
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れた紙面として策定をして、印刷とかができるように準備を進めたいと思っておりますので、よろしくお 

願いしたいと思います。 

○酒井委員 色もつくんですか。 

○事務局 白黒印刷なので色がつけられないんですが、ホームページになるとカラーも可能なのでどうし 

ようかと考えています。 

○酒井委員 ちょっとこれだと寂しい感じ。 

○事務局 寂しいですね。色をつける工夫というのは考えたいところですが。この絵を描いた職員は企画 

政策課にいるわけではないので、計画には間に合わないかもしれないんですけれども。 

○酒井委員 色がついたほうがより楽しいんですね。 

○事務局 それは確かにそうです。何かアイデアがあればと思うんですけど。 

○池田委員 ぬり絵みたいに、塗らせるとか。 

○事務局 小学生にぬり絵してもらうというのもアイデアになるんですけど、朝の時間とか、そういうの 

にご協力いただける学校がないかという形で、ちょっと工夫をさせていただければと思うんですが、大変 

恐縮なんですけれども、そうすると、今度は学校側に取組みとか、子ども会とか、地域かもしれないんで 

すが、いろんな方にご協力をいただくので、計画自体には間に合わないんじゃないかと思われます。課題 

とさせていただければと思います。 

○大竹会長 一応、白黒でということで、よろしくお願いします。よろしいですね。ぜひ、楽しく。みん 

ながつい見てしまうというか、読んでしまう計画になればと思います。よろしくお願いします。 

それでは、以上で答申のことについては議事を終わらせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 続きまして、「食育推進シンポジウム」について、議論をしていただきたいと思います。それでは、事 

務局のほうから、まず基調講演についてよろしくお願いします。 

○事務局 資料としては、基調講演、シンポジスト、次第、ポスターというふうになっているんですけれ 

ども、まずお詫びしなければいけないんですが、ポスターのほうが間に合っておりませんので、こちらの 

ほうは、デザイン等についてお考えがあれば伺わせていただいて、事務局にお任せをいただきたいと思っ 

ております。次第のほうと企画のほうを分けまして、まず企画書に基づいて、基調講演やシンポジストに 

ついてご説明をさせていただければと思います。 

タイトルが「食育シンポジウム企画書」になっておりますが、正しくは「食育推進シンポジウム」にな 

ります。テーマは「小金井らしい食育をめざして～Koganei-Styleの地域展開～」としまして、目的につ

いては前回お知らせしたとおり、「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」としたいと思います。 
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 日時なんですが、前回、１時から４時半と考えていたんですが、手話通訳をつける関係でこの３０分の

時間差というのが非常に大きいので、１時間半でシンポジウムをするように考えさせていただければと思

います。１時から４時なので、昼食の時間は早めにしていただくしかないんですが、何とか夕食の時間の

準備には間に合うように参加時間を確保できればと思っています。３時間で基調講演とシンポジウムをや

るというのはかなり内容の濃い催し物にしなければいけないのできついところもあるんですが、そういう

方向で進められればと思います。 

 会場については、大竹会長のご協力で、東京学芸大学Ｗ110教室がとれております。定員は２００名余

りです。ある程度席数に余裕を持ったりすると１５０名以下というのが適正な教室だと思われますが、１

２０名程度を目途として、学校関係者、保健所等の関係者の皆様、それから行政の関係者、ＰＴＡ、一般

市民という形で呼びかけをしていければと思います。 

 司会進行については企画政策課長補佐の水落に務めてもらいまして、あいさつは小金井市長稲葉孝彦が

行います。 

 基調講演は、仮題となっておりますが、このタイトルで村松委員にお受けいただいております。「食育

はひとづくり・まちづくり～Koganei-Styleの可能性～」ということでご講演をいただきます。その中で

は、アイデアとしてお菓子等を配り、それをどういうふうに表現するかということを通して、食の感受性

とか豊かさにつなげていくんだということもお話ししたいとおっしゃっていました。 

 シンポジウムについては、ちょっと小テーマの部分が、意味としてはあまり変わらないと思うんですが、

「食育・食生活における小金井らしさとは？」、「小金井における食育推進のポイントとは？」、

「『Koganei-Style』」への想い・期待とは？」ということについて語っていただければと考えています。

コーディネーターは大竹会長にお願いして、シンポジストは村松委員にはお受けいただきましたが、あと、

公募市民の委員の方から食育推進会議のほうで１名ということで、前回方向性についてご確認させていた

だいたと思うんですが、池田委員にお受けいただいて、それから、もう１名については外部から、それも

市民の方というよりは団体とか事業にかかわる方ということで、セブン－イレブン・ジャパンの、小金井

ともう少し広い地域を統括する国立地区ディストリクトマネジャーの加藤雄介さんにお話をいただきた

いと思っています。本来であれば、市からは市長が参加するところでございますが、当日は市制施行５０

周年記念事業の１つがございまして、そちらのほうに行かなくてはいけないという関係で、あいさつは市

長がしますが、シンポジウムへの参加は困難ということで、当該部署の所属長であります伊藤茂男企画政

策課長とさせていただきたいと思います。質疑応答を２０分程度とって、これでシンポジウムを進めてい

きたいと思います。その後、報告書としては基調講演の内容、シンポジウムの内容、それから参加者アン

ケートをとって、その分析等を載せます。 
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 主催と後援については、ある程度後援をいただこうと思っておりましたが、事務局のほうで準備を進め

られておりません。現在、後援の手続等をとれておりませんので、特に多摩府中保健所様と東京ガス様の

ご後援をいただけるかということも含めて、ちょっとご協力いただければと思っています。 

 備考としては、この後の食育推進事業につなげることですので、直近のところでは食育のホームページ

とか、あと計画にも含まれているのは、食育関連団体登録制度というのもございますので、こういうもの

の周知につなげていけるかというのが課題であると思うので、ポスター作成等も含めて、工夫をしていき

たいと考えています。企画案についてはそんなところなんですが、講演等も含めまして、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した。シンポジウムの企画ということで、全部で３時間の間に基調講演 

とシンポジウムを行うということですが、基調講演は村松委員、それから、シンポジストは村松委員に加 

えて、この委員の中から池田委員、それから外部からセブン－イレブンの加藤さん、市のほうから企画政 

策課長という４人で、私はコーディネーターということになりますが、メンバーについていかがでしょう 

か。 

あと、内容ですけれども、こういうことで、特にこういうことについてはお話しいただきたいというの 

がありましたら言っておいていただけると、この４人のどなたかに振ってお話をいただければいいなと思

うんですが、いかがですか。 

○事務局 では、話していただきたい点ということでございましたら、シンポジウムの進行案にかかわり 

ますので、進行案もご検討いただきたいと思っておりますので、その説明をさせていただいてよろしいで 

しょうか。 

○大竹会長 わかりました。その前に後援についてですが、その辺についてお伺いしたいと思います。多 

摩府中保健所とか東京ガスが、可能性がどうでしょうかねということですが。 

○萩原委員 大丈夫です。 

○小宮委員 文書をお出しいただければ、多分、可能だと思います。 

○大竹会長 あと、商工会議所とか、そういうのはどうしますか。 

○事務局 三笠委員、いかがでしょうか。 

○三笠委員 １４日ですね。会合が月に１回ですから。 

○大竹会長 間に合わないかもしれないんですね。 

○三笠委員 役員会で先に許可をとれば、名義は少なくとも大丈夫です。 

○大竹会長 そうですか。農業生産者のほうはいかがですか。そういうことってあんまりしないですか。 

○事務局 基本的には農業委員会は市ですよね。農業振興連合会になるのかなと思うんですけど。そうす 
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ると、そちらはいいということにしましょうか。 

○三笠委員 参加見込みにＰＴＡ５０名となっているから、ＰＴＡ連合会が後援してくれてもいい。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 会長にお話をさせていただこうとは思っているんですけれども、５月の２０日過ぎの土曜日で 

連合会長がかわられたところもありますので、そうすると、今すぐＰＴＡ連合会の役員がないので、後援 

の決定ができないということもありますので、会長にお話をさせていただいて、ご協力を求めるんですが、 

タイミング的に後援までは難しいかなと思っております。 

○大竹会長 では、この３つですね、保健所と東京ガスと商工会議所のほう、できましたらどうぞよろし 

くお願いします。では中身について、シンポジウム進行案、よろしくお願いします。 

○事務局 こちらはあくまでたたき台でございますので、粗々のところがございますが、当日、１３時か 

ら１６時のシンポジウムの進行案についてなんですが、１０時から１２時までの間、会場準備等、積み込 

みとかをいたしまして、１２時から進行の打ち合わせをした上で、１２時半に開場、１３時に開会となり 

ます。進行担当である水落課長補佐のほうから開始の案内をし、市長のあいさつを５分程度予定していま 

す。主な内容としては、本シンポジウムの趣旨とか、小金井における食育の考え方ということが市長から 

あいさつがあるかと思います。その上で、事務連絡として進行担当から、本日のタイムテーブルとかのご 

説明、配布資料の確認とかをさせていただいた上で、１３時１０分から基調講演をお願いしたいと思いま 

す。タイトルについては、企画案にあるとおり、「食育はひとつづくり・まちづくり～Koganei-styleの可 

能性～」ということでお願いします。 

その中のポイントは、「食生活がひとを創っていく」、毎日何を食べるかということがその人自身なんだ 

というのが村松委員のお話しいただいた内容だと思いますので、そのようなこととか、「食への“こだわ

り”をまちのスタイルに」ということについてのお話をいただければと思います。アイデアとしては、食

べ物を実際に配って、包装されている食べ物なので食中毒の心配は基本的にないものですが、それをそこ

で食べていただき、コメントを会場からもいただいて、会場参加型で食を豊かに、言葉の問題も含めて考

えていければというものです。我々としては食べ物の配布準備とかを進めさせていただきます。 

 質疑応答を１０分程度取らせていただいた上で１０分間休憩をし、この間にシンポジウムの机やいすを

配置させていただきまして、１４時半からシンポジウムを開始します。タイトルは、「小金井らしい食育

をめざして」ということで、コーディネーターは大竹会長にお願いいたします。冒頭、コーディネーター

の自己紹介とシンポジウムの趣旨のご説明をいただきまして、コーディネーターの大竹会長のほうからシ

ンポジストの自己紹介等、自分自身の食育に関する一般的な取組みというものをお話しいただければと思

います。 
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 まずここでは、職業とか、そういう一般的な取組みについてお話しいただきたいというので、例えば、

村松委員にはテレビでの活動、講演活動とか、国分寺市教育委員としてのご活動について。 

 池田委員のほうには、地域での教室の活動をされていますし、カルタも作成されていますし、本も書か

れております。さらに、それだけではなくて、保護者とか、家で食事を用意される立場としての市民とし

てのお話をいただけるんじゃないかと。 

 ゲストとしては、セブン－イレブン・ジャパンのほうになりましたが、企業の概要とか、いろいろ問題

があるところですが、ほかのコンビニエンスストアと比べますと、セブン－イレブン・ジャパンとしては

温度管理とか、コールドチェーンというんですが、例えば倉庫の出し入れのところで普通は温度差が発生

しやすいのですが、それを一貫して保って温度が上がったりしないようにするという仕組みづくりをして

いたり、保存料については使わないようにしているという取組みを、セブン－イレブン・ジャパンとして

全社的に取り組んでいるということがありますので、そのような全社的な取組みについてお話しいただけ

ればと思います。 

 市長のところが企画政策課長になりますが、先進的なというのは、２６市の中で食育推進会議を設置し

て、また、食育推進計画を策定するのは小金井市は早いほうになります。４番目ぐらいです。それと、小

金井らしさというところにポイントを置いて、都の計画とかのコピーではなく、計画を策定して、取組み

をしているということを話す予定です。 

 その次の２番目の質問としては、広く食について、食育だけじゃなくて、食一般、食生活一般について、

小金井らしさとか小金井の特徴についてお話をいただきたいと思います。大竹会長、コーディネーターで

すが、例えば私のイメージではここでは口火を切っていただいて、学芸大生の生活の状態とか、教育現場

の実態とかいうのがあると思うんですけれども、それから、村松委員にもお話をいただいて、池田委員に

はご自身の地域での活動で、例えばどんな生徒さんとか、子どもたちがいるかということとか、ご自身の

生活の中でのこととかをお話しいただけるんじゃないかと思います。 

 ゲストはセブン－イレブン・ジャパンですので、例えば小金井ではどんな食品が売れるような状態があ

るのかというのはかなり特徴があるようですので、そのような具体的な実績データとかもお話しいただけ

るんじゃないかと。 

 企画政策課長からは、学校とか健康の状態とか、市の体制等について、市の状態についてお話しできる

と思います。 

 その次の３番目の質問は、食育推進計画を策定したんですが、その推進に当たってポイントと思われる

点についてコメントをいただく。 

 ４番目では、Koganei-Styleについての想いや期待についてお話をいただければと思っています。この
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質問が重要なんですが、村松委員も、例えばひとづくりというのが食育については大事なんだということ

をお話をされていますし、池田委員も、本会議でこれだけご発言いただいていると思いますので、同じよ

うに、活発にご発言いただければと思っています。 

 セブン－イレブン・ジャパンは、基本的には安全・安心を届けていきたいということとか、地域に目を

向けていきたいということをお話しいただければと思います。 

 最後に、ここでは逆に最後に大竹会長に、市民の参加で大学も協力して等、Koganei-Styleについてま

とめていただいて本体の部分を終わって、２０分程度の質疑応答の上、シンポジウムを終了という運びで

あります。当日、委員の皆様、ご都合がよろしければぜひいらしていただきたいのと、特に、よろしけれ

ば当日の質疑の時間等、せっかくここまで計画づくりに携わっていただきましたので、計画に期待するも

の等をぜひご発言いただければと思っています。 

 事務連絡等を含めて、１６時に閉会、お見送りをして、１６時半には閉場をして、１７時には撤収が完

了するというふうに時間的には考えております。以上です。 

○大竹会長 何を話せという中身も含めてですか。 

○事務局 これはあくまでたたき台ですので。 

○大竹会長 原案ができているようですけれども、いかがでしょうか。しゃべるほうとしての池田委員な 

んか、こうじゃなくてというのがあるかと思いますし、逆に、ほかの委員の方も、こういうところをもう 

少し突っ込んだらいいのではないかという意見もあるかと思うんですが、いかがでしょうか。 

いいですか、私。言わせていただくと、今、ここで書いているのが一シンポジストのように書いてあり 

ますが、できれば、皆さんにお話しいただくきっかけを、ここで述べる程度にしていただいて、３分って

すごく短いので、３分ぐらいたってしまうかもしれませんけれども、一番最初は、まず小金井の特徴って

何だろうと、私もずっと考えているんです。Koganei-Styleっていうところでは。だから、食に限らず、

まず小金井の特徴ってこんなことがあるのではないかという実態をちょっと。 

○事務局 食に限らずですね。 

○大竹会長 食に限らず。今、データをいろいろ集めてはいるんですが、その間、小金井市にもご協力を 

いただければと思いますけれども、例えば、単身世帯って比較的少ないですよ、都心から比べると。 

○事務局 そうですね。中央区、千代田区とかのほうが多いです。間違いなく。 

○大竹会長 全然多いですね。そういう意味では、わりと核家族を含めた家族世帯が多い地域で、やっぱ 

りサラリーマンが多いかなとか、意外と公務員が多いとか――じゃないですか。というあたりがここの特 

徴なのかなと思うんですが、そういう中で、多分、ここで何度も話の中には出てきた、わりとみんな、例 

えば小・中・高校生の子どもたちが家族で食事をしている率が高かったり、お弁当をちゃんとつくっても 
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らえてたりというところがありますね。そういう意味で、ある意味健全な食生活が送れている地域かなと 

思うんですけど、そういう中でも、特に都心に通って遅くまで働いている人たち、中高年の男性が多いか 

なと思うんですけど、その辺のところがもう少し食について考える必要が出ている、特にメタボリックの 

関係で。もう少し食に関心を持つ必要があるのかなというあたりがKoganei-Styleかな、小金井の特徴か 

なと思うんですけど、その辺もちょっと前向きで言わせていただけるといいかな。 

○事務局 そういう意味での食に限らず、生活、地域全体の話でということですね。 

○大竹会長 そうですね。食をどういうふうにしているかというのは、どういう生活をしているのかとい 

うのと密接に結びついていると私は思っているので、その辺のところを、最初、前振りでちょっと話し、 

そうすると、そういう視点を踏まえて、それぞれのスピーカーの方が、自分の活動の中で見えてくるもの 

というので、実際にこんな食生活を送っているんじゃないかというのを一番最初のところでお話しいただ 

ければいいかなというふうに思っているんです。そういう意味で、私はみんなと同じスピーカーとしてと 

いうよりも、きっかけを言ってみんなで話してもらって、それをまとめて、次につなげるという、まさに 

コーディネーターの役割だけにしていただければと。 

○事務局 わかりました。 

○大竹会長 よろしいですか。あと、特にこういうことを問題提起してもらうとおもしろいんじゃないか 

というご意見とかありましたら、お願いします。 

○事務局 それこそ、井上委員としてはやはり江戸東京野菜はどなたかに発言していただきたいというの 

がおありだと思うんですけど。 

○井上委員 今年の春も小金井公園で江戸東京野菜を使ったイベントを行いました。また、秋にもイベン 

トの計画も立てています。江戸東京野菜という名目でホームページを立ち上げ、江戸東京野菜の名前をつ 

けたのが小金井で、ほかは江戸東京野菜というネーミングが使えない状態になっています。 

○大竹会長 何か登録してあるんですね。 

○井上委員 登録しています。 

○大竹会長 そうなんですか。 

○井上委員 江戸東京野菜をメインとしてではないのですが、江戸東京野菜をきっかけに地場産の野菜を 

使っていただくような形でＰＲ効果はありますので、ぜひシンポジウムのときにその辺のお話もしていた 

だけると、小金井の農家は頑張っているということを一言伝えていただけると。 

○大竹会長 はい。その辺は池田委員か村松委員あたりに取り上げてもらえそうですか。 

○池田委員 私も今まで皆さんの話を伺っていて、そういうことをやっていらっしゃる、それがちょっと 

入ってないなと思いましたので……。 
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○井上委員 いろいろなイベント等でもやってますという形で言っていただけると。 

