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第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日   時  平成１９年１０月２９日（月）午後２時００分～午後４時０５分 

場   所  ８０１会議室（第二庁舎） 

出席委員  １２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 

      松 永 礼 子 委員  井 上 誠 一 委員 

  鈴 木 貫太郎 委員  萩 原 哲 男 委員 

  廣 野 恵 三 委員  三 笠 俊 彦 委員 

  江 川 正 雄 委員  日 暮 地 香 委員 

欠席委員   な し 

事務局職員 

 企画政策課長                伊 藤 茂 男  

企画政策課主査               林   利 俊 

 企画政策課企画政策係主事          堤   直 規 

 企画政策課企画政策係主事          竹 内 波留香 

傍 聴 者  ４人 

 

（午後２時００分開会） 

 

○企画政策課長 大変お待たせいたしました。ただいまから、第１回の小金井市食育推進会議を開催し

ます。本日は、お忙しいところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。委嘱が終わりまして、

会長が選任されますまで、司会進行を努めさせていただきます企画政策課長の伊藤と申します。よろし

くお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして進行をさせていただきます。初めに、委員の委嘱を行います。委嘱状を

交付させていただきます。 

○稲葉市長 では、委嘱状を交付させていただきます。よろしくお願いいたします。 

（市長 委嘱状交付） 
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○企画政策課長 以上で委嘱状の交付を終了いたします。なお、委員の任期につきましては、今読み

上げましたように、本日から２年間でございますので、よろしくお願いいたします。 

次に、稲葉小金井市長から、ごあいさつをさせていただきます。 

○稲葉市長 皆さん、こんにちは。きょうは第１回の食育推進会議にご出席をいただきまして、ありが

とうございます。ただいま委嘱状を交付させていただき、２年間、委員を務めていただくわけでござい

ますが、快くお受けいただいたことを感謝いたしております。 

食育推進会議１回目の会議ということになるんですが、これから自己紹介等もあろうかと思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

今年に入りまして、食の安全ということで、牛肉の偽装、老舗のお土産品の賞味期限の改ざんなど、

消費者にとっては、何を信じればよいのか、口にするものすべてを疑わなければならないという悲しい

事態が生じております。 

「食育」という言葉について、内閣府の平成１８年版食育白書中のコラムで、明治31年や明治36年に

発行された書物の中に出てくると書かれております。いまひとつとらえきれていないものがありますが、

国のほうで平成17年に制定しました食育基本法では、食育を、知育、徳育及び体育の基礎となるもので、

生きる上での基本と位置づけております。 

市としましては、食育を推進するための計画を策定し、食育について、さまざまな施策を行っていく

所存であります。そのため、各分野からお集まりいただきました皆様に、小金井らしい計画策定のため、

活発なご議論をお願いしたいと思っております。２年間お世話になりますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○企画政策課長 どうもありがとうございました。続きまして、本日は第１回目の会議でございます

ので、ここで各委員の皆様の自己紹介をお願いいたしたいと思います。なお、市民公募の委員におかれ

ましては、７月17日から８月６日まで、３人の公募委員の募集を行ったところ、12人の方から応募があ

りました。選考基準に基づきまして審査の上、本日、出席をいただいております３人の皆様にお願いす

ることとなりました。また、関係団体等の委員の方々につきましては、それぞれの団体等から、推薦に

よりまして委員にお願いしております。 

初めに、公募委員の池田委員より、自己紹介のほう、よろしくお願いいたします。 

○池田委員 このたび、小金井市の食育推進会議委員に応募させていただきました池田多鶴子でござい

ます。委員の１人としてお選びいただきまして、まことにありがとうございます。 

私は、今までずっと食に関する勉強をしてまいりましたけれども、たまたま３年前から、子供たちの

居場所の指導員という、ボランティアでございますけど、そういう場をいただきまして、子供たちとい
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ろんなことをしてまいりました。子供たちを見てまして、やはり、子供たち自身も食に関してとっても

