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第７回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２１年３月１９日（木）午後１時３５分～午後３時３５分 

場  所  小金井市前原暫定集会施設Ｂ会議室 

 出席委員  １０人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  職務代理者 村 松 真貴子 委員 

  委 員   池 田 多鶴子 委員  大 谷 丕古磨 委員 

        酒 井 文 子 委員  井 上 誠 一 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   鈴 木 貫太郎 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 

 企画政策課主事               竹 内 波留香 

 健康課課長                 高 橋 茂 夫 

 健康課主任                 大 関 洋 子 

 健康課主事                 濱 野 康 子 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後１時３５分 開会） 

 

○大竹会長 久しぶりでございますけれども、第７回になるんですね。食育推進会議、では、始めたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、事務局のほうからお願いします。 

○事務局 まず、本日の遅刻・欠席のご連絡で、廣野委員からちょっと欠席になるかもしれないという

ご連絡をいただいています。あと、酒井委員からは、遅刻になりますというご連絡をいただいておりま
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す。 

 前回の食育推進会議開催後、３月１６日になりますが、食育推進検討委員会、関係する課長で構成さ

れる委員会を行いまして、この後、議題の５、６になりますけれども、進捗状況及び平成２１年度の事

業について確認等をいたしました。これらについては、議題の５、６で説明させていただきます。 

 それから、２月１５日から２８日までの間で、食育ホームページの編集委員会の委員を公募して、今

現在食育ホームページをつくっています。また、関連団体等の登録制度について募集をいたしました。

これらについては、議題の２、３で取り扱わせていただきたいと思っております。 

 また、大竹会長のほうから、市として委託していた食育市民アンケートの概要版をご提出いただいて

いますので、ポイントについてお話し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。この間、いろいろ進んでいるようですので、この小金井市の食

育がさらに進むようになっていけばいいなというふうに思っていますが、この会議で時々どういう状況

なのかというのを見ていくということになるかと思います。ありがとうございました。 

 では、まず、この間やっていただいた大きな１つとして、食育ホームページ、よろしくお願いします。 

○事務局 ２ページのほうを、１枚めくって見ていただきたいんですが、こちら、制度の趣旨としては、

市のホームページに食育のホームページを開設して、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。市民ボランティアの編集委員会を設置することによって、地域情報を含めた食育

や食品等の情報提供を進めるということで、先ほど申し上げましたとおり委員の公募を行いました。そ

の結果、定員１０名以内のところ、２名の方の応募がありました。畠山知子さんと田中則弘さんに応募

いただき、あと、２号委員という扱いになりますが、食育推進会議の中で参加をご表明された方５名以

内ということで、池田委員、大谷委員、酒井委員、井上委員がご参加いただけることになっております。

どうもありがとうございました。合計６名の委員の方で編集を行っています。少ないという印象もあり

ますが、食育というものが必ずしも浸透しているとは言えず、食に対する興味は大きくてもまだ食育と

いうのはこれからという面があるのと、でき上がったものを見せて一緒にやっていきましょうと言えば

参加希望者も出ると思われますが、今現在食育ホームページがない状態なので、むしろ立ち上げとして

はこの少人数で進めていくのも、活発に編集委員会のほうでは各委員が発言されるような感じで進んで

おりますので、よろしいかと思っております。 

 ３月１０日、１７日の第１回、第２回の編集委員会は既に終了いたしまして、２５日のホームページ

の公開に向けて作業を進めています。その概要ですが、市のホームページを見ていただくと、クイック

インデックスに出産・育児・健康というのがあり、そのすぐ下に食育という目次をつくって、その中に

配置されるような形になります。それで、ゴシックになっている食育基本情報、食育関連団体、食育推
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進計画、食育推進会議については、市が整備を進め、四角で囲んである食育ホームページについては、

編集委員会が主体となって今後編集を進めていただけるという形になる見込みです。また、食育推進計

画では、平成２１年度中に、食育ホームページについて高齢者向け、メタボリック対策、それから地域

情報について充実させていくということになっていますが、現在の方向では、食育ホームページの中で

そういった記事をつくっていければということになっております。 

 イメージですが、まず、食育基本情報などゴシックの字体で作成するページ、あとイベント情報もそ

うなるんですが、それがその次の３ページにあるようなイメージになります。小金井市では、ホームペ

ージについてコンテンツ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入していまして、簡単に言えば、一

定のデザインでホームページが簡単につくれるかわりに、ちょっとデザイン上は制約があります。この

システムのおかげで、公開の管理が簡単です。見ていただいた中で言うと、小金井市とあるメニューバ

ーの部分と、あと「食育とは何か？」というタイトルの書き方というのは基本的に固定でありまして、

文章と、それから画像、図、写真の配置を盛り込んだりすることしかできません。編集委員会では、第

２回編集委員会のときにお配りしたカラーの資料を、編集委員長になられた畠山さんがイメージとして

作成されて、食育ホームページ編集委員会にお持ちになり、このようなイメージで今後進めていこうと

いうことになりました。トップページでは、市内の取り組み、イベント情報、Ｑ＆Ａ、リンクの場にな

っているんですけれども、今編集委員会で議論されておりましたのは、このもとに「野菜」、「団らん」、

「ふれあい」、「環境」という小金井市の食育の４つのキーワードで記事を整理していこう、６月の食

育月間に向けては、「野菜」の部分から取り組むこととして、具体的には、季節の野菜を使ったレシピ

などを毎週掲載していこうというような話になっております。 

 ホームページでの取組みは、今のところ以上のとおりですが、次回は、４月１３日、月曜日に保健セ

ンターのほうで開催される予定となっております。事務局からの報告は以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。この委員の中から４名の方も参加していただいて、合計で６名

でホームページ委員会を立ち上げてくださっているようですが、質問とかございますか。あるいはご意

見とか。 

 ちょっと質問していいですか。この、ホチキスでとめてある３ページ目の食育基本情報のページは、

市のホームページで大体枠が決まっているわけですよね。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 でも、こんなイメージにしたいというカラーで印刷した資料との関係がわかりにくいんで

すけれども。 

○事務局 ２ページを見ていただきたいんですが。そのホームページの概要のところなんですが、市の
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ホームページのトップをあけると目次になって、出産・育児・健康というマークみたいなものがあり、

そこをクリックすると、例えば健診などの項目があります。同様に出産・育児・健康から目次があって、

そこに食育というのができます。食育をクリックすると、この食育ホームページなどの目次があって、

食育ホームページをクリックすると、カラーで印刷した資料のページが出てくるというイメージになり

ます。それで、イベント情報とか、あと食育推進会議、会議録の関係とかは、ある程度事務的にスピー

ディーに掲載するべきものと考えられますが、ＣＭＳなら基本的には決裁さえとれれば翌日とかに公開

することができるんです。ただ、この食育ホームページのように、一からデザインした場合には、情報

システム課に作成を依頼する関係から、全体との整合性の問題があるので、３週間くらい調整する必要

が出てきてしまったりします。情報システム課の職員が手で貼りつけていくという作業になりますので、

そういう意味でもちょっと時間がかかってしまう。ＣＭＳではデザイン的には一段劣るかわりに迅速な

公開が可能になるので、イベントとか、３月２５日の早期オープンをかけたい部分のページを作成し、

池田委員のほうが、とにかくみんなが見て楽しくなるホームページをとおっしゃっていましたが、そう

いうような部分のページは、６月オープンを目指して準備を進めていくというふうになります。 

○村松委員 もう一つ質問いいですか。 

○事務局 どうぞ。 

○村松委員 基本的なその更新の目安というのは決めているんですか。例えば１か月に１回は更新する

とか、あるいは、イベントがあったら１週間以内にホームページの更新をするとか。例えば、１か月間

更新がない場合もあるのかとか、ちょっと大まかな目安を聞かせていただけますか。 

○事務局 まだ、検討中ということになるんですけれども、基本的には毎月更新しようという方向だっ

たと思っています。ただ、編集委員の方々は皆さんお忙しいこともあるので、何回ぐらいのペースで開

こうかということについては、大体月１回ぐらい編集委員会を開くのが目安で、担当者を決めて記事を

つくって、編集委員長のところに集約をして、あらかじめ指定したとおりにつくっていくという形にな

る見込みです。 

 例えば、６月については、野菜で毎週レシピを公開しようというお話があるんですが、これは、実際

には６月の頭に全部記事を市に渡して、市がいただいたスケジュールどおりに載せていくというイメー

ジです。正式には、市のほうもまだ情報システム課と協議をしていませんので、それによってはまた多

少制約がかかるかもしれないんですけれども、編集委員会ではそのようなお話になっています。同じよ

うに７月、８月とかもスケジュールを決めて、最低でも月１回以上は更新をされるというイメージにな

っています。 

○大竹会長 比較的更新回数が多いのがこの食育ホームページという感じになって、この中でも特に食
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コラムですか、おいしいレシピの、このあたりが１週間ぐらいずつ変わっていくということでしょうか

ね。 

○事務局 実際に編集委員の作業負担との兼ね合いでためらいがありますが、編集委員長としては、あ

る程度頻度がないとどうしても見ていただけないので、作業は集約しつつ更新スケジュールを可能な限

り頻繁にしようという考え方を持っています。 

○大竹会長 ほかにございますか。始まったばかりのようですので、これからどんどん広がっていって、

いろんな関連ができるようになるといいですね。ありがとうございます。それでは、３番目のところに

行ってよろしいでしょうか。食育関連団体等登録制度について、お願いいたします。 

○事務局 ４ページになります。制度の趣旨としては、委員の方々のご指摘もありましたので、個人も

含む登録制度を立ち上げたという形になります。 

 登録制度の概要なんですが、検討いたしまして、市内に活動する団体・個人などの登録は可能ですが、

対象外のものとして、政治・宗教を設立目的とする団体、政治・宗教的活動を目的とするもの、地位利

用を目的とするもの、成果が期待できないもの、その他不適当と市長が認めるものとしました。通常こ

のような制度では、例えば営利目的も対象外になっていたりしますが、営利目的については、例えば、

飲食店の方々で食育に取り組むとかもあると考えられますので、３番の地位利用として食育団体登録制

度に登録しているということ自体を大きく宣伝してご商売されるとなるとちょっと難しい面が出てくる、

公平性を損なう場合があり得るところで、地位利用を入れた代わりに、営利目的は可能としました。政

治・宗教については、活動が、例えば何か講演会をなさるとして、その講演会自体が政治・宗教目的で

なければいいのかというのは迷うところではあったんですが、現在のところ、市報のほうに政治団体等

が記事を載せることは通常難しい状態になっているということでしたので、食育団体等登録制度には、

情報発信を支援していくという目的がある関係で、政治・宗教を設立目的とする団体も現在のところは

対象外とさせていただいています。 

 登録方法なんですが、市報２月１５日号で１５日から２８日の間登録を受け付けたんですが、制度と

しては随時受付となっておりますので、昨日ぎりぎり１つの団体が登録を出していただいたんですが、

同じように今後も登録とかご紹介があれば登録をしていくことになります。登録期間は、毎年度更新と

なると団体にとっても煩雑になると思われますので、登録した受付日が属する翌々年度の末まで。例え

ば、今日登録されれば２年度後の平成２３年の３月３１日までという登録期間にしました。最後に、活

動の内容が対象外に相当するようなことが新たに起きた場合は、登録を取り消す場合があるとしていま

す。 

 スケジュールのほうは、１５日から２８日に広報をかけて、食育ホームページで登録団体の紹介、活
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動概要とか連絡先の紹介をさせていただきたいと思っています。それから、食育懇談会が、これは６月

