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第６回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２０年１１月１３日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

場  所  小金井市前原暫定集会施設Ａ会議室 

 出席委員  １０人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  職務代理者 村 松 真貴子 委員 

  委 員   大 谷 丕古磨 委員  酒 井 文 子 委員 

        井 上 誠 一 委員  鈴 木 貫太郎 委員 

        萩 原 哲 男 委員  三 笠 俊 彦 委員 

        小 宮 三紀子 委員  日 暮 地 香 委員 

 欠席委員   池 田 多鶴子 委員  廣 野 恵 三 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 

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

傍 聴 者  １人 

 

（午後１時３０分 開会） 

 

○大竹会長 第６回になりますが、食育推進会議をはじめさせていただきます。早速議題のほうに入り

たいと思います。  

○事務局 よろしければ変更点をご説明します。8月20日にさしあげたご案内では、食育推進シンポジ

ウムの報告、食育ホームページ、食育関連団体登録制度、食育推進計画の進捗状況について４つの議題

でしたが、今日の次第では、内容が異なっている点がございますので、その点ご説明させていただきた

いと思います。お久しぶりでお集まりいただいたということと委員の方々各種活動をされていらっしゃ

ると思いますので、まず近況についてお話いただくことを前段にさせていただいた上で、事務局のほう

から食育推進会議設置条例について、市民参加との観点で改正を検討している点について、ご説明させ
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ていただきます。その上で食育推進シンポジウムの報告と大竹会長のほうにご協力いただいていて進め

ております食育市民アンケート調査、現在の食育推進計画の進捗状況等についてという段取りで進めさ

せていただければと思います。 

○大竹会長 最初の次第とはちょっと違うということですが。まず、近況についてということになって

います。これは委員の皆様が食育関連でいろいろなことを推進していただいているようですので、市と

してやっているというわけじゃないけれども、こういうことをやっていて、この食育推進会議のほうに、

こういうことで協力していただきたいとか、あるいはこういうことを盛り込んではどうかという提言も

あるかと思うので、その辺も含めまして、それぞれからご報告いただければと思います。どういうふう

にしましょうか。今ここに配られているのが幾つかありますね。農商工連携マップという、こちらから

お願いします。 

○井上委員 はい。まず、皆さんのお手元に配られました農商工の連携マップですが、こちらは東京農

工大学のほうで、１１月２９日に、農業と商業と工業が連携して、市内でいろいろ盛り上げていこうと

いう会議がありまして、その案内状という形で農工大のほうからいただきました。私が食育推進会議委

員をやっているということで、食育推進会議委員の方にも、もしお時間合えば出ていただきたいという

ことでお配りしました。細かい内容というのは、私のほうも、まだはっきりわからないんですけれども。 

○大竹会長 そうなんですか。農工大の主催なんですね。 

○井上委員 はい。そうです。 

○大竹会長 なるほど。それぞれのところで、こういうことが幾つか行われているんですね。 

○井上委員 はい。あとは、法政大学さんとの絡みで、市内のラーメン屋で、ラーメンの中に地場産の

野菜を使ったものを取り入れていきたいとかのアイデアの話もあります。 

○事務局 はい。よろしいですか。市制施行５０周年記念事業の１つとして公民館が取り組んでいます

プレゼンテーション「私たちの提言～食を通した街の活性化」という事業がありまして、その中で地場

産野菜を使ったラーメンを受けて「ラーメンは小金井を救えるか」というふうなのがあります。法政大

の学生さんとか大学の方々のプレゼンテーションに対して、コメンテーターとして酒井委員が参加され

ます。 

 １１月１６日、今週の日曜日の午後になっております。詳しくは酒井委員がいらしたらお話しいただ

けると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。あと、ぜひ、「多摩ら・び」の記事につい

てもお話しください。 

○井上委員 私自身が６月から今月まで活動してきての報告という形でよろしいですか。 

○事務局 はい。 
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○井上委員 まず６月は、市内小学校ジャガイモ掘り。これは東小学校になりますけれども、１、３年

生対象で、１７３名のジャガイモ掘りの体験実習を行いまして、同じく市内の入園前、親子２０名ほど

ジャガイモ掘り体験を実施しています。 

 ７月に入りまして、都内料理学校レコールバンタン、生徒３０名、農家見学受け入れ、同じく７月に

月刊誌「多摩ら・び」の取材がありまして、地元の野菜等の紹介という形で取材を受けました。 

 ８月が、全国農協観光協会、月刊誌「ふれあい」なんですけれども、１０月号の取材という形で受け

ています。 

 ９月に入りまして、学芸大学附属小金井小学校６年生１６０名を対象に、市内農家の現状報告の講演

を行いました。そのときに小松菜の試食会という形でやらせていただきまして、９月は家庭科の授業で

小松菜を利用していただきました。 

 １０月に入りまして、市内南小学校３年生８９名を対象に、講演及び畑の見学会を実施。市内幼稚園

園児１５４名のサツマ掘りを実施しています。あとは、市内の保育園はひまわり保育園になりますが、

園児４０名、サツマ掘りを実施。 

 １０月は、取材関係が何件かありまして、まずＮＨＫの「おはよう日本」の取材が入っています。あ

とＴＢＳ「イブニング・ファイブ」の取材。 

 １１月に入りまして、江戸東京たてもの園においてのイベントの開催、あと学研から出ています、や

はり月刊誌「野菜づくり」の取材が入っています。一応、現状は以上です。 

○大竹会長 ＮＨＫとか、もう一つ、ＴＢＳのほうは、どういうテーマですか。 

○井上委員 江戸東京野菜という形で取材を受けました。 

○事務局 ちょっとよろしいですか。 

○大竹会長 はい。 

○事務局 １０月１日、市制施行５０周年記念に合わせて、「多摩ら・び」１０月号は小金井特集でや

っていただきました。その中で農家の方々、小金井は非常に農業が活発だということで、かなり紙面を

大きく取り上げていただいて、その中で紹介をいただいているので、ぜひ機会があったらごらんいただ

ければと思います。ちょっと今、持ってきていないんですけれども、後でお持ちします。 

○大竹会長 個人ではいろんな活動をなさっている。特に、この食育関連でいえば、学校とか幼稚園と

か保育園での食育を大分推進していただいているんで、その辺では個別に皆さんのほうに連絡があった

のでしょうか。 

○井上委員 いいえ、市や農協さんからの依頼とかですので。 

○大竹会長 そうですか。じゃあ、農協さんのほうにお話があってということですね。 
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○井上委員 はい。そうです。 

○大竹会長 その辺をつなぎ合わせると、小金井市の食育では、子どもたちに農業との関連性を進めま

しょうというこができますよね。その辺につながっていくといいということですね。こういうのを使っ

て、少し組織的に。例えば、小学校は、小金井市内だと１０校ぐらいですね。そうすると、そこから広

まっていったりするといいかなと思います。 

今度はこちら。萩原委員にこれを配っていただきましたが。 

○萩原委員 その前に、実は小金井市福祉会館の上にある公民館の４階に調理実習室があるんです。そ

このコンロが非常に老朽化をしていまして、うちのほうで取りかえることにしました。 

○大竹会長 寄附をしてくださるんですか。 

○萩原委員 そういうふうになるんだろうと思うんですけど。一応、私、小金井市も担当していますし、

食育推進会議にも入っているので、その辺の話をしたらオーケーをもらえたんです。最新の、あれテー

ブルコンロなんですね、卓上式の。今グリルがついていないんですけど、グリルつきの最新の「ピピっ

とコンロ」という卓上型のコンロですね。師範台を入れて、６台ほど提供させていただくということに

しました。１２月１６日に設置予定なんです。翌日の１７日に、機能ですとか含めた調理体験会を今予

定をしております。 

○萩原委員 公民館長さんが、いろいろ音頭をとってやってくれたんですが、その１７日の調理機能体

験会を小金井市の職員の方や、各部の代表の方ですとか、それからそこを利用していただいている各団

体の代表の方、約２０名ぐらいを集めていただいて、お披露目を兼ねて、料理・機能体験会を開くとい

う運びになりました。したがって、その設置以降、食育＝エコクッキングというとらえ方をしています

ので、そういったエコクッキングの開催を私のほうも呼びかけもしますし、市のほうとしても定期的に

やっていければいいかなというふうな感じで、今、考えております。近況報告というお話をさせていた

だきました。 

 もう一点は、今、パンフレットをお手元にお配りさせていただいたんですが、実は立川市の高松町の

東京ガスの多摩ショールームは、東京ガスとしては新宿、横浜、この立川市ということで３軒目なんで

すが、２階建てで、ちょっと階数は低いんですけれども、最新の設備、機器を設置したショールームと

いうことで、特に屋上では足湯も体験できます。この足湯は７月に行われました北海道の洞爺湖サミッ

トのそのものをこちらに移設したということなんです。ここは太陽光発電と、私どもの開発しています

バイオマスのごみの発電で、この足湯を体験していただくと、そういう施設になっています。 

 あとは、今ちょっと人気のあるミストサウナというんですけど、ミストルームですね。サウナという

か、非常に女性の方に人気があるんで、そういったものの体験ができるということです。あと、通常の
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クッキングスタジオ等々、見ていただいたとおりの内容になっております。 

 立川市に寄ったら、ぜひお寄りいただいて、中を見ていただければなというふうに思います。体験型

のショールームということをＰＲさせていただきました。先月の１０月３１日にオープンいたしました。

私、曙町の多摩支店なんですけれども、地域の方々の交流の場になるといいかなという、そんなことを

考えております。ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。以上でございます。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○萩原委員 それから、今度の土日なんですが、小金井市さんが環境博覧会を開催します。土曜日に東

京ガスの多摩支店として参加させていただくということになりまして、一応、食事ということではない

んですが、「エコハピ」というテーマで、土曜日１日だけ出展をさせていただきます。エコロジーに、

環境によいことをしてハッピーになろうと、一口に言いましてね。それで「エコハピ」というふうに呼

んでいるんですけれども。それで、パネルを何枚か用意して、クイズ形式にして、ご来場された方に答

えていただくという簡単な内容にしてあるんですけれども、いずれにしても環境を考える上でのきっか

けになればいいかななんて思っております。答えてくれた方に粗品を若干用意しているということでご

ざいます。どうぞよろしくお願いします。以上でございます。 

○大竹会長 環境博覧会はどこで開催しますか。 

○事務局 環境博覧会は、環境政策課が所管しておりまして、今度の土日に、東京学芸大学の芸術館ホ

ールで開催いたします。その中には、いろいろな団体が参加して、共同でやっていまして、毎年会場を

かえてやっております。 

○大谷委員 いつやるんですか。 

○事務局 １５日、１６日、今週の土日です。 

○大竹会長 芸術館ホールでプレゼンをするという。 

○萩原委員 プレゼンというほど大げさなものじゃないんですけどね。土曜日の１１時から芸術館２階

の展示室でパネルを展示して、それでクイズに答えていただくという簡単なものなんですけどね。 

○井上委員 その日に、野菜の搬入を頼まれたものがありまして。 

○大竹会長 野菜を搬入するんですか。それで食べる。 

○井上委員 割烹たけという店で、多分、料理されるんでしょうね。 

○大竹会長 生協が入る食堂があるので、調理室を使って調理するんでしょうか。で、小金井市の農協

も協力して。 

○井上委員 そうです。何か野菜を使うそうです。 

○大竹会長 あ、そうなんですか。日曜日は、芸術館ホールのほうで講演とか何かやるのかもしれない



－６－ 

ですね。先ほどの公民館の今度の体験会というのは、市役所の職員だけが参加するのですか。 

○事務局 まだ正式な依頼はきていませんが、多分、公民館の中で、いろいろ検討はしているんだと思

います。 

○大竹会長 公民館の施設ですけれど、今後、ここを使って東京ガスがエコクッキングなんかをやるん

ですか。 

○萩原委員 平成１８年に男女共同参画室ですか。あそこでも「男だらけの料理教室」をやっていまし

たよね。ああいったイメージで、何かこれからね。事務局と相談しながら進めようかななんて思ってい

ます。いずれにしても、エコクッキングを、クッキングレディーさんを呼んで、皆さんにやっていただ

こうかなと、そんな企画を私自身は持っているんです。予算等いろいろあるんで、また調整しながら開

催をしていきたいなというふうに思っています。 

○大竹会長 それと、食育の１つとして連携した何かの位置づけでやっていただくと、食育推進として

はよい取組みですよね。ぜひご協力お願いします。それでは、酒井委員、お願いします。 

○酒井委員 皆さん、申しわけありません、遅くなりまして。またばたばたしまして。今、江戸東京野

菜で町おこしという取組みもあり、また、私も食育の講座とか料理の講座の中で、江戸東京野菜とか、

小金井の地場野菜を使って取り組んでいます。 

 それで、今日お持ちしたのは、井上委員がおつくりになった亀戸大根と大蔵大根を使って、シンプル

な味つけでつくったんですが、ごはんは江戸の再現料理です。これは東京家政学院大学の江川研究室で

再現したレシピなんですけれども、それを使わせていただけるということで、つくっています。 

 大根はクチナシの実で色をつけるんですが、クチナシの実が手に入らなかったんで、ちょっとアレン

ジしまして、ウコンで色づけをしました。これのポイントは、ごはんを大根おろしの汁を入れたもので

炊くんです。ごはんを食べていただくとわかると思うんですが、甘みがすごくあると思います。全部大

根を使い切りたかったので、茎をちょっと青みに乗せました。それから、その隣に葉っぱでつくった、

これは北陸のほうで「よごし」という郷土料理です。ほかの地区にもありますけれども、みそとみりん

とお砂糖と、おしょうゆを入れます。今日は、おしょうゆをあまり入れてないんですが、大根の葉の「よ

ごし」という郷土料理です。 

 それと、大きく切ってあるのが亀戸大根の漬け物です。この漬け物はさっき漬けたんです。江戸時代

の漬け物の方法で早漬け法というのがありまして、熱湯を素材にかけて、それで塩とお酒を絡めて、１

時間ぐらい置いて、すぐ食べるという方法があるんですが、それのアレンジで、おしょうゆとみりんと

お酢に唐がらしを入れて煮立たせて、そこにちょっとおだしになるようなものを入れたんですけれども、

煮立たせたものを切った亀戸大根にかけました。かけるともうほんとうに１時間、２時間で漬かります。 
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 それと、細く切られているのは大蔵大根の皮のきんぴらです。それはもうシンプルにおしょうゆとみ