関心があるっていうことに気づきました。それと、やはりお母様方、子供もそうですが、とっても忙し

くて、日ごろの子供たちの食生活や生活に関して、ちょっとこういうところはというのが多々ございま

したもので、私が今まで学んできたことが、ほんとに子供たちのため、一番は子供たちの幸せのためと

思ったんですけれども、何か役に立たないかなと考えておりました。栄養士や調理師、それから、野菜

のソムリエの資格を取っておりまして、やはりきちんとするには、ちゃんと食育指導を勉強してと思い

まして、そんなお勉強もさせていただきまして、それを今年から何らかの形で生かしたいと思いまして、

まず、食育のいろはかるたというのをつくりまして、これはその解説本なんですけれども、ずっと、い

ろはかるたのこの中に、特に子供たちにお料理を教えたり、子供たちと一緒に食に関してということは、

それもとても楽しいし、いいことなんですけれども、やはりバックにいらっしゃるお母様たちにぜひ食

育の大切さを──食育といったときに、「それ、なあに？」と言う方のほうが多いんですね。まだ、「食

育」という言葉そのものを皆さんご存じないということに気づきましたので、こうやって市の食育メン

バーに加えさせていただきましたので、少しでも家庭における日々の食事、食生活、食育ということの

大切さを伝えていければと思っております。一生懸命頑張らせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、大谷委員、お願いいたします。 

○大谷委員 同じく、公募でご指名をいただきました大谷でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

私は、食品会社に延べ50年ぐらい勤めておりまして、自分で言うのもおかしいんですが、いわゆる食

品の専門家的な知識を持っております。たまたま小金井市に居住しているので、何か小金井市のために

役に立たないかということで応募したところ、ご指名をいただきました。私は、小金井市との関連では、

雑学大学に食品の問題をテーマにして報告をさせていただいたこともあります。それから、食品安全委

員会のモニターを過去ずっと５年間連続してやっておりますが、特に食品の安全管理、リスクマネジメ

ントなんかにつきまして非常に一生懸命やっておられるんですが、そういうところだけの論議ではなく

て、やはり地域社会の中にそれをいかに反映するかということが大事だと思いまして、こういう機会に、

ぜひ協力させていただければ大変ありがたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、松永委員、よろしくお願いいたします。 

○松永委員 私も公募でこのような席に出席させていただくことになりました松永礼子と申します。よ

ろしくお願いします。 
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お二人のように、私は食育というものに対して何の資格もない主婦なんですけど、ただ、生まれも育

ちも田舎で、自然の中で育ってきましたので、食べることにはとても興味があって、子育てをするとき

も、一緒に畑を借りてつくったりとか、そういうことがすごく好きなほうなので、今、食育について、

いつも書物を読んでいると疑問があるなということでずっと来たものですから、単純な考えで応募して

しまって、何か申しわけないような気がしておりますけど、食育ということに対して、好きなので、勉

強させていただけるなというふうに思っております。ご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。次に、学識経験者委員の大竹委員、お願いいたします。 