の食育月間に合わせて行うというような計画の内容になっていますので、その中で活動内容を紹介した

り相互に連携を図る、連携ができる場をつくっていければと思っています。 

 支援内容は、以前お話ししたとおりの３点になっていますが、今日現在登録していただいたところは、

３団体、それからお２人の個人という状態です。府中小金井地域活動栄養士会、子育てサロン＠ＳＡＣ

ＨＩ、それから、しんあい保育園、個人として雀部かおりさん、酒井文子さんのほうで登録していただ

いています。こちらのほうもあわせて食育関連団体の調査というのをかけていまして、こんな方が活動

しているよというのを、十分ではないんですけれども、町会、子供会、それからＮＰＯ、社会福祉協議

会等にかけています。教えていただいた団体に今後ちょっと声かけをしていきたいと思っていますが、

制度としては、やはり食育月間のところでアピールがされないとはずみはつきにくいかなと思っていま

す。ですので、今後の対応としては、情報発信については、今登録していただいた団体から３月２５日

をめどとして活動等の紹介を始めていく。相互交流の支援としては、食育懇談会での交流、情報発信を

支援していく。それから、登録の推進としては、食育月間でやはりＰＲを図るということになろうかと

考えています。 

 まだちょっと端につき始めただけの制度なんですけれども、現在のところはこんな形で今後推進が図

れればと思っています。 

○大竹会長 ありがとうございます。それでは、食育関連団体等登録制度に関して、ご質問とかご意見

とかありましたらお願いいたします。まずご質問のほうございますでしょうか。いかがでしょう。 

○大谷委員 登録団体の個人の名前のところに「雀」の「部」と書いてあります。ササベと読むのでし

ょうか。 

○事務局 雀部（ササベ）さんです。 

○大竹会長 雀部（ササベ）かおりさんだそうです。今のところは３団体と個人のお２人ということで

すが、委員の方たちで、例えばもっとこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こんなことをやっ

ていただいたらいいんじゃないかとか、何かご意見がありましたらお願いします。いかがでしょうか。

年に１回の懇談会というのは、いつごろとかめどを立てて考えないといけないでしょうかね。 

○事務局 今の状況だと、２１日は６月と想定しているんですけれども、今後も何月ごろかと決めてお

いたほうがいいということでしょうか。 

○大竹会長 どうなんでしょう。多分登録した方も、これから登録しようかどうしようかと考えている

方も、何か具体的なイメージがわかないのかもしれないですよね。私たちも、何かこんなことができる

んじゃないかというイメージは多少はありますけれども、実際に動いていくと何か違うふうになってい
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くかもしれないし、そういう私たちのイメージではうまくいかなくて、もっと違うところだと思うこと

があるかもしれないので。登録しただけじゃなくて、多分具体的な活動が展開し始めてから何かイメー

ジがわくのかなと思ったんですけれども。 

○池田委員 この時点では、登録した方たちがこういう活動をしていらっしゃいますよというご紹介み

たいになるんですか。それが最初なんですよね。 

○事務局 はい。 

○池田委員 まだ今の段階では、そこから、またそういう方たちが、どこかの誰かが何かをやっている

と知ってもらう。 

○大竹会長 一番初めに外に見えてくる活動としては、３月２５日からですが、ホームページに各団体

や各個人がこんなことをやっていますよというアピールを載せるということですよね。 

○事務局 そうですね。登録に当たって活動概要とかを記入いただいているので、確認していただいた

らその内容を載せていくという形になろうかと思っております。 

○村松委員 例えば、そのホームページなどでその団体を招聘することもできるんですか。ここに来て

こういう活動をしていただきたいんだけれどって申し込むこともホームページを通じてできるんですか。 

○事務局 団体様によると思うんですが、連絡先を明らかにしていただいておりますので、例えば個人

の方とか、代表の方以外も登録していただいているので、そちらに連絡をとるのは容易になると思いま

す。 

○大竹会長 市民がそのホームページを見たときに、そこの連絡先のところに何らかの形でアクセスす

れば、こういうことをやっていただけますかと言って電話連絡をして、それに対してオーケーならそれ

をやっていただけるということですよね。 

○事務局 それを推進するようなホームページの書き方になってないと思うので、例えば講演会とかを

希望される方は、地域栄養士連絡会の方にご連絡下さいみたいな誘導はしにくいんですけれども、連絡

先が載っていますので、参加したいとかタイアップしたいというときには連絡がとりやすくなると思う

んです。まずはそこを検討していきたいと思います。 

○大竹会長 もしかしたらホームページのつくり方も関係するでしょうかね。各団体なり個人が全く自

由に、ある方のイメージとしてこういうつくりがある。だけど、ある方は全然違えてつくられたときに、

基本的な情報がどこに載るのかもデザインが違うと、どこを見ていいかわからない。だからここで載せ

るのは、まず最初には食育基本情報、その市で集めている多分団体なり何かの名前と、基本的にどうい

う活動をしているかというのと連絡先みたいなのがまずトップに来て、あとはご自由にとやるとか。そ

うでないと、どういうふうに連絡していっていいかもわからなくなっちゃうかなと。勝手にホームペー
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ジをつくり始めちゃって、勝手にという言い方はおかしいんですけれども、いろんなところが自由にや

り過ぎると、今度はその統一がとれなくなっちゃうということはありませんか。３月２５日からオープ

ンするページはどういうイメージなのでしょう。各団体がホームページを持っていて、そこにリンクを

するという形ですか。 

○事務局 表にまとめるというイメージです。 

○大竹会長 表にまとめる、市のホームページのサーバーで。 

○池田委員 食育基本情報などに載せるということですか。 

○事務局 食育関連団体というのは食育基本情報の下に出てきますけれども、デザインはＣＭＳ側のほ

うのデザインになるということと、随時登録なので、そうしないと反映が遅くなってしまうこともある

んですが、基本として、団体名とか活動概要と代表者、それから連絡先等は載せていくという形になり

ます。 

○大竹会長 そうすると、この登録団体の紹介というところをクリックすると、一覧で載っているとい

うことですね。さらに、そこの団体のもっと詳しい活動とかは、もしかしたらそこの団体がもうホーム

ページをつくっているということはあり得る。だけど、そこにはリンクはしない。 

○事務局 登録制度上ではホームページのＵＲＬを聞いてないので、今のところホームページのリンク

を貼れないというのはございますけれども。 

○大竹会長 もしホームページがあって、ＵＲＬの情報があれば、リンクを貼るのは自由なんですか。

割とその辺の制約をつくっている自治体もあるんですよね。 

○事務局 技術的に簡単にできるかというと不安があります。市のＣＭＳだとエクセルの表を貼りつけ

るのは簡単にできるようになっているんですけれども、その貼りつけたエクセルの表でＨＴＭＬが貼れ

るのかというのは、自動的にはできないと思うんですね。単純に変換するだけですので。ちょっと技術

的に考えてみないといけないと思っています。 

○大竹会長 それは技術の問題だけということですね。 

○萩原委員 募集の時点でね、例えば市報なんかには載せてはいないんですか。 

○事務局 市報と市のホームページでしました。 

○萩原委員 したんですか。この３つの団体というのはどちらから応募があったのか。この３団体です

か、受け付けてますよね。これは市報を見てということなんですかね。 

○大竹会長 どっちを見たかはわからない。 

○萩原委員 わからない。いずれにしても、より多くの団体の会員というんですか、食育の推進に向け

て、市側としては、そういう意図はあるんですよね。ホームページはどうなんですかね。私は立川に会
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社があるのでね、たまにしか見ないんですけれども、そういう団体がこのホームページを見るかどうか

って、よくわからないんですけれども。そこら辺の兼ね合いがね、うまくそういう方々に伝わるかどう

かということを疑問に思ったんですけれどもね。 

○大竹会長 例えば、今、委員の方たちの団体等の方もいらっしゃいますけれども、そういう方にはか

かわっていただきたいというところもあるのかなと思いますが。例えば、井上委員はいかがでしょうか。 

○井上委員 私は、農業振興連合会ですけれども。あとはＪＡ東京むさし小金井地区のほうで、実際に

ちょっと話をしてみなければわからないんですけれども、食育ということでちょっと話を持っていけば、

どういう返事をもらえるかどうかというのはわかりませんが、可能性はあるかなとは考えています。 

○大竹会長 立川小金井地区というくくりなんですか。団体のくくりがね、いろんな支部とかも、萩原

さんの場合には、立川地区ですか。東京ガスは小金井にはない。すると、立川だけど、対象としては小

金井エリアは一応カバーしている。 

○萩原委員 カバーはしてます。 

○大谷委員 今登録しているのは、割にプライベートな団体または個人ですよね。例えば、保健所がい

ろいろ食育の活動をしているはずですが、そういうオフィシャルのものもここに登録して、リンクして

アクセスしてもらうという構想というのはだめでしょうか。というのは、なるべく食育に関する広い情

報を発信していければよいと思います。 

○井上委員 ＪＡ東京むさしは５地区で、５市ですね、あわせてＪＡ東京むさしとなりますけれども、

あと、その中の小金井地区という感じになると思うんですよ。ただ、ＪＡ東京むさしという形で出して

しまいますと、やはり本店の許可を取らないとまずいのかなという形がありますので。 

○大竹会長 そういう組織は、きちっと許可を取らなければいけないということですね。 

○井上委員 そうですね、許可を取れば。 

○大竹会長 小宮委員も含めて、なかなかすぐにはいかないということですよね。 

○小宮委員 私も初めてなので全然わからないです。ただ、コンビニエンスストアとかスーパーマーケ

ットみたいな、そういう企業とかもあるんじゃないでしょうかね。 

○大竹会長 そうですね、企業。 

○井上委員 ＪＡ東京むさしの場合ですと、やはり本店の許可を得て、小金井地区という形で限定で許

可が取れればすぐにいけると思うんです。ただ、他地区のほうも含めてとなると難しいという感じもす

るんですけれども。ただ、本店が小金井市だけに許可をくれるかどうか。 

○大竹会長 するかどうかですね。荻原委員の場合は、もう既にそういうふうに分かれてなくて、拠点

が立川にあるので、立川がこの辺までカバーしているので、入るとしたら立川支店というんですか、支
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部になるんですか。 