○池田委員 井上委員から直接、そういうご報告とか、そういうのは入れられないんでしょうか。 

○事務局 一番簡単なのは、そういう紙みたいなものをいただいておいて、コーディネーターである先生 

にご紹介いただいた上でコメントをいただくというのは、要は情報提供という部分で、前段に挟み込んだ 

上で小金井の特徴とかの話をすることはできるのかなと。 

○井上委員 そうですね。実際に今日皆さんにも資料を配りましたが、ルバーブとか、ハチミツなんかも 

つくっていたり、結構小金井市でもやっていることがいろいろありますので。 

○池田委員 私も食べましたけど、とてもおいしかったです。 

○井上委員 生産量がまだ少ないものですから。 

○池田委員 ほんとうに皆さんが自分で育てて、そして自分でつくる、そういうふうになるといいなと思 

っていたんですけどね。 

○大竹会長 池田委員、これも後でご紹介いただければと思うんですけど、こういうような中身も含めて 

お話しいただくということで。 

○池田委員 私、子どもたちの活動をやっていたときにどんなことをやったか、まずお母さんたちが食育 

に関心を示していただきたいという、そういう思いがありましたもので。 

○大竹会長 そうしますと、多分、お母さんとか子どもたちとか、そういうところの取組みを中心にお話 

しなさるんですね。 

○池田委員 そうですね。それと、やはり若い方もご年配の方も、やっぱり一人一人が食というものを見 

つめ直すきっかけになればとは思っています。 

○大竹会長 村松委員の今までのお話ですと、やはり地場でとれたものも含めて、そういうものを伝えな 

がら自分でつくって、つくってみておいしかったという活動の中で食育を考えるということが出てきそう 

なので、一言でも言っていただければ。後で、質疑応答の中で、先ほどそういうふうに言った、小金井市 

での政策の連携というところでは、井上委員に来ていただければ。そういうふうに発言していただくとい 

うことでよろしいでしょうか。そうすると、発言の機会をつくれるかと思いますので。 

○井上委員 まとめておきます。 

○事務局 そうすると、池田委員も庭先販売所の話をされるんじゃないかと思うんですけど、それか、村 

松委員のどちらかが、小金井で地場野菜を買うという話になったら、庭先販売所がたくさんあるという話 

もこの会議でされたので、お２人のどちらかから出ると思うので、多少調整させていただいて、それは後 

で会場の方からも聞いてみましょうみたいな形にしておけば、すんなりと質疑が始まったところでお話し 

いただいて、お客様、ご来場いただいた方から言うと、実際に生産者の方みずからがおっしゃっていると 
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インパクトが違います。 

○大竹会長 あまり長くなるといろんな意見が出てきますので。手短にお願いすることになると思います。 

あとはいかがでしょうか。わりと、この計画案では、保育園、幼稚園や小学校、中学校、それから保健所 

とか、わりと公的なところでの食育というのが大分盛り込まれてはいるんですけれども、今回はそういう 

ところからのシンポジストというのはいないんですけれども。その辺も後でどなたかにつけ加えていただ 

けますか。あるいは保健所の活動との連携で、日暮委員と小宮委員あたりに何か言っていただくか、ある 

いは、来ていただいている方もその辺からたくさん来ていただけるんですよね。言っていただければ大変 

うれしいんですけれども、もし出そうもなかったら、お話しいただければ。 

○事務局 よろしいでしょうか。学校とか保育園とかのメンバーというか、そこでの取組みというのがあ 

る程度盛り込めるかということですよね。 

○大竹会長 そうですね。ただ、あんまりそこばかり中心になるのもどうかなと思うんですね。なるべく 

意識していろんなことを今回も入れましたよね。なので、この４人がそこから少しずれてというか、そこ 

の人がいないということが、あんまりそっちに集中し過ぎないでいいかなと思うんですけれども、でも、 

全くゼロというのも、多分、聞きに来た方は特にＰＴＡとか、そういうところの関連の方が多いので、あ 

れっと思われる方も、少し最後に、質疑応答の中で不足しているその部分を入れたらいいかなと思います。 

○事務局 調整させていただきます。日暮委員、難しいですかね。 

○大竹会長 １４日は可能ですか。ぜひ来ていただければ、その辺の補足をお願いできるんですけど。そ 

こもちゃんと、きちんと柱の１本になって、小金井市ではそこも含めて食育を推進するよというところが、 

来ていただいた方に伝わればいいかなと思います。 

○事務局 それでよろしければ、企画政策課のほうからシンポジウムに参加していただきたいということ 

で依頼を出しますので、ぜひご来場いただけると。 

○大竹会長 すいません、シンポジスト以外の方もご協力いただくことになると思いますので。あとは、 

市のほうからはどうでしょうか。市のほうで学校も含めてお話しくださる。一応ここでは市の体制から。 

市も全力で推進とか、ちょっと抽象的なので、どの辺が中心になるのかなというのが。 

○事務局 基本的なのは内部の食育推進会議を設置させていただいているのもそうなんですが、食育推進 

検討委員会を設けて、特に２０年度からは健康課を中心とする大きい事業を持っている課を中心とする体 

制にして、実施体制を強化するというのは計画にあります。もう一段踏み込んだ形で実施していけるとい 

うのはお話しできると思います。 

 学校給食の特徴をどういうふうに扱うかというのは検討させていただきたいんですけれども、基本的に 

はセンター方式ではなくて自校式で、栄養士を各校に配置してという取組みでは高い実績がありますので、 
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そういうことについても、調整が必要だと思いますが、きちんとお話しできると思います。 

○大竹会長 そうですか。 

○事務局 その辺をどうやって話したほうがいいかというのは考えさせていただけるとありがたいんで 

すけれども。 

○大竹会長 そうですね。というのは、あまり市の職員として話をし過ぎると、答弁みたいになっちゃっ 

ておもしろくないんですよね。シンポジウムなので、市の立場でこういうことをやっていますということ 

は、十分そういう情報を持ちながらも、本当は個人の意見としていろいろ言っていただいたほうが、ふだ 

んこういうふうに考えて、自分の生活ではこう思って、そこは考え直したほうがいいと自分も反省してい 

るのも含めて。そういうふうにしてくると、少しおもしろくなってくるかなと思うんですが、どうでしょ 

うか。難しいですか。その辺の立場を、市の職員として話すときと、市の職員だけど一市民として話すの 

と、中間の立場で話すとなるとなかなか難しいですよね。 

○事務局 本当に中間の立場としてとっていただけるお客様もいらっしゃると思うんですけど、それを中 

間としてとっていただけないお客様もいたりして、その辺りで問題が起きたりすると怖いなというのはあ 

ります。 

○大竹会長 逆に、市の立場で貫き通したほうが。 

○事務局 あんまり固くなってしまうとおもしろみもないものになっても困るので、そこら辺のあんばい 

は非常に難しいと思うんですけどね。 

○大竹会長 難しいですね。 

○事務局 そこら辺は相談させていただいてという形になるかと思われます。 

○大竹会長 そうですか。私としては、できたら、あんまりこういうことをやりますという、市の行政を 

説明するような形だけではなくて、自分の個人的な意見ですけど、個人的な経験ですけどという形で、少 

しそういうのも盛り込んでいただけるとおもしろくなるかなと思っているので、もし可能ならご検討いた 

だければと思います。あと、何かご意見ありますか。 

○小宮委員 意見ではなくてお願いなんですけれども、よろしいでしょうか。 

○大竹会長 はい。 

○小宮委員 今、多摩府中保健所は、今年度から３年間なんですけれども、食育月間ですとか、食育の日 

とか、主に食育月間なんですが、食育月間を普及することによって、食育を推進していこうなんていうふ 

うな取組みを始めているところなんです。それを通して地域で食育が推進されるような地域になっていた 

だくようにということなんですが、その中で、大変恐縮なんですが、食育月間を知っていますかというこ 

とのアンケートを、いろいろな場面でさせていただいておりまして、もしよろしければ、いくつか加えた 
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形のアンケート、１問だけではないかと思いますが、それはまたご相談させていただくとして、主なとこ 

ろとしては、食育月間をご存じですかというふうな参加者の方へのアンケートをさせていただくことが可 

能かどうかというところをお願いしたいと思います。 

○大竹会長 この進行表では、最後、アンケート協力を呼びかけるって書いてありますが、これはシンポ 

ジウムについての感想に近いアンケートですか。 

○事務局 それもそうなんですが、今度の計画では、食育の日、食育月間を核として、これは前任の江川 

委員のご意見でございますけど、それが本計画にも盛り込まれていますので、そのアンケートもやってみ 

ようと思います。 

○大竹会長 そうですか。 

○事務局 アンケートの感想文みたいなものをただ書いて、おもしろかった、つまらなかっただけはつま 

りませんので、食育月間は何月がスタートか知っていますかとか、食育の日が何日だと知っていますかと 

いうように、やはり食育事業の推進に資する設問にしたほうが、せっかくなのでよろしいかと思います。 

それを別々にアンケートするか、どういうふうな情報をおとりになりたいか、こちらのほうでも設問の中 

でとって、単純集計についてはお渡ししてという考え方です。 

○小宮委員 じゃあ、それは相談させていただくということでよろしいでしょうか。 

○事務局 はい、よろしくお願いします。 

○小宮委員 そんなこともございましたので、当日は保健所のほうから、私ともう１人栄養士、２人参加 

させていただきたいと思っておりますのと、それから、管理栄養士の実習生というのが今保健所に来てお 

りまして、現地訓練を実施しております。今現在来ているところは二葉栄養専門学校の４年生なんですけ 

れども、４名もできましたら参加をさせていただいて見学をさせていただきたいのと、アンケートとか、 

始まる前にでも人手が必要になりますので、とらせていただけたらということも含めての参加をお願いで 

きましたらということで、お願いなんですけれども。 

○大竹会長 はい。 

○小宮委員 それと、当日、東京都がつくりました、これ、ご存じの方、ございますか。「打倒メタボ宣 

言」というカードなんですけど、胸ポケットなどに入れられるようにということで男性も気軽に来ていた 

だくことで、こんなものがございますので、ご参加の方に１部ずつお配りできますものですから、こうい 

ったものとか、バランスガイドの資料ですとかもございますので、ちょっと、こんなものも配らせていた 

だくことが可能なのかどうかということで、お願いでございます。 

○大竹会長 それは可能ですよね。 

○事務局 可能どころか、企画政策課としては、今、配布用のいい啓発ツールみたいなのを持っていな



-24- 

 

いのもありますので、ぜひお持ちいただいて、配布させていただきたいなと思うんですけれども。 

○小宮委員 ありがとうございます。学生の参加、見学につきましても、よろしいでしょうか。それで、

６人ぐらいになっちゃうんですけれども。 

○事務局 それはむしろ、ぜひよろしくお願いします。 

○大竹会長 よろしくお願いいたします。そういう意味でも、ぜひ後援のほうをよろしくお願いします。

よろしいでしょうかね。ほかにございますか。 

○事務局 あとは、何かお気づきの点がありましたら事務局に寄せていただいて、まずは考え方につい

て、大竹会長と調整させていただいた上で、さらにシンポジストの方と打ち合わせとかに入ると思いま

すので、まずは事務局にお寄せいただければと思います。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 遅くとも今月末までになりますけれども。 

○大竹会長 わかりました。このシンポジウムの中で、こんな話も出てくるように工夫していただきた

いというのがありましたら、今月末までにお寄せいただければと思います。スピーカーは決まっていま

すので、それぞれの方にどういうふうにお願いできるかはちょっと考えてみますけれども、うまくお願

いできないようでしたら、最後の質疑応答の中で振りますので、ご意見をいただくという形で、ぜひこ

の話題を出していただければと思います。 

 以上、シンポジウムにつきましては、よろしいでしょうか。こういうことで、あとは事務局と相談し

ながら進めさせていただきます。ありがとうございました。 

○事務局 すみません。それで、次第のとおりなんですけれども、ちょっと時間のほうが３時半までな

ので、２０分程度とは思うんですが、今後の進め方について、委員の方々からご意見をいただければと

思います。 

 今回、食育推進会議を行いまして、次回、第６回は今のところ、１０月もしくは１１月を目途として、

例えば食育推進計画の進捗状態の確認とか、あと食育ホームページを作成できているとすれば、その報

告とか、同じく食育関係団体登録制度とか、あと今年度行う予定であります食育の市民アンケート調査

の中間報告とか、分析までは行けるかわかりませんが中間報告はさせていただける。そのようなことを

１０月もしくは１１月頃にしたいと考えているんですが、あと同じく２１年度にも２回ぐらい開催させ

ていただいて、食育推進会議を進めさせていただきたいんですけれども、その中で例えばこういうこと

を話し合っていきたいとか、そういうふうなご提案とか、あとこの間、５回食育推進会議をやっていた

だいたんですが、その感想等を含めて、一言ずつでいいのでご意見をいただけると、それを参考にさせ

ていただいて、１０月もしくは１１月の第６回のほうについて考えさせていただきたいと思っておりま
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す。 

○大竹会長 今までは、計画をつくるというところが中心で５回開催してきましたけれども、今度はこ

れを推進するというところに変わっていくわけですよね。しばらくはその状況を見て、ある程度進んだ

ところで１０月か１１月頃に会議を開きたいということですので、そのときに例えばこういうデータを

出してほしいとかということも含めて、ご意見がありましたらお願いいたします。 

○事務局 今回５回までの感想も含めて一言ずついただけると大変ありがたいんですが。 

○大竹会長 わかりました。こっちからお願いします。 

○日暮委員 よろしくお願いします。市の職員という立場ですので、まことに申しわけないんですけれ

ど、決まりきった発言になってしまうかもしれません。こういう状況になっておりますので、私たちも

もうちょっと活発に子どもたちに活動していきたいと思っています。ただ何分にも忙しくなってきたと。

その兼ね合いで今すごく苦しいところなんです。市としても食育を進めたいということなので、学校で

ももっと具体的なことを皆様にアピールできるように、この計画に沿って次回から、少しでも今後報告

できるようにしていきたいと思います。 

○大竹会長 報告する立場でもあるかもしれないですね。 

○日暮委員 そうですね。実践者なんだからと。 

○大竹会長 小宮委員、よろしくお願いします。小宮委員は今日１回だけですけれども。 

○小宮委員 この会議に出させていただいて、本当にいいことというのはおかしいんですけれども、大

変有意義な取組みをしているということがよくわかりました。小金井市はつい先日でしたか、日本人の

平均寿命の市町村別で男性がベスト７、１０位でしたっけ。前々から小金井はなかなかすばらしいとこ

ろなので、ますますそういったところがこういった計画でさらに補強されているのかなということで、

大変すばらしい取組みをしていらっしゃるなと思います。 

 今、計画をつくりますと、評価というのが非常に必要になって、評価のために評価をするわけではな

いんですけれども、本当にやっぱり成果が出るような取組みというのが、これから求められるというの

で、せっかくいい計画ができましたので、これが十分に進められるといいなと思っておりまして、保健

所としてもできることがありましたらさせていただく、かかわらせていただきたいなと思っております。 

○大竹会長 ありがとうございました。三笠委員、よろしくお願いします。 

○三笠委員 事業者の市民活動に対する促進、大体２２年に実施をしていくんですけれども、それの、

今年度、２０年には土台という形で検討して、商工会のほうでも食に携わっている人に理解していただ

きながら、それから協力ですか、というようなお願いをしていきたいとは思っています。それと、ちょ

っと別なんですけれどもよろしいですか。 
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○大竹会長 どうぞ。 