○大竹委員 東京学芸大学の大竹でございます。私は、ここに生活科学講座と書いてありますが、生活

科学って、皆さん、あんまりなじみがないかもしれませんけども、その中で家庭科教育を教えておりま

す。小中高の家庭科では衣食住、そこの中の食という領域は非常に中心的な教育になっておりますので、

多分、その関係でというふうに思いますが、もともと私はそんなに食の専門ではなくて、家庭科教育全

般ということで、生活全体を見ているものですから、ちょっと最初お断りしたんですけれども、食の専

門家はたくさん委員の中にいらっしゃるので、そうじゃない全体的なところからということで委嘱され

ましたので、お引き受けさせていただきました。 

食については、そういう意味ではあまりかかわってはいないんですが、昨年まで、本町小学校で食育

の研究校をしてまして、それの研究会の講師ではかかわらせていただきました。そういうようなところ

で何かお役に立てればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、村松委員、お願いいたします。 

○村松委員 こんにちは、村松です。私はＮＨＫで、「イブニングネットワーク」ですとか、「こんにち

はいっと６けん」という番組のキャスターを務めてきました。それと並行して、「きょうの料理」を11

年間、聞き手を担当しました。私が食育、食生活に興味を持ったのは、「きょうの料理」で辰巳芳子先生

にだしのとり方を教わったときに、最後のエンディング、あと１分というところで、「でも、最近は女性

も働いて忙しいから、たまには、忙しいときにはインスタントを出しても仕方ないですよね」と言って

番組を終わらせようとしたら、辰巳先生は全国放送で私をしかりました。「だめです、どんなに忙しくて

も本物のだしをとるように。それが長い年月、あなたの生きる力、財産になるから」ということを言わ

れまして、そんな全国放送で怒らなくてもいいのにと私は内心思っていたのですが、辰巳先生のこの一

言が私の財産になりました。ほんとうに、出会いというのが大切なんだと思います。人との出会い、そ

して、旬の野菜とのおいしい出会いというのが、その人あるいはそのお子さんの生きる力になっていく

と思います。 
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現在は、ＪＦＪといいますが、日本食生活ジャーナリストの会の副代表幹事をしています。去年は食

育についてのシンポジウムを行いましたが、今年度は「食糧自給率39％じゃなぜいけないの」というテ

ーマで、来年の１月に大きなシンポジウムを開きますので、皆様にもそちらのご案内をいずれ差し上げ

たいと思っております。 

あとは、お隣の国分寺市で教育委員もさせていただいています。今は全国で食育とメディア、テレビ

に子守をさせない、顔と顔を合わせて子供たちに語りかけて子育てをしようという講演をしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。次に、関係団体委員の井上委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○井上委員 小金井市の農家代表ということで選ばれました井上誠一といいます。よろしくお願いしま

す。 

今、野菜等、小金井市もいろいろつくっていますけれども、まず、安心で安全な野菜を提供するよう

に心がけています。そのために、極力、農薬も低農薬を使って、皆さんに安心していただけるようにつ

とめています。先ごろより、中国等でいろいろな野菜の問題等起きておりますけども、最近国内でもい

ろいろ問題が、少しは出てきていると思います。小さいところから、まず、小金井市は、ちゃんと農薬

の規格も守ってやってるというところも、今後、食育を通して皆さんに訴えていきたいなということで、

今回、委員という形でやることになりました。 

また、東京の江戸野菜で、小金井もアピールしようということで、先日、私もＮＨＫさんに出させて

いただきまして、ありがとうございました。昔の懐かしい野菜の味、今の若い人、子どもとかにも知っ

てもらいたいと思います。あと、小金井市の活性化にも役立てるんじゃないかということで、今回、Ｎ

ＨＫさんにも入っていただいたり、これからは11月11日にやりますイベント等、そちらのほうでも小金

井のアピールもしていきたいなと思っています。よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

○鈴木委員 小金井市のＰＴＡ連合のほうから推薦されてきました緑小学校のＰＴＡ会長をやってます

鈴木と申します。よろしくお願いします。 

食に関しての専門は、まず、私は職業は専業主夫で、朝、晩、昼は子供は小学生なんで給食ですけど

も、朝、晩の３度の食事の仕度は、すべて私がやっております。だしは必ずとっております。インスタ

ントの食品は一切使いません、冷凍食品も使いません、包丁は必ず研ぎます。それが一番、普通の主婦

にできないことだと思うんですけど、包丁をきちんと研ぐという当たり前のことをやらない主婦がほぼ

９９％だと思うんですけど、その点、私は一応ちゃんとやっております。あと、毎昼、妻の弁当だけは
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ちゃんとつくっております。あと、子供が遠足や運動会のときも、もちろん、ばっちりつくっておりま

す。ということで、一応、食事の仕度は全部私がやってるんで、一専業主夫として、会に出席をさせて

いただいております。よろしくお願いします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、萩原委員、よろしくお願いいたします。 

○萩原委員 こんにちは。東京ガス多摩支店の萩原と申します。ふだんの仕事は地域行政・マスコミ支

局対応を担当しております。今回、食育ということで委嘱をされました。 

最近、食生活の乱れというのが、やや社会問題化してるんじゃないかなと思ってます。偏食ですとか、

孤食ですとか、あるいは朝食抜きですとか、あるいはしつけ等々においても、若干乱れてるんじゃない

かというふうな感じを受けております。やはり毎日生活する上で、食事というのは非常に基本でありま

して、体ですとか心なんかも食がなくてはどうにもならない、非常に大事な食ということで認識をして

おります。今回のこの機会を通じて、何かお役に立てればなというふうに思っております。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、廣野委員、よろしくお願いいたします。 