○萩原委員 多摩支店の範囲ですよね。 

○大竹会長 多摩支店。 

○井上委員 多摩支店でやればもう区域を全部カバーしている。 

○萩原委員 昔は、前原町の５丁目に多摩東支社ってあったんです。それがなくなってね、立川で多摩

支店というのができて、それで１３市をカバーしているんです。 

○大竹会長 随分広いんですね、１３市ですか。 

○萩原委員 何か統合したというかね、そういう動きになっています。 

○大竹会長 三笠委員、そのあたりのところでは何がありますかね。 

○三笠委員 商工会ですかね。 

○大竹会長 会議所というよりも個々の、その中に参画している会社の。 

○三笠委員 商工会もいろいろ工業から商業まで幅広い会員がいますので、その中でやはり一番は、そ

の中で部門が分かれていて、病院組合も多いので、お弁当だとか、江戸東京野菜の看板をつくってお店

でやっていることも一方ではありますね。だから、そういうところでは、ホームページを持っていれば

そちらへのリンクをしたほうがいいのかなと。また、そういう登録団体、個人の店になるかもしれない

けれども、そういうものを中心に考えていらっしゃるお店はぜひ登録をしてもらいたいですね。商工会

自体というのは、ちょっとあんまりにも会員数が多過ぎるので、またそこにリンクされても困っちゃう

んじゃないかと思いますが。 

○大竹会長 そうですよね。多分個々のお店だと、そのままそれが、何ていうんでしょうかね、営業活

動や何かにつながってしまうと難しいと思うので、やっぱり営業活動とは独自に小金井市の食育推進活

動に何か参加しますよという意識というのかな、その視点というところに参加していただかなくちゃな

らないというのがちょっとあるかなと思いますけれども。 

○池田委員 そうですね。私も主婦ですけれども、お友だちとかそういう、年齢にもよるんですけれど

も、ホームページを見ない主婦等は多いんです。そうすると、コンビニエンスストアとか、私なんかは

よくグリーンハウスなんかには行くんですけれども、ああいうお店に市の食育の情報を提供できるよう

になれば。市報は皆さんよくごらんになっているみたいな感じですから、市報では食育ホームページの

ようなものができないわけだから、企業などで今すぐそれをというんじゃないんですけれども、それに

かわる何か主婦層とか何かいろんな方たちが目にしやすい方法になっていけば、それが口コミなどで市

のホームページはこうなのよ、と私もＰＲしていこうとは思っているんですけれども。やはりそういう

目に入る情報を提供する場合はその機関紙や市民まつりとかそういうときでもいいんですよ。ああいう
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何か市民が集まったりするような場で、市の食育でこういうのをやって、様々な活動をしていらっしゃ

る方がいるんですよというふうに、情報を提供できる機会と場をこれからつくっていけばいいんじゃな

いかなと思っています。 

○大竹会長 ありがとうございました。 

○事務局 団体等の登録制度は、公的団体を例えば集める。そうすると、例えば協議会方式とかは通常

では含まれると思うんですけれども、そういう方向性ではなくて、個々で活動していらっしゃる団体等

が食育という観点ではほとんど意識されてないと思うので、それをしながら輪を広げていこうというこ

となので、農協とか商工会さんというのに呼びかけにご協力をいただくことはあったとしても、その大

きい団体様として登録していただくという趣旨ではないと思っています。その意味では、どういう声か

けをしていくのかというのは工夫をしなきゃいけないなと。あと、基本的には、団体等に調査はかけま

したので、それで網羅されているというところにはいかないんですけれども、それも十分声かけとかを

するということで、まずはそういう実態を見ていきたいなと思っていますけれども。 

○大竹会長 一応これはホームページとか市報に出した段階でこれだけ集まって、これから声かけして

いく可能性もあるということですね。 

○事務局 声かけはしていこうと思っています。 

○大竹会長 わかりました。もう少し集まった段階で、懇談会とかで交流し始めると具体的な、今、池

田委員がおっしゃったような活動が生まれてくるかなというふうに思いますけれども。 

○村松委員 基本的に、これはホームページのことを今話しているんですか。ホームページの中で食育

関連団体を設置する登録制度をつくりましたということをホームページで紹介するということなんでし

たっけ。それとも、そうじゃなくて、全体ですよね、ホームページだけではないですよね。この流れで

見てきますと、食育関連団体の登録制度をつくって登録しますよね。登録した団体の紹介を一応します

よね、こういう団体がいて、あるいは個人がいてこういう活動をしています。そういう中に、支援内容

というのは、この食育推進を支援しているという内容というんですか、この項目立てのための支援内容

というのはどのようなものでしょうか。 

○事務局 登録した団体に、主としてどういうことを行っていくかということなんですけれども。 

○村松委員 市がどう支援していくかということで支援内容というふうにしているんですか。 

○大竹会長 今のところは、まずホームページには載せるという支援をしているんですよね。多分食育

懇談会という機会か場所か、何かそういうのを提供するというところは次にありそうで、それを年に１

回なのか、もっといっぱいやるのかというのもちょっと未定ということですね。それと、食育月間でＰ

Ｒをするのも市のほうが支援しながらやっていく。 
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○事務局 市の方と考えるとどうしても制度とかってなると思うんですけれども。 

○大竹会長 食育月間にやっぱりイベントがあるんでしょうかね。 

○事務局 それは後ほどお話します。 

○大竹会長 まずはホームページに紹介し、次に懇談会という場を提供する。だけど、具体的な活動と

して、ああやりなさい、こうやりなさいとか、資金をあげるからやってくださいとか、そういうことは

今のところは考えていないということですね。割と自主的な活動を待っているということですね。待っ

ているんだけれども、もちろん何もしないというよりも、まずは登録制度というのに登録してもらうと

いうことで待っていて、少しこれから声をかけていこうと。それをホームページ上に紹介すると、もっ

と広報が進むので、さらに集まる可能性がある。それから、懇談会で交流することによって、今までは

同業種の人の交流はあったと思うけれども、もっと違った職種の人とも交流が始まって活動に広がりが

出てくることを期待している。ただ期待しているだけですので。そこまであまり積極的にどういう活動

をしなさいということは、市は介入しないということですよね。 

○小宮委員 自発的な活動でつながりを見てということですね。ちょっとその辺が見えないのでちょっ

とわかりにくいと思うんですよね。 

○大竹会長 ああ、そうですね。 

○小宮委員 何を目指していくのかみたいな。 

○大竹会長 基本的には自発的な活動をしていくということですよね。だから、保健所だとか学校が何

かをするところに、協力という形でやってくださいということではなくて、自分たちが中心になってや

っているという。だから、多分ＪＡさんとか、東京ガスさんとか、商工会の傘下にいるところなんかは、

割と公的なところじゃなくて私的な企業が多いので、そちらはどちらかというと自主的に参加してやっ

ていただける可能性は高いのかなと思っていますけれども。 

○井上委員 話はしてみます。 

○大竹会長 ありがとうございます。ということでよろしいですかね。ほかはいいですか。まだそれぞ

れが始めたばっかりなので、これからどうなるかわかりませんけれども。もう少し声かけをしていくと

いうことでしょうかね。ありがとうございます。 

 それでは、食育市民アンケート報告書ということですが、これは私どものほうが市より委託されまし

て調査をしたものです。ちょっとまだ十分な報告書になっておりませんで、申しわけないんですけれど

も、一応こんな形で４ページぐらい、Ａ４裏表、１枚になるような形で作成させていただきました。 

 「はじめに」というところは、小金井市の食育推進の取組みで大体大きな３つの柱でやっていますと

いうことで、それが今どうなっているのかということを実態調査しましたということが書いてあります。 
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 調査ですが、無作為に２,０００人を抽出して郵送し、記入して返信封筒で投函してもらうということ

で回収をしました。２,０００人のうち実際に集まったのは８９９名です。多くの場合、郵送でやる場合

には３割ぐらいの回収率が一般的なんですけれども、４割超えたかなというぐらい来ておりますので、

ある意味では非常に関心が高く、皆さんきちんと書いて投函してくださったという、非常に好意的に協

力してくださっているというアンケートでした。年齢構成では、やはり２０歳代の人とか３０歳代です

ね、そのあたりの回収が少なくて、年齢の高い方のほうが協力してくださっていました。 

 調査結果ですけれども、大体３つの柱がわかるような項目を聞いてみたんです。これも全部ではなく

てほんの一部だけここに書いてありますが、例えば、「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っているか。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」

というのが１つのKoganei-Styleとして提案されているんですけれども、それに対応して、例えば市内で

採れた野菜を気にして買っているのかどうかということを聞いたんですが、やっぱり若い人のほうがど

こで売っているとかそういうことはあんまりよく知らなくて、いつも買うとかという方は非常に少なく

なっていますが、中高年以上の方たちは比較的市内で採れたものをいつも買っていたり、たまに買って

いたりしています。ただし、２０歳代、３０歳代でも、たまに買うという人は３分の１いますので、割

とそういう市内、地産地消ではないですけれども、そういう地場の野菜というところに小金井市民は関

心が高いようでした。 

 次に「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ときにも、全体の食のバランスを

忘れない」ということで、今、日本の食生活は、すべて手づくりで、自分で野菜をつくって、あるいは

生産からかかわって全部自分でやるというのはまずあり得ないので、買ってきてつくったり、あるいは

できたものを買ってきたり、たまには外食するということも今の新しい食スタイルとしてあるんじゃな

いか。ただし、それを否定するのではなくて、その中で例えば食のバランスを考慮した食事をしている

かということも考えるのがいいんじゃないかということで、その辺がどうかということを聞きました。 

 外食するときに配慮すること、これは外食をしますかという、するという人だけの結果ですけれども、

８９９人のうち６１４人が外食をしますと言っていますので、３分の２以上はしていますが、そのうち

の栄養バランスに配慮するというのは割と女性が多いですね。価格とか味とかに配慮する人が多くて、

栄養バランスなんかはそれと比べれば少なくなっています。そういう意味では、もう少しその栄養バラ

ンスということをアピールするような何か働きかけというのが必要なのかもしれないと思いました。 

 それから、その栄養バランスという、これは栄養バランスを配慮しますかとしか聞かなかったので、

実際にほんとうにしているのかというのは、実際にどういうふうにとかと聞こうと思ったんですが、量

も含めて、これ、すごく書くのが大変なんですね。なのでこれはやめてしまって、大体栄養のバランス
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を考えると、主菜というのは肉とか魚が主になるおかずですよね。それはタンパク質系が多いんですけ