○三笠委員 実は料理講習会、主体が小金井市じゃないかと思うんですけれども、築地の田村が、江戸

東京野菜料理という、こういう企画がどんどんしているんですけれども、協力として小金井市の経済課

が出ているんですけれども、これをやっている会合というのは経済課ですよね。ですから、その辺、小

金井市の経済課であれば、同じ市なので、連携が図れればいいかなというような気はしております。 

 あとは小金井公園なんかでも、江戸東京野菜を使った弁当、その辺を協力する店舗も何店もあって、

そういうのも商工会でいろいろ出しているんですよね。その辺も食育に向くのではないかということを、

何となく連携していければいいかなと、そういう気はしていますね。 

○大竹会長 ありがとうございました。廣野委員、よろしくお願いします。 

○廣野委員 学校関係ですので、学校給食というのがあるわけでございますから、学校の調理師とか栄

養士の方々と座談会とか、あるいはお年寄りのグループの人たちと、お年寄りの食事はどうするかとい

うような、具体的な座談会とか、そういうのを一回やってみてはどうかなと思いますね。それで、そう

いう具体的なことの中で、事故というのは、いつ、どこで、どうやって起こってくるかなかなかわかり

ませんので、特に食べ物の場合には食中毒というのが一番問題になるわけですから、そういうことに対

する概念というのを座談会をしながら、うんと認識してもらうというような計画は立てられないものだ

ろうかなと思っています。 

○大竹会長 ありがとうございます。萩原委員。 

○萩原委員 私は、実は小金井市の全般の担当なんですよ。いろいろなところの担当だったので。食育

については、企画政策課のほうからお話がありまして、この会議に入っていろいろな勉強をさせてもら

ったということがあるんですけれどもね。そうは言っても、食育活動も、国の法律が制定されたのが平

成１７年ですかね。それから、結構、食育とかかわりがあるんですね。主に食育を展開しているのは、

当社では調理なんですよね。この小金井スタイルの中で、学校授業の中でも活かせる部分があるんじゃ

ないかなとは思っているんです。あまり詳しく言うのも何ですので。学校の基本教育の中にもそういう

ものを活字で出すというのも難しいと思っているので、いくつか食育推進計画に入れてもらったので、

いいきっかけになったと思います。 

○大竹会長 ありがとうございます。ぜひご協力をお願いします。井上委員、よろしくお願いします。 

○井上委員 生産者の立場のほうから考えますと、やはり生産したものが安心で安全に市民に提供でき

るというところが一番だと思います。また、今回、食育委員ということで農業振興連合会のほうから直

接受けるようになったのですが、これからの活動として６月から秋口ぐらいまでは、小学校等の収穫の

体験だとか、かなりありますので、そういうところで食育について、生徒たちに説明できればと思って
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います。 

○大竹会長 ぜひ進めていただければなと。そのご報告も楽しみにしています。 

○井上委員 その後、１１月に農業祭等もありますので、そちらに関しては先日、事務局とＪＡと打ち

合せさせていただいています。 

○大竹会長 わかりました。よろしくお願いします。酒井委員、よろしく。 

○酒井委員 今日初めてなんですが、実は先ほどちょっとお話ししたんですけれども、千葉のほうでは

学校、幼稚園とか、あるいは給食の栄養士さんの会議でも募集もやらせていただいていたんですが、何

せそこは地元でというのは接点がなくて、ふだん井上委員と同じように、小金井水と緑のプロジェクト

などには、江戸東京野菜プロジェクトのコアメンバーでして、井上委員と協力して、いろいろさせてい

ただいているんですけれども、そういう地場のものをこれからどんどんつくって、あるいは東京野菜も

プラスしてつくっていっていただいて、商工会と一緒にやっていこうという計画立案をやっているので、

そういうこともほんとうに食育に絡んできて、やっていきたいというのは、私の希望だったので、ここ

で委員にならせていただいて、がんばらせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

○大竹会長 池田委員、お願いします。 

○池田委員 今までずっと食ということに興味がありました。食育ということはずっと考えておりまし

た。それで、たまたま子どもたちにも食育を、遊びを通してできないかなと思っています。やはりお母

さん方が本当に忙しい。働いているお母さん、忙しいお母さんたちを見ていますと、やはり夏場の飲み

物でも、買ってきた清涼飲料水を出していたり。そういった子どもたちのバックにいるお母様たちに 

食というものを考えてほしいなという、そういう気持ちがありまして、そういう食育に何かお役に立て

ていただきたいと思っているうちに、食育推進会議委員として参加させていただきました。やはり小金

井市民として、市民の皆様に食育は大切なんですよというのを知っていただく、そのかけ橋に、私自身

が少しでもなれるのかなと思っておりますので、委員にさせていただいて、参加させていただいて、あ

りがとうございます。 

○大竹会長 ありがとうございました。今、食育の本のこともご紹介いただきました。いろいろあちこ

ちで、いろいろな活動をされています。それを生かしていろいろいい発言をしていただけたと思ってお

ります。ありがとうございます。よろしいですかね。 

○事務局 はい。ありがとうございました。 

○大竹会長 ありがとうございます。それでは、次回以降の予定をお話しいただくということですが、

それはもういいですか。 

○事務局 今のところ予算という意味では、１０月、１１月に１回と、あと予備として２月頃にもう１
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回分ございます。基本的には計画策定に１年で４回程度、その後は２回程度ということで、ご案内差し

上げているとおり、特にもう一度開く必要がなければ１０月で、また来年の今頃の時期ということにな

ります。特に来年６月、２１年度の食育推進月間には、食育関連団体制度をつくるための食育懇談会を

企画するというのが計画の内容になりますので、それに向けてホームページや制度づくり、どうやって

地域に展開していくかということに、いろいろ知恵を拝借できればと思っています。 

 その日程等は、改めてご連絡をさせていただくようになりますので、その前にぜひ６月１４日、シン

ポジウムも都合がつきましたら、参加していただければと思います。 

 あと、よろしければ事務局でお預かりしていた答申について、形ということになりますけれども、会

長のほうから事務局のほうに答申をしていただいて、差し替え等は、事務局と会長の間で調整させてい

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 では、答申ということで、よろしくお願いします。 

○事務局 去年の１０月２９日に、市長のほうから諮問させていただきまして、今までの間、集中的に

ご審議いただきまして答申いただきました。どうもありがとうございます。今後、先ほどもお話しあり

ました６月１４日のシンポジウムもございますし、これからの食育の推進についても、いろいろとご協

力をいただくかと思いますので、まだ推進会議はこれ以降も続きますので、今後ともよろしくお願いし

ます。どうもありがとうございました。 

○事務局 ありがとうございました。 

○大竹会長 皆さん、ご協力ありがとうございました。あとは事務連絡よろしいですか。 

○事務局 事務連絡のほうはございませんので、委員の皆様のほうから何か言っていただくことがあり

ましたらお願いします。 

○小宮委員 すいません、遅ればせで。平成１８年の国民健康栄養調査結果というのが厚生労働省のほ

うから発表されております。ご存知かとは思いますけれども、簡単に。 

○大竹会長 概要をつくってきてくださったんですね。 

○事務局 ちょっと配らせていただきたいと思います。 

○大竹会長 井上委員のほうは、この辺、ご紹介いいですか。 

○井上委員 大丈夫です。マップを見ていただけると各農家の庭先販売が載っていますので、ぜひご活

用ください。 

○大竹会長 以上でよろしいでしょうかね。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 では、今日はどうも暑いところ、ありがとうございました。 
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○事務局 ありがとうございました。 

 

（午後３時２３分 閉会） 



平成２０年５月２２日  

 

小金井市長 稲葉 孝彦 様 

 

小金井市食育推進会議   

会長 大竹 美登利  

 

 

小金井市食育推進計画について（答申）（案） 

 

 

 平成１９年１０月２９日付け小企企発第５７号で諮問のあった小金井市食育

推進計画（以下「食育推進計画」という。）の作成について、小金井市食育会議

（以下「本会議」という。）において審議した結果、下記のとおり答申します。 

 本会議では、平成１９年１０月２９日から平成２０年５月２２日までに５回

の会議を開催し、短期間ながら集中的に検討を重ねてきました。貴職におかれ

ましては、本答申を尊重し、小金井らしい食育を総合的かつ計画的に推進され

るよう希望します。 

 

記 

 

１ 食育推進計画の目的 

  食育基本法（平成１７年法律第６３号）、第３次小金井市基本構想（平成１

３年３月策定）及び後期基本計画（平成１８年３月策定）に基づき、小金井

らしい食育を総合的かつ計画的に推進するため。 

 

２ 計画期間 

  平成２０年度から平成２２年度までの３年間 

 

３ 食育推進計画の検討経過 

  別紙１「小金井市食育推進における検討経過」のとおり、本会議を５回開

催し、「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”として地

域に展開していくことを食育の基本方針とする。 

 

４ パブリックコメントの検討結果 

  平成２０年４月２日から５月１日まで実施したが、意見は寄せられなかっ

たため、原案に修正はなかった。 

 

５ 食育推進計画（答申案） 

  別紙２「小金井市食育推進計画（案）」のとおり 



食育推進会議における検討経過 

 

開催年月日 主な内容 

平成 19年 10月 29日 小金井市食育推進会議（第１回） 

� 小金井市食育推進計画について（諮問） 

� 小金井市における食育の現状について 
� 小金井市における食育とその課題について 

平成 19年 12月 6日 小金井市食育推進会議（第２回） 

� 食育推進の基本方針について 

� 取組の指標について 
� 食育推進の主な施策について 

平成 20年 1月 24日 小金井市食育推進会議（第３回） 

� 食育推進の基本的な考え方について 

� 具体的な施策の展開について 
� 計画の推進に向けて 

平成 20年 3月 13日 小金井市食育推進会議（第４回） 

� 小金井市食育推進計画（案）について 
� 食育推進シンポジウムについて 

平成 20年 4月 2日 

～平成 20年 5月 1日 

小金井市食育推進計画（案）に対するパブリックコメント 

� 市民からの意見は寄せられず、原案に変更なし 

平成 20年 5月 22日 小金井市食育推進会議（第５回） 

� パブリックコメントの結果について 
� 小金井市食育推進計画について（答申） 

� 食育推進シンポジウムについて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市食育推進計画（案） 
（平成２０～２２年度） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市 
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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９

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年度年度年度年度））））    

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））））   

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（（（（平成平成平成平成 15151515 年年年年））））    

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（（（（平成平成平成平成 16161616 年年年年））））    

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））））（（（（平成平成平成平成 16161616 年年年年））））    

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    

（（（（平成平成平成平成 11111111 年年年年））））    

男性：あまりない、まったくない総数 68.3％ 

   最多は 15-19 歳で 78.1％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。回答率はそれぞれ９７．８４％、９５．７１％でした。概要

は表１のとおりです。 

    

（（（（表表表表１１１１））））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アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果（（（（市立小学校市立小学校市立小学校市立小学校４４４４年生年生年生年生・・・・中学校中学校中学校中学校２２２２年生年生年生年生））））    

    平成１９年９月１０日～１４日実施（回答率９７．８４％、９５．７１％） 

内容 アンケート結果 

① 朝ごはんは、ほとんどの児童・生徒

がきちんと食べている。 

� 朝ごはんを食べるのが週３日以下の人数は、小学校

４年生で１３人、中学校２年生で４０人にとどまる。 

② 中学生では孤食が深刻である。 � 朝食を家の人と週４日以上食べる割合は、小学校４

年生 80.40％、中学校２年生は 49.25％ 

③ 多くの児童・生徒が食事を楽しみに

し、はしも正しく持ち、食事の準備

等を手伝っている。 

� それぞれ小学校４年生が 90.77％・76.55％・90.52％、

中学校２年生が 84.34％・75.90％・70.88％。 

④ 嫌いな野菜がある児童・生徒の割合

は高いが、中学生になると若干改善

される。 

� 小学校４年生が 73.62％、中学校２年生が 65.32％。 

� 嫌いな野菜の種類は、小学校４年生が 82種類、中学

校２年生が 60種類。 

⑤ 中学生の外食及びコンビニエンスス

トアの利用頻度は、あまり高くない。 

� 週１日以上外食する割合は 23.17％、週４日以上コン

ビニエンスストアを利用する割合は 5.49％。 

⑥ 中学生の食育に関する意識・関心は

かなり低い。 

� 食育にあまり・まったく興味がない割合は、62.73％ 

 

①①①①    家家家家庭庭庭庭のののの全般的状況全般的状況全般的状況全般的状況（（（（欠食欠食欠食欠食とととと孤食孤食孤食孤食）））） 

   朝食の欠食については、小学校４年生・中学校２年生ともに国・都と比べてもかなり低い割

合となっています。夕食を家族とともにする割合、食事を楽しみにしている割合も、小学校４

年生・中学校２年生共に高く、本市における食事をめぐる家庭状況等は全般的に良好であると

考えられます。 

   しかし、朝食をひとりで食べる児童・生徒の割合は、小学校４年生・中学校２年生ともに国

の調査を上回っており、特に中学校２年生は深刻な状況にあり、朝夕ともに家の人と食事をす

る割合は半々でしかないことが明らかになりました。家庭の全般的状況は良好であると考えら

（（（（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 年年年年））））    

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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れることから、中学校における部活動の早朝練習等、家族と朝食を食べにくい状況があると考

えられます。なお、中学校２年生においては、夕食を家族で食べる割合が高い中で、朝食を家

族と食べる生徒で夕食を家族とあまり食べない場合が多いことから、夕食を家族で食べること

が難しい場合でも、朝食は家族で食卓を囲む工夫がされていることがうかがえます。 

 

②②②②    食育食育食育食育・・・・食生活食生活食生活食生活のののの状況状況状況状況（（（（箸箸箸箸のののの持持持持ちちちち方方方方・・・・外食外食外食外食・・・・コンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスストアストアストアストア食品食品食品食品）））） 

箸を正しく持てていない児童・生徒の割合は、小学校４年生・中学校２年生ともに４人に１          

人程度であり、少ないとは言えません。特に、中学校２年生の方が小学校４年生よりも正しく

持てている割合が低いことから、中学生への指導が行われていないことが推測されます。 

中学校２年生のみについて、外食・コンビニエンスストアの利用頻度と食育への関心の度合

について質問をしていますが、週１回以上外食する生徒が４人に１人近くに達すること、週２

～３日はコンビニエンスストアを利用する生徒が３人に１人近くに達することが明らかになり

ました。両設問ともに、全体としては利用頻度が少ない生徒が多数を占めていますが、一定の

頻度で利用している生徒がある程度存在していることに注意を払う必要があります。 

次に、中学校２年生の食育への関心については、興味がある生徒は３人に１人であるのに対

し、まったくない生徒が５人に１人、あまりない生徒も加えると６割を超える状況にあり、食

育に対する関心は極めて低いことが明らかになりました。一方、食事が楽しみな生徒は８割以

上に達していることから、食事には高い関心があるものの、食育には興味がないという状況に

あることがうかがえます。原因としては、食育ということばが浸透していないことや、思春期

に入って食生活を指導されることへの反発・敬遠などが考えられます。 

 

③③③③    家庭家庭家庭家庭のののの食育機能食育機能食育機能食育機能（（（（食育食育食育食育へのへのへのへの関心関心関心関心とととと他他他他のののの項目項目項目項目とのとのとのとの相関関係相関関係相関関係相関関係）））） 

「食生活に関するアンケート」調査では、家族と食事をする頻度、食事を楽しみにしている

割合、食事の準備や片づけを手伝っている割合及び食育に興味を持っている割合の４つの項目

が相関関係にあることが明らかになりました。家族との食事の頻度が、食事への関心・参加、

そして食育への興味に繋がっており、食育において家族との食事が鍵となることが示されてい

ます。特に、家族との食事の頻度と食事を楽しみにしている割合の相関関係は、小学校４年生

よりも中学校２年生の方が高いことから、中学生に対しては、特に家族との食事頻度を高める

ことが重要であると考えられます。 

また、家庭における食育機能については、小学校４年生については家族との食事の頻度が箸

を正しく持てている割合と高い相関関係にありますが、中学校２年生については相関関係はあ

りませんでした。また、嫌いな野菜の有無については、小学校４年生・中学校２年生ともに相

関関係はありませんでした。中学生段階では家庭での食育はあまり行われていないこと、特に

嫌いな食物をなくすことについては小学生に対してもあまり行われていないのが実態であるこ

とがうかがえ、そうした実態を踏まえて家庭の食育機能を考える必要があります。 

 

（（（（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。平成１９年度における市及び市内団体等による対象世代別の食育

関連事業数（学校関係を除く）は、表２のとおりです。 

平成１９年度に乳幼児及びその保護者に対する事業を強化したことにより、妊婦を対象とした「マ

タニティクッキング」から、妊娠期の「両親学級」、５か月児を対象とした「エンジェル教室」、８～

１１か月児を対象とした「離乳食教室」、２～５歳児とその保護者を対象とした「こどもクッキング」、

小学生とその保護者を対象とした「親子クッキング教室」と、妊婦から小学生とその保護者までの食

育の一連の取組みが整備されました。全世代に対しても、従来から実施されている栄養個別相談（健 
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康課）、食育に関する図書コーナー設置（図書館）、学びあい事業「生活習慣と健康づくり」（生涯学習 

課）に加えて、公民館で「野菜中心の健康的な食生活」等の３事業が新たに実施され、また、市内団

体等の６事業を加えて充実しつつあります。 

    

（（（（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対象世代別食育推進事業数対象世代別食育推進事業数対象世代別食育推進事業数対象世代別食育推進事業数（（（（平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度）（）（）（）（学校関係学校関係学校関係学校関係をををを除除除除くくくく））））    

市の事業 市内団体等  

部局数 事業総数 新規事業数 団体数 事業数 

事業数 

合計 

全世代 ７ １３ ３ ２ ６ １９ 

乳幼児及び 

その保護者 
４ １４ ２ １ １ １５ 

児童・生徒 

（小学生～中学生）  
２ ４ ０ １ １ ５ 

青少年・高齢者 ３ ９ １ １ ２ １１ 

障害者 ３ ５ ０ ５ ５ １０ 

その他 ２ ２ ０ １ １ ３ 

合計 ２１ ４７ ６ １１ １６ ６３ 

 