○廣野委員 廣野でございます。小金井市医師会から代表で参りました。医者でございます。私思いま

すのに、人間、生まれてから死ぬまで、食というものと全く密接でございますので、私どもが仕事とし

てやっております薬とか、手術とか、そういうものの前に、大前提として食というものが、生まれ落ち

てから死ぬまでかかわっているんだということで非常に重要視しておりますが、たまたま医師会のほう

から、おまえ、出ろということでございますので、仲間に加えさせていただきました。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、三笠委員、よろしくお願いいたします。 

○三笠委員 こんにちは、三笠俊彦と申します。私は商工会から推薦をされまして、こちらの会議に出

るようになりまして、なぜ推薦されたのか、ふと考えてみると、私、ボーイスカウトのリーダーとか、

それから、消防少年団、こちらとも深いかかわりがあって、子供たちと一緒に遊んだりしてましたので、

そんな関係で推薦されたのかなと思っております。 

小金井市商工会も、小金井市の大半の商店の方がおりますので、何かこちらの会議でいろんな要望だ

とかありましたら、１回、商工会のほうに持ち帰って、何かお役に立てればなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、関係行政機関委員の江川委員、よろしくお願

いいたします。 

○江川委員 こんにちは、東京都多摩府中保健所で管理栄養士をやっております江川と申します。よろ

しくお願いいたします。 
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東京都並びに私も保健所ですので、食育の推進ということで、もうかれこれ５年ほど前から、いろい

ろな形で食育を推進させていただいております。当初は子供の食育というような形で進んできたんです

けれども、各世代によって、いろいろな課題を抱えてるというようなことを考えますと、究極は、やは

り、おいしく、楽しくというような部分かなというようなことで、皆さん方と一緒に、地域でおいしく

楽しい、子供から大人までのつながりが、この会議でできればいいかなというようなことを思いまして

参加させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。次に、市職員委員の日暮委員、よろしくお願いいたします。 

○日暮委員 市内の第三小学校で栄養士をしております日暮と申します。この会議は、市民全体、年齢

層も全部の食育ということで考えられると思います。私は義務教育の世代の食育の現場にいる者として、

こちらに参加させていただいていると思います。わかる範囲で皆様にご協力して、子供たちのためにや

っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。続きまして、後ろのほうに座っていて恐縮でございますけ

れども、事務局の職員を紹介させていただきます。事務局は企画政策課が担当いたします。企画政策課

主査の林でございます。 

○企画政策課主査 林と申します。よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 同じく、主事の堤でございます。 

○企画政策課主事 堤です。よろしくお願いします。 

○企画政策課長 同じく、主事の竹内でございます。 

○企画政策課主事 竹内です。よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 最後になりましたけれども、企画政策課長の伊藤でございます。よろしくお願いしま

す。 

それでは、次第の２の（２）になりますが、設置条例の第５条第１項の規定によりまして、会長の互

選をお願いしたいと思います。どなたかお願いできますでしょうか。 

お手が挙がらないようで、大変恐縮ではございますけれども、事務局のほうで内諾をいただいており

ます学識経験者委員の大竹委員に会長職をお願いできればと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

ありがとうございます。では、大竹委員が会長と決定いたしましたので、一言、ごあいさつをお願い

いたします。 

○大竹会長 会長というご指名をいただきました。私、先ほど申し上げましたように、特に食育という

ことを中心にしているわけではありませんけれども、広く、暮らしのかかわりの中で、全体の私たちの
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生活あるいは市民生活の中で、どういうふうに食育を取り上げていったらいいのかなという視点で、皆

さんのご意見をまとめさせていただければなというふうに思っております。皆さんのいろいろなご紹介

を伺っていると、非常に多方面の専門の方々がいらっしゃるかと思いますので、その辺、なかなか広く、

いい計画ができるのではないかなというふうに期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 ありがとうございました。では、大竹委員、会長席にお願いいたします。 

○大竹会長 では、これから私が司会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思いますが、まず、職務代理者の指名をしていただくことになっている