れども、それに対して副菜というのは野菜系が多くて、大体栄養的に考えると、そのタンパク質系のも

のに対して野菜系を２倍量ぐらい食べるとバランスがとれるぐらいなんですよね。なので、主菜に対し

て何倍ぐらい食べますかと聞くとまだ答えられるかなと思って、そういう聞き方をしました。そうした

ところ、主菜の半分ぐらい食べるという人と、主菜と同量ぐらい食べるという人が比較的多かったとい

うことでしたので、男性は主菜の半分ぐらいで野菜を食べる量が少なくなっています。それで、主菜の

２倍ぐらいという、栄養バランスから見たらこの辺がいいんですが、その辺は男性は少なくて、女性は

４分の１の人は多分できています。でも４分の１ですので、もっとこの辺は何らかのアピールをしてい

かなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。 

 それから、「家の人や友人・知人との団らんを大切にした食事をしているか。朝夕のせめてどちらか

は、家で食卓を囲むか」というのを聞いたところ、朝は誰と食べていますかとか、夕方は誰と食べてい

ますかと聞いています。朝、ひとりで食べている人、男性は２０歳代、３０歳代で半数近くがひとりで

食べています。女性の場合にはその割合が減るんですけれども、やはり２０歳代、３０歳代には多くな

っていました。夕食は誰と食べるかという場合に、朝食よりは、家族と食べるという方が増えるんです

が、ただし、男性の場合には、やはり２０歳代でひとりで食べるという方が２５％ですね。というので、

３０歳代でも３５％、３分の１がひとりで食べています。多分この辺はライフスタイルの違いによって、

女性の場合には、どちらかというと家族の食事をつくるつくり手になる可能性が高くて、それで家族の

人と一緒に食べるのでしょうけれども、男性の場合には、働きに行って夕飯の時間に帰ってこない。な

ので、家族はもう食べちゃって、自分は家族が食べ終わった時間あたりに帰ってきてひとりで食べると

いうような、そういうライフスタイルとの関係があるのかなと思います。やはり男性の家族とのコミュ

ニケーション、友人とのコミュニケーションというのは、ちょっと少ないかなという気がします。 

「朝夕家族で家で食卓を囲むか」ということについて、親しい友人や知人と食事をともにし、楽しく

語らう時間を大切にしているかということを聞くのに、外食をしているかということと、それから、そ

の外食を誰と食べているかというのを聞きました。男性は、外食を家族とするというのは約半数、友人

とが２５％で、同僚とが２５％、ひとりが２５％ということで、これは合計１００％を超えます。とい

うのは複数回答なものですから。なので、男性の半分ぐらいの人は家族と食べているけれども、あとは

友人とひとりというのが大体半数か同じぐらいですね。４分の１ぐらいずつ食べています。女性は、家

族と外食するというのが非常に増えます。ただ、おもしろかったのが、そのほかに友人と外食するとい

うのが男性より多いですね。なので、これは、多分オフィスの方か、わかりませんけれども、やはり友

人と一緒に行くという機会が女性は多く、そういう意味でまさに食事を語らって楽しんでいるんじゃな



－１５－ 

いかなというふうに思いました。 

 「地域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活を実践しているか」ということで、特に野菜を買

うときにどういうものに配慮しますかと聞いてみました。鮮度と答えた方が一番多いですが、次に価格、

あるいは国産のものというのが多くなっています。特に国産のものというのを気にして買っていらっし

ゃるようでした。それから、無農薬のものというのも、男性では４分の１、女性で３分の１の人が無農

薬のものを考えて買っていたということです。そういう意味では、この数字がもう少し上がっていけば

いいかと思うんですけれども、それでも国産とか無農薬にある程度配慮して小金井市の人たちは買って

いるということがわかりました。 

 こういう食への関心が高いことがこのアンケートの回収率の高さにもつながったのかなというふうに

思いますが、小金井市民は、ある意味では非常に食育に関心をお持ちの市民が多いということがわかり

ました。でも、だからといって課題がないわけでもないので、もう少し、例えば食のバランスとか、あ

るいは、男性が早く仕事を切り上げてと言ってはあれかもしれませんけれども、でも、なるべく家族の

人たちとかと食べられるように意識して、何らかの工夫をすれば、毎日でなくても食べられるというこ

とはあるかもしれません。そういう啓蒙活動というのは今後必要かなと思いました。非常に簡単ですけ

れども、調査の概要を報告させていただきました。何か質問とかはございますか。 

○大谷委員 なかなかおもしろい結果でしたね。国産のものを主体にということは、最近の新聞なんか

でも出る統計でもあります。中国の餃子事件以降、国産志向がすごく強くなっていますね。 

○大竹会長 強くなっていますよね。 

○大谷委員 ですから、これは、基本としてはKoganei-Styleだけじゃなくて消費者全般の傾向としてこ

ういう傾向があるような感じはしますね。 

○大竹会長 そうですね。ただ、８割まで行くかなという。ちょっと８割はやはり高いんじゃないかな

とは思っています。 

○大谷委員 ちょっと今は消費者の反応が極端ですからね。実際には、価格があるんですけれども。無

農薬とか何かというのは、その側面ではあんまり関心がなくて、やっぱり安いものを買ってしまうとい

うのが実態に近いと思います。 

○大竹会長 価格のほうがちょっと傾いていますよね。 

○大谷委員 そうですね。でも、大変おもしろいデータだと思いますね。 

○大竹会長 この辺が、例えば無農薬のものを売るほうももう少しアピールして消費者に届くようなと

ころにあると、無農薬のを気にして買ったりとか、それができるのかもしれませんね。 

○池田委員 今、スーパーマーケットの野菜なんかでも、有機農法の野菜は結構置いているところとか
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ありますね。 

○大竹会長 そうですか。 

○池田委員 私なんかは自分が意識して、そっちのほうに行っちゃうもので。 

○大谷委員 でも、昔からナチュラルとか有機農法といって、実際の消費者は常に５％ぐらいというの

が常識ですからね。だからそれと比べると随分小金井市は有機志向が強いような感じがしますね。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 直接アンケートには関係ないことですが、今、有機農法の話がでたので、最近知り得たこ

ととしてご報告しておきます。農薬研究の第一人者・本山直樹先生（千葉大学名誉教授・東京農業大学

総合研究所客員教授）に、お話を伺う機会がありました。 

「農薬＝悪」という意識を持っている方が多いと思いますし、私もそうでした。でも、それは間違っ

た認識であるとおっしゃっていました。日本では、農薬の安全性について様々な角度から厳しい試験を

行っていて、今の農薬の基準は、人が毎日、一生涯摂取し続けても健康被害がでないという安全な量に

定めてあるということを知りました。ですから農薬の安全基準を満たした野菜なら、毎日、一生涯にわ

たって食べ続けても健康被害は発生しないのだそうです。実際に残留農薬検査の結果、基準をオーバー

する農産物は、２００２年度の検査結果では、０．０３％ときわめて低いという結果でした。ですから、

現在の科学情報から判断すれば「農薬を適正に使って栽培した農産物が最も安全で品質もよい」と、長

年の研究結果から強調なさっていました。 

また私がショックを受けたのは、有機農業を実践している人たちの間で使われている農薬の成分を調

べたら、日本の農薬取締法では登録されていない、製造も使用も販売も輸入も許可されていない成分を

抽出したということでした。私も庭の花木などに使っている商品だったのでびっくりしました。防護マ

スクは必要ないなどと宣伝しているものもあって、でも実際には、宣伝を信じて使ったら、まず使用者

が危険にさらされることになるとおっしゃっていました。 

本山先生は農林水産省に対して何度も警告をしているのだそうです。でも、「せっかく環境保全型農

業から有機農業へと発展してきた流れを、ここでストップさせたくない」という意向が働くためか、な

かなか重い腰を上げてくれないということでした。 

有機農法について、正しい知識を得ることが大切だと実感したものですから、余計なことですがお話

しました。 

○池田委員 私も市役所の環境政策課がやっている生ごみリサイクルの堆肥化、あれに何回も出席して

自分でやっているんですけれども、大きい農家の方とかが育てているのは、やっぱり一般の市民の方た

ちもほんとうにやってみると野菜とか甘くておいしい。生ごみの堆肥化、こういうのも小金井市のほう
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で教えていただいてやっております。 

○大竹会長 ここの食育推進会議で、こんなところをKoganei-Styleとして考えて、そして推進していき

ましょうということを決めましたけれども、大体それに沿った特徴がやはり小金井市は出てるかなとい

うふうに思いましたので、ある意味では、Koganei-Styleは、当てずっぽうではなかったということで。

やはり小金井市の特徴って何だろうってぱっと言えないということで最初悩んでいましたけれども、こ

ういう都市に近い、でもまだいわゆる都会とは違った農業も残っている地域としての特徴が出ていて、

まさにこれがKoganei-Styleとして打ち出していいんじゃないかなという自信が持てました。 

○村松委員 外食のこういう回答もありますけれども、外食を皆さん結構日常的に楽しんでいるわけだ

から、そういう外食機関も巻き込んで今後小金井スタイルの食育活動というのを推進していく必要があ

るなということがわかりますよね。 

○大竹会長 そうですね。だから、外食がイコール家族じゃなくて別の人と飲み会ということではなく

て、比較的皆さん家族と外食なさっているんですよね。そういう意味では、外食はだめというより、外

食はもしかして家族の１つの団らんにもなり得ているし、そういうことも含めてこの地域の食事、食と

いうものを考えていかなきゃいけないかなと思いました。 

○池田委員 ホームページの編集会議に出席させていただいていて、メンバーの方がおっしゃったのに、

Koganei-Styleのうちの「野菜」というのはよくわかりますが、「ふれあい」「団らん」、まだそういう

のが言葉としては出ても、あまりこう、詳しく浮かんでこないんですね。 

○大竹会長 そのもののイメージがぱっとわかない。 

○池田委員 まだね、そういうの、どこにそれが書いてあるんですかと言われて、まだそこまではこれ

からのものだろうと思うんですけれども。そういうものをお時間のあるときにでも皆さんとも対話して、

具体的なものもどんどん出てくるといいなとその場で思いました。 

○小宮委員 質問ですが、外食を誰とするかという設問で、これは例えば平日とか土・日とかって限定

した聞き方をしたんですか。 

○大竹会長 限定していません。広く一般に聞いております。なので、あるときは家族とも食べるし、

あるときは友人とも食べるということになるかと思いましたので、複数回答で家族とに丸をつけて、な

おかつ友人とにも丸をつけているという方もいるということです。 

○小宮委員 わかりました。じゃあ職場の社員食堂みたいなときは外食という形になるんでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。外食するとき誰と食べますかと聞いたときに、その人の外食のイメージに社