りんだけで味がついています。 

 せっかく井上委員が、そういうお野菜をつくっていらして、また、食育でも、子どもたちにもいろん

なことをされているんですけれども、この間、ちょっと聞いたら、あんまり自分で召し上がっていらっ

しゃらないそうなので。 

○井上委員 すいません。あんまり自分では食べてません。 

○酒井委員 食べてないとおっしゃっていたので、ちょっと今日はつくってお持ちしてみました。 

○大竹会長 じゃあ、どうぞ、お召し上がりください。 

○酒井委員 このところ、地場のお野菜とか江戸東京野菜を使ったもので食育をやるような教室をやっ

ていまして、先日、１１月２日に江戸東京野菜のイベントがあったときに、漬け物と干し野菜の講座と

いうことでやらせていただきました。 

 それと活動は、市内ではコミュニティスクールとか、そういったことなんですけど、市外の活動にな

ると、私は日本食育ランドスケープ協会というところに所属しておりますので、そちらは千葉の市川が

拠点なので、そちらの活動が多かったり、都内の学校の家庭科の授業とか、ヘルシースクールといった

ゲストティーチャーをやっています。それと、お母さんたちの家庭教育学級でお話をしたりしています。 

 先日、武蔵村山の小学校で、教職員向けに食育の研修会がありましたので、そこでちょっとお話をさ

せていただきました。 

 実は私、ほかの地域では小学校とか中学校とかに行っているんですけど、小金井でまだまだそういう

機会がないので、ぜひとも。この間もちょっと井上委員とお話ししたんですが、井上委員と一緒に、ち

ょっと学校回りをしたいなというふうに考えていたりしますので、何かそういうところがありましたら、

お手伝いしたいなと思っております。お料理はいかがでしょうか。 

○村松委員 味がしみてますね。おいしいです。大根に熱湯をかけるんですか。 

○酒井委員 それは江戸時代の早漬け大根なんですけど。お漬け物というのは、塩で細胞を壊して水分

を出して、味をつけて、酵素が働いて漬け物になるんですけど、これは要するに先に熱で細胞を壊すん

です。 

○井上委員 ですから、早く漬けるんであれば、少し熱湯を加えると漬け物も早く漬かります。 

○村松委員 亀戸大根って、見た感じはどう違いますか。 

○井上委員 見た目は５寸ニンジンみたいな感じです。熱湯をかけてますから、辛みは飛んでるんじゃ

ないかなと思います。すごく辛いんですよ、ほんとうは。 

○酒井委員 それとごはんはいかがですか。ごはん、甘みが出ていると思うんですけど。大根の汁を使
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って炊くんですね。 

○大竹会長 大根おろしを入れるんじゃなくて、大根の汁を入れるんですか。 

○酒井委員 汁です。だから搾ってしまうんですね。でも、面倒くさいから、おろしたのをそのまま入

れてもいいと思うんですが、一応、レシピどおりだと。それで、その、ぎゅっと搾った、かすのように

なったものも、ひじきとかと一緒に炒めると、おからの炒め物みたいになります。それはつい先週やっ

た料理教室の生徒さんが、私もそれを何かに使おうとしていたら、「先生、それ炒めてみてください」

って言われたので、ひじきもあったので一緒に炒めたら、とてもおいしかったんですね。今日はちょっ

とその時間がなくて、これだけにしました。 

○村松委員 最初にごはんを食べたらごはんの甘みがわかったでしょうけど、お漬け物を食べちゃった

らね。 

○酒井委員 ごはんまだありますから、後で食べてください。 

○村松委員 そうですね。お漬け物に。 

○大竹会長 この大根は、炊き込むんじゃなくて、別に茹でるんですか。 

○酒井委員 大根は、クチナシの実で茹でるんですね。 

○大竹会長 茹でて、その後でまぜる。 

○酒井委員 はい。せっかく食育の会議なので、たまにはこういうちょっとした楽しみもあったほうが

いいかなと。 

○大竹会長 いいですね。 

○村松委員 もう、大変気に入ってしまいます。 

○大竹会長 その辺の大根よりおいしいですね。 

○鈴木委員 それ、普通の大根ではだめなの。 

○酒井委員 いや、普通の大根でも平気です。 

○大竹会長 ただ、やっぱり、このぴりっとした辛みがいいんでしょう。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 普通の大根だと、特に最近は青首が多いですよね。 

○井上委員 青首が多いですね。辛みがちょっと足りません。 

○大竹会長 でも、１度、青首大根でやってみて、報告いただいて。 

○酒井委員 青首でも、お漬け物にして食べるには十分だと思うんですが、ただ、辛みは味わえないっ

てなるかもしれません。 

○村松委員 ちなみにお幾らぐらいで出しているんですか。 
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○井上委員 ３本で１８９円です。 

○鈴木委員 どこ行けば買えるんですか。 

○井上委員 ＪＡ小金井の経済センターです。 

○鈴木委員 午前中でなくなっちゃったりしませんか。そうでもない。 

○井上委員 そうですね。結構、午前中でなくなってしまったりもします。 

○村松委員 特にこういう料理に向いているっていう特徴はあるんですか。 

○井上委員 亀戸大根の場合でしたら、やはりあとはソテーされる方もいらっしゃいます。あと辛みが

あるので、そばの薬味ですか。そばにすって。 

○村松委員 辛み大根とは、また違うんですね。 

○酒井委員 それと、これは多分皆さんご存じないと思うんですけど、天ぷらいけます。水分が少ない

ので。 

○井上委員 葉っぱまで食べられます。亀戸の葉っぱは違うんです。 

○酒井委員 今日は、この青いのは大蔵大根の茎と葉っぱです。今日、亀戸大根の葉っぱはなかったで

す。亀戸大根でやってくればよかったですね。 

 それと、この大根の皮のきんぴらなんですが、学校の家庭科で食育の授業としてやる場合に、やっぱ

りもったいないということを子どもたちに知っていただきたいので、あるとき子どもたちときんぴら対

決をしたんです。子どもたちは、にんじんもごぼうも大根も全部きれいに皮をむいて、実のほうだけ使

ったんですが、私は全部、ごぼうもにんじんも皮をむかずに、大根は皮を使ってやったんですね。やっ

ぱり子どもたち新鮮だったらしくて、「へえ。何で先生はこれ使ったんだろう」って、やっぱりいろい

ろ考えたんですね。で、話している間に、皮だと実よりも大根はかたいので、にんじんとかごぼうと一

緒にする場合、皮のほうがかたさも合うので、同じ調理時間でできるよとか、そういう話をいろいろす

ると、みんな、子どもたち、家でつくったとか、おうちの人に話したとか、いろいろそういうフィード

バックもあって、食育の授業って、そのときだけじゃなくて、必ずフィードバックしてもらわないと、

実際、どういうふうに子どもたちの中に浸透しているかというのがわからないので、私は大抵、授業の

後はフィードバックのアンケートみたいな形とか、子どもたちからお手紙が来たりするので、そういう

ことを大切にしていて、小金井でそういうことがあった場合も、そういう活動をしていきたいなと思っ

ています。 

○鈴木委員 亀戸大根は、毎朝ＪＡに入るんですか。 

○井上委員 朝は入ります。ほとんど毎日行ってますので。はい。 

○鈴木委員 何時までやっていますか。 
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○井上委員 ９時から営業しています。午後は４時までです。亀戸大根に関しては、現在、市内農家、

２軒ほどやっているんですけれども、今残っているのはうちだけです。あと大蔵大根だとか、金町こか

ぶ、後関晩生という小松菜、あとシントリ菜とかを、江戸東京野菜という形で出しています。 

○大竹会長 ここは、１度、井上委員に全部それをレクチャーしてもらって。私なんか小松は小松菜し

か知らないから、そんないろんな種類があるなんてわからないし。 

○井上委員 確かに江戸東京野菜は、農家にとっては非常につくりにくい。つくっていても、茎が折れ

やすいとか、作業率が悪いということで消えてしまったものなんですけれども。ただ、味は非常にいい

です。 

 大蔵大根は非常に大きいんですよ。実の大きさといっても、このぐらいありますから、逆に言ったら、

今、大き過ぎて消えていった大根の１つでもあるんですけれども、ただ、煮大根なんかにするには非常

においしい大根で、やはりお年寄りの方なんかは、比較的、昔あった、そういう大根を好まれる方も結

構いらっしゃいますので、３０年代は、まだかなりあったんですけれども、それ以降はだんだん消えて

しまって、逆に言いますと、やはりその３０年代の味をまた今この時代に味わえるという感じだと非常

にいいのかなとは思うんですけれども。 

○村松委員 大蔵大根もつくっていらっしゃるんですか。 

○井上委員 はい。 

○村松委員 お幾らなんですか。 

○井上委員 大蔵大根ですか。大蔵大根は２１０円で出しています。 

○鈴木委員 煮ておいしいんですか。 

○井上委員 そうです。おでんには、もう最高の甘みがあります。生で食べてみると、非常に甘みを感

じます。 

○大谷委員 亀戸大根の標準的な食べ方は、どんな料理があるんですか。 

○酒井委員 漬け物ですかね。 

○鈴木委員 単純にぬか漬けなんかもおいしいですか。 

○井上委員 おいしいと思います。はい。あと、料亭なんかでしたら、かなり小さいうちに収穫して、

ちょうど根の部分を少し切って、あと葉っぱの部分も上のほうを切って、このぐらいのサイズにして、

丸ごと食べられます。それが１本ですと何千円ですね。 

○酒井委員 みそ漬け。みそ漬けにしてもおいしいです。 

○井上委員 なかなか、やはり一般のスーパーだとか、あと八百屋さんというのには、今、出回らない

ですね。やはり市場に出荷しても、都内の高級な料理屋さんが買ってしまったりだとか、そういった形
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になってしまっているので、現在、小金井はいろんな地域に散らばった江戸野菜を小金井にまとめて、