このように、本市での食育関連事業は十分とは言えないまでも、一定度充実したものとなっていま

す。しかし、市の各部局及び市内団体が別々に事業を実施しているため、食育に関する事業について

市民から問い合わせがあっても的確な案内ができなかったり、事業によっては期待された参加者数が

得られていないのが現状です。事業相互の連携を図り、食育に関する事業情報を一元化して周知を図

っていく必要があります。 

市立小中学校においては、平成１７年度に本町小学校で「望ましい食生活について考え、自ら健康

づくりを実践する子どもの育成」に関する教育課題研究を行ったのをはじめとして、各学校でその特

色を生かした取組みを行ってきました。小金井市では、各学校に栄養士を配置し、加工品・半加工品・

添加物等を使わずに自校式で学校給食を実施してきた蓄積があります。安定供給の問題から全校に拡

げられてはいませんが、地場野菜を使った学校給食も南小学校で実施されています。 

特に、平成１９年度に市教育委員会として「小金井市学校教育の重点」に「食育の充実」が明記さ

れ、全校で年間指導計画に食育のねらいが盛り込まれるようになり、各学校で芋掘り・稲づくり等の

体験を含めた各種授業や特色あるメニューを含めた学校給食等が工夫されています。例えば、前原小

学校ではおやつの上手なとり方について考え、小金井第二中学校では江戸文化探究のための食の名物

探しのフィールドワークに取り組みました。東小学校では、月の目標・今日の献立・今日の話題・今

日のクイズ等を掲載した「今日のこんだて」を毎日作成して各クラスに配布し、給食の時間に日直が

読み上げる取組が今日も行われています。また、南小学校では、大豆の生産体験授業に加え、みそづ

くりも行い日本の食文化への理解を深める指導を行っています。 

以上、市立小中学校における取組は一定度充実したものとなっていますが、当該時期は食習慣が形

作られる大変重要な時期であることに加え、市立小中学校におけるアンケート調査結果で明らかにな

ったとおり、嫌いな野菜がある児童・生徒や中学生における孤食の割合の高さ等の課題に対応するた

め、より一層の充実を図ることが求められています。 
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（（（（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。 



7 

 

 

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３３３３））））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    

（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。 

 

④④④④    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    
平平平平成成成成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    継続継続継続継続    

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。 

 

⑤⑤⑤⑤    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、、、、計画計画計画計画初年度初年度初年度初年度

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・・・・発売場所等発売場所等発売場所等発売場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集集集中的中的中的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希希希望者望者望者望者にににに

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べるべるべるようようよう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 → → 

９ 地場野菜の利用や生産者との交流等を行う。 継続 → → 

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----StStStStyleyleyleyle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。。。。    
実施実施実施実施    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。。。。    
実施実施実施実施    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・・・・市立小中学市立小中学市立小中学市立小中学校等校等校等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みたくなるんでみたくなるんでみたくなるんでみたくなる

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事業食育関連事業食育関連事業食育関連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    

地域活動栄養士会等地域活動栄養士会等地域活動栄養士会等地域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公公公開開開開

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 

１ 食育推進会議 

食育推進会議を継続して開催し、本計画の進捗状

況を検証するとともに、必要な推進策を検討す

る。 

継続 → → 

２ 

市の食育推進事業の円滑な推進を図るため、関係

課による食育推進検討委員会を継続して設置す

る。 

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。 
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資資資資    料料料料 
（（（（１１１１））））    食育推進食育推進食育推進食育推進会議会議会議会議及及及及びびびび検討経過検討経過検討経過検討経過 

①①①①    食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿食育推進会議委員名簿    

委員氏名 選出区分 任期 

池田 多鶴子 公募市民 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

大谷 丕古磨 公募市民 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

酒井 文子 公募市民 平成２０年５月２２日～平成２１年１０月２８日 

大竹 美登利 学識経験者 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

村松 真貴子 学識経験者 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

井上 誠一 関係団体の役員又は職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

鈴木 貫太郎 関係団体の役員又は職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

萩原 哲男 関係団体の役員又は職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

廣野 恵三 関係団体の役員又は職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

三笠 俊彦 関係団体の役員又は職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

小宮 三紀子 関係行政機関の職員 平成２０年５月２２日～平成２１年１０月２８日 

日暮 地香 市の職員 平成１９年１０月２９日～平成２１年１０月２８日 

松永 礼子 公募市民 平成１９年１０月２９日～平成２０年２月４日  

江川 正雄 関係行政機関の職員 平成１９年１０月２９日～平成２０年３月３１日  

 

②②②②    検討経過検討経過検討経過検討経過    

開催年月日 主な内容 

平成１９年１０月２９日 小金井市食育推進会議（第１回） 

� 小金井市食育推進計画について（諮問） 

� 小金井市における食育の現状について 

� 小金井市における食育とその課題について 

平成１９年１２月６日 小金井市食育推進会議（第２回） 

� 食育推進の基本方針について 

� 取組の指標について 

� 食育推進の主な施策について 

平成２０年１月２４日 小金井市食育推進会議（第３回） 

� 食育推進の基本的な考え方について 

� 具体的な施策の展開について 

� 計画の推進に向けて 

平成２０年３月１３日 小金井市食育推進会議（第４回） 

� 小金井市食育推進計画（案）について 

� 食育推進シンポジウムについて 

平成２０年４月２日 

～平成２０年５月１日 

小金井市食育推進計画（案）に対するパブリックコメント 

� 市民からの意見は寄せられず、原案に変更なし 

平成２０年５月２２日 小金井市食育推進会議（第５回） 

� パブリックコメントの結果について 

� 小金井市食育推進計画について（答申） 

� 食育推進シンポジウムについて 
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（（（（２２２２））））    食育基本法食育基本法食育基本法食育基本法（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年６６６６月月月月１７１７１７１７日法律第日法律第日法律第日法律第６３６３６３６３号号号号）））） 
 目次 

前文 

 第一章 総則（第一条―第十五条）  

 第二章 食育推進基本計画等（第十六条―第十八条）  

 第三章 基本的施策（第十九条―第二十五条）  

 第四章 食育推進会議等（第二十六条―第三十三条）  

 附則  

 

 二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会

に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわ

たって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要

である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

と位置付けるとともに、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食育を推進することが求められている。もとより、食育

はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成

に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎とな

るものである。 

 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大

切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増

加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が

生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安

全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれ

た自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」

が失われる危機にある。 

 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実

現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者

との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料

の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。 

 国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動へ

の感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付け

ることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、

地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題で

ある。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢

献することにつながることも期待される。 

 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食

育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

   第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則     

（目的）  

第一条第一条第一条第一条  この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健
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全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることに

かんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食

育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを

目的とする。  

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）  

第二条第二条第二条第二条  食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。  

（食に関する感謝の念と理解）  

第三条第三条第三条第三条  食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関

わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければ

ならない。  

（食育推進運動の展開）  

第四条第四条第四条第四条  食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、

地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図り

つつ、あまねく全国において展開されなければならない。  

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）  

第五条第五条第五条第五条  食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを

認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を

十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければな

らない。  

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）  

第六条第六条第六条第六条  食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用し

て、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進の

ための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。  

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献）  

第七条第七条第七条第七条  食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれ

た食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深め

るとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自

給率の向上に資するよう、推進されなければならない。  

（食品の安全性の確保等における食育の役割）  

第八条第八条第八条第八条  食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることに

かんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、

食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図

りつつ積極的に行われなければならない。  

（国の責務）  

第九条第九条第九条第九条  国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第十条第十条第十条第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方

公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）  

第十一条第十一条第十一条第十一条  教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関す

る職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、

食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機
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会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進

に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

２２２２     農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体

験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理

念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の

活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育

の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  

（食品関連事業者等の責務）  

第十二条第十二条第十二条第十二条  食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食

品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の

推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推

進に関する活動に協力するよう努めるものとする。  

（国民の責務）  

第十三条第十三条第十三条第十三条  国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるもの

とする。  

（法制上の措置等）  

第十四条第十四条第十四条第十四条  政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。  

（年次報告）  

第十五条第十五条第十五条第十五条  政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなけ

ればならない。  

   第二章第二章第二章第二章    食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等     

（食育推進基本計画）  

第十六条第十六条第十六条第十六条  食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進

基本計画を作成するものとする。  

２２２２     食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一一一一     食育の推進に関する施策についての基本的な方針  

二二二二     食育の推進の目標に関する事項  

三三三三     国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  

四四四四     前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項  

３３３３     食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総

理大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

４４４４     前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県食育推進計画）  

第十七条第十七条第十七条第十七条  都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に

関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければなら

ない。  

２２２２     都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、

都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。  

（市町村食育推進計画）  

第十八条第十八条第十八条第十八条  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基
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本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施

策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。  

２２２２     市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村

食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。  

   第三章第三章第三章第三章    基本的施策基本的施策基本的施策基本的施策     

（家庭における食育の推進）  

第十九条第十九条第十九条第十九条  国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、

健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学

びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普

及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に

応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。  

（学校、保育所等における食育の推進）  

第二十条第二十条第二十条第二十条  国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的

に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育

所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び

指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する

指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行わ

れる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に

関する理解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要

な施策を講ずるものとする。  

（地域における食生活の改善のための取組の推進）  

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条  国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改

善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓

発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保

健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等に

おける食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施

策を講ずるものとする。  

（食育推進運動の展開）  

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条  国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の

事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発

的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあ

まねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進される

よう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する

活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。  

２２２２     国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進

に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアと

の連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。  

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）  

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条  国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者と

の信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と

関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、

食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利

用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用
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等必要な施策を講ずるものとする。  

（食文化の継承のための活動への支援等）  

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条  国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化

等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他

の必要な施策を講ずるものとする。  

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）  

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条  国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の

食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及び

その再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、

データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとす

る。  

２２２２     国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の

食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての

情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。  

   第四章第四章第四章第四章    食育推進会議等食育推進会議等食育推進会議等食育推進会議等     

（食育推進会議の設置及び所掌事務）  

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条  内閣府に、食育推進会議を置く。  

２２２２     食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一一一一     食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

二二二二     前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する

施策の実施を推進すること。  

（組織）  

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条  食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。  

（会長）  

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条  会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  

２２２２     会長は、会務を総理する。  

３３３３     会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

（委員）  

第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一一一一     内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第九条第一項 に規定する特命担当大臣であって、同

項 の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号 に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二

十七号の三 に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）  

二二二二     食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

三三三三     食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２２２２     前項第三号の委員は、非常勤とする。  

（委員の任期）  

第三十条第三十条第三十条第三十条  前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。  

２２２２     前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。  

（政令への委任）  

第三十一条第三十一条第三十一条第三十一条  この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。  

（都道府県食育推進会議）  
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第三十二条第三十二条第三十二条第三十二条  都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の

作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができ

る。  

２２２２     都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  

（市町村食育推進会議）  

第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及

びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。  

２２２２     市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  

 

   附附附附    則則則則    抄抄抄抄  

（施行期日） 

第一条第一条第一条第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。  
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（（（（３３３３））））    小金井市食育推進会議設置条例小金井市食育推進会議設置条例小金井市食育推進会議設置条例小金井市食育推進会議設置条例（（（（平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月月月月２０２０２０２０日条例第日条例第日条例第日条例第１１１１１１１１号号号号）））） 
（設置） 

第第第第１１１１条条条条 食育基本法（平成 17 年法律第 63 号。以下「法」という。）第 33 条第１項の規定に基づき，小

金井市食育推進会議（以下「食育推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第第第第２２２２条条条条 食育推進会議は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議する。 

(１) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか，食育の推進に関する重要事項 

（組織） 

第第第第３３３３条条条条 食育推進会議は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する委員 12 人以内をもって

組織する。 

(１) 市民 ３人以内 

(２) 学識経験者 ２人以内 

(３) 関係団体の役員又は職員 ５人以内 

(４) 関係行政機関の職員 １人以内 

(５) 市の職員 １人以内 

２ 前項第１号の委員は，公募によるものとする。 

（任期） 

第第第第４４４４条条条条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，原則として連続して３期を超えてはなら

ない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第第第第５５５５条条条条 食育推進会議に会長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，会務を総理し，食育推進会議を代表する。 

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員が，その職務を

代理する。 

（会議） 

第第第第６６６６条条条条 食育推進会議の会議は，会長が招集する。 

２ 食育推進会議は，委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 食育推進会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第第第第７７７７条条条条 食育推進会議は，必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め，その意見を聴き，又は資料

の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第第第第８８８８条条条条 食育推進会議の庶務は，企画財政部企画政策課において処理する。 

（委任） 

第第第第９９９９条条条条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 19 年４月１日から施行する。 

（特別職の給与に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の給与に関する条例（昭和 31 年条例第 22 号）の一部を次のように改正する。 

別表第３中 
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「 会長 日額 11,000 円  

 

市民健康づくり審議会 

委員 日額 10,000 円 」 

を 

      

「 会長 日額 11,000 円  

 

市民健康づくり審議会 

委員 日額 10,000 円  

 会長 日額 11,000 円  

 

食育推進会議 

委員 日額 10,000 円 」 

に改める。 
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（（（（４４４４））））    「「「「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アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」集計集計集計集計・・・・分析分析分析分析結果結果結果結果 
平成１９年１０月２９日 

企画財政部企画政策課 

食生活に関するアンケート集計結果 

（市立小学校４年生・中学校２年生） 

食育推進会議（第１回）で市における食育に係る課

題を検討する資料とするため、右のとおり、「食生

活に関するアンケート」を市立小学校の４年生と市

立中学校の２年生全員を対象に実施しました。 

 詳細については、別紙1をご参照いただくとして、

ここでは、主な点について、ご紹介します。 

 

・東京都の調査2では、朝食を食べるのが週３日以下の割合は、

小５で 4.9％、中２で 10.4％だが、本市では同 1.6％、6.0％に

留まっている。 

 

・国の調査3では、朝食をひとりで食べる」割合は、小４～６で

11.7％、中学生 25.3％。本市では小５で 12.53％、中２が

36.90％と全国平均を上回り、特に、中学生が深刻である。 

 

・楽しみ、箸、手伝いは、それぞれ小４が 90.77％・76.55％・

90.52％、中２は 84.34％・75.90％・70.88％と概ね高率だが、

箸・手伝いは中２の方が数値が低くなっている。 

 

・嫌いな野菜の数も小４で 82種類、中２が60種類と中２の方が

少ない。ゴーヤのみ小４の１位と中２の８位と大きく順位が異な

っている他、ナス・トマト・ピーマン・セロリ・ニンジンが両者とも

高位を占めている。 

・中２は、家族と食事する機会が大きく減り、塾通い等もあるた

め、利用機会がかなり増えていると推測された。利用頻度は頻

繁とは言えないが、毎週外食に相当する生徒もほぼ４人に１

人いる。 

・「食育に興味があるか」の設問に対して、ある 8.44％、ややあ

る 28.83％に留まった。食事を楽しみとする生徒は多く、食事

への関心が低いというよりは、「食育」の語の浸透が低いことや

指導への反発等が考えられる。 

                                                   
1 単純集計の結果については「食育アンケート集計結果（小学校４年生）」「食育アンケート集計結果（中

学校２年生）」、クロス集計及び分析の結果については「食育アンケートの分析結果について」をご参照

ください。 
2 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会 平成１７年度） 
3「国民健康・栄養調査」（厚生労働省 平成１７年概要版） 

「「「「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アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」のののの概要概要概要概要    

実施期間   平成１９年９月１０日～１４日 

設問内容   別紙「食生活に関するアンケート」 

       のとおり。 

対象・回答率 市立小学校４年生 97.84％ 

（回答数 816／全児童数 834） 

       市立中学校２年生 95.71％ 

（回答数 669／全生徒数 699） 

 

① 朝朝朝朝ごごごごはんははんははんははんは、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと

食食食食べているべているべているべている（週３日以下は、小４で 13人、中

２で 40人にとどまる）。 

② 中学生中学生中学生中学生ではではではでは孤食孤食孤食孤食がががが深刻深刻深刻深刻であるであるであるである（朝食を家族と週

４日以上食べる中２は半数以下。小４は朝夕と

もほとんどが家族と食べている）。 

③ 多多多多くのくのくのくの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにししみにししみにししみにし、、、、はしもはしもはしもはしも

正正正正しくしくしくしく持持持持ちちちち、、、、食事食事食事食事のののの準備等準備等準備等準備等をををを手伝手伝手伝手伝っているっているっているっている。し

かし、その割合は中学生の方が若干低くなる。 

④ 嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜があるがあるがあるがある小中学生小中学生小中学生小中学生のののの割合割合割合割合はははは高高高高いいいい（小４

が 73.62％、中２で 65.32％）。しかし、中学生

の方が人数・種類ともに改善している。 

⑥ 中学生中学生中学生中学生のののの外食及外食及外食及外食及びびびびコンコンコンコンビニエンスストアビニエンスストアビニエンスストアビニエンスストアのののの利利利利

用頻度用頻度用頻度用頻度はははは、、、、あまりあまりあまりあまり高高高高くないくないくないくない（週１日以上外食

23.17％、週４日以上コンビニ利用 5.49％）。 

⑤ 中学生中学生中学生中学生のののの食育食育食育食育にににに関関関関するするするする意識意識意識意識・・・・関心関心関心関心はかなりはかなりはかなりはかなり低低低低いいいい

（食育にあまり・まったく興味がない中２は

62.73％）。 
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「嫌いな野菜」の比較 

 

小学校４年生  中学校２年生 

順
位

 野菜名 人数 割合  順
位

 野菜名 人数 割合 

① ゴーヤ 235 28.80% 
 

 
 