員食堂が入っていれば同僚と食べているというところに丸をつけたのかと思いますが、その辺は、そこ

まで細かくどれをあなたは入れますかみたいなのを聞いていないので。よろしいでしょうか。では、続
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きまして、食育推進計画の進捗状況について、（１）、（２）、続けてやっていただいてよろしいです

か。お願いします。 

○事務局 ２月６日付で食育推進計画の進捗状態を関係する事業がある課に問い合わせました。その結

果返ってきたものをまとめたのが１０ページからの表になります。この部分だけで８ページあるんです

が、評価ランクＡが事業を実施し、施策の目的を達成した項目。Ｂが事業内容を実施中の項目。Ｃが検

討中の項目。Ｄが未着手のものとなっております。Ｄのものついては、２１年度から検討するというも

のもありますが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄそれぞれ答えてもらいました。 

 お時間の関係もあるので、特に遅れていると思っているところを注目してちょっとまとめてみたいと

思うんですが、②に入っている地場野菜等の情報提供Ｐ１、それから地域連携の推進Ｐ２、弁当の日Ｐ

３、食育月間及び食育の日の取組み、これは児童館の取組みですね。それから、同じく児童館での箸の

持ち方の指導というのが、実施すべきところが検討中となっていたり、検討中なのに未実施だったりす

るということになります。 

 地場野菜等の情報提供については、ホームページ編集委員会の関連で検討中なのと、井上委員からこ

ういう表があるよという情報提供をいただいたんですが、地場野菜の表を農協からいただいてそれで計

算してみたという確認中の状態なので、準備を進めております。実際、井上委員からいただいた表は５

ページにもわたる表で、何月に何が市内に出荷されているかというのがわかる表なんですけれども、も

のすごい品目数なんですよね。これだけの多くの野菜等が市内で生産されているのかと驚くぐらいなん

ですが、そういう情報は入手しております。今後、掲載できるよう用意してまいりたいと思います。 

 ２ページにあった地域連携の推進については、学務課の部分が遅れていて、保育課は、私立の保育所

との連携関係はあるので、促進を進めていきたいということだったんですが、学務課では、私立及び国

立の幼稚園との関係については、今主な連携ができていないということなんですが、以前、そういうふ

うな場があって、現在、同じような形でできるかはわからないけれども、活動、連携について検討して

いきたいということでした。 

 次は、弁当の日についてなんですが、こちらは、弁当の日自体がＰＴＡが中心となり、それに市が協

力をして弁当の日を実施するとなっているものですので、具体的に各学校ごとのＰＴＡのほうでそうい

う動きとかはないということになるんですが、声かけ等、働きかけ等も含めて双方の協力体制づくりを

検討して考えていきたいということです。 

 Ｐ４、Ｐ５、これは児童館での食育の日、箸の持ち方の指導とか取組みについてなんですが、２１年

度、１年遅れるんですが、その中で進めていきたいということで、率直に言うと、指導員自体が箸の持

ち方がどうなのかなという問題があるわけなので、そういうのを整えながら進めていきたいということ
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になります。そういう意味で、２０年度中に実施しなければいけないものが遅れていたりするんですが、

取組み自体は検討を含めて進められていますので、今後進捗が進んでいけばいいというふうに思ってお

ります。簡単で申しわけありませんが、以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。いくつかちょっとＤとなっているとか、そのあたりを少し取組

みを考え直すことは必要かもしれないという部分でしたが、いかがですかね。ご意見とかご質問とかあ

りましたら。先ほどの、以前、保育所が主催していた健康づくり栄養連絡会というのがありましたよね。

ご存じですか。 

○事務局 随分前の。 

○大竹会長 あまり記憶にないぐらい前かしら。 

○小宮委員 保健所がやっていることですか。 

○大竹会長 書いてあるんですけれども。この辺が復活すれば活動しやすくなるのか、そういう契機か、

ちょっとその辺をプッシュしていただければいいかなと思うんですけれども。 

○事務局 実際のことはわからないんですけれども、学務課が食育推進検討委員会のほうで説明したの

では、保健所が主催して、幼稚園の栄養士とかに連絡する場だという話でした。 

○小宮委員 それは現在やっているんですか。 

○事務局 やっていないんだと思います。 

○小宮委員 現在やっていない。今現在、保健所のほうでも食育ですとか栄養の連絡会のようなものを

やっておりますので、形は変わっているかもしれませんけれども、全く保健所としてもやっていないわ

けではないんですね。 

○事務局 ちょっと小宮委員に伺いたいんですが、保健所の集まりで、連絡会等の中で、私立も市立も

含めた栄養士さんが集まる場自体はあるということになるわけですか。 

○小宮委員 すみません、今のところは、公立に固まってしまっているきらいはあります。 

○大竹会長 そういうのが私立まで広げるとかというのは、組織がちょっと違うんですか。 

○小宮委員 そうですね、保健所では、保育園の方たちの給食の関係を通しまして常に講習会ですとか

何か情報提供をしているんですけれども、ネットワーク的に集まるというのが今のところ･･･。公立です

と例えば保育課とか教育委員会で１つになるんですけれども、民間の保育園ですとか学校ですと、それ

ぞれになりますので、なかなか民間のほうでの保育園の集まりというのがあれば、そこの代表の方とか

来ていただくというようなことは可能なんですが、そうでないと全部、全園とかということになるとは

なかなかちょっと難しいですね。 

○事務局 市もある意味似たようなもので、保育園のほうは私立も含めた園長会があるので、その中で
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相互連携を進めることはできるだろうと思うのですが、幼稚園は、書類のやりとりは年数回あるでしょ

うけれども、それぐらいとのことです。それで、学務課のほうとしてもこれから検討をしていくけれど

も、平成２０年度のうちにはこういうふうにやったらいいだろうというまでのところには至らなかった

ということだそうです。 

○大竹会長 その辺は、何か幼稚園、特に私立の幼稚園とちょっとこう、今までの仕組みとしてずれて

いたので。多分ちょっとした工夫で変わるんだと思うんですけれども、また考えていただくといいと思

います。 

○池田委員 保健所のなさっていることとはまた違った形で、ちょっと本町児童館の方に頼まれて、乳

幼児の食育、いわゆる食育という観点からお母さんたちへの乳幼児の食育というのはさせていただいて、

皆さん喜んでいただいて、ぜひまたと言われているんですけれども。いわゆる保健所とは全然違う、地

域でいわゆる食育を。 

○大竹会長 公民館で。 

○池田委員 本町児童館です。児童館の先生に頼まれまして。 

○大竹会長 これも児童館みたいな、そういうところまで含めると地域の連携もあるでしょうね。 

○池田委員 初めての試みなんだけれども、食育というのでやっていただけませんかと言われましてや

りましたら、お母さんたちに結構好評だったということで。 

○事務局 もし、今、学校職場とかで検討されているような部分があればお話しいただけたらと思いま

す。 

○日暮委員 特に今のところあまりないんですけれども、来年度は、東京都の小学校給食会の発表地区

に小金井市が当たっていて、研究発表ということで、ちょっと急いでやらないといけないという、ちょ

うどタイアップするのにいい時期だと思います。今はまだどういったことをやるとか、どこの学校がや

るというのが決まってないんですけれども、農家の方とも少しご協力をいただいて、子どもたちとのか

かわりとかもお願いしたいなとは思ってはいます。 

○大竹会長 食育推進のその活動を地域との連携を入れ込んだ活動にしようとしているということです

ね。 

○日暮委員 ええ、課題の中には、他の地区でもそういうのが多いですね。小金井でもあるだろうと思

い、井上委員とかのお話を聞いて、お願いしたいなとは思うんですけれども。実践できる学校で少しや

らせていただきたいと思っております。まだ全然めどもついておりません。 

○大竹会長 小金井市が当番地区ですけれども、多分その研究発表会は、そのうちの１校か２校が会場

になるということですね。 
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○日暮委員 そうですね。そこで１回実践と発表会をやって。 

○大竹会長 それが拠点校になって、それに引き続いてやるという。 

○日暮委員 先に進めればいい部分で。どこかでやらないと前に進めないので。 

○大竹会長 じゃあ１校か２校か進む可能性がありますね。井上委員のほうもどうぞうご協力を。 

○日暮委員 ぜひよろしくお願いします。 

○大竹会長 進捗状況として書き込めるといいですね。 

○日暮委員 そうですね、それが実践として毎年きちんとできるといいと思うんですけれども。 

○大竹会長 あと、弁当の日がＤになっていて、なかなかＰＴＡが動かないということですけれども、

今日は鈴木委員いらっしゃってないですね。 

○大竹会長 その辺が動いていただけるとうれしいんですけれども。これを書き込むときに、ＰＴＡと

いうか、学校でつくるというのも１つなんじゃないかとは思っていたんですけれども。 

○日暮委員 そうですね。最近そういう事例発表がありますね。 

○大竹会長 給食で、持ってきたお弁当箱に詰めて。学校でみんなで子どもたちがお弁当をつくる、そ

ういう形もありますので。 

○日暮委員 そういうこともどこかで実施できたらいいですね。 

○大竹会長 各学校のどこかでね、実施していただけると少しつながっていきますね。あれは、小学校

の栄養士さんあたりが中心になってなさっているのかなと思いますので。 

○日暮委員 どういったものを取り上げるか、メインになるのは先生方ということになりますので、私

たちはお手伝いになりますので。 

○大竹会長 そうですね。もしかしたら池田委員にも協力してもらうとかいろいろあるかもしれません

ので、よろしくお願いします。あとはありますか。 

○萩原委員 ４ページの一番下の環境に配慮した料理教室、これはエコクッキングのことですよね。そ

れで、東小学校で２月２０日にエコクッキングをやってるんです。これは先生の要望で。５年生の１ク

ラスということでしたけれども。こんなのを実績に入れるのでしたら。 

○大竹会長 じゃあ、ぜひ入れておいてください。 

○萩原委員 あと、前回お話しした中央公民館で、コンロを提供させていただいた件で。１２月１７日

に、公民館の職員とシルバー大学の方々と、社会福祉協議会の方も何人か来ましたかな、あと生涯学習

課の方約２０名ぐらいで料理教室をやったんです、お披露目で。食育とはあんまり関係ないんだけれど

も。 

○大竹会長 でも、それぞれの、その参加した人たちがそれぞれの部署に入って。 
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○萩原委員 そうですね、だから、まずはその人たちに、コンロが新しいのでね、使い勝手がわからな