小金井でつくっているという状態なので、比較的、皆さん、市民の方には手が届くんじゃないかなとは

思います。 

○大竹会長 そういう情報が市民に発信されるといいですね。 

○井上委員 ですから、先日ありました江戸東京野菜での小金井公園でのフェアでは、一応そういった

形の宣伝効果としては結構あったのではないかと思います。 

○大竹会長 そうすると、ぜひ２人で、小学校、中学校でやっていただくといいですね。先ほど酒井さ

んが来てからといったラーメンのお話をお願いします。 

○酒井委員 １１月１６日の日曜日なんですが、市制施行５０周年記念事業の一環で、高校生、大学生

が運営、企画をして、町を元気にさせようという公民館の企画らしいんですが。そこでまた、どういう

ものがいいかって皆さん考えたら、地場の野菜を使って町を元気にしたいというのが出てきたんです。 

 それで３つ学生たちのプレゼンテーションがあります。学生たちが。１つは、大学と企業と農家さん

が三位一体でやる、そういうプレゼンテーションがあるんですけど、中身を言っちゃうと、ちょっとあ

れなので言いませんけど、要するに、その３つが連携して何かできないかということで、それのプレゼ

ンテーションを東京農工大学の学生さんがやります。 

 それと２つ目は「ラーメンは小金井を救えるか」というんですけど。ラーメンって若者がすごく食べ

るということもあって、ラーメンといったら行き渡っている食べ物だと思います。それの中に使う素材

に、地場の野菜とか、そういうものが使えないかと考えてくれたようで、小金井のラーメン屋さんにか

なり何十軒もアンケートをお願いして、一軒一軒回って、今後、地場の野菜を使いたいかというアンケ

ートをとって、その結果を踏まえてプレゼンテーションを、中央大学附属の高校生が中心になってやっ

ています。 

 ３つ目は、法政大学で学食に。あそこはもう、一括で大学のそういうシステムがあって、関東一円に

素材を運ぶトラックが回って、加工品になっているものなんかを運んで、料理というか、学食の食べ物

になっているんだそうですが、その中に地場のものを法政の学食に使えないかというプレゼンを企画し

ています。 

 そんな感じで、若い人たちが、これを何かこういう食育とか、いろんな町おこし事業とかと連携して

いくと、要するに、わりと私たち年がいったものばっかりだと後がないので、若い人たちがどんどん上

がってきてくれるといいなと思って、そこで一応、私は提言しているのは、今回で終わらずに、それが

発展的に続いていくようにしましょうということです。１６日、３時から５時でしたよね。福祉会館の

４階の公民館でやります。それで一応コーディネーターをさせていただきます。 



－１２－ 

 １４日はプレシンポジウムと題しまして、食の教育に関する発表をお二人の先生からしてもらい、そ

のコーディネーターを私がする。そんな感じでやります。明日は５時４０分から開始です。ほとんど、

実際に食の教育に携わっている先生方お二人の事例発表で、その後はもう意見交換会にすぐなってしま

うような段取りになっています。 

 ぜひ、明日もあれなんですけど、１６日の子どもたちのプレゼンテーション、皆さん、もし時間がお

ありでしたら、聞きに来ていただけるとうれしいと思います。若い子たちが頑張ってやっています。よ

ろしくお願いします。 

○大竹会長 公民館のは私のところにも話が来たので。だから、そういう地場の野菜とか、例えば、農

業体験を通しての話をしたらどうですかと言ったら、つながったんで、井上委員もご協力ください。 

○井上委員 はい。 

○大竹会長 それぞれ個人でやってくださっているんですけれども、食育の、小金井市のほうの食育推

進に何かつながるようなものが幾つもありそうなので、それを食育の中に少しずつ根を張るというか、

少しずつつなげながらやっていくと、大分、小金井の食育の推進も豊かなものになるかなというふうに

思います。今聞いただけだと、あまり交通整理できないので、後でまた整理して、皆さんにお願いして

いきたいと思います。では、小宮委員お願いします。 

○小宮委員 ２枚の紙で説明してあるものなんですけれども、多摩府中保健所といたしましても、一緒

に食育を地域で推進していこうというふうなことで考えております。 

 これは今年度から３年間、独自に予算をちょっといただきまして取り組もうということなんですが、

いろいろ書いてございますけど、要するに、食育というのは、日々、１年間行うものではあるんですが、

食育月間というのがせっかくありますので、そのときに集中して行うことによって、住民の方たちに認

識をしていただくことがしやすいんじゃないかという、食育月間を切り口にして、ひとつ食育を進めて

はどうかというふうな考えで始めたものなんです。 

 次の２枚目の紙をちょっと見ていただきたいのですけれども。ここにどんなことをするかというのが

書いてあります。アイデアを絞ってというところなので、まだまだ、これから膨らませていきたいんで

すけれども。 

 まず、やはり何といっても地域の連携でやっていくということがありますので、いろんなところで会

議がありますのを、また、そういったものをリンクしていかないといけないということもあるんですが、

食育推進会議というのを保健所のほうでもやらせていただいております。まだ、今のところそんなに大

きくなっていなくて、市の関係の方とか、それから給食の団体ですとか、食品衛生協会というところが

ございまして、飲食店ですとか食品販売業の方たちが加盟しているところですが、そこの食品衛生協会
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等にかかわっていただいた形で、今、食育推進会議というのを開いているところでございます。 

 ２つ目に、食育活動事例等の紹介と調査の実施でございますが、今の施策にはいろんな事例があって、

とても参考になるんですが、そういった事例等も保健所のほうでもお聞きしたらば、いろんな形で、ま

た紹介していきたいと思っておりますし、あと、今、地場野菜の話がたくさん出ておりますけれども、

地場野菜を給食でもっともっと使っていただきたいというふうなことで、実際、使っていらっしゃると

ころが多いんですけれども、その使っている状況がどうなのか、保育園ですとか学校とかにアンケート

をしております。今、集計中ですけれども、地場野菜の使用についての状況調査、それから、あとは食

育月間を知っていますかといったような、住民の方に向けて、いろんなイベントのときなどに出かけま

して、２００、３００と積み重ねているところなんですけれども、住民の方への食育の認知度のアンケ

ートをやっているところです。 

 それから、食育をしていますかというようなところを集団給食施設のほうにアンケートをとっていま

す。その３本ぐらいの調査を、今、行っているところです。また集計がまとまりましたらば、この会議

でもご案内させていただきたいと思っています。 

 それで、３番目なんですが、食育を普及するための普及啓発媒体みたいなものもつくりたいと思って

いるんですが、今、ちょっとおもしろいかなと思って考えているのが、先ほどの食育推進会議の中で、

キャッチコピーといいますか、標語みたいなものをつくりたいねみたいな、この地域での食育推進のも

のをつくりたいねなんていう話をしているんですが、それがまとまりましたらば、マグネットみたいな

ものをつくりまして、１０センチぐらいで、車に貼っていただいて、公用車、それから民間の方の車、

貼っていただける方に貼っていただいて、街中をぐるぐると、５、６月ぐらいに走っていただいたりし

たらどうかななんていうふうなことを考えています。住民の方が、また通ってる、また通ってるみたい

な感じでインプットしていただけないものかなんていうようなことを考えたりして、いろんなアイデア

を、今、ひねっているところなんですけれども、そういった普及啓発を図っていきたいと思っておりま

す。 

 それから、キャンペーン。イベントといいますか、キャンペーンみたいなものもしていきたいと思っ

ているところですが、ちょっと次のページを見ていただきたいと思います。３ページ目なんですけれど

も、この食育月間というのを切り口にしていこうというふうなことなので、今ずっと少しずつ準備をし

ているんですが、来年の６月の食育月間に向けまして、そのときに行う食育推進集中キャンペーンなん

ていうのを、仮称ですけど、６市所管しておりますので、そんなことを地域でできないかなと考えてお

ります。来年の５月、６月ぐらいを目指しまして行うということで、まず、２番の（２）なんですけれ

ども、イベントを開催したい。府中保健所ということで、今、府中にございますものですから、府中の
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足場のいいところをメイン会場に１つ設定いたしまして、それから、あと６市ございますので、もう少

し府中のほうにおいでいただけない地域の方には、サテライトといいますか、会場を設けてイベントを

行いたいと思っております。そのメイン会場、またサテライト会場にご協力をいただける団体がおあり

になりましたらば、少しずつ呼びかけて、募っているところなんですが、１つ大きなプログラムにいた

しまして、この地域ではこんなことがありますよというふうなプログラムをつくって、どんどん発信し

ていって、いろんなところで食育をやっているというのを住民の方に認知していただけたらなんていう

ことも考えております。 

 それから、３番、４番につきましては、先ほど申し上げたようなことなんですが、５番目に飲食店等

の食品に関係する事業者の方々はいろんな活動をなさっていらっしゃるわけですけれども、何といって

も食に関心のない方も食べなくてはいけないので、コンビニエンスストアに行ったり、スーパーに行っ

たり、いろいろと食料を得る場面があるんで、そこが一番食との接点なのかなと思います。若い方や食

にあまり関心のない方も利用する、そういったところでの食育ってすごく大事かなというふうに思って

おりまして、ヘルシー東京ランチとか、そんなようなヘルシーなメニューですとか、一通りは難しいの

かなと思いますが、食育にちなんだセールをやっていただいたり、行政っぽくないような感じで、今い

ろいろと考えているところで、来年の５、６月に向けて練っているところでございます。 

 こちらの小金井はいろんな活動をしているので、リンクさせていただいて、一緒に保健所のほうでも

させていただけたらありがたいなと思っておりますので、ご協力もあわせまして、よろしくお願いをし

たいと思います。 

○大竹会長 多摩府中保健所の担当市、６市というのを教えていただけますか。 

○小宮委員 はい。この小金井市と三鷹市、武蔵野市、京王線沿いの府中市、調布市と狛江市です。か

なり広くて、９６万人ぐらいの人口です。保健所も、広くてたくさん住民の方がいらっしゃるので、何

をどんなふうに進めていったらいいのかという、保健所としての食育推進というものをどうしたらいい

のかというふうなことも考えていまして、１つの方法として、地域に呼びかけて、こういった食育月間

を切り口にしていけたらなというところです。 

○大竹会長 多摩府中保健所の取組みをご紹介いただいたんですけれども、東京都内では、それぞれの

保健所が一斉にやっているんですか。 

○小宮委員 食育は基本的に、食育基本計画がありますので、こういう形でやはりやっております。い

ろんな、例えば、子どもの幼稚園ですとか保育園を東京都はターゲットにしているんですけれども、子

ども用の食事バランスガイドというコマがありますよね。あれの子ども版を。国は６歳以上ぐらいを対

象にしてつくっていますけれども、じゃあ、５、６歳ぐらいまでの子どもたちに向けた食事バランスガ
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イドもつくろうということで、模型もつくりまして、それを利用して保育園、幼稚園等で、子どもたち

に食育をしようなんていうのも共通でやっております。 

○大竹会長 東京都が中心になって、保健所が協力してという形で。 

○小宮委員 保健所も一方で東京都と一緒になってつくりましてやっております。あとは、それぞれ食

育について、例えば、高齢者をターゲットにとかというふうにやっているところもございます。東京都

には、都立の保健所があるのは多摩地域だけなんですが、６つございます。 

区のほうは区立の保健所になりまして、２３区別で別な自治体になっています。八王子は八王子市で

中核市になりまして、八王子市立の保健所ができました。 

○大竹会長 保健所というのも、そういう意味では複雑ですよね。 

○小宮委員 そうなんですね。東京都の場合は。 

○大竹会長 何かありますか。質問とか。 

○小宮委員 すいません。情報提供で忘れてしまいました。「食育白書」というのが毎年国から出てお

りますけれども、１０月２８日、閣議決定ということで、「食育白書」の２０年版が出ます。１１月半

ばぐらいに刊行する予定で、１,０５０円で売るんですけれども、今、インターネットでは、もう中身を

全部見ることができます。国としての１９年の食育の報告書みたいなものですね。 

 それから、「食育について考えるために」という冊子を、内閣府の食育推進室というところでつくっ

て、これもインターネットから印刷したものなんですけれども、家庭向けのような感じのするものがカ

ラー刷りでできております。 

○大竹会長 委員の方で特にご報告、近況活動ありましたら、よろしくお願いします。 

○村松委員 それでは、来年の１月なのですが、１月２５日の土曜日に、ＪＦＪ－日本食生活ジャーナ

リストの会主催でシンポジウムを開きます。今回は地産地消について考えるということで大きなテーマ

を設けまして、ＪＡの方ですとか、生産者の代表の方々などをパネリストにお招きして、渋谷、国連大

学の隣にある、東京ウイメンズプラザのホールで行います。詳しいご紹介は、また事務局のほうから皆

様に流していただいたほうがよろしいですね。参加料は、たしか１人１,０００円いただくんですけれど

も、いつもあっと言う間に満員になってしまいますので、ご興味のある方は早目にお申し込みいただけ

ると。 

○大谷委員 １月２５日ですか。 

○村松委員 はい。１月２５日、日曜日です。 

○大竹会長 大谷委員、何かありますか。 

○大谷委員 私は、前回欠席して、初めてお会いする方もいらっしゃるようですので、大谷と申します。
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それで、実は、小金井の食育とは直接の関連はありませんが、食育関連の仕事をしておりますので、少

し報告させていただきます。 

 １つは、先ほども農商工連携のお話がありましたが、農水省が中心になって行われている、地方の農

政局単位の、地域食品の開発のアドバイザーを勤め、北海道から沖縄まで飛び回って活動しております。

地産地消や、先ほどのお話のような問題について得られた情報を、この食育推進会議にも反映できれば

というふうに考えております。 

 もう一つは、これも農水省の関連ですが、食品についての知識啓蒙の活動をしています。４月には、

食品の表示問題について約５０名のセミナーを行いました。その後、３月２５日の農水省のホームペー

ジに出ました食品の信頼性向上の問題に取り組みました。今日に至るまで、食品の不祥事が続出してい

る状況ですから、食品をつくる側も、もっとしっかりやろうということで、食品の技術者を中心に、食

品の信頼性向上をテーマとして、１００人のセミナーを行いました。これは、例えば、雪印さんの事故

例を説明したり、農水省から、信頼性向上の施策の基本的な考え方の説明をいただきました。 

 １１月２９日には、消費者の方には馴染みのない言葉ですが、食品のリスク・マネージメントの問題

を取り上げ、専門家として、内閣府の食品安全委員会の担当のリスク・コミュニケーションの担当官と

保険会社の方にお願いして、リスクマネージメントの実例を話していただきました。私がすべて幹事役

をやっておりますので、ぜひ、これらのことで食品安全委員会の考え方が食育推進会議に反映できれば

と考えております。ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

○大竹会長 食について、個人的にいろんな情報も含めて経験がおありのようですので、今後また小金

井市のほうの食育の推進をよろしくお願いします。 

○大谷委員 ありがとうございます。 

○大竹会長 以上でよろしいでしょうか。じゃあ、すいません。議題の１が大分長くなりましたので、

次に移ります。２の食育推進会議設置条例の改正について、事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 企画政策課長補佐の水落俊也です。よろしくお願いします。 