1 ナス 144 21.52% 

2 ナス 188 23.04%  2 トマト 83 12.41% 

3 ピーマン 180 22.06%  3 
ピーマ

ン 
79 11.81% 

4 トマト 126 15.44%  4 セロリ 71 10.61% 

5 セロリ 125 15.32%  5 ニンジン 61 9.12% 

6 ニンジン 61 7.48%  6 
きのこ

類 
57 8.52% 

7 パセリ 58 7.11%  7 
しいた

け 
41 6.13% 

8 ねぎ 56 6.86%  ⑧ ゴーヤ 39 5.83% 

きのこ類 54 6.62%  9 
たまね

ぎ 
35 5.23% 

9 

たまねぎ 54 6.62%     合計６０種類 

11 アスパラガス 45 5.51%      

12 しいたけ 43 5.27%      

   合計８２種類      

その他の嫌いな野菜（５％以下）  その他の嫌いな野菜（５％以下） 

カリフラワー、ブロッコリー、おくら、パプリカ、キャベツ、

かぼちゃ、きゅうり、アボガド、白菜、グリーンピース、レ

タス、いんげん豆、そら豆、里芋、ごぼう、大根、しそ、ス

イカ、豆、たけのこ、みょうが、にら、ホウレンソウ、とうも

ろこし、みずな、レンコン、かぶ、ヘチマ、しめじ、ぎんな

ん、唐辛子、じゃがいも、ふき、チンゲン菜、ししとう、に

んにく、エリンギ、えんどう豆、バジル、春菊、ズッキー

ニ、きくらげ、なめこ、三つ葉、えのき、貝割れ大根、ま

いたけ、さつまいも、菜の花、まつたけ、紫キャベツ、メ

ロン、小松菜、絹さや豆、もやし、明日場、イタリアンレタ

ス、うり、せり、冬瓜、パクチー、ひじき、ベビーコーン、マ

ッシュルーム、紫たまねぎ、紫にんじん、山いも、ユウガ

オ、わかめ、わさび 

 

ねぎ、パセリ、きゅうり、アスパラガス、パプリカ、

キャベツ、グリーンピース、レタス、かぼちゃ、とう

もろこし、春菊、ブロッコリー、おくら、アボガド、ご

ぼう、大根、ふき、カリフラワー、みょうが、しめじ、

白菜、いんげん豆、そら豆、豆、にら、ホウレンソ

ウ、チンゲン菜、ズッキーニ、小松菜、里芋、みず

な、ぎんなん、唐辛子、ししとう、しょうが、スイカ、

たけのこ、レンコン、かぶ、じゃがいも、にんにく、

きくらげ、なめこ、三つ葉、絹さや豆、もやし、し

そ、えのき、貝割れ大根、まいたけ、モロヘイヤ 
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平成１９年１０月２９日 

企画財政部企画政策課 

食生活に関するアンケート分析結果 

（市立小学校４年生・中学校２年生） 

 食育推進会議（第１回）で市における食育に係る課題を検討する資料とするため、「食生活に関するア

ンケート」を市立小学校の４年生全員（８３４人）と市立中学校の２年生全員（６９９人）を対象とし

て、平成１９年９月１０～１４日に実施した。 

 なお、集計結果の概要については「食生活に関するアンケート集計結果」を、単純集計の結果につい

ては、「食育アンケート集計結果（小学校４年生）」「食育アンケート集計結果（中学校２年生）」をご参

照いただくこととして、ここでは分析内容を中心に報告するものとする。 

 

１１１１    分析結果分析結果分析結果分析結果のののの概要概要概要概要    

（（（（１１１１））））家庭家庭家庭家庭のののの全般的状況全般的状況全般的状況全般的状況（（（（欠食欠食欠食欠食とととと孤食孤食孤食孤食））））    

  朝食の欠食については、小４・中２ともに国・都と比べてもかなり高い割合で朝食が食べられてお

り、欠食している児童・生徒はごく一部に過ぎない。夕食を家族とともにする割合、食事を楽しみに

している割合も、小４・中２共に高く、本市における食事をめぐる家庭状況等は全般的には良好であ

ると考えられる。 

しかし、朝食をひとりで食べる児童・生徒の割合は、小４・中２ともに国の調査を上回っており、

特に中２で深刻である。中２では朝夕ともに家族と食事する割合は半々でしかない。全般的状況は良

好であるから、中学校における部活動の早朝練習等、家族と朝食を食べにくい状況があると考えられ

る。なお、中２においては、夕食を家族で食べる割合が高い中で、朝食を家族と食べる生徒で夕食を

家族であまり食べない場合が多いことから、夕食を家族で食べることが難しい場合でも、朝食は家族

で食卓を囲む工夫がされていることが見て取れる。 

 

（（（（２２２２））））食育食育食育食育・・・・食生活食生活食生活食生活のののの状況状況状況状況（（（（箸箸箸箸のののの持持持持ちちちち方方方方・・・・外食外食外食外食・・・・コンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスコンビニエンス食品食品食品食品））））    

箸を正しく持てていない割合は、小４・中２ともに４人に１人程度であり、少ないとは言えない。

特に、中２の方が小４よりも正しく持てている割合が低いことから、中学生への指導が行われていな

いことが推測される。 

中２では、週１回程度以上外食する生徒が４人に１人近くに達すること、週２～３日はコンビニエ

ンスストア食品を利用する生徒が３人に１人近くに達することが明らかとなった。両設問ともに利用

頻度が少ない児童・生徒が多数を占め、多いとは言えないながらも、一定の頻度で利用している割合

がある程度存在していることに注意を払う必要がある。 

  次に、中２の食育への興味については、興味がある生徒は３人に１人であり、まったくない生徒も

５人に１人と、極めて興味が低いことが分かった。食事が楽しみな生徒が８割以上に達することから、

食事には高い関心があるが、食育へは興味がないことがうかがえる。食育ということばが浸透してい

ないことや、思春期に入って食生活を指導されることへの反発・敬遠などが考えられる。 

 

（（（（３３３３））））家庭家庭家庭家庭のののの食育機能食育機能食育機能食育機能    

  この調査では、家族と食事をする頻度・食事を楽しみにしている割合・食事の準備や片づけを手伝

っている割合・食育に興味を持っている割合が相関関係にあることが明らかとなった。家族との食事

の頻度が、食事への関心・参加、そして食育への興味に繋がっており、食育において家族との食事が

鍵となることが示されたと言える。特に、家族との食事の頻度と食事を楽しみとしている割合の相関

関係は、小４よりも中２の方が高いことから、中２においては特に家族との食事頻度を高めることに

重要性があると考えられる。 
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また、家庭における食育機能については、家族との食事の頻度が小学生の箸の正しい持ち方と高い

相関関係にあるが、中２は相関関係にない。また、嫌いな野菜の有無については、小４・中２ともに

相関関係になかった。小４では箸の持ち方の指導が家庭で行われているが中２では行われていないこ

と、野菜を食べることについては小４・中２ともに指導が弱いことが見て取れる。中学生段階では家

庭での食育はあまり行われていないこと、特に嫌いな食物を食べることについては小学生に対しても

あまり行われていないのが実態であることがうかがえ、そうした実態を踏まえて家庭の食育機能を考

える必要がある。 

  

２２２２    回答状況回答状況回答状況回答状況についてについてについてについて    

 学校数 生徒数 回答数 回答率 

市立小学校４年生 ９ ８３４ ８１６ ９７．８４％ 

市立中学校２年生 ５ ６９９ ６６９ ９５．７１％ 

 

３３３３    単純集計単純集計単純集計単純集計のののの分析分析分析分析    

（（（（１１１１））））    設問設問設問設問１１１１    朝朝朝朝ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

ほとんどの児童・生徒がきちんと食べており、国・都の調査を上回っている。 

� 小４では、ほぼ毎日朝食を食べている割合が 96.30％、週４日以上が 2.10%だった。逆に、

週３日以下は全校で１３人に留まる。 

� 中２では、ほぼ毎日朝食を食べている割合が 86.85％、週４日以上が 7.17％だった。逆に、

週３日以下は全校で４０人に留まる。 

� 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会 平成１７年度）では、朝食

を食べるのが週３日以下の割合は、小５で 4.9％、中２で 10.4％だが、本市では小４で 1.6％、

中２で 6.0％に留まっている。 

（（（（２２２２））））    設問設問設問設問２２２２    朝朝朝朝ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、家家家家のののの人人人人とととと食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

小４は多くの児童が家族と朝食を食べているが、中２では半数程度で、国の調査を大きく下回る。 

� 小４では、週４日以上家族と朝食を食べる割合は 80.27％、週３日以下は 20.47％だった。ほ

とんど毎日家族と食べるが 72.83％に対し、ほとんど食べないが 12.53％となっている。 

� 中２では、週４日以上家族と朝食を食べる割合は 49.25％、週３日以下は 50.75％だった。特

に、ほとんど毎日家族と食べるとほとんど食べないが 36.90%（245人）で同数となっている。 

� 「国民健康・栄養調査」（厚生省 平成１７年概要版）では、朝食をふだんひとりで食べると

答えた割合は、小４～６で 11.7％、中学生 25.3％であり、本市では中学生が深刻である。な

お、部活動の早朝練習との関連などが推測される。 

（（（（３３３３））））    設問設問設問設問３３３３    夕夕夕夕ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、家家家家のののの人人人人とととと食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

小４はほとんどの児童が、中２は多くの生徒が家の人と食べており、その割合は朝食より夕食の

方が高い。 

� 小４では、週４日以上家族と夕食を食べる割合は 95.44％、週３日以下は 4.56％だった。ほ

とんど毎日家族と食べるが 89.04％に対し、ほとんど食べないが 1.85％となっている。 

� 中２では、週４日以上家族と夕食を食べる割合は 82.01％、週３日以下は 17.99％だった。特

に、ほとんど毎日家族と食べるが 64.02％に対し、ほとんど食べないが 4.95%となっている。

夕食時間帯の塾通いなどとの関連が推測される。 

（（（（４４４４））））    設問設問設問設問４４４４    食事食事食事食事のののの時間時間時間時間はははは楽楽楽楽しみですかしみですかしみですかしみですか    

小４・中２共に楽しみとする割合が高いが、「まあまあ楽しみ」の割合が中２の方が高い。 

� 小４では、とても食事を楽しみ 49.94％、まあまあ楽しみ 40.84％、あまり楽しみではない

6.77％、楽しみではない 2.46％となっている。全体として、楽しみにしている割合が高いが、

「まあまあ」の占める割合が半分近くになっている。 
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� 中２では、とても食事を楽しみ 25.00％、まあまあ楽しみ 59.34％、あまり楽しみではない

11.14％、楽しみではない 4.52％となっている。全体として、楽しみにしている割合が高い

が、「まあまあ」の占める割合が「とても」の倍近くとなっている。中学生になると様々な活

動に関心が高まるため、食事をとても楽しみとする割合が相対的に低下するものと思われる。 

（（（（５５５５））））    設問設問設問設問５５５５    はしをはしをはしをはしを正正正正しくしくしくしく持持持持っていますかっていますかっていますかっていますか    

小４・中２共に約４人に１人が正しく持てておらず、しかも中学校で若干増えている。 

� 小４では、正しく持っている割合が 76.55％となっている。 

� 中２では、正しく持っている割合が 75.90％となっている。小４から伸びがなく、若干低下

することから、中２では箸の持ち方の新たな指導がされていない状況が見て取れる。 

（（（（６６６６））））    設問設問設問設問６６６６    きらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますか    

小４では約４人に３人に嫌いな野菜があるが、中学生では人数・種類共に改善している。特にゴ

ーヤが嫌いな生徒の割合が激減している。 

� 小４では、嫌いな野菜がある割合は 73.62％。嫌いな野菜は合計 82種類挙げられ、その内５％

以上が嫌いと答えたものは 12 種類で、第１位はゴーヤ、第２位はナス、第３位はピーマン

だった。 

� 中２では、嫌いな野菜がある割合は 65.32％。嫌いな野菜は合計 60種類挙げられ、その内５％

以上が嫌いと答えたものは９種類で、第１位はナス、第２位はトマト、第３位はピーマンだ

った。ちなみにゴーヤは第８位で、ゴーヤを挙げた人は小４の 28.80％から 5.83％に激減し

ている。ゴーヤの苦みに対する味覚の大きな変化が見て取れる。 

（（（（７７７７））））    設問設問設問設問７７７７    食事食事食事食事のののの用意用意用意用意やかたづけやかたづけやかたづけやかたづけ、、、、料理料理料理料理をつくるてつだいなどをつくるてつだいなどをつくるてつだいなどをつくるてつだいなど、、、、どれかどれかどれかどれか一一一一つでもしていますかつでもしていますかつでもしていますかつでもしていますか    

小４ではほとんどの児童が手伝いをしているが、中２では４人に１人はあまり手伝わない。 

� 小４では、食事の用意や片づけの手伝いをしている割合は、ほぼ毎日 47.66％、週４日以上

42.86％、週２～３日 5.42％、ほとんどしない 4.06％だった。 

� 中２では、それぞれ 30.34％、40.55％、20.25％、8.54％となっている。中学生では、部活

動に塾通いと忙しくなることから、手伝う割合が減少したものと思われる。 

（（（（８８８８））））    設問設問設問設問８８８８    外食外食外食外食をすることがありますかをすることがありますかをすることがありますかをすることがありますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

ほとんどは外食を頻繁にしているとは言えないが、週１回以上が４人に１人近くに達している。 

� 中２では、外食をする割合は、週２～３回程度 6.25％、週１回程度 16.92％、月２～３回程

度 40.40％、ほとんどしない 36.43％となっている。週１回程度の外食については、保護者等

の家事からの解放という側面もあると思われる。 

（（（（９９９９））））    設問設問設問設問９９９９    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のののの食品食品食品食品をををを食食食食べますかべますかべますかべますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

６割の生徒がコンビニエンスストア食品をほとんど利用していないが、週２～３日が３人に１人

に達している。 

� 中２では、コンビニエンスストアの食品を食べる割合は、ほぼ毎日 2.59％、週４～５日 2.90％、

週２～３日 33.08％、ほとんど食べない 61.43％となっている。週２～３日の割合が高いが、

塾通い等に伴うものと思われる。 

（（（（10101010））））設問設問設問設問 10101010    「「「「食育食育食育食育」」」」にににに興味興味興味興味がありますかがありますかがありますかがありますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

   興味ある生徒は「ややある」以上でも３人に１人のみ。「まったくない」も５人に１人近くである。 

� 中２では、ある 8.44％、ややある 28.83％、あまりない 44.94％、まったくない 17.79％だっ

た。食事そのものへの興味がここまで低いとは考えられないので、「食育」の語の浸透が低い

ことや、また中学生段階での食事への指導への反発等が考えられる。 

 

４４４４    小小小小４４４４・・・・中中中中２２２２共通設問共通設問共通設問共通設問におけるにおけるにおけるにおける設問間設問間設問間設問間のののの相関関係相関関係相関関係相関関係    

（（（（１１１１））））    朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べているべているべているべている頻度頻度頻度頻度とととと家族家族家族家族とととと共共共共にににに朝食朝食朝食朝食をとるをとるをとるをとる頻度頻度頻度頻度    

小４は相関関係見られるが、中２では半々であり、相関関係は見られない。 
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� 小４では、ほぼ毎日朝食を食べる児童でも、ほぼ毎日家族と共に朝食をとる割合は 73.59％

である。家族と朝食を食べる頻度が週３日以下の割合は 18.21％に上る。 

� 中２では、ほぼ毎日朝食を食べる生徒でも、ほぼ毎日家族と共に朝食をとる割合は 41.82％

である。家族と朝食を食べる頻度が週３日以下の割合は 49.96％に上る。ほぼ毎日朝食を食

べていても、必ずしも家族と食べている訳ではないことが見て取れるが、中学校の部活動の

朝練等との関係が推測される。 

朝食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 574 56 52 90 8 

週４～５日 6 4 3 3 1 

週２～３日 1 0 1 3  

朝

食 

ほとんどなし 2 0 1 5  

朝食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 243 69 74 193 2 

週４～５日 2 13 12 21 0 

週２～３日 0 0 5 12 0 

朝

食 

ほとんどなし 0 0 1 19 3 

 

（２） 朝夕朝夕朝夕朝夕ともにともにともにともに家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている割合割合割合割合    

小４は高い割合だが、中２では小４の半分程度になる。 

� 小４では、朝夕ともに家族と食べる児童は、およそ３人に２人（回答数の 66.67％）である。

しかし、朝食はほぼ毎日家族で食べるが、夕食は家族とあまり食べない児童が 15.57％いる。 

� 中２では、朝夕ともに家族と食べる児童は、およそ３人に１人（回答数の 31.39％）である。

しかし、朝食はほぼ毎日家族と食べるが、夕食は家族とあまり食べない児童が 37.37％いる。

週４日以上夕食を家族と食べる割合は８割に達することから、夕食を家族とあまり食べない

場合、朝食は家族で共にする工夫等がされていると推測される。 

朝食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 544 32 8 2 1 

週４～５日 47 11 1 2 0 

週２～３日 48 5 4 0 0 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 79 4 8 8 2 

朝食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 210 22 12 1 0 

週４～５日 53 18 11 0 0 

週２～３日 40 31 18 2 1 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 210 22 12 1 0 

 

（３） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割割割割合合合合（（（（夕食夕食夕食夕食をををを例例例例にしてにしてにしてにして））））    

小４・中２共に相関関係が見られるが、相関関係は中２の方が強い。 

� 小４では、家族と週４日以上夕食を共にしている児童の内、食事を楽しみにしている割合は

90.84％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにしている児童は 86.49％で
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あった。 