いといけないので、そういったものの機能の説明をしながら料理教室を実施させてもらったんです。非

常に喜ばれましたよ。市長もお呼びしたかったんだけれども、ちょっと公務の都合で呼べなかったので

すけれども、大変喜んでいただいて。 

○大竹会長 もしかして、市で拾い切れてないのがいくつかあるかもしれませんので。多分市の方で拾

えるところと拾えないところがあるんですよね。また教えていただければと思いますので。ありがとう

ございました。では、そういうことで、少しずつ広がっていければと思っています。そうしますと、次

に、平成２１年度の食育推進事業についてということでいいですか。６番、食育月間の取組み、その他

の事業について、一緒でよろしいですか。 

○事務局 まず、１つは９ページの食育月間の取組みについてですが、全体としては、多摩府中保健所

のほうでも食育月間として集中キャンペーンが行われると伺っていまして、可能であれば市としてもそ

れとのタイアップということになると考えていますので、小宮委員のほうからまず説明していただける

とありがたいんですが。 

○小宮委員 １枚ぺらでＡ４判の白い紙をお配りしております。それを見ていただけますでしょうか。

何か出どころを書いてなくてすみません。内部資料だったものですから保健所と書いてありませんで、

済みません。平成２１年６月の食育月間集中キャンペーンについて（案）というものです。 

 これで、２０年度から２２年度まで３年間こんなことをしたいということで予算の申請をいたしまし

たら若干予算がつきまして、３年間の事業ということで行っているものです。保健所としましても地域

全体で食育が進みますようにというふうなことで、何かできないかということで、地域の食育の推進と

いうことでやっているんですが、その一環としまして、６月の食育月間に集中的にキャンペーンを行い

まして、そして食育を知っていただき、また推進して実践をしていただく普及啓発を図りたいというふ

うなものです。実施時期は６月と書いてございますけれども、実は、食育推進に当たりましては、保健

所のほうでも、そんな大がかりな会ではないんですが、今年度から食育推進会議というのを一応設置を

させてだきました。主には、地域で働いていらっしゃる栄養士さん、保育園ですとか小学校の栄養士さ

ん、それから市の健康所管課の栄養士さんですとか、あとは、食品衛生協会という食品衛生の自営の方々

が入っていらっしゃる団体がございますので、そこの、今のところまだ小さい会議なんですけれども、

食育推進会議といたしまして、そこの方たちとともに検討をさせていただいているところです。 

 一応キャッチフレーズのようなものがあるといいんじゃないかというふうなことで、この２番ですけ

れども、「三食たべて笑顔の毎日」というのはどうだろうかというふうなことで、いくつか案があった

中で、とりあえずこんなキャッチフレーズを置いてみようというようなことを考えました。 
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 そして、イベントのほうなんですけれども、３、イベントの開催というところで、ここでは、主催が

保健所、または食育推進会議というふうなことになろうかと思いますけれども、６月の食育月間の中で、

いろんな地域でいろんな目立つようなイベントを、少しでも目立つようにして開催をしたいというふう

に考えているものです。保健所がどうしても府中にございますので、メイン会場は府中というふうなこ

とでさせていただくんですが、駅前の会場を借りることができまして、６月は月間ですし、あと１９日

は食育の日ということで、１年の中で一番食育にふさわしい６月１９日に何かやりましょうというふう

なことで、１８日も加えて２日間のイベントです。まだ中身は十分固まっておりませんけれども、地場

野菜の紹介ですとか、それを使った調理デモですとか、あと、地域で食育をなさっている方の実践など

を、小さなステージをつくりまして、２、３０分ぐらいで次々とご紹介するような形を基本的には考え

ております。あとは、ブースですとか、それから事例等の発表、展示コーナーと、来た方が少しでも楽

しめるような体験コーナーなどというようなことを考えております。 

 そして、前回も申し上げましたが、この多摩府中保健所というのは６市を管轄していますので、遠い

ところの方はなかなか来ていただけないものですから、サテライト会場をつくったらどうかというふう

なことで、武蔵野三鷹地域ですとか、それから狛江、調布と、あと小金井ということで、４つほどさせ

ていただけないものかなというふうに思っております。少し趣向を変えまして、例えば、武蔵野三鷹会

場では、プレママ、つまり妊婦さんですね。食育の動機づけが生涯の中でも一番されているようなこの

時期に、食育のことを考えていただこうというふうなことで、３０日、これは締めになりますけれども、

月間の最後の日に。あとは、狛江会場も現在別の者が伺いまして、今日、会場を詰めているところなん

ですが、児童館で小学生向けの食育活動をどうかというふうなことで市の健康課のほうと詰めさせてい

ただいています。調布のほうでは、東京ガスの萩原委員にお世話になりまして、栄養士等の指導者向け

のセミナーをしてみようかと思っております。それから、あと小金井会場は、今、事務局にお話しいた

だきましたように、小金井市さんとタイアップをさせていただき、何かできないかなというふうに考え

ているところです。 

 そういったイベント的なものと、それから、あと各関係機関ですとか団体のほうでそれぞれ食育の活

動をいろんなところでやっているよというふうなところで、集中的に一緒に賛同してやっていただけた

らありがたいなということで、保健所のほうのかかわりのあるところを通しまして、いろいろと普及を

お願いをしているところです。この６月の月間中に行いますイベントのプログラムを、数ページになる

かわかりませんがつくりまして、そこにいろんなイベントを掲載させていただいて、なるべく広く配ら

せていただき、いろんな形で住民の方々に参加していただきたいなというふうに思っているところです。 

 それで、その３年間の事業の中で予算をちょっと使いまして、これはマグネットステッカーなんです
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けれども、車のドアのところに貼っていただきまして、これが６市の中をいろいろ走っていただくとい

うふうなことで、先ほどのキャッチコピーと、それから、保健所と各市のほうに送付させていただいて、

食育月間なんだなというふうにわかっていただいたらどうかななんていうちょっとアイデア商品なんで

すけれども、これを何百枚かつくりましたので、小金井市さんのほうも庁用車を中心に貼っていただけ

たらありがたいなというふうに思っております。今、健康課さんのほうにはお話ししたところです。 

 それから、あとポスターも大きくなくて小さいんですけれども、こんな食育月間ですよとか、これは

イベントのキャンペーンなんですが、食育月間だけをお知らせするポスターなんかもつくりまして、ち

ょっとこれがあんまりかわいくないから少し変えようとか、もうちょっと、これは昭和３０年代ぐらい

の感じなので、もうちょっと新しくなんていうようなことを、これはたたき台なんですけれども、ぜひ

皆様方のところで貼っていただいて、食育というものを知っていただくお役に立てればななんていうふ

うなことの事業を今現在進めているところでございます。ぜひ小金井市さんのほうともご一緒にやらせ

ていただきたいと思っております。 

○事務局 ありがとうございました。小金井市ですが、こちらは、まず食育推進計画の事項を整理しま

すと、食育月間・食育の日の取組みをすること、それから、小金井版のファイブ・ア・デーの取組みを

行うこと、それから、食育懇談会の取組みを行う、この３つの取組みが計画に書いてあります。今年、

今お話しいただいた多摩府中保健所とのタイアップというのを念頭に、保健所による例えば講演会等と、

あと、市としては食育懇談会等を行うとしているんですが、先ほどご説明したとおり、今の段階での団

体登録数というのは少ないので、それだけでは盛り上がりにも欠けるだろうということで、例えばこの

２つをあわせたような取組み等ができないかというのを検討しているところです。 

 市としても、企画政策課と健康課、それからあと保健所というところで調整をしながら取組みの考え

方を作っていく必要があるという段階ですが、まず、野菜を食べよう、小金井版ファイブ・ア・デーに

ついては、基本的には１日５皿のＰＲをしていくというのが基本になって、ポスターの掲示、市報、市

のホームページなどですが、特に村松委員からご紹介をいただきましたとおりスーパーマーケットでの

取組みが大事だということと、このスーパーマーケットでの取組みというのを連携が図れないか。基本

はポスターを貼ってくださいというところと、あとスーパーマーケットとしても独自にそれに合わせて

セールを打つなり何かやっていただけないかというのを連携を図るというのが１つものです。 

 あと、食育ホームページ編集委員会のほうでは、６月毎週、旬の野菜を使った野菜レシピを紹介して

いくとしています。あわせて野菜を食べようというベジフルセブンの言葉もありますが、食事バランス

ガイドからいっても主菜よりも野菜のほうが、副菜のほうが多いというのは、アンケートにありました

とおり、我々含めていけないところなので、やっぱりもっと野菜を食べなければいけないということに
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ついてのＰＲができればと思っています。あわせて、小金井にはこんなにおいしい野菜があるというこ