 では、私のほうから、食育推進会議設置条例の関係について、ご説明させていただきます。当食育推

進会議の任期なんですけど、平成１９年度から開催をして委嘱をさせていただいておりまして、２年間

になっております。平成２１年度で一たん任期が終了という形になりますので、平成２１年度が改選と

なります。その改選にあわせて、また事業の円滑な実施を推進するために条例の改正を行うことを計画

しております。 

 事務局のほうからお配りしました資料、「小金井市食育推進会議設置条例」と書いてあるものの１ペ

ージ目の第３条第１項をごらんください。こちらのほうに、「食育推進会議は、次に掲げる者のうちか
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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」。第１号で、市民３人以内、第２号、

学識経験者２人以内、第３号、関係団体の役員又は職員５人以内、第４号、関係行政機関の職員１人以

内、第５号、市の職員１人以内となっております。平成１９年度に市民公募をした際、３人枠のところ

を１２人の応募がございました。倍率が高く市民の皆様の食育に関する関心の高さのあらわれと考えて

おります。そこで、今後は計画実施の推進について審議することとなりますので、市民公募の人数を１

人増やして、より多くの市民の声を参考に推進していきたいと考えております。また、公募委員の比率

３０％以上ということも考慮しなければなりません。委員は全体で１２人以内ということになっており

ますので、今回、第５号の市の職員１人以内という部分を削除したいと考えております。 

 後ほど説明いたしますが、事業の円滑な実施を推進するため、来年度は健康課へ所管を移す準備を進

めております。健康課には管理栄養士がいますので、事務局として、栄養士の観点で、この会議にも参

加できると考えております。また、今年度はあまり開催していないのですが、食育関係部局の課長職で

組織する食育推進検討委員会を来年度は積極的に活用することにより、この分をカバーできるというふ

うに考えております。 

 現委員におかれましては、このまま任期を満了していただき、日暮委員におかれましては、任期満了

後も、市の職員として、食育推進計画の計画的な推進等について助言をしていただきつつ、先頭に立っ

て進めていただきたいというふうに考えております。 

 続きまして、同じページの第８条のほうをごらんください。「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」というふうになっております。 

 食育推進計画でも、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というふうにしておりますので、あわせて食

育推進会議の庶務につきましても健康課として、体制強化を図りたいと考えております。改正条例の公

布は平成２１年４月１日で、施行は第８条、庶務に関しましては平成２１年４月１日、第３条の委員の

構成につきましては、任期満了後の平成２１年１０月２９日以降にいたしたいと思います。改正条例の

市議会への上程は、平成２１年第１回市議会定例会を予定しております。 

 以上でございますが、何かご意見等ございましたら、よろしくお願いします。あと、学校関係者が、

今回、委員の中にいなくなってしまいますので、その点についてもご意見等いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 ありがとうございました。大きく変えるというところは、１つは委員構成ですね。市民を

３人から４人にする。そのために市の職員を削除するということですね。もう一つは、庶務が企画政策

課から健康課に移るというところなんですが、庶務のほうは、市のほうのいろいろな事情というか、全
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体のバランスというのがあるので、多分、特にこちらから言う言わないもないのではないかと思うんで

すが、特に委員のほうですね。これはいかがでしょうか。 

 具体的に言ってしまうと、日暮委員が市の職員として出席しているのが出なくなるということで、今

度は、事務局側に座ることになるんですか。ちょっと私もイメージがわかないんですけど。 

○事務局 毎回出ていただく形にはならないと思われます。こちらは事務局になるので、当日は健康課

の職員が事務局となります。 

○日暮委員 健康課に管理栄養士がいますので、そちらが市の食育推進の担当になりますか。 

○大竹会長 そうすると、栄養士の専門的なところでアドバイスいただきたいというときには、そこか

らいただくと。 

○事務局 そうです。 

○大竹会長 ただし、委員としてではないですね。 

○事務局 はい。事務局として。 

○大竹会長 委員の中には市の職員がいなくなるということのようですが。事務局として、そちらに座

ってというのは、ちょっと意味合いが違ってくるのですが、いかがでしょうか。日暮委員は、これから

アドバイザーとして関わるのでしょうか。 

○村松委員 食育には、やっぱり学校給食というのは欠かせない要因だと思いますので、もう少し委員

という形で残っていただくわけにはいかないでしょうかね。健康課に栄養士さんがいらっしゃるという

ことですが、事務局のほうに座られるわけですよね。意見とか質問とかおっしゃられるんですか。 

○事務局 こちらから質問というのは、なかなか難しいかとは思うんですが。 

○酒井委員 例えば、学校給食とか学校の実態を報告してほしいとか、知りたい場合には答えてはいた

だけるんですよね。 

○事務局 そういうことは、すぐにその場では無理だと思うんですけど、事前にこういうことを聞きた

いというのを言っていただければ、事務局のほうで学校のほうと調整をして、事務局で報告するなり、

学校の栄養士を呼んで報告してもらうなりはできると思います。 

○酒井委員 ちょっと、やっぱり食育には学校サイドの方がいらっしゃらないと、全面的に後退しちゃ

う気がします。いらっしゃるから聞けるじゃないですか。 

○日暮委員 教育委員会のほうに栄養士がいますので、健康課のほうと連携をして、全体の食育推進の

中で、学校の食育ということも考えられると思うんです。私の場合は現場におりますので、なかなか全

体を見渡すというのは難しいところもあります。今後は学校の栄養士と健康課のほうが連携して、現場

との橋渡しをすれば、別段、大丈夫ではないかと思うので。 
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○酒井委員 そういう方が、委員でも事務局でもなく、アドバイザー的にいらっしゃってくれるといい

ような気もしないでもないですね。 

○大竹会長 ただ、毎回というのは難しいでしょうね。今日は学校での食育推進を集中的に話しましょ

うといったときには、日暮委員に来ていただいたり、あるいは教育委員会の方に来ていただく、何らか

の形で出てきていただくということは可能だと思うんですけど。 

○日暮委員 実際の計画の推進段階のときに、どのように協力し合うかとか、そういうときに、お呼び

いただけるんでしたら参加させていただくこともあるかと思います。 

○大竹会長 ただ、通常の会には参加しないと。 

○日暮委員 基本方針は、もうできていますから。 

○村松委員 それは教育委員会の予算で、１人栄養士さんを新たに雇用したということですか。 

○日暮委員 教育委員会の組織の中で一般事務を減らして栄養士を雇用しました。 

○村松委員 予算をつけてくれたわけですか。 

○日暮委員 いえ、増員ではないんです。 

○小宮委員 委員の数１３人というわけにはいかないですか。 

○事務局 一応、この条例の中で１２人となっているので、それを改正すればいいといえばいいんです

けどね。ただ、予算的に１人分多くかかってしまうという問題は出てきます。 

○大谷委員 多摩地区の各市の食育推進会議の状況について聞いておりますが、例えば、栄養士さんも

含めて委員が２４名のところもあります。 

○大竹会長 市の方向が違うのかもしれないですね。 

○大谷委員 私は、つまり日暮委員に残っていただいて、定員よりも１人増えても、増えたほうが議論

も進み、学校給食の食育の推進になるのではないかと思いました。増員が難しいのであれば、あきらめ

ますが。 

○村松委員 全体的なことを把握して、それを伝える立場の方と、実際に現場で食育に当たっている方

というのは、やっぱり目線が違うので、現場の意見というのは、すごく貴重なのではないかなという気

はいたします。実際に子どもたちが給食をどんなふうに食べているかとか、給食では、地場野菜を調達

するために、どんな苦労をしているかとか、そういうことというのは、やっぱり現場の方のほうが子ど

もたちの様子もわかるので、何らかの形で残っていただけないでしょうかね。１３人にしていただける

と、丸くおさまるかなという気もしますが。 

○酒井委員 千葉の市川市の例ですと、やっぱり現場の栄養士さんは必ず入っているんですよね。１３

人にならないですかね。 
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○事務局 この会議の中では、１人増やしたほうがいいかなということですね。 

○大竹会長 ただ、そちらのいろんな規定もあるでしょうから。 

○事務局 持ち帰らせていただいて、まだこれも確定はしている話ではないので、検討させていただい

て、次回のときには報告という形になってしまうかもしれないんですけど。 

○酒井委員 そうすると、割合は３０％ですよね。 

○事務局 １３人にすれば、市民公募４人でも。 

○大竹会長 ３０％、大丈夫ですね。 

○事務局 こちらをもう一回検討して、申しわけないですけど、その検討の結果、市の職員を削除する

ということになった場合にはご了承ください。 

○大竹会長 何らかの形で、それを補完するようなことをお願いします。 

○小宮委員 すいません。健康課に事務局が移ると、皆様方もいらっしゃらないのですか。 

○事務局 最初のうちは、もしかしたら、引き継ぎなどがありますので。 

○大竹会長 ちょっと不安でもありますけど。 

○事務局 健康課のほうと調整させていただいて、こちらの事業が円滑に進むようにしたいと思います。

健康課のほうが、基本的に食育のことについては詳しいので、この先は、企画政策課よりはいいのかな

というふうには思っております。 

○大竹会長 一部分と市全体に関わる部門とでは、またちょっと違うかなとも思うんですけど。まあ、

でも、それはいろいろあるでしょうね。 

○事務局 今回、食育推進計画はでき上がっていますから、基本的には計画の進捗というか、計画どお

りに実行されるかどうかというのが課題になってくるかと思います。計画以外のところで、新たにやる

ものなども、来年度以降、こちらに寄せていただくこともあるとは思うんですけど。 

○大竹会長 ということで、少し２期目から変わりそうですけれども、変わっても、この食育推進計画

ができているので、これを推進していくというところを、ここの委員会は後押ししていくという役割に

なるかと思います。ちょっとまだ検討の余地があるようですけれども、そのように変更する可能性はあ

ると思います。よろしくお願いします。それでは、よろしいですかね。議題の３番、食育推進シンポジ

ウムの報告についてですね。 

○事務局 事務局の堤です。６月１４日に行われた食育シンポジウムについて、報告させていただきま

す。多くの委員の方にご参加いただきまして、ほんとうにありがとうございました。東京学芸大学で「小

金井らしい食育をめざして～Koganei-Styleの地域展開」というタイトルで行いましたが、残念ながら一

般参加者数は２８人ということでした。広報活動はポスター１００枚、チラシ１００枚ということで、
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これが少なかったのが原因だと思われます。 

 定例会の市議会に合わせた定例記者会見で発表いたしまして、その結果もありまして、６月１５日の

朝日新聞武蔵野版、多摩版で、このように記事が掲載されております。こちらはホームページからのも

のですが。ちょうど、これは村松委員がお話しになっているところだと思うんですけれども。 

 成果は、多様なシンポジストにより、小金井らしい食育のあり方というのが議論できたのが大きいの

と、セブン－イレブン・ジャパンをシンポジストのほうに招いておりましたので、市内の店舗、年間４

３０万人も来客があるというすさまじい状態だそうですが、それで小金井は感度が高い、それから流行

とかに敏感な客層がいるんだとかというふうな、なかなか市内に住んでいると気がつかないようなとこ

ろの情報提供があった点です。 

 反省点は何といっても、後でアンケートに出るように、せっかくのいいシンポジウムだったのに来場

者が少なかったというのが何といっても反省点で、参加者の満足度は高かったといえます。原因は大き

く２つ考えられます。１つは、何といっても広報活動が遅かったため、十分な周知が図れていなかった

ということ。あともう一つ、市の西部なので、ちょっと参加しにくいというお答えがあって、次回はも

う少し、こういう機会があれば、便利なところでやる必要性があると思います。 

 あともう一つ、食育推進事業として考えると、いいシンポジウムとして議論できたということになる

でしょうけれども、食育の啓発及び事業の周知・普及という意味では、十分とは言えない面があると思

うので、この点は市の食育のホームページなどで挽回を図っていきたいと思います。 

 アンケート結果は、次の２枚、表裏のとおりなんですけれども、回答者数２８人で、参加者の満足度

は非常に高かったと見受けます。 

 食育の日とか食育月間を知っているというような意味で、食育に対する知識や認識はかなり高いと言

われる一方、それでも、例えば、「日本型食生活を実践していますか」というのに対しては、「必ずし

ている」「しばしばしている」というふうな層は必ずしも高くないですね。ですので、日本型食生活と

いうのが具体的にどうなっているのかというのは特に解説をしていませんので、どれだけ理解して書か

れているかというのは置いておいても、それなりに課題がありそうだというのを感じます。ちなみに、

この後、続けて食育市民アンケート調査のお話をしますが、そのアンケートの中でも設問を設けていま

して、例えば、その中で説明しているのは、日本型食生活とは、ごはんを中心として、大豆、野菜、魚

など国産の素材を用い、しょうゆ、みそ、だしなどにより調理された食品の組み合わせに、畜産物や果

物などをバランスよく加える食生活のこととなっていますが、なかなかそういうふうな説明というのは

難しいところです。 

 シンポジウムの報告としては、以上でございます。前段の村松委員の講演も非常に好評で、どうもあ
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りがとうございました。 