� 一方、小４で、家族と週４日以上夕食を共にしている児童の内、食事をあまり楽しみにしい

ない割合は 8.90％に過ぎない。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにして

いない児童は 13.5％であった。有意な差である。 

� 中２では、家族と週４日以上夕食を共にしている生徒の内、食事を楽しみにしている割合は

86.47％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにしている生徒は 71.67％で

あった。両者に差は見られるものの、有意とまでは言えない。 

� 一方、中２で、家族と週４日以上夕食を共にしている生徒の内、食事をあまり楽しみにして

いない割合は 12.98％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、食事を楽しみにしていない

生徒は 26.67％であった。大きな差であり、中学生の方が家族と食事の頻度が、食事を楽し

みにしている割合に影響を与えていることが見て取れる。 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

ほぼ毎日 376 283 47 15 2 

週４～５日 15 30 6 1 0 

週２～３日 8 12 1 1 0 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 6 6 1 2 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

ほぼ毎日 126 248 34 16 3 

週４～５日 17 82 14 7 0 

週２～３日 16 49 17 3 2 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 6 15 9 3 0 

 

（４） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしていをしていをしていをしているるるる頻度頻度頻度頻度とはしをとはしをとはしをとはしを正正正正しくしくしくしく持持持持っているっているっているっている割合割合割合割合    

小４では相関関係が見られるが、中２には見られない。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、はしを正しく持っている割合は

76.52％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、はしを正しく持っている割合は 56.77%. 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、はしを正しく持っていない

割合は 22.32％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、はしを正しく持っていない割合は

43.24％。両者には２倍近い差があり、家族との食事に際して、はしの持ち方の指導が行われ

ていることが見て取れる。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、はしを正しく持っている割合は

75.69％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、はしを正しく持っている割合は 75.00%. 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、はしを正しく持っていない

割合は 23.77％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、はしを正しく持っていない割合は

23.33％。両者には差がなく、むしろ会食頻度が低い生徒の方が少ない。家族との食事に際し

て、はしの持ち方の指導が行われていないことが見て取れる。 

 

 

夕食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

正しい 555 38 12 9 3 は
し 正しくない 159 14 10 6 0 
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夕食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

正しい 328 86 69 21 0 は
し 正しくない 98 32 16 12 2 

 

（５） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

小４・中２ともに、相関関係は見られない。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、嫌いな野菜がある割合は 73.42％。

家族との夕食は週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がある割合は 75.68%. 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、嫌いな野菜がない割合は

26.45％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がない割合は 24.32％。相関関

係は見られず、家族との食事の際に野菜を食べる指導等が行われていないことが見て取れる。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 66.00％。

家族との夕食は週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 62.50%. 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、嫌いな野菜がない割合は

37.00％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 37.50％。相関関

係は見られず、家族との食事の際に野菜を食べる指導等が行われていないことが見て取れる。 

夕食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 529 40 18 10 3 野
菜 嫌いなし 193 12 4 5 1 

夕食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 278 83 54 21 1 
野
菜 嫌いなし 149 37 33 12 1 

 

（（（（６６６６））））    家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４・中２ともに、高い相関関係が見られる。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、週４日以上食事の用意・片づけを

手伝っている割合は 90.97％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、週４日以上食事の用

意・片づけを手伝っている割合は 72.97%だった。有意な差と言えるが、予想よりは後者の

割合も高かった。 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、食事の用意・片づけを手伝

っているのが週３日以下の割合は 8.52％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事の用

意・片づけを手伝っているのが週３日以下の割合は 27.03％。明確に差が出た。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、週４日以上食事の用意・片づけを

手伝っている割合は 72.76％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、週４日以上食事の用

意・片づけを手伝っている割合は 55.00%。有意な差が出た。 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、食事の用意・片づけを手伝

っているのが週３日以下の割合は 25.41％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、食事の

用意・片づけを手伝っているのが週３日以下の割合は 42.50％。こちらも明確に差が出た。 
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食事の用意・片づけ 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 351 311 32 26 3 

週４～５日 26 17 4 4 1 

週２～３日 5 11 5 1 0 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 4 7 3 1 0 

食事の用意・片づけ 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 148 175 72 26 6 

週４～５日 21 54 34 7 4 

週２～３日 25 26 17 16 3 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 5 10 12 6 0 

 

（（（（７７７７））））    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

小４・中２ともに、相関関係は見られない。 

� 小４で、食事を楽しみにしている児童の内、嫌いな野菜がある割合は 72.22％。食事をあま

り楽しみにしていない児童の内、嫌いな野菜がある割合は 85.33%だった。 

� 一方、小４で、食事を楽しみにしている児童の内、嫌いな野菜がない割合は 27.64％。食事

をあまり楽しみにしていない児童の内、嫌いな野菜がない割合は 14.67％だった。 

� 中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 65.54％。食事をあま

り楽しみにしていない生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 63.46%だった。 

� 一方、中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 34.46％。食事

をあまり楽しみにしていない生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 36.54％だった。 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

嫌いあり 270 263 48 16 3 野
菜 嫌いなし 135 69 7 4 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

嫌いあり 102 265 47 19 4 
野
菜 嫌いなし 64 129 27 11 1 

 

（（（（８８８８））））    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４・中２ともに、高い相関関係が見られる。 

� 小４で、食事を楽しみにしている児童の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝う割合は

90.92％。食事をあまり楽しみにしていない児童の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝

う割合は 81.33%だった。 

� 一方、小４で、食事を楽しみにしている児童の内、食事の用意・片づけを手伝うのは週３日

以下の割合は 8.67％。食事をあまり楽しみにしていない児童の内、食事の用意・片づけを手

伝うのは週３日以下の割合は 17.33％だった。食事を楽しみにしていない程、手伝いにも消

極的であることが見て取れる。 

� 中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝う割合は

73.57％。食事をあまり楽しみにしていない生徒の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝
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う割合は 47.12%と大きな差が出た。 

� 一方、中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、食事の用意・片づけを手伝うのは週３日

以下の割合は 24.64％。食事をあまり楽しみにしていない生徒の内、食事の用意・片づけを

手伝うのは週３日以下の割合は 50.96％と有意な差が出た。食事を楽しみにしていない程、

手伝いにも消極的であることが見て取れる。 

 

 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

いつも 235 122 22 7 1 

たまに 148 166 22 10 2 

あまりなし 11 28 4 1 0 

食
事
の 

用
意
・片
づ
け ほとんどなし 11 14 6 2 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

いつも 80 99 11 7 2 

たまに 58 175 25 6 2 

あまりなし 19 86 24 6 0 

食
事
の 

用
意

・
片
づ
け 

ほとんどなし 8 25 13 10 0 

 

（（（（９９９９））））    嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４では相関関係は見られるが、中２では相関関係は見られない。 

� 小４で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている児童の内、嫌いな野菜がある割合は

72.79％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がある

割合は 79.22%だった。 

� 一方、小４で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている児童の内、嫌いな野菜がない

割合は 27.07％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の児童の内、嫌いな野

菜がない割合は 20.78％だった。 

� 中２で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は

90.97％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がある

割合は 72.97%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている生徒の内、嫌いな野菜がない

割合は 8.52％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜

がない割合は 27.03％と大きな差が見られる。 

食事の用意・片づけの手伝い 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 269 266 34 27 4 野
菜 嫌いなし 117 82 10 6 0 

食事の用意・片づけの手伝い 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 120 177 95 37 8 
野
菜 嫌いなし 79 89 40 19 5 
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５５５５    中中中中２２２２単独設問単独設問単独設問単独設問におけるにおけるにおけるにおける設問間設問間設問間設問間のののの相関関係相関関係相関関係相関関係    

（１） 外食外食外食外食のののの頻度頻度頻度頻度とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度    

若干の関連傾向はうかがえるが、はっきりとした相関関係があるとは言えない 

� 中２で、週１日以上外食している生徒の内、週４日以上夕食を家族と共に食べている割合は

78.29％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、週４日以上夕食を家族と共に食べている割合は

82.94%だった。 

� 一方、中２で、週１日以上外食している生徒の内、夕食を家族と食べているのが週３日以下

の割合は 21.05％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、夕食を家族と食べているは週３日以

下の割合は 16.87％だった。 

外食の頻度 
中２ 

週２～３日 週に１回 月２～３回 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 23 70 160 168 6 

週４～５日 5 21 52 38 4 

週２～３日 9 16 39 20 3 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 3 4 13 13 0 

 

（（（（２２２２））））    外食外食外食外食のののの頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

相関関係は見られない。 

� 中２で、週１日以上外食している生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 83.55％。外食

頻度は月３回以下の生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 83.73%だった。 

� 一方、中２で、週１日以上外食している生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は

16.45％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は

15.28％だった。 

外食の頻度 
中２ 

週２～３日 週に１回 月２～３回 ほとんどなし 空白 

とても 10 31 69 54 2 

まあまあ 23 63 157 142 9 

あまり 4 10 29 30 1 

食
事
楽
し
み ない 4 7 7 11 1 

 

（（（（３３３３））））    コンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスコンビニエンスストアストアストアストア食品食品食品食品のののの利用頻度利用頻度利用頻度利用頻度とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事しているしているしているしている割合割合割合割合    

相関関係が伺われるが、コンビニ食品高利用のサンプル数が少ないことに留意するべきである。 

� 中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、週４日以上家族と

食事している割合は 50.00％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生徒の内、

週４日以上家族と食事をしている割合は 83.71%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、家族と食事

をするのは週３日以内である割合は 47.22％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以

下の生徒の内、家族と食事をするのは週３日以内である割合は 16.13％だった。 

� なお、週２～３日コンビニエンスストア食品を利用している生徒の家族との食事頻度を比較

すると、週４日以上が 32.54％、週３日以下が 31.67％であり、大きな差はない。 
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コンビニエンスストア食品の利用頻度 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどない 空白 

ほぼ毎日 7 4 121 289 6 

週４～５日 1 6 57 52 4 

週２～３日 2 6 27 49 3 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 6 3 11 13 0 

 

（（（（４４４４））））    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食品食品食品食品のののの利用頻度利用頻度利用頻度利用頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

相関関係が伺われるが、コンビニ食品高利用者のサンプル数が少ないことに留意するべきである。 

� 中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、食事を楽しみにし

ている割合は 72.22％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生徒の内、食事を

楽しみにしている割合は 84.35%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、食事をあま

り楽しみにしていない割合は 27.78％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生

徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 14.84％だった。 

� なお、週２～３日コンビニエンスストア食品を利用している生徒の食事を楽しみにしている

割合を比較すると、とても・まあまあ楽しみにしている 33.09％、あまり・まったく楽しみ

にしていない 27.50％で、大きな差はない。 

コンビニエンスストア食品の利用頻度 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどない 空白 

とても 7 3 50 105 1 

まあまあ 5 11 131 237 10 

あまり 2 4 21 46 1 

食
事
楽
し
み ない 3 1 12 13 1 

 

（（（（５５５５））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べるべるべるべる頻度頻度頻度頻度    

相関関係は見られなかった。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、週４日以上朝食を食べている割合は 95.88％。食育に

興味があまりない生徒の内、週４日以上朝食を食べている割合は 93.40%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、朝食を食べているのは週３日以下である割合は

4.12％。食育に興味があまりない生徒の内、朝食を食べているのは週３日以下である割合は

6.65％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

ほぼ毎日 50 169 258 92 12 

週４～５日 3 11 22 10 2 

週２～３日 1 4 6 5 1 

朝
食 

ほとんどなし 1 4 7 9 2 

 

（（（（６６６６））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている割合割合割合割合    

若干の関連傾向はうかがえるが、はっきりとした相関関係があるとは言えない 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、週４日以上家族と食事をしている割合は 84.36％。食

育に興味があまりない生徒の内、週４日以上家族と食事をしている割合は 80.44%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、家族と食事をしているのは週３日以下である割
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合は 15.64％。食育に興味があまりない生徒の内、家族と食事をしているのが週３日以下で

ある割合は 19.07％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

ほぼ毎日 38 128 183 71 7 

週４～５日 5 34 55 20 6 

週２～３日 9 20 42 13 3 

夕
食

・
家
族 ほとんどなし 3 6 12 11 1 

 

（（（（７７７７））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

高い相関関係が見られる。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 92.18％。食育に興味

があまりない生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 78.97%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 7.82％。

食育に興味があまりない生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 20.05％だった。

食事が楽しみであることが食育の興味に大きく影響することが見て取れる。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

とても 35 51 58 19 3 

まあまあ 17 121 188 58 10 

あまり 2 14 34 22 2 

食
事
楽
し
み ない 1 2 11 15 1 

 

（（（（８８８８））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

相関関係は見られない。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 63.37％。食育に興味があま

りない生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 66.75%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 36.63％。食育に興味

があまりない生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 33.25％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

嫌いあり 28 126 193 80 10 野
菜 嫌いなし 27 62 100 36 7 

 

（（（（９９９９））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう割合割合割合割合    

高い相関関係が見られる。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、食事の用意・片づけを手伝っている割合は 85.19％。

食育に興味があまりない生徒の内、食事の用意・片づけを手伝っている割合は 62.59%だっ

た。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、あまり食事の用意・片づけを手伝っていない割

合は 14.81％。食育に興味があまりない生徒の内、食事の用意・片づけをあまり手伝ってい

ない割合は 37.16％だった。食事の用意・片づけの手伝いが、食育の興味に大きな影響を持

つことが見て取れる。 
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食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

いつも 31 58 78 31 1 

たまに 19 99 115 32 1 

あまりなし 4 28 72 29 2 

用
意

・
片
づ
け 

まったくなし 1 3 28 23 1 

 

（平成１９年１０月２９日 小金井市企画財政部企画政策課） 

 



食育アンケート集計結果（小学校４年生）

男 女 不明 合計 全生徒数

427 387 2 816 834

52.33% 47.43% 0.25% 97.84% 100.00%

回答数 ←ほとんど・とてもほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d 合計

1 朝ごはんは、毎日、食べていますか。 780 17 5 8 810

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べていま
すか。

587 61 57 101 806

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべていま
すか。

723 52 22 15 812

4 食事の時間は楽しみですか。 406 332 55 20 813

5 はしを正しく持っていますか。 617 189 806

6 きらいなやさいはありますか。 600 215 815

7
食事の用意やかたづけ、料理をつくるて
つだいなど、どれか一つでもしています

387 348 44 33 812

割合 ←ほとんど・とてもほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d

1 朝ごはんは、毎日、食べていますか。 96.30% 2.10% 0.62% 0.99%

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べていま
すか。

72.83% 7.57% 7.07% 12.53%

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべていま
すか。

89.04% 6.40% 2.71% 1.85%

4 食事の時間は楽しみですか。 49.94% 40.84% 6.77% 2.46%

5 はしを正しく持っていますか。 76.55% 23.45%

6 きらいなやさいはありますか。 73.62% 26.38%

7
食事の用意やかたづけ、料理をつくるて
つだいなど、どれか一つでもしています

47.66% 42.86% 5.42% 4.06%

性別

回答数

割合
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食育アンケート集計結果（中学校２年生）

男 女 不明 合計 全生徒数

349 312 8 669 699

52.17% 46.64% 1.20% 95.71% 100.00%

回答数 ←ほとんど・とてもほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d 合計

1 朝ごはんは、毎日、食べていますか。 581 48 17 23 669

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べていま
すか。

245 82 92 245 664

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべていま
すか。

427 120 87 33 667

4 食事の時間は楽しみですか。 166 394 74 30 664

5 はしを正しく持っていますか。 504 160 664

6 きらいなやさいはありますか。 437 232 669

7
食事の用意やかたづけ、料理をつくるて
つだいなど、どれか一つでもしています

199 266 135 56 656

8 外食をすることがありますか。 41 111 265 239 656

9
コンビニエンスストアの食品を食べます
か。

17 19 217 403 656

10 「食育」に興味はありますか。 55 188 293 116 652

割合 ←ほとんど・とてもほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d

1 朝ごはんは、毎日、食べていますか。 86.85% 7.17% 2.54% 3.44%

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べていま
すか。

36.90% 12.35% 13.86% 36.90%

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべていま
すか。

64.02% 17.99% 13.04% 4.95%

4 食事の時間は楽しみですか。 25.00% 59.34% 11.14% 4.52%

5 はしを正しく持っていますか。 75.90% 24.10%

6 きらいなやさいはありますか。 65.32% 34.68%

7
食事の用意やかたづけ、料理をつくるて
つだいなど、どれか一つでもしています

30.34% 40.55% 20.58% 8.54%

8 外食をすることがありますか。 6.25% 16.92% 40.40% 36.43%

9
コンビニエンスストアの食品を食べます
か。

2.59% 2.90% 33.08% 61.43%

10 「食育」に興味はありますか。 8.44% 28.83% 44.94% 17.79%

性別

回答数

割合
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事業名称 対象者 目的 内容
継続・新規

の別
所管課

1 栄養個別相談 全世代
個々の状態、疾病に合わせ、健康増進を
目的として食生活改善を支援する。

対象は市民とし、利用者は乳幼児～高齢者まで
様々である。毎月第３金曜日の午後が指定日であ
るが、指定日の都合が悪ければ、その都度管理栄
養士と日程を調整し、相談を行う。