とにもつながっていければということになるんですが。 

 もう一つは、具体的にまだほんとうに検討を始めたところなので、多摩府中保健所さんとも調整をし

ながら企画を進めなければいけないんですが、食育の講演会と懇談会をあわせた形にできないかという

ふうに思っています。場所としては、やっぱり食育月間の６月中旬なんですが、６月１８、１９日に府

中でのメイン会場というふうに伺っていますので、そうだとすると、その前の土、日あたりが小金井と

しては１つねらえるだろうということで、とりあえず萌え木ホールは、隣の建物なんですけれども、Ａ、

Ｂあわせて１００名ぐらいまでは収容可能ですので、ここを借りる予約をしています。去年、いいシン

ポジウムがおかげさまでできたのですが、会場の不便さとかを指摘されたので、今度は駅前、駅周辺と

いうことで考えると、萌え木ホールということになるので、一応許可をいただいています。 

 テーマについては未定で、基本的な講演等と、それからあとは団体等の紹介とかというのがセットで

できないかということで方向性としては考えているんですが、野菜を食べようというのをキャンペーン

として進めているので、野菜というのを据えられないかと思っているんですが、これもまた聞くところ

によると、府中のほうのメイン会場で井上委員がお話しになるかなというようなことも聞いているんで

す。どうすみ分けるか、またはプレとして、小金井でやったことで興味を持って府中の本会場のほうで

も足を運んでいただくとか、そういう連携がとれないか工夫ができたらなと思っています。対象として

は、単純に懇談会だと登録した団体等だけということですが、それだけではなくて、一般市民の方全体

にして、登録団体とか、あと調査の中で出てきた団体等には個別にご連絡を差し上げるという形で進め

られたらと思っています。ちょっとテーマ等が未定なんですが、多摩府中保健所さんとタイアップする

ということになるとポスター作成とかの問題もあるので、テーマとか日時、会場については、３月中に

固めていく必要があるのではないかというところです。 

 広報としては、市報と市のホームページと市民掲示板についてが中心になります。市報については、

食育の特集記事として月間とか、その企画した講演会とか、あとホームページがオープンすることとか、

関連団体登録制度とかをＰＲしていくことになります。ホームページとしては、６月１日から、イメー

ジとしてはカラーの資料をお配りいたしましたが、デザイン性にも工夫をしたホームページのほうを公

開開始して、その後、毎週食育で野菜のレシピ等が紹介されていく。市民掲示板のほうは、６月１日か

ら１５日、ちょっと市のほうの制度的に２週間限定のものになるんですが、一応１日からの２週間は押

さえましたので、この中で食育月間になるのと、第一には、食育月間、食育の日、その次には野菜を食

べようということがもちろんメインになってくるということになると思いますので、そのＰＲというこ

とでポスターを作成して掲示をしていくということになります。関連しては、より一層の食育関連団体
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等の登録を呼びかけていくことと、あと、現在、市民公募は２名だけとなっている食育ホームページの

編集委員会の追加公募なども検討できるのではないかと思っています。まだ検討中のことが多くて恐縮

なんですけれども、今はこのような形になります。 

○大竹会長 ありがとうございました。いかがでしょう。６月の食育月間に向けて少しずつ広がりを、

食育が推進される気配がしますけれども、もっと例えばこんなことはどうですかとかというアイデアが

ありましたら委員の方たちにも出していただければと思うんですが、いかがでしょうか。あと、今回は、

小宮委員と井上委員には大分ご協力をいただくということですね。 

○小宮委員 井上委員には、先ほどちょっとお願いしたところで。 

○大竹会長 ああ、そうなんですか。 

○小宮委員 今日お会いできるので、お願いしようと思って……。 

○井上委員 地場野菜ということなんですけれども、やはり府中でやりますので、江戸東京野菜という

形で話を持っていこうかなと思っています。 

○小宮委員 実は、それがまた入っていたんですけれども、お聞きする前に入れちゃいけないと思って

消してしまったところで。江戸東京野菜ということでお願いしています。 

○大竹会長 例えば、江戸東京野菜を府中でやるうち、小金井市ではこれができてますよというのを小

金井市のほうでやるとかね。こっちの、江戸東京野菜のほうは多分府中で使われるでしょうから、それ

をベースにしながら皆さんのをちょこっとやっていただくと、小金井市民にも身近に感じられるんじゃ

ないかと思いますが、何か小金井市でやっていただくのを前提にお話をしていますけれども。 

○事務局 最近特に、井上委員をいろんなところで拝見するような気がいたしますが、マスコミを含め

て、そういう意味でも。 

○大竹会長 あちこちでひっぱりだこですね。ほかに特に市民の方からこんなことをしていただけると

うれしいわというのがありますか。 

○大谷委員 食育月間で、昨年は、正直言ってあんまり集まりがよくなかったんですが、例えば、何か

インセンティブが、江戸東京野菜であれば、来た人に少しお土産で差し上げるとか、そういうような予

算的なものは可能なんでしょうか。萌え木ホールで１００名ですか。１００名集めるためには相当努力

がいると思うんですね。 

○井上委員 江戸東京野菜のほうでいきますと、葉物関係であれば、これからやって６月ぐらいには間

に合うと思うんですけれども。ただ、大根とかそういったものは、時期的にちょっと難しいと思います。

江戸東京野菜で提供できるとなりますと、やはり葉物、小松菜だとかシントリ菜、そういったものにな

ってしまうかなと。 
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○大竹会長 小松菜でも、ほんのちょっとでもね、あればきっと料理するんじゃないかという感じです

よね。 

○井上委員 私の試みで、もう一度亀戸大根をまく予定でいます。ちょうど夏場の時期に１回つくった

ことがあるんですけれども、これからの時期というのはまだ挑戦したことがなかったものですから、も

うその下準備で、昨日今日とＪＡ東京むさしで、今年の４月に入ります新入社員の教育ということで、

うちが５名ほど教育ということで受け入れてまして、江戸東京野菜の亀戸大根を少量まきました。 

○大竹会長 今からまいて６月に間に合うんですか。 

○井上委員 ６月は十分間に合います。 

○大竹会長 ああ、そうなんですか。 

○井上委員 ただ、ものがどのあたりで収穫できるかテストしてないのでわからないんですけれども。 

○大竹会長 特に今年は暖かいですからね。何か大根は寒いほうがよさそうな気がする。 

○井上委員 もし出せるようであれば、亀戸大根の出荷という形もできるかもしれないです。 

○酒井委員 実は、今日遅れてきて申しわけなかったんですが、江戸東京野菜を使ったお花見弁当をつ

くるという料理教室をやっています。今日と明日やるんですが、２０名の定員で、今朝、井上委員から

野菜を持ち込んでいただいてやったんですが、市内の方でも江戸東京野菜について、今日手を挙げてい

ただいたら２０名のうちの３分の１ぐらいはご存じでした。手が出ないというのは、食べ方がわからな

いので手が出ないというので、今日のお料理教室でも、井上委員のところの亀戸大根と、金町こかぶと、

シントリ菜と伝統小松菜とノラボウ菜を使って料理をつくったんですけれども、皆さんはもう経済セン

ターでこれが売られているというのはわかっているんですけれども、食べ方がわからないので今まで手

が出ませんでしたとおっしゃっていたことがありまして、今日は割と反響がよく、食べ方がわかればこ

れから買いますよと言われました。 

 ３月の初めに府中でやはり食育と料理教室をセットにした、座学と実習をプラスしたものをやってい

るんですね。そのときも小金井のシントリ菜ですか、時期的にそれしか手に入らなかったので、それを

持ち込んで紹介しましたら、それも府中の方はとても興味を持たれて、どこで買えますかとかいうお話

をされていたので、やはり、どこでやっても井上委員につくっていただいて、ものがあると、ほんとう

にいいと思います。先ほどおっしゃっていたように、江戸東京野菜は旬がはっきりしているので、なか

なかつくるのが大変だと思うんですけれども、それがうまく合えば、先ほど大竹会長がおっしゃったよ

うに、ほんとうに小松菜でも何でもちょっとでもいいと思うんですよ。そういうのがあると興味を持っ

ていただけるので、そういう試みもいいんじゃないかなと。目の前で現物があることと、現物を食べる

ということはとてもインパクトがあるので、食育に絡めてそういうことをやっていくとすごくいいんじ
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ゃないかなと思います。 

○大竹会長 それこそ野菜をその場で配るという、どちらかというと、井上委員のところでつくったも

のを先生が料理をして、私たちもこの間ちょっとずつ味見しましたよね。ああいう形で味見すると関心

を持った人はそこに置いてある野菜を買っていくかもしれないし。 

○井上委員 それでいいんですよ。 

○大竹会長 それでいいんですよね。 

○井上委員 そうですね、ですから、現物の野菜を数点と、あと、できたら酒井委員のような方に調理

していただいたものを試食していただいて、という形で。 

○酒井委員 今一生懸命協力していただいて、農家さんにも事あるごとに試食をしていただくようには

頑張っていますので、やっぱりお互い自分でつくったものはこういう料理になるとか。 

○大竹会長 もしかしてあれですかね、それこそ萩原委員にも協力してもらって、何か料理教室、江戸

東京野菜料理教室を。でも、ここは、調理室はないですね。 

○事務局 緑センターにあります。 

○村松委員 調理してそこで召し上がっていただくというのはすごくアピール力があっていいですけれ

ども、いろいろ問題もあって、食中毒とか怖いですし、あと、それから皆さんでき上がるまで待ってい

る時間がないということもあるかと思います。それで、１つ思ったのは、例えば、その亀戸大根でなく

ても、大根だったら大根を出して、皆さんのお宅の自慢の大根料理をちょっと紹介してくださいと言っ

て手を挙げた人が、うちではこうやって大根を食べてますと言って紹介してくれた人に亀戸大根を差し

上げて、こういう食べ方もありますよって、そこに集まった市民の方たちすべてが自分の料理例を、レ

シピを紹介できるようなちょっと気軽なイベントにするというのもひとつ調理よりは手軽にできるかな

と感じました。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 もちろん調理で食べるお楽しみがあるほうがいいんですけれども。結構小学校などで、い

ろんな野菜を持っていって子どもたちにどんな調理法があるかと聞くと、白菜も鍋だけじゃなくて炒め

るとか、サラダにするとか、いろんな野菜の調理法を知っているので、だからそういうちょっとしたゲ

ームというか、参加してもらうような形にして。 

○大竹会長 我が家の自慢の野菜料理ですね。 

○村松委員 皆さんに紹介してもらって差し上げるというのもひとついいかなって思いました。 

○池田委員 そうですね、親子で何かというのもあっても楽しいかなというふうに思ったんです。 

○大竹会長 何か今のお話だと、どうも実物を持ってくる、それを食べるかどうかはちょっとあれです
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けれども、何かそういうことを組み込んだイベントがいいんじゃないかということで、もう少し、じゃ