○大竹会長 ありがとうございました。シンポジウムについて、よろしいでしょうか。それでは、次に

食育市民アンケートについて、説明をお願いします。 

○事務局 当初、夏に実施したいと思いましたが、他の事業との関係もあって実施が遅れていますけれ

ども、今、ほとんど発送の準備ができています。食育推進計画に基づきまして、大学との連携により食

育の実態を把握するということで、大竹会長のご協力で、東京学芸大学に委託した事業として、食育市

民アンケート調査を実施する予定です。基本的には、明日発送して、月末を回答期限としていきたい。

１月に、単純集計が中心となると思いますが、速報をいただいて、３月末までに報告書をいただくとい

う形で進めてまいります。 

 資料としては５ページのほうになるんですけれども、１１月１１日を基準日として、市内にお住まい

の１８歳以上、２,０００人の方を無作為抽出しました。無作為抽出といっても、年代と性別が偏らない

ように、これは市内の人口構成比を見て、２,０００人を割り振って、偏りが出ないようにしています。

年代と性別の２つで偏りなくしている層化２段法といいますけれども、そういうふうにしております。 

 ６ページからが食育に関する調査項目ということになりますが、後でその辺は大竹会長に補足してい

ただけるとありがたいんですが、１４ページをごらんください。こちらは東京学芸大学の先生方、あと

大学院生にご参加いただいていますけれども、質問項目をつくっていただきました。市の食育推進計画

は当然として、さらに国民健康栄養調査と食育に関する意識調査を参考に質問項目をつくっていただい

たということになります。 

 問１から始まって、２４もの質問と、性別以下の関係を質問しているわけなんですが、その参考と、

あと市の計画のどことリンクしているかというのは１４ページのほうを確認していただければと思うん

ですが、市民一般に対する指標としては、食育月間、食育の日を知っているが７０％以上、それから朝

食を食べている児童・生徒の割合は、子どもがよい食習慣を家庭で身につけていると考えている市民が

５０％以上、それから食事のバランス等について改善意欲のある市民が６０％以上ということで、これ

らの項目について詳しく聞いております。例えば、食生活に対する改善項目、１２ページに当たるんで

すが、２４番。アからサの合計１１項目について、改善を考えているかという、かなり突っ込んだ質問

を考えていただいていますので、これらについて分析をしていただいて、実績の把握に努めたいと考え

ています。補足がありましたら、よろしくお願いします。 

○大竹会長 もうほとんど十分お話しいただいたような説明なんですが、今回のアンケートは、先ほど

ご説明いただいた指標の１４ページの下の６行の指標だけではなくて、特にKoganei-Styleを、この食育

推進会議では提案したので、そこの部分は小金井市はどうなっているのかということを加えた調査票に
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したつもりですが、うまくなっているかどうかわかりません。 

 なかなか、あれも聞きたい、これも聞きたいがあるので、このページ数におさめるのはちょっと大変

だったんですが、これでも多分、送られてきたほうは大変と思われる部分があるようで、ちょっと申し

わけないんですけれども、もし、皆さんのところにも届きましたら、どうぞご記入をお願いいたします。

以上ですが、アンケートについて、何かご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○村松委員 ちなみに、ちょっと教えていただきたいんですが。この中からアンケートの答えが出てし

まうかもしれませんが、ちょっといいですか。 

○大竹会長 はい。 

○村松委員 小金井市の郷土料理って、どんなものがあるんですか。 

○大竹会長 多分ないでしょう。 

○村松委員 ないですか。 

○事務局 よく言われるのは、武蔵野うどんということになるのかなと思うんですけれども。市内にも

保存会があります。 

○村松委員 かけうどんというものですか。 

○事務局 そうですね。ただ、ある程度、地場の野菜と小麦粉を使ったうどんというふうになるんです

が、どんな野菜を入れるかとかというのは、市内の飲食店によっても違いがいろいろあるようですので、

その辺は、また小金井だけじゃなくて、小平とかを含めて、うどん食はこの地域で盛んで、その中でも

小金井らしさというと、また結構、踏み込んだ形になってしまう。 

○大竹会長 これは私も聞かれて困るんじゃないというふうに言ったんですけれども。だけど、Kogane

i-Styleをどうやってとらえるか、イメージをつかむために、このアンケートはやるんだからということ

で、どういうふうに答えるかも、ちょっと楽しみで最後まで残したんです。 

○村松委員 思いがけない伝統料理とか。 

○大竹会長 そうですね。というか、私たちが何気なくそれは伝統というふうに思っていないものでも、

もしかしたら出てくるかもしれない。改めて小金井の食というのを見直すきっかけになるといいかなと

思います。 

○酒井委員 住んでいらっしゃる方は意外と知っているかもしれませんね。 

○大竹会長 ご存じかもしれないですよね。昔、こういうものを食べていたとかね。それが多分、今、

行政で、市で組み立てていますけど、多摩地区のこの辺一帯の１つの特徴ある食べ物がここに書かれる

かもしれないし。 

○村松委員 楽しみですよね。 
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○大竹会長 じゃあ、よろしいでしょうか。続きまして、「小金井市食育推進計画」の進捗状況につい

てというところで、（１）（２）（３）続けてでよろしいですか。 

○事務局 最後の１５ページの資料を見ていただきたいんですが、今回、６月に策定しました食育推進

計画に係る新規事業の一覧で、このうち２０年度で実施となっているものが白、検討となっているもの

に灰色の薄いほうの網かけを、それからあと実施済みのものと、あと、または２０年度としては検討を

含めてすることがないものについて３つ、濃い網かけをしています。 

 実施済みのものとしては、食育シンポジウムと給食を通じた食育のうちの管理栄養士を学務課に新た

に配置するというのは済になっていますので、その２つ。それから、ミニパンフレットの実施は、団体

関係を進めた上で、２２年度から行いたいということですので、２１年度から検討ということで、２０

年度、することはありません。 

 これら、各課のほうで検討とか実施のほうを進めているところなんですけれども、関係課、庁内の会

議のほうが１２月開催ということになりますので、今、申しわけないんですが、詳しい実施状態はつか

めていないところがありますので、これらについては市のほうで努力をして進めていき、次回のところ

で、２０年度はこういう結果でしたというふうに報告することになるかと思っています。 

 それで、続きまして、企画政策課のほうの持っている中核的な事業である食育のホームページと食育

関連団体登録制度についてなんですが、こちらのほうは秋ごろまでに進めたいと思っていたんですけれ

ども、申しわけないんですけど、今、進んでいない状態ですので、この後、要綱等をつくったりすると、

結局、年明けになってくるかと思っております。食育に対するホームページは、かなり自治体でもつく

られ始めていますし、あと食育関連団体登録制度としては、似たような制度としては、社会教育団体登

録制度というような仕組みがあるんですけれども、そのほかにも食育ボランティア登録制度等は、他の

自治体でも出てきているところです。東京においては、内閣府からおりてくる東京の調査というのが、

食育ボランティアの数とか調査があるんですが、必ずしも広範にはボランティアの登録が進んでいると

はいえない。特に小金井市の場合は、今、実態として把握ができていませんので、ここを２１年度に向

けて、２０年度中に挽回を図っていきたいという形で、特に大竹会長からご指摘あったとおり、食育と

いう意識が必ずしもなくても、食に関する活動として展開されている団体等の方がいらっしゃると思っ

ていますので、そちらのほうに声をかけてまいりたいと思います。 

 あまり進んでいなくて申しわけないんですが、例えば、食育のホームページについては、大谷委員か

らご指摘があったとおり、正しい知識の普及という観点を忘れないでほしいとというような要望もいた

だいておりますので、改めて団体登録制度とか、ホームページについてのご意見とかアドバイス等があ

りましたら、ぜひいただきたいと考えております。 
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○大竹会長 １２月に庁内会議が開かれれば、もうちょっと詳しい実施状況がご報告できるということ

ですが、特にこれについてご意見はありますでしょうか。ほんとうは、この辺がどこまで進んだのかと

いうのを見守るのが、この会議の中心の活動なんですけれども、ちょっとまだ、そこを検討できるよう

な状況は集約できていないということです。 

○事務局 （３）の食育推進会議及び食育推進事業の移管についてということなんですけれども、今回、

健康課からも来ていますが、健康課との調整を進めながら、円滑な移管を、２１年４月に向けて進めて

いきたいというふうに考えています。 

○大竹会長 （３）は、先ほどの条例の改正とかかわっていますね。 

○事務局 そうですね。 

○大竹会長 ということですが、（１）（２）で、特に今回は詳細な報告はなかったのですが、それぞ

れ関連して、ここで、例えば、ホームページを見たらこうだったということも含めて、ご意見がありま

したら、ちょっと出していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○酒井委員 食育関連団体というのは、市内とか市外とか関係ないですか。 

○事務局 この辺もこれから検討することだと思っているんですけれども。例えば、選択肢としては、

市内で活動していれば、市内に連絡先、事務所等があるとは限らないとかということもあり得ると思っ

ていますので、その辺を含めて考えていきたいなと思っています。 

○大竹会長 市内の活動を中心に。皆さん、いかがですか。東京ガスは、市内にはないですよね。 

○萩原委員 そうです。 

○酒井委員 例えば、私の場合は、市内で活動するときに、個人として活動を今はしていますけれども、

そういう団体にも入っているので、今、市内の場合は、個人よりも、食育のＮＰＯからの依頼で動いた

りすることもあります。市内の場合、今は私がやっていますけれど、例えば、もしかしたら、その団体

が登録していたら、そちらに連絡が行く可能性もあるかもしれないなと思います。市外でも、例えば、

私自身は小金井市の住民で、小金井市でも活動しているんですけど、そちらに入っているから、その団

体を登録したほうに、実際、登録したほうがいいのかとか、具体的に考えてどうなのか。だから、個人

として活動する分には全然オーケーなんですけど。 

○事務局 今のケースだと、所属されていて、団体としては、また、応援とかもあるんであれば、登録

していただければ、ご連絡させていただけるようになるところはあると思っています。今の段階では、

まず、こちらの考え方としては、個人のボランティアの方の登録を集めていくというよりは、まずはあ

る程度定期的な活動とかをされているので、団体のところから相互の連携が図れるようにしたいという

ねらいになっています。そういう意味では、今のところ団体に絞って考えていますので、団体側と何ら
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かの形で関与があれば登録ができるというふうにしたいと思います。 

○酒井委員 その場合の団体というのは。 

○事務局 任意団体です。 

○大竹会長 この会議の委員とは違いますよね。登録はできないということですかね。 

○事務局 通常、行政の中の会議をやったときにお招きするとか、あとは推進委員としてお招きすると

いうことはあり得るかと思うんですけど。例えば、社会教育団体登録制度とかをやるときには、公の支

配を受ける機関等は外すということをしていますので。民間側の団体等を考えており、その範囲では、

必ずしも法人格を持っていなきゃいけないとかというふうな形ではなくて、任意的に活動しているもの

も、例えば、お料理サークルみたいなものも考えられるし、それから自分たちで料理を楽しんでいるだ

けならば、自分たちの市民活動ですけれども、それを人に教えたり、子どもと一緒にやろうといえば、

もう立派な食育活動になるわけなので、そういうすそ野を持てるような制度にするというのが、今まで

の食育推進会議の趣旨だと理解していますので。 

○酒井委員 これは個人は入れていない。 

○事務局 今のところ、そういう意味では、だから団体というふうに限っているんです。 

○酒井委員 そうすると、私なんか個人で活動しているので、非常に不利ですね。 

○事務局 不利というか、そういう意味では、個人での登録ができたほうがいいというのもあるかもし

れません。 

○酒井委員 そうですね。 

○事務局 趣旨としては、こういったようなんですけど、今の段階で補助金がどうこうというよりは、

登録して、情報とか交流のきっかけをつくっていきたいという制度なので、ちょっと持ち帰って検討さ

せていただきたいと思います。 

○大竹会長 例えば、村松委員などどうなるか。 

○事務局 そうですね。 

○村松委員 生活ジャーナリストの会というのはありますけれども、あと私は、社団法人農山漁村文化

協会が行っている「食の応援団」のメンバーのひとりで、ホームページに名前が登録されています。食

育など、食をテーマとした講演などの要請があったら協力しますよと、大勢の方々が個人登録していま

す。そういったところも参考になさるといいと思います。 

○事務局 それは参考にさせていただきます。 

○大竹会長 そうですね。とりあえずは、今は市民団体を中心と。その辺を念頭に置いて考えていたけ

ればということですが、その辺は個人の活動をどうするかとか。それから、例えば、ＪＡさんの場合に、



－２７－ 

任意団体に入らないとか、商工会議所は入らないとか。 

○事務局 多分入ります。 

○大竹会長 いろいろなところをどのようにつなぎ合わせていくかって、もう少し細かく検討していく

必要があるかもしれないですね。ということで、今後、展開していく際に、今後のことも検討していた

だくケースもありますから、意見等を出していただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 じゃあ、また具体的なところは、報告が出てきたところで、皆さんのご意見をいただこうと思います。