継続 健康課

2
市民カルチャース
クール

全世代

市民の日々の暮らしを豊かで充実したも
のとし、趣味や関心が同じ人との交流の
きっかけとする。団体の活動を市民に紹
介し、地域活動の活発化を図る。

クッキング等の講座を設け、調理を通じて食につ
いて考える。

継続 生涯学習課

3 学びあい事業 全世代 生活習慣と健康づくり

生活習慣改善や健康づくりを目的として、特に栄
養や食育に関することの講義を希望する団体に、
日程があれば管理栄養士が出向き、講義や実習
を行う。

継続 生涯学習課

4
食育に関する図
書の展示

全世代
｢食｣に関する図書等の展示コーナーを設
置して、食育に関する情報や学習の機会
を提供する。

食育に関する図書の展示及び関連図書リストの作
成･配布を行う。

継続 図書館

4
4 5 世代間交流 全世代 地域の住民との交流 焼き芋に地域住民を招き交流を図る。 継続 保育課

6
江戸時代の旅と
食 弥次喜多と行
く日本

全年代
江戸時代の旅と食について推量し、今を
考える契機とする。

弥次・喜多とともに歩きながら、旅と食を考える。 新規
公民館東分館
（市民講座）

7
野菜中心の健康
的な食生活

全年代 野菜づくりをとおして健康を考える。 野菜づくりから収穫、料理を楽しむ。 新規 公民館貫井南分館
（男女共同参画講座）

8
手打ちパスタと手
打ちそば

全年代
いわゆる団塊の世代の男性を対象に、地
域の仲間づくりをめざす。

パスタとそばを取り上げ、料理の楽しさを味わう。 新規
公民館東分館
（成人学校）

9 国際交流事業 全年代 アジア諸国への理解を深める。
タイ料理についての講演、チベット料理について
講演と試食を行う。

継続
公民館本町分館
（国際交流事業）

10
江戸野菜をつくろ
う

全年代 収穫の喜びをとおして仲間をつくる。 地域の野菜をつくる。 継続
公民館貫井南分館

（成人大学）

11 菜園教室 全年代
食、農、自然、人の和についての認識を
深める。

野菜を共同栽培する。 継続
公民館東分館
（成人学校）

12 共働夢農園 全年代 集団作業を通じて農業の楽しさを知る。 野菜作り、ハーブ栽培、親子コース 継続
公民館緑分館
（成人学校）

平成１９年度　食育に係る事業一覧
（学校関係を除く）

（（（（５５５５））））食育食育食育食育にににに係係係係るるるる事業事業事業事業についてについてについてについて（（（（平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度））））



事業名称 対象者 目的 内容
継続・新規

の別
所管課

13 親子ふれあい教室
全世代（宿泊
者）

山荘宿泊者へのサービス事業として、親
子が共同作業を行うことで親子の絆を深
められるような体験イベントを実施する。

林業体験（シイタケ菌の植付け・収穫とほうとう作
り）、農業体験（さつまいもの植付け・収穫）、みた
らし団子作り等を行う。

継続
清里山荘

（指定管理者）

14 エンジェル教室 幼児・保護者

５か月の第１児と母親の交流を支援し、併
せて離乳食の進め方について正しい理
解を促し、不安を抱える若い母親を支援
する。

５か月児を対象とした２日間コースの母子交流、遊
びの教室。２日目の中で、健康課管理栄養士が、
１回食から２回食についての離乳食の進め方につ
いて講義と試食を行う。

継続
子育て支援課

（健康課）

15
離乳食教室～３
回食の進め方

幼児・保護者
離乳食について、時期に応じた適切な進
め方や情報を発信し、乳児の健全な発育
を支援する。

８～１１か月の乳児の保護者を対象に、２回食から
３回食にかけての形態、食べさせ方、調理方法等
についての講義、試食、質疑応答を行う。

新規 健康課

16 こどもクッキング 幼児・保護者

幼児期の食育として、まずは、食に興味を
持ち、食べ物に触れ、食事を楽しく出来
てなんでも食べられることを目指す。教室
を通して保護者に対しても栄養教育を
行っていく。

２歳～５歳とその保護者を対象に、各回対象月齢
を設定し、調理、試食を含む栄養教室を行う。試
食終了後、保護者が片付け中、食べ物に関する
紙芝居等を行う。

新規 健康課

17 むし歯予防教室 幼児・保護者
歯科検診受講希望者に対して、むし歯を
作らない食生活の大切さについて知って
もらう。

１歳～２歳６か月児を対象に、歯科検診の流れの
話をし、その後むし歯と食生活の関連について栄
養講義を行う。その後必要に応じて、栄養相談を
行う。

継続 健康課

4
5 18 乳幼児保健相談 幼児・保護者

身近な場所での相談を実施し、母子支
援、健康増進を目的とする。

乳幼児を対象に、児童館において計測を行い、希
望者に、保健市・管理栄養士が相談を行う。

継続 健康課

19 子育て相談会 幼児・保護者
乳幼児を持つ保護者に対して，食育の大
切さと、食に対する疑問に応える。

栄養士による離乳食や栄養バランス等の講座と相
談会を行う。

継続 児童青少年課

20 乳幼児食事会 幼児・保護者
乳幼児の保護者同士が食事等について
情報を交換し、食育に対して理解を深め
る。

乳幼児の保護者が食材の味付け、硬さなどを互い
に話し合って、昼食を作る。 継続 児童青少年課

21 離乳食講習会 幼児・保護者
離乳食についての理解を深め、児童の健
全な発育に資する。

栄養士による離乳食の講義を行う。 継続 保育課

22 食育計画の作成 幼児・保護者 食育の計画的な推進
各園の食育計画や年間行事計画を作成し、季節
に応じた食育事業の実施をする。

継続 保育課

23 ふれあい農業 幼児・保護者 農業体験を通じて食の大切さを教える。 自分たちで収穫したいもを調理して食べる。 継続 保育課

24 給食だよりの発行 幼児・保護者 家庭への食育に関する情報提供 給食だよりを保育園に掲示する。 継続 保育課

25 クッキング保育の実施 幼児・保護者
児童が作ることを通じて食に関する知識
やその大切さを教える。

児童がクッキングの体験をする。 継続 保育課

26 アレルギー相談 幼児・保護者
アレルギーの子どもを持つ親の不安を和
らげ、給食に反映させる。

アレルギーの子どもを持つ親に対して、個別に相
談し、給食に反映させる。

継続 保育課



事業名称 対象者 目的 内容
継続・新規

の別
所管課

27
栄養士による出前
講座

幼児・保護者 食育に関する理解を広げるため。 栄養士が児童館へ出向き食育相談を行う。 継続 保育課

28
親子クッキング教
室（栄養講習会）

児童・生徒
栄養知識を学び、実践につながるような
取り入れ方、調理方法を学ぶ場を提供す
る。

市民の小学生とその保護者親子を対象に夏休み
に実施。。各回生活習慣病予防につながるような
テーマを設定し、栄養講義、調理実習、試食を行
う。

継続 健康課

29 料理教室 児童・生徒
児童に対して、作ることを通して食に対す
る知識や作る楽しさを教える。

野外料理やおやつ、月見だんごなど季節にちな
んだ料理を作っている。

継続 児童青少年課

30 学童保育の間食 児童

「食」に関する知識や大切さを教え、身体
の成長を考慮して、子どもたちにとって楽
しみな時間とともに、捕食となるよう、、バラ
ンスよくメニュー等を考え、提供する。

「おやつ」は夕食のつなぎとなる間食であることか
ら、仲間と一緒に食べる「団欒」のひと時であり、一
日の生活の区切りとして毎日行う。

継続 児童青少年課

31
学童保育におけ
る取り組み

児童
作ることの楽しさ、食べることの楽しさを仲
間と一緒にわかちあう。

おやつづくり・昼食づくり・野菜の栽培・行事（お楽
しみ会・誕生会・お別れ会）。

継続 児童青少年課

32 両親学級 青年・高齢者

妊娠期への食育は、出産後の子どもへの
食育につながっていく。妊娠を期として、
妊婦自身だけでなく、妊婦を通して家族
全員の望ましい食習慣の形成を目的とす

妊婦・そのパートナーを対象とする。医師講義、栄
養講義、助産師講義、歯科講義、沐浴実習等の
カリキュラムになっている。平日コースと土曜コース
がある。

継続 健康課

4
6

33
マタニティクッキン
グ

青年・高齢者

妊娠期への食育は、出産後の子どもへの
食育につながっていく。妊娠を期として、
妊婦自身だけでなく、妊婦を通して家族
全員の望ましい食習慣の形成を目的とす

概ね３０週までの妊婦と、その家族又はパートナー
を対象とし、妊娠期における栄養の摂り方や朝食
の大切さ等の３０分程度の栄養講義、調理実習、
試食を行う。

新規 健康課

34 栄養講習会
青年・高齢者

栄養知識を学び、実践につながるような
取り入れ方、調理方法を学ぶ場を提供す
る。

対象は市民。各回生活習慣病予防につながるよう
なテーマを設定し、栄養講義、調理実習、試食を
年５回行う（年１回、小学生とその保護者を対象に
実施）。

継続 健康課

35 健診後事後相談 青年・高齢者 食生活改善による生活習慣病予防
健康診断を受けた人を対象に、希望者に医師・保
険師・管理栄養士が相談を行う。

継続 健康課

36 一日生活教室 青年・高齢者
安全で安心できる食生活の実現に向け、
新鮮で安全な地元野菜を市民に周知し、
消費者の教育啓発推進を図る。

地元野菜を使った料理教室を年２回行う。 継続 経済課

37 食の自立支援 青年・高齢者

高齢者の健康と自立生活のために、食の
自立の観点から、十分な調査・評価を
行ったうえで、計画的・有機的に配食サー
ビスや食に関するサービスを提供する

週３回を基本として夕食を配達する。会食会、栄
養指導、食関連サービスも行う。

継続 介護福祉課

38 ひと声訪問 青年・高齢者

週３回、１回につき１本の割合で、牛乳等
を配達することで高齢者の健康増進と定
期的な安否の確認を図り、以って地域福
祉の一環とする。

市に緊急連絡先を登録して、牛乳、ヨーグルト、
コーヒー牛乳のうち１点を１世帯につき週３回、市
内の牛乳店から配達し、見守りを行う。

継続 介護福祉課



事業名称 対象者 目的 内容
継続・新規

の別
所管課

39
高齢者（いきいき）
活動推進事業（会
食を伴う懇談会）

青年・高齢者
会食と懇談会を行うことにより、引きこもり
等の予防や、交流の場を提供する。

65歳以上のひとりぐらしの方などを対象に、市内
公共施設等で会食と懇談会を行う。

継続 介護福祉課

40 男の料理教室 青年・高齢者

日常生活で家事、とりわけ料理する機会
の少ない男性の高齢者の方に楽しく栄養
バランスを考えた料理に親しんでもらうこと
で、手先を使う介護予防となることと共に
ご家族の介護負担の軽減につなげるこ
と。

栄養士の講師を招き、複数の男性高齢者で栄養
バランスを考えながら料理する。

継続 介護福祉課

41 農業体験事業
全世代（障害
者福祉セン
ター利用者）

農産物の生産及び収穫作業を実施するこ
とで、自らが育てた農産物を収穫する楽し
さを教える。

農産物の生産及び収穫作業を実施する。 継続
障害者福祉セン

ター

4
7

42
精神障害者
デイケア事業

青年・高齢者
（障害者）

グループワークにより、在宅の精神障害者
の対人関係や自己表現の向上を図るた
め、当該事業を実施し、もって社会生活
への適応能力の向上等に寄与する。

グループ活動の中で調理実習やクリマス会等を実
施し、調理することの楽しさや孤食ではなく多人数
で摂る食事の楽しさを教える。また、食を通じて日
常的に関わっている限定された人以外との人間関
係を構築する。

継続 障害福祉課

43
精神障害者配食
サービス事業

青年・高齢者
（障害者）

在宅の精神障害者に配食サービス事業
を提供することにより、自立と食生活の質
の確保を図り、併せて安否の確認を行う。

精神障害者福祉保健手帳所有及び精神障害基
礎年金・特別障害給付金受給者に週５日の中で
必要と認められた曜日及び時間帯に夕食を配食
する。

継続 障害福祉課

44 農業体験事業
全世代（障害
者福祉セン
ター利用者）

農産物の生産及び収穫作業を実施するこ
とで、自らが育てた農産物を収穫する楽し
さを教える。

農産物の生産及び収穫作業を実施する。 継続
障害者福祉セン

ター

45
地域活動支援セ
ンター利用者交
流事業

全世代（地域
活動支援
センター利用

地域活動支援センター利用者で、昼食会
及び夕食会を月に各1回実施することによ
り、多人数で食事をする楽しさを教える。

昼食会及び夕食会を月に各1回実施する。 継続
精神障害者地域活

動支援センター

46 栄養士会の実施 栄養士 各保育園での情報交換
栄養士の自主学習会や情報交換等を行い、食育
の推進に努める。

継続 保育課

47 保育士研修の実施 保育士
保育士に対する講習を行うことで食育に
関する理解を深める

外部から講師を招き食育に関する講習を行う。 継続 保育課



名称 対象者 目的 内容
１９年度
予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

1 料理講習会 全世代
新鮮で安全な地元農産物の利用
促進

庭先販売所で売られる地元野菜を使った料理講
習会を行い、地産地消を推進する。

外郭団体事業
60千円

継続
農業経営者クラブ
（農業委員会）

2 特産化 全世代
市内農産物から特産品を産出し、
農家の生産意欲の向上と市民の
地元農産物への関心を高める

都内では小金井市でしか生産されていない野菜
「ルバーブ」に着目し、特産化すべく試作品等開発
する。

外郭団体事業
100千円

継続
農業経営者クラブ
（農業委員会）

3 農家見学会 全世代

市内農地を見学し、農家や地元
農産物を身近に感じることで農地
の大切さと地産地消への関心を
高める

圃場の見学、農家のお話や説明、収穫体験等を
行う。

外郭団体事業
80千円

継続
農業経営者クラブ
（農業委員会）

4 農業祭 全世代
農家の意欲及び品質を向上し、
地元農産物の素晴らしさを市民に
広める

品評会や農業のアピールを行う。
外郭団体事業
500千円

継続
農業振興連合会
（経済課）

4
8 5 庭先販売奨励 全世代

新鮮で安全な地元農産物の販売
促進

安全で新鮮な地元野菜の庭先販売を行う農家を
奨励し、販売促進のため備品を配布する。

外郭団体事業
211千円

継続
農業振興連合会
（経済課）

6 親子農業体験 幼児・保護者
親子で土に親しみ、収穫の喜び
を感じる中で、食物に対する関心
を育む

親子でジャガイモの植付けと収穫を体験いただき、
地産地消の心を育む。

外郭団体事業
70千円

継続
農業経営者クラブ
（農業委員会）

7 学童収穫体験 児童・生徒
子供達に土に親しみながら、収穫
の喜びと食物の有難さを体験させ
る

市内全小学校２学年を対象としたジャガイモ（サツ
マイモ）収穫体験を行う。

外郭団体事業
520千円

継続
農業振興連合会
（経済課）

8 男性の料理教室 青年・高齢者
地域での仲間づくり、自立した生
活の確保

約１０回に渡って、料理の基礎から学び、様々な料
理を調理する。

320 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

9
ひとりぐらし高齢
者交流会（会食
会）

青年・高齢者 高齢者同士の交流を深める
市内６か所で地域の高齢者を招き、会食・観劇等
を行う。

646 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

10
作業所で働く仲
間の会食会

青年（障害者） 日頃の作業を労い、交流を深める
市内にある知的・精神の作業所の方を招いて、観
劇等をしながら食事をする。食事の調理は男性の
料理教室の卒業生が集う翁味会が行う。

230 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度　　　　市内団体等市内団体等市内団体等市内団体等におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育にににに係係係係るるるる事業一覧事業一覧事業一覧事業一覧



名称 対象者 目的 内容
１９年度
予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

11
精神障害者グ
ループホーム

グループホーム
入所者

精神障害者グループホーム入所
者で、月1回夕食会を実施するこ
とにより、多人数で食事をする楽
しさを教える。

入所者による月1回の夕食会を実施する。
入所者の
実費負担

継続
精神障害者グループ
ホーム（障害福祉課）

12 福祉共同作業所
共同作業所利用
者(知的障害者)

精神障害者グループホーム入所
者で、月2回夕食会を実施するこ
とにより、多人数で食事をする楽
しさを教える。

入所者による月2回の夕食会を実施する。
入所者の
実費負担

継続
福祉共同作業所
（障害福祉課）

13
日ようクラブ
(補助金支給団
体)

障害児学級・養護
学校在籍中の児
童・生徒

当該団体加入者及び地域のボラ
ンティアや市民との交流を図る。

　毎月第3日曜日に活動しており、9月、10月にｻﾝ
ﾄﾞｳｨｯﾁ等を作り近隣の公園で昼食を摂り、その後
芋掘りをする。

参加者の
実費負担

継続
日ようクラブ
（障害福祉課）

14
太陽のひろば
(補助金支給団
体)