あいろんなことを含めて皆さんの協力を得ながらつくっていただければと思います。ありがとうござい

ます。 

○事務局 ありがとうございます。 

○大竹会長 では、議題の６はそれでよろしいでしょうか。 

○事務局 あとは読み上げるだけになりますけれども、平成２１年度に予定している食育月間、食育ホ

ームページの関連を除いた事業としては、農業祭等での啓発活動、乳幼児食メール教室、アレルギー食

相談、環境に配慮した料理教室等、あと、最後、食育推進検討委員会を健康課中心にするということで

すが、この辺が２１年度の実施予定事業になります。あと、２１年度に検討して２２年度に実施すると

いう意味では、食育ミニパンフレットの配布というのが入ってきますので、これが２１年度新たに検討

するべき事業となります。関連して、この食育推進会議の健康課への移管についてなんですけれども、

４月１日付で企画政策課から健康課のほうに食育推進会議の庶務担当課がかわります。 

○事務局 ４月１日からこちらの所管が私ども健康課というところにかわることになりました。今後と

もよろしくお願いいたします。今日参加させていただきましたのが、健康課健康係の主任、大関です。

健康課健康係主事の濱野です。申しおくれました、私は健康課課長の高橋と申しますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

○大竹会長 よろしくお願いいたします。では、今後の、もしこの食育推進会議をやるとしたら、健康

課のほうから連絡があるんですね。 

○事務局 はい。ただ、基本的には、食育月間の取組みに向けて、食育推進会議としての開催の必要は

ない場合があります。１０月２８日で現在の委員の任期が切れますが、やることは食育月間関係と、あ

と進捗状態の確認ということになります。進捗状況の確認は、１０月までの間にやるのはちょっと難し

く、前回も大変ご迷惑をおかけしたんですけれども、年末に向けてということになると改選の時期とち

ょうど重なってきてしまいます。会議としての開催は、もしかたらこれが最後になるかもしれません。

課題があれば開催のご連絡を健康課から差し上げることになると思います。引継ぎは、これから進めて

いくところもあるんですけれども、基本的には移管をするということになります。 

○大竹会長 そうですか、わかりました。ではこれで最後の食育推進会議ということなようですけれど

も、何か特にこれだけは言っておきたいということがありましたら、ぜひお願いいたします。 

○池田委員 じゃあ次回は、もうないのですか。 

○大竹会長 もうないということですね。 

○事務局 もちろん食育推進会議委員は再任を妨げないものですので。 
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○大竹会長 １０月２８日が私たちの任期ということです。 

○酒井委員 すみません、戻っちゃうんですけれども、食育関連団体の登録があまりないということな

んですけれども、現在どのくらいですか。 

○事務局 ３団体と２人の個人です。先ほど会議でもご指摘いただきましたが、イメージがわかないと

なかなか登録いただけないというのはそのとおりだと思います。 

○大竹会長 ４ページに書かれている団体が３つと個人がお２人ということです。そこに酒井委員も入

っていらっしゃる。これから少し集めているデータで幾つかの団体には声をかけていただけるというこ

とでしたよね。１０月の末ぐらいに進捗状況とかで集まってみますか。でも、そこまでにあんまり進め

られるかどうか。６月の月間のイベントは行いますけれども、そのぐらいでしょうかね。 

○池田委員 １０月はないんですか。 

○大竹会長 私たちの任期が１０月末までですので、それまでの間に、せっかくここまで来たんだから

最後を見届けたいとかってありましたら。 

ちょっとお弁当の日はね、やりたいですよね。どこかの小学校に声をかけてやってもらいたいですが。 

○村松委員 １校何か試み的にやっていただけるといいんですが。どうですか、日暮委員。 

○日暮委員 こちら側から言うとあれですよね、やっぱりあちら側から言ってもらわないとね。 

○大竹会長 鈴木委員はもうＰＴＡ会長の任期は終わったんですよね。 

○村松委員 アクションとしてはＰＴＡ側から起こしたほうが進めやすいですか。 

○日暮委員 そうですね、学校からというのはなかなかちょっと。やっぱり役員会か何かでお話が出て、

一緒にやりましょうというような話でしたらいいんですけれども。 

○酒井委員 例えば事務局から各学校のＰＴＡさんにとか。 

○日暮委員 それはあんまりよくないのでは。 

○酒井委員 食育推進会議の事務局のほうから話が行くなんていうことはないんですか。とにかく情報

を開示しなきゃいけない。情報を知らないとだめなので、いろんなところに情報を発信していけば、そ

こにどなたかが手を挙げてくれるという可能性も出てくるんですけれども。食育関連団体登録制度につ

いて、私の恥を言うようなんですが、市報に出ていたのをすっかり見落としていまして、ほかの方から、

「酒井さん、早く出さないと期限が来ちゃうわよ」て言われて、慌てて電話をしたという経緯があるぐ

らいなので、うっかりというのもあったりして。情報はいろんなところで、入ってくればいいんでしょ

うけれども、入ってこないという部分もあるかもしれないので。 

○事務局 ＰＴＡにどう働きかけるかというのは、前回、食育推進検討委員会のときに学務課でも考え

ていたことなので、授業でやるのも１つなので、ＰＴＡの関係も含めてのことなんですけれども、検討
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はしてくれているんだと思うんです。その内容とかはまだわかりません。 

○池田委員 ４月からはもう新しいＰＴＡになるんですよね。各学校のＰＴＡの懇談会もありますでし

ょう。 

○事務局 小金井市の場合、ＰＴＡ連合会は全校が加盟しているわけではないので、貫井南小は加盟し

ていません。結局、大多数にお願いするという方向で連合会会長にお願いするのか、それとも一律にと

いうことであれば、各学校のＰＴＡに１つ１つお願いしていくという形になるかと思っています。 

○池田委員 ＰＴＡ連合会にお願いして、そこは個別にという。 

○大竹会長 あとは、ＰＴＡが自主的にというのを待っているというだけではなくて、例えば学校のほ

うで取り組んで、それがＰＴＡに広がっていくという可能性も考えられますよね。 

○三笠委員 これは、例えばＰＴＡがそういう案を出し、会合をやって、各学校のＰＴＡで「この日は

お弁当の日にしましょう」と役員の中で決まって、今度校長先生、副校長先生ぐらいまでオーケーして

も、それからまた職員会議へ行って、そこからが通すのが結構難しい。こういう案件だと各学校のＰＴ

Ａでやれば役員会ぐらいに行きますが、全体でとなるとかなり難しいと思います。各学校のＰＴＡの中

で、この食育というものを、詳しい方が会場の中で述べてね、そこから盛り上がっていくようなことが

あれば私は可能だと思うんですけど、あんまり食育という言葉を聞いても、役員さんの中でそんなに詳

しくはないし、弁当の日となると、大体反対があります。必ず働いていてつくれない方がいるので、そ

の子はかわいそうということではないですかね。いろんな意見が出てきます。 

○酒井委員 日暮委員に伺いたいんですけれども、私が知っている学校では、給食をバイキング式みた

いにしてお弁当箱に詰めるとかという話をつい最近聞いたんですけれども、そういうこともやったりす

るんですか。 

○日暮委員 うちはやってないですけれども、そんなバイキングとかじゃなくても、自分の分を自分が

持ってきたお弁当箱に詰めましょうというのは結構課題としてやってますよね。 

○大竹会長 ＰＴＡ主体で鈴木委員の学校あたりからやっていただくというのも１つですけど、多分す

べての学校がそういう形ではできないかなと思いますので、今、日暮委員がおっしゃったように、例え

ば学校の給食をお弁当に詰めるというところでのお弁当の日というのをつくっていくとかね。いろんな

対応で。私なんかは家庭科ですので、例えば、５年生とか６年生の授業の中でお弁当をつくってみると

かというふうにすると、全学校の取組みではないんですけれどもね、ちょっとずつでも広がっていけば

いいかなという、できる範囲内で。 

○日暮委員 小学校の場合だと、学年によってすごく差がありますから、低学年の場合だと、お弁当箱

に入れるのがせいぜいで、それって給食の時間にはできないですよね。自分に割り当てられたものをま
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たお弁当箱に入れて食べてみるというと、授業１時間分ぐらい必要なんですよ。そんな手際よくはでき

ないんですね。そうすると、やっぱり先生方とも３時間目からかなりの準備をしないと。 

○大竹会長 多分どこかのクラスで取り組む、全学年ではなくてね、最初は。 

○日暮委員 ５、６年生だったら給食の時間ぐらいでもできますけれども、低学年はちょっと無理です

ね。 

○村松委員 やっぱり家庭でつくるというといろんな状況があるでしょうから、授業時間を使ってお弁

当をつくる授業にこんなことを取り入れるのもできますよね。それをレポートして来年度の研究発表で

やったら、なさったらいいんじゃないですか、事例として。 

○酒井委員 お弁当箱に詰めなくたって、おにぎりだっていいんですよね。 

○日暮委員 それも結構例がありますね。自分の分のご飯をラップで握ってみようとかというのも結構

課題としては評価がありますね。 

○小宮委員 私が前にいた地域の中学校なんですけれども、子どもたちがお弁当をつくって学校の先生

にプレゼントという、そういう形でお弁当をつくって、その学校ではとても盛り上がったという話を聞

いたことがあります。 

○大竹会長 お弁当づくりは意外とやっているんですね、家庭科でも。それをちょっと意識的にそのク

ラスの時間にとどめないで、ちょっと学校の内部にアピールしてみるとか、そういう形で少し広がって

いったりするのかなと思います。 

○日暮委員 またちょっと課題がありますよね。そういう授業でやるのと、鈴木委員のおっしゃる親子

でというのは、ねらいがちょっと違うと思いますので。 

○大竹会長 そうですね。あと何かありますでしょうか。では、今のはできる段階で、皆さんのところ

でちょっと工夫して、近くの方に声をかけて。 

○酒井委員 どこかでやれば伝染するということもありますから。 

○大竹会長 あります、はい。 

○池田委員 食育の日というのは、ホームページなどでもキーワードにしていきますが、弁当の日とい

うのも、この日にあれしましょうというんじゃなくて、定番みたいな形で、どこかの学校でなさって盛

り上がってよかったですよというような、そういうのが出てくれば一番いいですよね。 

○村松委員 あと、今のお弁当の話とは変わりますけれども、特定非営利活動法人青果物健康推進委員

会という組織もありますので、そういったところにも小金井のこの食育を積極的にちょっとアピールし

て、いろいろな形でご協力願ったらいいのではないかなと思いました。 

○大竹会長 その辺は、今度新しく変わる部署のほうでちょっとコンタクトをとっていただければと思



－３３－ 

いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。今日の予定は以上ですが、よろしいですか。

それでは、どうもありがとうございました。多分これで最後の会議になると思いますので、お疲れさま

でした。ただし、続けて来期もしていただく可能性もありますので、そのときはよろしくお願いいたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

（午後３時３５分 閉会） 