議題の５については、一応、これで終了ということにさせていただきます。まず、今後の予定を先にお

願いします。 

○事務局 健康課のほうとも調整をしていきたいんですけれども、基本的には、来年、４、５月に１回

会議を開催して、６月の食育推進月間には、今度は食育関連団体の登録が終わっていますので、そうい

う方々の交流とかというのを目的とした懇談会を開きたいというのが推進計画の内容ですので、２０年

度の状況の総括の把握と、食育月間に向けて、どういう取組みをしていくかということを話し合うのが

４、５月の会議になると考えています。 

○大竹会長 ４、５月だったら、４月の早いほうが。事務局が間に合わないでしょうかね。というのは、

昨年の６月のシンポジウムは、わりと最後どたばたとして、広報期間が短かったなと思うので、できれ

ば、どういうものになるかわかりませんけれども、何かイベントを打つんであれば、その宣伝期間も含

めて、ちょっと早目にスタートしたほうがいいかなと思います。４月、５月ということは、３月までの

進捗状況はまとまっているということを前提に考えてあるんですね。 

 １２月に庁内会議をして、ある程度まとまりますね。さらに３月末にまとまるということですね。 

○事務局 もう１回分、会議開催の予算は予備があるんです。ですので、開催が必要だということにな

れば、開催すること自体はできるんですけれども。新年度、どういう形で事業を進めていくかというの

が、例えば、年明け、１月とか２月に開催したときに、どれだけまとまっているかとか。そういう意味

では、新年度に入ってからのほうが、具体的に話ができるかなと思うんですが。 

○大竹会長 もちろん３月３１日までの状況ではないですけれども、１２月までに把握できたようなと

ころを受けて、多少、方向性を把握をして、６月の食育月間に何をイベントとして打つかというか、何

かやるんですか。 

○事務局 食育懇談会ということで、登録した団体の公認とかというのを第一に考えています。 

○大竹会長 その６月にやるものを、おおよそ早くやって進めていったほうがいいかなという感じが私

はするんですけれども。だから、それが市の実施状況の報告が間に合わないからって後にずらすよりも、



－２８－ 

それが１２月ぐらいのところで、一応、把握しておいて、開催計画を立てたほうがいいかなと思うんで

すけど、どうでしょう。 

○事務局 例えば、１月にということでしょうか。 

○大竹会長 いやいや、３月末か４月の早い時期。 

○事務局 ５月では遅いという。 

○大竹会長 イベントが決まってきたら広報になると。ほんとうに前回は直前で広報されているので。 

○事務局 ３月か４月には開催。食育月間に、きちんと手が打てるように、前回の反省がありますよね。

ということで、どちらかちょっとわからないんですけど、３月か４月の、そういう意味では、遅いとい

けないので、上・中旬じゃないと意味がないと思われます。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 それはちょっと時期を確認させていただいて、ご連絡差し上げたいと思います。 

○大竹会長 ４月から事務局が健康課になるので、そのときは両方に参加いただき、引き継ぎみたいな、

それも含めてやっていただけると、ちょっと安心するんですけど。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 よろしいですよね。それが予定ですが、予定について、ほかにご質問ありますか。 

○酒井委員 せっかく６月のシンポジウムがあって、その結果が今日じゃないですか。何となくもった

いないので、もうちょっと。 

○事務局 早くフィードバックを。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 報告は前もって郵送でいただくのがいいですね。こういうふうな説明みたいな部分を。 

○酒井委員 ただ、すごく私の感想としては、すごくいいシンポジウムだったと思います。人がなかな

か集まらなくて、結構声もかけたんですけど、私たちの努力が足りなかったかもしれないんですけど。 

○大竹会長 何かイベントがあったんですよね、学校で。 

○事務局 そうですね。 

○大竹会長 父の日と重なったので、授業参観があった。 

 じゃあ、その他ということで、何かほかにございますでしょうか。特によろしいですか。 

 今日はどうもいろいろありがとうございました。久しぶりに、皆さん、いろいろなご活躍をきかせて

いただきました。 

○事務局 ありがとうございました。 

 



－２９－ 

（午後３時３０分 閉会） 



食 育 推 進 会 議 

平成２０年１１月１３日 

 

食育シンポジウムについて（報告） 

 

１ 日 時  平成２０年６月１４日（土） 午後１時～午後４時 

２ 場 所 東京学芸大学Ｗ１１０教室 

３ 内 容 小金井らしい食育をめざして～Koganei-Styleの地域展開～ 

４ 参加者数   一般参加者２８人、スタッフ１７人。合計４５人 

５ 広報活動 

① ポスター１００枚／チラシ１００枚 

② 記者会見   １３社（平成２０年６月３日） 

   ※平成２０年６月１５日付け朝日新聞むさしの版・多摩版に記事掲載 

 

６ 成果・反省点及び今後の課題 

（１）成果 

� 多様なシンポジストにより、本市における食育のあり方が議論された。 

� 特に、セブン－イレブン・ジャパンから市内店舗における特色等の重要

な情報提供がなされた。 

（２）反省点 

� 参加者が極めて少なかった。 

� 広報活動が遅かったため、十分な周知を図れていなかった。 

� 会場の東京学芸大学が市の西部であるため、参加しにくいようだった。 

（３）今後の課題 

� 十分な広報活動を行い、また、市中心部の会場で行うこと。 

� 本シンポジウムでは食育の啓発及び事業の周知が図れたとは言えない

ため、市ホームページ等での啓発活動を充実させること。 

７ アンケート結果 

  裏面のとおり。回答者数２８人。参加者の満足度は高かった。 

  参加者の食育に関する意識がかなり高い一方、それでも「日本型食生活」

の実践割合は高いとは言えないことがわかった。 



食育推進シンポジウム
平成２０年６月１４日（土）１３：００～１６：００
東京学芸大学Ｗ１１０教室
アンケート集計
Ｑ１　性別
男性 12
女性 16

Ｑ２　年齢
２０歳未満 0
２０～２９歳 8
３０～３９歳 2
４０～４９歳 11
５０～５９歳 5
６０～６９歳 1
７０歳以上 1

Ｑ３　職業
自営業 3
会社員 2
公務員 11
専業主婦・主夫 3
家事手伝い 0
学生 4
無職 1
その他 3

Ｑ４　世帯構成
単身世帯 4
夫婦のみ 5
子どもと同居 11
親と同居 4
三世代が同居 3
その他 1

Ｑ５　本シンポジウムを何で知ったか
市報 9
市ＨＰ 0
市からのチラシ 0
関係者に聞いて 9
その他 10

Ｑ６･Q7　満足度
講演 シンポ

大変よかった 20 13
まあまあよかった 6 12
どちらともいえない 0 2
あまりよくなかった 1 0
よくなかった 0 0
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Ｑ８　「食育月間」を知っているか
はい 22
いいえ 5

Ｑ９　「食育の日」を知っているか
はい 22
いいえ 6

ほとんど毎日 23
週４～５日 2
週２～３日 1
ほとんど食べない 2

必ずしている 23
しばしばしている 2
時々している 1
あまりしていない 2
全くしていない 0

必ずしている 8
しばしばしている 7
時々している 11
あまりしていない 1
全くしていない 1

Ｑ１0　朝ごはんは毎日食べて
いるか

Ｑ１１　食を通じたコミュニケー
ションを充実させているか？

Ｑ１２　「日本型食生活」の実践
をしているか？

Q8　　　　食育月間食育月間食育月間食育月間をををを知知知知っっっっ

ていていていてい

 るかるかるかるか？？？？
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小金井市民小金井市民小金井市民小金井市民のののの食意識食意識食意識食意識にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のおのおのおのお願願願願いいいい    

 

 

小金井市は平成２０年６月に小金井市食育推進計画を策定し、基本方針で、「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”と称して、市民ひとりひとりが、生産者・事業者が、各種

団体等が、そして市が、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。その中の一つとして、大学と協力して、市民を対象に、食育に関する実態調査を行っ

て、食育に関する事業を推進することを掲げています。そこで、この度、小金井市民の食

意識を明らかにし、食育のあり方を検討するための調査を実施することとなりました。 

お忙しいところ恐縮ですが、本調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

なお、この調査は、平成２０年１１月１１日を基準日として、市内にお住まいの満１８

歳以上の方２，０００人を無作為抽出して、調査票をお送りしています。ご記入いただい

た内容について、個人の情報が公表されることはありませんので、率直なご意見をお聞か

せくださいますようお願いいたします。 

 

平成２０年１１月 

 

小金井市長 稲葉孝彦     

    

 回答していただくに当たってのお願い 

 

○回答は、ボールペン、濃い鉛筆などで、この調査票に直接ご記入ください。 

○封筒のあて名のご本人がお答えください。 

○ご記入が終わりましたら、恐縮ですが記入漏れなどがないかお確かめの上、  

 別紙の調査票を同封同封同封同封のののの封筒封筒封筒封筒に入れて、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））までにご投かんく

ださい。（切手は不要です。） 

    

    

ご不明な点やご質問がございましたら、以下へお問い合わせください。 

小金井市 企画財政部 企画政策課 担当：堤、竹内 

ＴＥＬ： ０４２－３８７－９８００ 

ＦＡＸ： ０４２－３８７－１２２４ 

    



小金井市民小金井市民小金井市民小金井市民のののの食意識食意識食意識食意識にににに関関関関するするするする調査調査調査調査    
朝食朝食朝食朝食・・・・夕食夕食夕食夕食についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

（（（（１１１１））））あなたはふだんあなたはふだんあなたはふだんあなたはふだん朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを１１１１つつつつだけだけだけだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてをつけてをつけてをつけて

くださいくださいくださいください。。。。    

    １．ほとんど毎日食べる            （２）へ 

    ２．週２～３日食べない 

    ３．週４～５日食べない 

    ４．ほとんど食べない 

 

（（（（１１１１－－－－２２２２））））いついついついつ頃頃頃頃からからからから朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べなくべなくべなくべなくなりましたかなりましたかなりましたかなりましたか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに

○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

 １．小学生の頃から     ２．中学生の頃から   ３．高校生の頃から  

４．高校を卒業した頃から  ５．２０～２９歳    ６．３０～３９歳 

７．４０～４９歳      ８．５０～５９歳    ９．６０～６９歳      

10．７０歳以上 

    

（（（（１１１１－－－－３３３３））））朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べないべないべないべない最最最最もももも大大大大きなきなきなきな理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号

にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

 １．時間がない             ２．食欲がわかない    

３．朝食を食べるより寝ていたい     ４．減量（ダイエット）のため 

５．朝食が用意されていない       ６．以前から食べる習慣がない 

７．食べたり準備するのが面倒である 

 

（（（（２２２２））））あなたはふだんあなたはふだんあなたはふだんあなたはふだん、、、、誰誰誰誰とととと朝食朝食朝食朝食・・・・夕食夕食夕食夕食をををを食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号

にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。そのそのそのその他他他他のののの方方方方はははは下下下下のののの欄欄欄欄にににに具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容ををををおおおお書書書書ききききくだくだくだくださいさいさいさい。。。。    

    家族    友人 同僚    ひとり    その他    

朝食朝食朝食朝食    １ ２ ３ ４ ５ 

夕食夕食夕食夕食    １ ２ ３ ４ ５ 

そのそのそのその他記入欄他記入欄他記入欄他記入欄    

    

    

（（（（３３３３））））あなたはあなたはあなたはあなたは間食間食間食間食（（（（夜食夜食夜食夜食をををを含含含含むむむむ））））をすることはありますかをすることはありますかをすることはありますかをすることはありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んんんん