心身障害者(児)
当該団体加入者及び地域のボラ
ンティアや市民との交流を図る。

年1回の活動で、バスで都外へ出掛け、昼食に
バーベーキューを行う。

参加者の
実費負担

継続
太陽のひろば
（障害福祉課）

15
記念講演会の周
知

民生委員
民生委員・児童委員の食育への
理解を図る。

全国民生委員児童委員大会で行われる記念講演
「人と心と体を育む『食育』～大切なものを失った日
本人」（講師：服部幸應）を周知する。

新規
民生委員・児童委員
（地域福祉課）

名称 対象者 目的 内容 継続・新規

1 よもぎ団子作り ５歳 摘んできたよもぎを混ぜる。 継続

2 ポトフ作り ５歳 庭で育てた野菜も使い使い作る。 継続

3 カレー作り ５歳 庭で育てた野菜も使い使い作る。 継続

4 お泊り保育 ５歳 庭で育てた野菜も使い使い作る。 継続

5 お月見団子作り ３歳～５歳 庭で育てた野菜も使い使い作る。 継続

6 芋汁作り ３歳～５歳 自分達で掘った芋を使い作る。 継続

7 焼き芋 ３歳～５歳 自分達で掘った芋を使い作る。 継続

8 クラス別クッキング ３歳～５歳 部屋別に相談し楽しくクッキング活動する。 継続

9 地域支援試食会 幼児・保護者

・保育園の給食を実際にたべるこ
とで食材を生かした調理方法を参
考にしてもらい、みんなで一緒に
食べる事で楽しく食事体験しても
らう。

・3～5歳の分量し、小さい子が多いので1.2歳の見
本を出す。10：45ごろから栄養士がメニューの説明
をする。おたよりを発行し具体的献立内容を知らせ
る。25食限定とする。

継続

4
9

わかたけ保育園

くりのみ保育園

くりのみ保育園

くりのみ保育園

（（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成１９１９１９１９年度市立保育園年度市立保育園年度市立保育園年度市立保育園によるによるによるによる取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況

くりのみ保育園

くりのみ保育園

施設名

くりのみ保育園

くりのみ保育園

・季節を感じたり、自分達で収穫し
た野菜を使ったりする事で食への
関心をたかめる。
・食材を切ったり煮たり、自分達で
作ることにより、苦手な物も食べれ
るようになるなど食材への関心も
高める。

くりのみ保育園



事業名 事業内容 予定年度 分野 備考
1 食育シンポジウム シンポジウムを中心に集中的な啓発活動を行う。 20 食育の土台づくり 学芸大学と共催予定

市報・市ＨＰでの特集記事等の啓発活動を行う。 20～ 食育の土台づくり
学校・幼稚園・保育園で啓発活動を行う。 20～ 食育の土台づくり 国立・私立とも連携
児童館・学童保育所で啓発活動を行う。 20～ 食育の土台づくり

3 小金井版ファイブ・ア・デー 「野菜の日」を市内のスーパー等の協力を得て実施する。 21～ 食育の土台づくり 青果小売店・農協等と連携
4 農業祭等での啓発活動 農業祭等でブースを作り、啓発活動を行う。 21～ 食育の土台づくり 農業委員会、農協等と連携
5 食育市民アンケート調査 市民の食育に関する現状を調査する 20～ 食育の土台づくり 22年度にも実施予定

市民ボランティアの編集委員会によりホームページを作成する。 20～ 食育の土台づくり 市ＨＰに特設コーナーを作成
高齢者向け・メタボリック対策等のコーナーを作成 21～ 食育の土台づくり 編集委員会に協力する。
地域の食育情報を発信する。 21～ 食育の土台づくり 特定食品の購入先等も含む

7 地場野菜等の情報提供 食育ホームページで地場野菜等の情報を提供する。 20～ 食育の土台づくり 編集委員会に協力する。
8 離乳食・幼児食メール教室 食育指導をメールマガジン等で行う。 21～ 子どもへの食育の充実 既存事業の隙間対策（3-5月児等）
9 アレルギー食相談 乳幼児等に対するアレルギー食の相談を実施する。 21～ 子どもへの食育の充実 20年度に情報収集
10 地域向け食育教室 園児保護者に対する教室に地域からの参加を拡げる。 22～ 子どもへの食育の充実 離乳食教室、幼児食教室、アレルギー相談

11 私立保育園等での交流給食や地域向け食育教室の実施を促進する。 21～ 子どもへの食育の充実

12 私立・国立幼稚園での交流給食や地域向け食育教室の実施を促進する。 21～ 子どもへの食育の充実

13 給食を通じた食育 箸の持ち方の指導と食育の日の取組みを強化する。 20～ 子どもへの食育の充実

地域の生産者等と園児が交流できる給食を実施する。 21～ 子どもへの食育の充実 野菜や魚の実物を見られるようにする。
地域の生産者等と交流できる給食を年２回実施する。 22～ 子どもへの食育の充実 給食だより、放送等から進めていく。

15 弁当の日 年２回、家で弁当をつくり、学校に持参する日をつくる。 22～ 子どもへの食育の充実 ＰＴＡの協力を得て。運動会等を含まず。
16 保護者等に対する食育支援 実態調査の上、朝食の欠食と孤食への指導を徹底する。 20～ 子どもへの食育の充実

17 地域向け食育教室 保護者・地域向けの食育教室を実施する。 21～ 子どもへの食育の充実 エコクッキング教室も検討
18 児童館での乳幼児食事会 箸の持ち方の指導を徹底する。 20～ 子どもへの食育の充実

19 児童館での料理教室 地場野菜の利用や生産者との交流を検討する。 20～ 子どもへの食育の充実

20 学童保育所での間食指導 配膳・箸・片づけの指導と食育の日の取組みを徹底する。 20～ 子どもへの食育の充実

21 地場野菜等の情報提供 品種・収穫時期等の情報を順次提供する。 20～ Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協等に協力依頼
22 農業祭等での啓発活動 ブースを作り、啓発活動を行う。 21～ Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協等に協力依頼
23 交流給食の推進 学校・保育園が行う交流給食に生産者として協力する。 22～ Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協、商工会等に協力依頼

24 食育ミニパンフレットの配付 飲食店等で配布できる、ミニパンフレットを作成・配布する。 22～ Koganei-Styleの地域展開 経済課が連携。商工会等に協力依頼
25 地場野菜販売の連携 事業者との連携し、地場野菜の販売を推進する。 21～ Koganei-Styleの地域展開 スーパー、青果小売店に地場野菜コーナー設置

26 コンビニエンスストア等と連携 食育推進キャンペーンを実施する。 22～ Koganei-Styleの地域展開 ミニパンフレット配布、バランスメニューキャンペーン等

27 栄養表示の推進 東京都が進める「栄養成分表示の店」を推進する。 継続 Koganei-Styleの地域展開 多摩府中保健所と連携
28 親子エコクッキング教室等の連携 事業者の協力を得て親子エコクッキング教室等を推進する。 21～ Koganei-Styleの地域展開 東京ガス等の企業との連携を推進する。
29 食育関連団体活動調査 市内活動団体への食育に関する活動状況を調査する。 20～ Koganei-Styleの地域展開 市内ＮＰＯ、自治会、子ども会等
30 市内で食育等の活動を行う団体を登録し、情報提供する。 20～ Koganei-Styleの地域展開 趣味等のサークルも含むものとする。
31 食育ホームページでの情報発信を支援する。 21～ Koganei-Styleの地域展開 編集委員会と連携
32 食育懇親会 地域の食育関連情報の交流を図るため懇談会を行う。 21～ Koganei-Styleの地域展開 21年度以降の食育推進月間に開催する。

33 食育モニター事業 食生活改善に意欲ある市民等に食事指導を行い、経過等を公開する。 21～ Koganei-Styleの地域展開 地域活動栄養士会と連携
34 大学との連携 研究推進、若年層対策等のため大学との連携を推進する。 20～ Koganei-Styleの地域展開 食育市民アンケート調査、食育モニター等

35 企業等との連携 市内に独身寮を持つ企業等に啓発活動の協力を依頼する。 20～ Koganei-Styleの地域展開 ポスター掲示等
36 食育推進会議 食育推進計画の推進のために、必要な推進策を検討する。 継続 計画の推進に向けて 21年度から健康課に移管
37 食育推進検討委員会 食育推進事業の円滑な実施を図る。 継続 計画の推進に向けて 20年度から健康課に移管

5
0

小金井市食育推進計画（案）に係る新規・変更事業一覧

食育月間・食育の日の啓発

地域連携の推進
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平成２０年５月２２日   

食育推進会議（第５回） 

食育シンポジウム企画書（案） 

 

テーマ 小金井らしい食育をめざして～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   １３：００～１４：２０ 

第二部 シンポジウム １４：３０～１６：００ 

会場 東京学芸大学Ｗ１１０教室 

参加見込人数 

１２０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３０名 

司会進行 小金井市企画政策課長補佐（政策担当） 水落 俊也 

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～Koganei-Styleの地域展開～ 

① 食育・食生活における小金井らしさとは？ 

② 小金井における食育推進のポイントとは？ 

③ 「Koganei-Style」への想い・期待とは？ 

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） 

   池田 多鶴子さん（食育指導士。野菜のソムリエ。食育推進会議委員） 

加藤 雄介さん （株式会社ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ国立地区ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ） 

   伊藤 茂男   （小金井市企画財政部企画政策課長） 

質疑応答 

   ２０分程度 

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 

後援 東京都多摩府中保健所、（株）東京ガス ※東京学芸大学、小金井市教育委員会 

備考 � 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 



 



平成２０年度小金井市食育推進会議                    平成２０年５月２２日 

企画財政部企画政策課 

小金井市小金井市小金井市小金井市食育推進食育推進食育推進食育推進シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム進行進行進行進行（（（（案案案案））））    

13：00～16：00 東京学芸大学Ｗ１１０教室～ 

時間 項目 内容 備考 

１０：００ 積み込み ○横断幕、資料等の庁用車への積み込み 都の啓発パンフ等 

１１：００ 搬送 ○庁用車で会場（東京学芸大学）まで搬送 臨時入構証 

１１：３０ 会場準備 ○解錠、横断幕設置、音響装置確認、資料配布 資料は座席に置く 

１２：００ 進行打ち合わせ ○進行担当と講師等と進行に関する打ち合わせ 時間・内容を確認 

  ○案内担当を正門前・合同講義棟前に配置 守衛所・プラカード 

１２：３０ 開場 ○来場者入場開始  

１３：００ 開会  

 

 

 

 市長あいさつ ○本シンポジウムの趣旨等 ５分程度 

 事務連絡 ○タイムテーブル説明・資料確認  

１３：１０ 講演  

 

 

 

○講師自己紹介 

○食生活が、ひとを創っていく 

○食への“こだわり”をまちのスタイルに 

講師誘導 

 

 

 

食べ物の配布準備 

１４：１０ 質疑応答  １０分程度 

１４：２０ 休憩 （この間にシンポジウム用に机・イス・マイク配置） 

 

 

１０分程度 

１４：３０ シンポジウム  

 

 

 

○コーディネータ自己紹介 

○シンポジウムの趣旨説明 

 

 

 

 

３分程度 

   

 

○村松先生 ＴＶ活動・講演活動・教育委員 

○市民委員 地域での教室、カルタ、市民として 

○ゲスト  企業概要、食育への全社的取組み等 

○市長   先進的な食育推進会議、食育推進計画 

 

 

３分×４名程度 

地域での具体的な

食育の取組みは後

段で 

 

 

 

 

進行担当「お時間となりましたので、これから小金井市食育推進シンポジウムを開始します。」 

進行担当「第一部・基調講演として、『食育はひとづくり・まちづくり～Koganei-Styleの可能性

～』」と題して、村松真貴子先生にご講演いただきます。」 

進行担当「第二部として、『小金井らしい食育をめざして』」と題してシンポジウムを行います。

それでは、コーディネータの大竹美登利先生、よろしくお願いします。」 

進行担当「１０分間の休憩となります。１３：３０までにご自席にお戻りください。」 

大竹先生「シンポジストのみなさん、自己紹介と食育への取組み等についてお話しください。」 



時間 項目 内容 備考 

   

 

○大竹先生 学芸大生の生活、教育現場等から 

○村松先生 講演活動、国分寺市から見て等 

○市民委員 専門家、地域教室、市民として等 

○ゲスト  弁当等の販売状況等から 

○市長   学校、健康の状況、市の体制等から 

 

 

３分×５名程度 

・問題点だけでな

く、よい点も 

・ご自身の活動を絡

めて 

 

 

 

 

  

 

 

○村松先生 自ら選ぶ大切さ、ひとづくり等 

○市民委員 小金井らしさ、市民の関わり等 

○ゲスト  企業連携、地域展開、Koganei-Style等  

○市長   小 金 井 ら し さ 、 潜 在 力 、 市 の 体 制 等 

○大竹先生 専門家連携、情報と啓発、戦略性等 

 

 

 

３分×５名程度 

・掲載ページを具体

的に挙げる 

 

 

   

 

○村松先生 ひとづくり、まちづくり、Koganei-Style  

○市民委員 市民ひとりひとりの関わりが大切 

○ゲスト  安全安心を届けたい、できる範囲で協力を 

○市長   市も全力で推進。力を合わせて 

○大竹先生 市民の参加で、大学も協力して 

 

 

３分×５名程度 

１５：３０ 質疑応答 

 

 

 

 

 

 

○市民委員等にもご発言いただく。 

 

 

 

２０分以内 

１５：５０  

 

 

  

１５：５２ 事務連絡 

 

 

 

 

 

○食育ホームページ編集委員、関係団体登録制度等

をアピールする。 

 

 

 

・都の情報等も提供

願う。 

１６：００ 閉会  

 

 

○アンケート協力を呼びかけ、忘れものがないよう

案内する。 

 

 お見送り ○アンケート回収、お見送り、声掛け 

○横断幕取外し、余り資料回収等の撤収準備 

 

１６：３０ 閉場 ○忘れ物確認等  

１６：４５ 撤収 ○東京学芸大学を出発 臨時入構証を返却 

１７：００ 搬送 ○本庁舎まで余り資材等を搬送。ごみを廃棄  

大竹先生「次に、広く食について、小金井らしさ・小金井の特徴についてお話しください。」 

大竹先生「この度、小金井市では食育推進計画を策定しましたが、地域における食育の推進にお

いて、ポイントとなると思われる点についてお話しください。」 

大竹先生「最後に、“Koganei-Style”への想いや期待についてお話しください。」 

大竹先生「ここで、概ね２０分以内で会場からの質疑応答・ご意見を受けたいと思います。」 

大竹先生「以上で、シンポジウムを終了させていただきます。ご参加ありがとうございました。」 

進行担当「お時間となりましたので、以上で小金井市食育推進シンポジウムを終了します。」 

進行担当「お時間となりましたので、以上で小金井市食育推進シンポジウムを終了します。」 



 



平成２０年５月２２日 

食育推進会議（第５回） 

食と生活習慣病 

～『日本医師会雑誌』平成２０年３月 第１３６巻・第１２号 

～ 

（概要） 

 平成２０年４月より新たな健診・保健指導が４０～７４歳の本人と家族に実施されるのに伴う特集

記事。 

○座談会：食と生活習慣病－「飽食の時代」に蔓延・急増する生活習慣病の予防と対策を考える 

・「成人病」から「生活習慣病」。「食習慣や運動習慣、九洋、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症や進

行に関与する症候群」。具体的には癌の多くと脳血管疾患、循環器疾患、糖尿病等。 

・食習慣の変化と病気や癌の変化。減る感染症・胃癌等、増える消化器系疾患・脂肪肝・大腸癌・子宮癌等。 

・消化器疾患の予防と対策。規則正しい食事と食物繊維の摂取 

・癌の予防と対策。タバコ対策、肝炎ウィルス、飲酒対策、塩分、運動、肥満防止。 

・肥満・糖尿病・メタボリックシンドロームの予防と対策。メタボリックシンドローム予防と特定健診。  

○生活習慣病の予防と改善のための食習慣とは 

・朝早めに朝食をとり、夜食は控え、量と質は体質に合わせて考慮。食物繊維の摂取。 

○食欲の制御と生活習慣病 

・身体は常に飢餓に備えている。ダイエットとリバウンドによる悪影響を少なくする緩除なダイエットを。  

○長寿食は存在するか－世界の長寿国の食習慣に学ぶ 

・Ｋや食物繊維と血管の健康維持。大豆イソフラボンと心筋梗塞。ＤＨＡとタウリン…魚は長寿の素。 

○小児を生活習慣病から守る食習慣－食育の立場から 

・家庭での食育。学校での食育と学校医の役割。不健全な食生活の小児や肥満児オーダーメイド食育。 

○食習慣とがん－どこまで分かっているか 

・野菜と果物の予防効果。飲酒・塩と塩蔵食品・保存肉・赤身肉・肥満・運動と発癌。 

○食習慣と虚血性心疾患 

・魚介類を多く食し、獣肉類・乳類からの脂肪摂取量が少なかったため、わが国では虚血性心疾患が少ない。  

○食習慣と脳血管疾患 

・高血圧→脂質異常症→糖尿病と脳血管疾患。メタボリックシンドローム患者は心筋梗塞 2.01倍。脳卒中 2.6倍。  

○食習慣と糖尿病 

・炭水化物、食物繊維、脂質。規則正しい食生活、早食い・どか食い・夜食を避けること、栄養バランスが重要。  

○食習慣と消化管疾患 

・逆流性食道炎、炎症性腸疾患（クローン病）、大腸憩室疾患、胃癌、大腸癌。脱欧米的食習慣の動き。 

○食習慣と肝胆膵疾患 

・脂肪肝、肝炎、肝繊維症、肝硬変、胆石、慢性膵炎。過栄養に伴う肝障害等の増加が見込まれる。 

○食習慣と骨粗鬆症 

・小児期の低栄養、若年者の神経性食不振、高齢者の低栄養。ビタミンＤ等の摂取。過剰摂取による栄養障害。  

○飲酒習慣と発癌 

・飲酒と乳癌、結腸直腸癌、食道癌、頭頚部癌、肝臓癌。日本酒１合相当以上でリスク上昇。禁酒効果。 