でででで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

＊間食とは、エネルギー源となる食べ物、飲み物をとることです。したがって、砂糖・ミルクを加えない

お茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラルのみをとる

ことは間食に含みません。 

 １．毎日２回以上     ２．毎日１回程度    ３．週２～３回する 

 ４．ほとんどしない 



（（（（４４４４））））あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、主食主食主食主食（（（（ごはんごはんごはんごはん、、、、パンパンパンパン、、、、麺麺麺麺などなどなどなど））））はははは 1111 日日日日にににに合計合計合計合計でどのくらいでどのくらいでどのくらいでどのくらい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。。。。

例例例例をををを参考参考参考参考にににに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

１つ分 ２つ分 ３つ分 ４つ分 ５つ分 ６つ分 ７つ分 ８つ分以上 

                                                                                                                        

ごはんごはんごはんごはん小小小小もりもりもりもり            おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり１１１１個個個個                食食食食パンパンパンパン１１１１枚枚枚枚        ロールパンロールパンロールパンロールパン２２２２個個個個    

        1.51.51.51.5つつつつ分分分分   ２２２２つつつつ分分分分     

                                                                                        ごはんごはんごはんごはん中中中中もりもりもりもり                                                                            うどんうどんうどんうどん一杯一杯一杯一杯                もりそばもりそばもりそばもりそば一杯一杯一杯一杯    

（（（（５５５５））））あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、主菜主菜主菜主菜（（（（肉肉肉肉・・・・魚魚魚魚などをなどをなどをなどを使使使使ったったったったメインメインメインメイン料理料理料理料理のことのことのことのこと））））をををを食食食食べるべるべるべる時時時時、、、、一緒一緒一緒一緒にににに野菜野菜野菜野菜をどをどをどをど

のくらいのくらいのくらいのくらい食食食食べべべべてててていますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

            １．ほとんど食べない        ２．主菜の半分の量 

   ３．主菜と同量           ４．主菜の２倍の量 

   ５．主菜の３倍以上の量      

 

外食外食外食外食についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

（（（（６６６６））））あなたはあなたはあなたはあなたは夕飯夕飯夕飯夕飯をををを外食外食外食外食することがありますかすることがありますかすることがありますかすることがありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○

をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

  １．外食しない           （７）へ 

２．ほぼ毎日 

３．週３～４回程度 

４．週１回程度 

５．月１回程度 

    

（（（（６６６６－－－－１１１１））））外食外食外食外食（（（（夕食夕食夕食夕食））））はははは誰誰誰誰とととと行行行行きますかきますかきますかきますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものををををすべてすべてすべてすべて選選選選んでんでんでんで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださくださくださくださ

いいいい。。。。    

１．家族   ２．友人   ３．同僚   ４．ひとり   ５．その他（        ） 

 

（（（（６６６６－－－－２２２２））））あなたはあなたはあなたはあなたは外食外食外食外食をするをするをするをする時時時時、、、、何何何何にににに重点重点重点重点をおいてをおいてをおいてをおいて選選選選んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを３３３３つつつつ

までまでまでまで選選選選んでんでんでんで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。    

１．栄養のバランス   ２．価格   ３．味・おいしさ   ４．安全性 

５．量         ６．その他（                ） 

７．特に考えていない 

    

１１１１つつつつ分分分分    

（例） 



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利用利用利用利用についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

 

（（（（７７７７））））あなたはあなたはあなたはあなたは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をををを利用利用利用利用することがありますかすることがありますかすることがありますかすることがありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだつだつだつだ

けけけけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

  １．利用しない             （８）へ 

２．ほぼ毎日 

３．週３～４回程度 

４．週１回程度 

５．月１回程度 

    

（（（（７７７７－－－－１１１１））））あなたはあなたはあなたはあなたは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でででで何何何何をををを買買買買いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものををををすべてすべてすべてすべて選選選選んでんでんでんで

○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。    

１．弁当（幕の内弁当、スパゲッティ、そば等） ２．飲み物 

３．惣菜（サラダ、ほうれん草のおひたし等）  ４．パン類（サンドイッチ、菓子パン、 

 おにぎり、肉まん等） 

５．雑誌・漫画                ６．お菓子 

７．生活雑貨                 ８．その他（          ） 

 

（（（（７７７７－－－－２２２２））））あなあなあなあなたはたはたはたは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でででで食食食食べべべべ物物物物をををを買買買買うううう時時時時、、、、何何何何にににに重重重重点点点点ををををおいておいておいておいて選選選選んでいますんでいますんでいますんでいます

かかかか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。    

１．栄養のバランス   ２．価格   ３．味・おいしさ   ４．安全性 

５．量         ６．その他（                ） 

７．食べ物は買わない  ８．特に考えていない 

 

野菜野菜野菜野菜のののの購入購入購入購入についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

 

（（（（８８８８））））市市市市内内内内でででで採採採採れたれたれたれた野菜野菜野菜野菜をををを買買買買うことはありますかうことはありますかうことはありますかうことはありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○

をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

１．いつも買う     ２．たまに買う     ３．ほとんど買わない 

４．全く買わない    ５．売っていることを知らない 

    

（（（（９９９９））））あなたはあなたはあなたはあなたはふだんふだんふだんふだん野菜野菜野菜野菜をををを買買買買うときにうときにうときにうときに配慮配慮配慮配慮していることはありますかしていることはありますかしていることはありますかしていることはありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものををををすすすす

べてべてべてべて選選選選んでんでんでんで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。 

１．鮮度        ２．無農薬のもの      ３．価格 

４．国産のもの     ５．その他（      ） ６．特に配慮していない 

 

 

 

 



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についておについておについておについてお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。    

    

（（（（10101010））））あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「食育食育食育食育」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉やそのやそのやそのやその意味意味意味意味をををを知知知知っていましたかっていましたかっていましたかっていましたか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるもももものをのをのをのを１１１１つだつだつだつだ

けけけけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

１．言葉も意味も知っていた 

２．言葉は知っていたが意味は知らなかった 

３．言葉も意味も知らなかった 

 

（（（（11111111））））毎月毎月毎月毎月１９１９１９１９日日日日がががが食育食育食育食育のののの日日日日ということをということをということをということを知知知知っていますっていますっていますっていますかかかか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで

番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

１．知っている            ２．知らない 

    

（（（（12121212））））    毎年毎年毎年毎年６６６６月月月月はははは食育月間食育月間食育月間食育月間であるということをであるということをであるということをであるということを知知知知っていまっていまっていまっていますすすすかかかか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選

んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

 １．知っている            ２．知らない 

    

（（（（13131313））））    食育食育食育食育にはにはにはには多多多多くのくのくのくの内容内容内容内容がががが含含含含まれまれまれまれていていていていますがますがますがますが、、、、小金井小金井小金井小金井市市市市においてにおいてにおいてにおいて市民市民市民市民がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって進進進進めてめてめてめて

いくとしたらいくとしたらいくとしたらいくとしたら、、、、どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに関心関心関心関心がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで○○○○をつをつをつをつ

けてけてけてけてくださいくださいくださいください。。。。    

  １．食品の安全性に関する理解 

  ２．食生活・食習慣の改善 

  ３．環境との調和、食品廃棄の削減や食品リサイクルに関する体験活動 

  ４．自然の恩恵や、生産者への感謝・理解、体験活動 

  ５．郷土料理、伝統料理等の食文化の継承 

  ６．食を通じたコミュニケーション 

  ７．あいさつの励行や作法の習得 

  ８．その他（              ） 

  ９．特にない 

 

（（（（14141414））））あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「食育食育食育食育」」」」にににに関心関心関心関心がありますがありますがありますがありますかかかか、、、、それとそれとそれとそれとももももありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つつつつ

だけだけだけだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

   １．関心がある （１４－１）へ 

   ２．どちらかといえば関心がある              

   ３．どちらかといえば関心がない  

   ４．関心がない                    （１５）へ 

   ５．わからない 

 

 

 

 

食育食育食育食育のののの意味意味意味意味    

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 

（食育基本法） 



（（（（14141414－－－－１１１１））））あなたがあなたがあなたがあなたが「「「「食育食育食育食育」」」」にににに関心関心関心関心があるがあるがあるがある理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで

○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくくくくださいださいださいださい。。。。    

  １．心身の健全な発達のために必要だから 

  ２．食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ、不規則な食事等）が問題になっているから 

  ３．生活習慣病（がん、糖尿病等）の増加が問題になっているから 

  ４．食料を海外からの輸入に依存しすぎることが問題になっているから 

  ５．自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れているから 

  ６．肥満ややせすぎが問題になっているから 

  ７．有機農業などの自然環境と調和した食料生産が重要だから 

  ８．大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題になっているから 

  ９．事故米など、食品の安全確保に関する問題が発生しているから 

  10．食にまつわる地域の伝統や文化を守ることが重要だから 

  11．消費者や生産者の間の交流や信頼が不足していると思うから 

  12．その他（                        ） 

  13．特にない  

  14．わからない 

 

（（（（14141414－－－－2222））））あなたはあなたはあなたはあなたはどどどどのようなのようなのようなのような食育活動食育活動食育活動食育活動にににに参加参加参加参加してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。参加参加参加参加してみたいしてみたいしてみたいしてみたい活動活動活動活動でででで

当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものものものものをををを３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでんでんでんで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。 

 １．生活習慣病予防などのための料理教室 

 ２．食生活の改善に関する活動 

 ３．郷土料理、伝統料理等の食文化継承活動 

 ４．食品の安全や表示に関する活動 

 ５．食品廃棄や食品リサイクルに関する活動 

 ６．農林漁業などに関する体験活動 

 ７．食育に関する国際交流活動 

 ８．その他（                ） 

 ９．特にない 

    

（（（（15151515））））あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける「「「「食育食育食育食育」」」」によってによってによってによって、、、、よいよいよいよい食習慣食習慣食習慣食習慣をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける、、、、またはまたはまたはまたは子子子子どもどもどもども等等等等

にににに身身身身につけさせることができているとにつけさせることができているとにつけさせることができているとにつけさせることができていると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○

をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

   １．できている                         （１５－１）へ       

   ２．まあまあできている  

   ３．あまりできていない  

   ４．できていない （１６）へ 

 

 

 

 



（（（（11115555－－－－１１１１））））家庭家庭家庭家庭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ついてどについてどについてどについてどのようなのようなのようなのような行動行動行動行動をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの項目項目項目項目についについについについ

てててて当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

  当てはまる＝４、まあまあ当てはまる＝３、あまり当てはまらない＝２、全く当てはまらない＝１ 

ア 「日本型食生活」（※）を実践している 

  （例）ご飯、味噌汁、焼き魚、ほうれん草のおひたしなど 

４ ３    ２ １ 

イ 野菜摂取量を増やしている ４ ３    ２ １ 

ウ 油の多いものを控えている ４ ３    ２ １ 

エ 家庭や友人と食卓を囲み、楽しみながら食事をしている ４ ３    ２ １ 

オ 正しい箸の持ち方ができる ４ ３    ２ １ 

カ 食事前後にあいさつをしている ４ ３    ２ １ 

キ 食事の仕度や片づけを自分でしている ４ ３    ２ １ 

※日本型食生活：ごはんを中心として、大豆、野菜、魚など国産の素材を用い、しょうゆ・みそ・だしなどにより調理

された副食の組み合わせに、畜産物や果実などをバランスよく加える食生活のこと。 

 

（（（（16161616））））あなたはあなたはあなたはあなたは食事食事食事食事をををを残残残残さずさずさずさず食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてをつけてをつけてをつけて

くださいくださいくださいください。。。。    

 １．残さない         ２．たまに残すことがある 

 ３．よく残す         ４．毎回残すことが多い 

 

（（（（17171717））））    食品産業食品産業食品産業食品産業やややや家庭家庭家庭家庭においてにおいてにおいてにおいて食食食食べべべべ残残残残しやしやしやしや食品食品食品食品のののの廃棄廃棄廃棄廃棄がががが発生発生発生発生していることにしていることにしていることにしていることに関関関関してしてしてして「「「「もったいもったいもったいもったい

ないないないない」」」」とととと感感感感じることがありますかじることがありますかじることがありますかじることがありますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださをつけてくださをつけてくださをつけてくださ

いいいい。。。。    

 

 １．いつも感じている     ２．しばしば感じている 

 ３．あまり感じていない    ４．全く感じていない 

    

（（（（18181818））））あなたのあなたのあなたのあなたの身近身近身近身近なななな飲食店飲食店飲食店飲食店やややや食品売食品売食品売食品売りりりり場場場場、、、、職場職場職場職場のののの給食施設給食施設給食施設給食施設・・・・食堂食堂食堂食堂などはなどはなどはなどは、、、、栄養栄養栄養栄養バランスバランスバランスバランスのとのとのとのと

れたれたれたれたメニューメニューメニューメニューをををを提供提供提供提供しているとしているとしているとしていると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけをつけをつけをつけ

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 １．ほとんどが提供していると思う    ２．半々くらいが提供していると思う 

 ３．提供している所は少ないと思う 

(19(19(19(19))))小金井市小金井市小金井市小金井市のののの郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理やややや伝統食伝統食伝統食伝統食をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。知知知知っているものっているものっているものっているものををををすべてあげてくださいすべてあげてくださいすべてあげてくださいすべてあげてください。。。。    

   

 

 

献立献立献立献立とあなたのとあなたのとあなたのとあなたの町町町町のののの伝統食伝統食伝統食伝統食についてについてについてについておたずおたずおたずおたずねしますねしますねしますねします。。。。    

 



(20(20(20(20))))小金井市小金井市小金井市小金井市のののの郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理やややや伝統食伝統食伝統食伝統食をををを食食食食べたことがべたことがべたことがべたことがありますかありますかありますかありますか。。。。食食食食べたことがあるものべたことがあるものべたことがあるものべたことがあるものををををすべてすべてすべてすべて

あげてくださいあげてくださいあげてくださいあげてください。。。。    

（（（（21212121））））小金井市小金井市小金井市小金井市のののの郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理やややや伝統食伝統食伝統食伝統食をををを作作作作ることができますかることができますかることができますかることができますか。。。。作作作作ることができるものることができるものることができるものることができるものををををすべてすべてすべてすべて

あげあげあげあげてくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 

(22(22(22(22))))    あなたはあなたはあなたはあなたは正月正月正月正月やややや節句節句節句節句などのなどのなどのなどの行事食行事食行事食行事食をををを年年年年ににににどのくらいどのくらいどのくらいどのくらい作作作作りますかりますかりますかりますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだつだつだつだ

けけけけ選選選選んでんでんでんで番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

  １．７回以上      ２．５～６回      ３．３～４回 

  ４．１～２回      ５．全く作らない    ６．作らないが購入している 

    

（（（（23232323））））あなたはあなたはあなたはあなたは食事食事食事食事のののの準備準備準備準備をするをするをするをする時時時時、、、、何何何何をををを参考参考参考参考にしていますかにしていますかにしていますかにしていますか。。。。当当当当てはてはてはてはまるものまるものまるものまるものををををすべてすべてすべてすべて選選選選んんんん

でででで○○○○をつけてをつけてをつけてをつけてくださいくださいくださいください。。。。 

１．テレビ番組 ２．料理本 ３．携帯情報端末（ゲーム機含む） ４．家庭科教科書やノート 

５．インターネット（パソコン）  ６．インターネット（携帯電話） 

７．その他(          )  ８．特に参考にしているものはない 

    

（（（（24242424））））次次次次のののの各各各各々々々々のののの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、改善改善改善改善したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。当当当当てはまるてはまるてはまるてはまるものをものをものをものを１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでんでんでんで

番号番号番号番号にににに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。    

 改善したい すでにできて

いる 

できていない

し改善したい

とも思わない 

ア 栄養バランスのとれた食事をする １ ２ ３ 

イ 牛乳・乳製品を食べる １ ２ ３ 

ウ 果物を食べる １ ２ ３ 

エ 肉や魚より野菜を多くとる １ ２ ３ 

オ 油の多い料理を控える １ ２ ３ 

カ 食塩の多い料理を控える １ ２ ３ 

キ 菓子や甘い飲み物をほどほどにする １ ２ ３ 

ク 食事時間を規則正しくする １ ２ ３ 

ケ やせすぎや太りすぎでない体重を維持する  １ ２ ３ 

コ テレビコマーシャルや、菓子の景品等に

影響を受けて特定の食品を食べ過ぎない 

１ ２ ３ 

サ 食品を選んだり、食事のバランスを整え

るのに困らない知識や技術を身に付ける 

１ ２ ３ 

 

 



 

 

                         ご協力ありがとうございました。 

１．最後に、あなた自身のことについて、お聞きします。当てはまるものを１つ選んで○

をつけてください。 

１）性別    １．男性     ２．女性 

２）年齢  

  １．18～19歳  ２．20～24歳   ３．25～29歳   ４．30～34歳 

  ５．35～39歳  ６．40～44歳   ７．45～49歳   ８．50～54歳 

  ８．55～59歳  10．60～64歳   11．65～69歳   12．70歳以上 

２．あなたのご職業はなんですか。当てはまるものを１つ選んで○をつけてください。 

       自営業主    家族従業者    雇用者（パート含む）  無職 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ７へ 

３．通勤・通学先はどこですか。当てはまるものを１つ選んで○をつけてください。 

  １．自宅 ２．小金井市内 ３．その他の市部 ４．区部 ５．その他（     ） 

４．片道の通勤・通学時間はどれくらいですか。数字を記入してください。 

 （     ）時間（     ）分 

５．家を出る時間と・帰宅時間は何時ですか。数字を記入してください。 

  家を出る時間 午前・午後（    ）時（     ）分 

  帰宅時間   午前・午後（    ）時（     ）分 

６．同居している方は何人ですか。数字を記入してください。 

 （     ）人 

７．同居人との関係に当てはまるもの全てに○をつけてください。 

 １．祖父母 ２．親 ３．子ども ４．きょうだい ５．おじ・おば ６．いとこ  

７．友人 ８．配偶者 ９．その他（    ） 
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食育市民アンケート

質問 概要 参考にした項目のページ 市計画
1 朝食の頻度 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問１ ク
1ｰ2 朝食を欠食し始めた時期 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問1-2 ク
1ｰ3 朝食を食べない理由 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問1-3 ク
2 誰と朝食・夕食を食べるか イ・ケ
3 間食の頻度 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問３ コ・シ
4 主食の摂取量 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問９ シ
5 野菜の摂取量 シ
6 外食の頻度 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問４ オ
6ｰ1 誰と外食するか イ
6ｰ2 外食する時配慮すること オ
7 コンビニの利用頻度 オ関連
7ｰ1 コンビニで買うもの オ関連
7ｰ2 コンビニを利用する時配慮すること オ
8 地場野菜の購入 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問１４ ウ
9 野菜購入時の配慮内容 平成１７年国民健康・栄養調査p30 問１５ ア・エ
10 食育の意味 H19食育に関する意識調査 Q1 キ
11 食育の日 H19食育に関する意識調査 Q７ キ
12 食育月間 H19食育に関する意識調査 Q８ キ
13 食育の方向 H19食育に関する意識調査 Q１３ ウ・コ・サ
14 食育への関心 H19食育に関する意識調査 Q２ キ関連
14ｰ1 食育への関心の理由 H19食育に関する意識調査 ３－SQ キ関連
14ｰ2 参加してみたい食育活動 H19食育に関する意識調査 11－SQ カ・サ・シ
15 食育と家庭 コ
15ｰ1 家庭における食育行動 H19食育に関する意識調査 Q10 コ・シ
16 食べ物を残すか H19食育に関する意識調査 Q12 コ
17 食べ残しや食品廃棄 H19食育に関する意識調査 Q13 環境
18 飲食店等と栄養バランス オ・シ
19 市の伝統食を知っているか H19食育に関する意識調査 Q14 ア
20 市の伝統食を食べたことがあるか H19食育に関する意識調査 Q15 ア
21 市の伝統食を作れるか H19食育に関する意識調査 17－SQ ア
22 行事食を作る頻度 H19食育に関する意識調査 Q16 ア
23 食事の情報源 H20食育に関する意識調査 Q1１ ア
24 食に関する改善内容 平成１７年国民健康・栄養調査p3４ 問１３ シ
性別 H19食育に関する意識調査 F1
年齢 H20食育に関する意識調査 F2
職業 H21食育に関する意識調査 F3

通勤通学先

通勤通学時間

外出帰宅時間

同居人数

同居人関係

小金井市食育推進計画の指標

項目 指標 国 都

ア
郊外都市として、都心と地方の間のいい
とこ取りをする

イ
忙しい合間にも、家族や友人・知人との
触れ合いの大切にした食事をする

ウ 地場農園からの新鮮な野菜を楽しむ

エ 低農薬等、良質な野菜を選ぶ

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

カ
地域の利便性を活かし、食についての情
報・相談機能を整備する

キ 食育月間・食育の日を知っている ７０％以上（中２・市民） △ △
小５・中２共に１００％程度

（何らかのものを朝、食べてくる）

小４・中１ともに１００％程度

（朝・夕いずれかでも。兄弟可）

５０％以上（市民） － ○
箸を正しく持てる小４　８０％以上 － －
全校で年２回以上

（都：４０％以上の食材利用）

小４・中１共に５０％以上 △ ○
改善意欲のある市民６０％以上 － ○

質問内容対照表

ク 朝食を食べている児童・生徒の割合 ○ ○

ケ 家の人と食事する児童・生徒の割合 － ○

△

シ 食事のバランス等に気を付けている

コ
子どもがよい食習慣を家庭で身につけて
いる

サ
生産者や製造者との交流を図った給食等
の実施 △

Koganei-Style関連



事業名 事業内容 予定年度 20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 済 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～ 実施 食育の土台づくり
学校・幼稚園・保育所で啓発活動を行う。 20～ 実施 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～ 実施 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～ 検討 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 ブースを作る等、農業祭等で啓発活動を行う。 21～ 検討 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・22 実施 食育の土台づくり 本計画の当初年度・最終年度に実施

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～ 実施 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する。 21～ 検討 食育の土台づくり 編集委員会に協力する。
地域の食育及び食生活に関する情報を提供する。 21～ 検討 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 地場野菜等の情報を食育ホームページ等で提供する。 20～ 実施 食育の土台づくり 編集委員会に協力する。
8 乳幼児食メール教室 メールにて食育等の情報提供を行う。 21～ 検討 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～ 検討 子どもへの食育の充実 20年度に情報収集

10 地域連携の推進 私立・国立幼稚園等での生産者との交流や食育相談等を促進する。 21～ 検討 子どもへの食育の充実

11 給食を通じた食育 教育委員会に管理栄養士を新たに配置する。 20～ 済 子どもへの食育の充実

12 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～ 実施 子どもへの食育の充実

13 交流給食 地域の生産者等と交流できる給食を年２回以上実施する。 21～ 検討 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。

14 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～ 検討 子どもへの食育の充実 ＰＴＡに協力して。運動会等を含まず。

15 保護者に対する食育支援 朝食の欠食と孤食への指導を啓発する。 20～ 実施 子どもへの食育の充実

16 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～ 検討 子どもへの食育の充実 環境に配慮した料理教室等を含む。

17 学童保育所等での箸の持ち方の指導 楽しく遊びながら学べるよう工夫し、指導を徹底する。 20～ 実施 子どもへの食育の充実

18 児童館での料理教室 環境に配慮した料理教室等を実施する。 21～ 検討 子どもへの食育の充実

19 地場野菜等の販売促進 庭先直売マップを新たに作成し、頒布する。 20～ 実施 Koganei-Styleの地域展開

20 地場野菜等の情報提供 食育ホームページ等へ地場野菜等の情報を提供する。 20～ 実施 Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協等に協力依頼

21 農業祭での啓発促進 農業祭等での食育に関する啓発活動を促進する。 20～ 実施 Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協等に協力依頼

22 交流給食への協力 学校・保育園が行う交流給食に生産者として協力する。 21～ 検討 Koganei-Styleの地域展開 農業委員会、農協、商工会等に協力依頼

23 食育ミニパンフレットの配布 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

24 コンビニエンスストア等との連携 ミニパンフレットの配布、食育キャンペーン等を実施する。 22～ 検討 Koganei-Styleの地域展開

25 食育教室等での連携推進 事業者の協力を得て環境に配慮した料理教室等を推進する。 21～ 検討 Koganei-Styleの地域展開

26 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～ 実施 Koganei-Styleの地域展開 市内ＮＰＯ、自治会、子ども会等

27 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～ 実施 Koganei-Styleの地域展開 サークルも含むものとする。

28 食育ホームページでの情報発信を行う。 21～ 検討 Koganei-Styleの地域展開 編集委員会と連携

29 食育懇談会の開催 地域の食育関連情報の交流を図るため懇談会を行う。 21～ 検討 Koganei-Styleの地域展開 21年度以降の食育推進月間に開催する。

30 食育モニター事業 意欲ある市民等に食事指導を行い、経過等を公開する。 21～ 検討 Koganei-Styleの地域展開 地域活動栄養士会等の協力を得て。

31 大学等との連携 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～ 実施 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

32 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～ 実施 Koganei-Styleの地域展開 ポスター掲示等

33 食育推進検討委員会 中核的な事業を担う健康課を中心とした体制に強化する 21～ 検討 計画の推進に向けて 20年度から健康課に移管

34 食育懇談会の開催 食育推進月間に食育関連団体等による懇談会を開催する。 21～ 検討 計画の推進に向けて

6 食育ホームページ

小金井市食育推進計画に係る新規事業一覧

食育月間・食育の日の取組2

食育関連団体登録制度の実施