ようですが、どなたかお願いできますでしょうか。 

では、いらっしゃらないようですので、私のほうから、同じく学識経験の委員の方ですけれども、村

松委員にお願いするということでよろしいでしょうか。 

（拍手） 

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、諮問についてを行わせていただきます。 

食育推進会議設置条例第２条の規定によりまして、市長のほうから諮問書を受領するということにさ

せていただきたいと思います。 

○稲葉市長 小金井市食育推進会議会長様。小金井市長稲葉孝彦。 

小金井市食育推進計画の作成について（諮問）。小金井市食育推進会議設置条例第２条の規定に基づき、

下記のとおり諮問します。（諮問事項）小金井市食育推進計画の作成。以上であります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○大竹会長 今、諮問をいただきました。市長は他の会議でお忙しいかと思いますので、ここでご退席

いただきたいと思います。 

○稲葉市長 申しわけありません。 

○大竹会長 ありがとうございました。 

○稲葉市長 きょうの会議の様子は、担当のほうから報告をいただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。お世話になります。 

○大竹会長 それでは引き続き、推進会議の運営等について、進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、事務局のほうから、説明よろしくお願いします。 

○企画政策課長 それでは、初めに、配付しております資料の確認をお願いしたいと思います。配付資

料一覧ということでお配りしておりますが、資料１といたしまして、食育推進会議委員の名簿です。そ

れから、資料２が、今、市長のほうから読み上げました諮問書の写しになります。資料３が食育基本法、
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資料４、食育推進会議設置条例、資料５、食育推進基本計画、資料６が東京都がつくっております冊子

で東京都食育推進計画、それから、資料６の参考としまして、食育推進基本法及び東京都の政策につい

てというのが配付してあります。それから、資料７でございますが、事前にお配りしております資料１

が資料７になります。それで、本日は、参考としまして、平成19年度食育に係る事業一覧、市内団体等

における食育に係る事業一覧、それから、小金井市立小中学校における食育の推進について、次の資料

７の別の資料として、追加でお配りしております。それから、資料８ということで、番号を変えていた

だきたいんですが、事前にお送りしております食生活に関するアンケート集計結果、これにつきまして

は、資料２ということで配付しておりますが、本日の資料の番号としましては、資料８ということにさ

せていただきたいと思います。それと、資料８の別紙ということで、食生活に関するアンケート分析結

果を追加でお配りしております。それから最後ですが、小金井市食育推進会議及び食育推進計画策定の

スケジュール（案）というのが資料９になります。もし漏れておりましたら、事務局のほうにお伝え願

いたいと思います。 

次に、議事を進めていく上で、会議録の作成について、ご協議をお願いしたいと思います。お手元に、

市民参加条例の施行規則抜粋というのを配っておりますけれども、附属機関の会議につきましては、会

議録をつくりまして、ホームページに掲載をしたり、情報公開コーナーあるいは図書館等に配布するこ

とになっております。 

会議録の作成方法としましては、全文記録にするか、発言者の発言内容ごとの要点記録にするか、会

議全体の要点記録にするか、この３つの方法がございます。どの方法にするか、ご協議をお願いしたい

と思います。録音した内容につきまして、速記会社のほうに送りまして、議事録を全文記録で作成する

予算につきましては、予算措置がされております。 

以上でございます。 

○大竹会長  資料が大分たくさんありましたが、おわかりになりましたでしょうか。資料１と資料２と

いうふうに、あらかじめ配られたものは、きょうは番号を変えて見ていただきたいということです。よ

ろしいでしょうか。 

それから、次に、会議録の作成ということで、資料番号はないようですが、施行規則というのが配ら

れておりまして、この中で、全文記録か、要点の記録か、会議内容の要点記録かの３つですが、いかが

いたしましょうか。ご意見ございましたら、お願いいたします。 

○鈴木委員 ちなみに、全文記録して、速記会社は幾らかかるんですか。 

○企画政策課長 １時間の単価は、一応、１万3,000円で予算計上しております。およそ２時間やる予定

でございます。 
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○大竹会長 多分、全文記録が一番大変かと思いますが、一応、そのことができるようには準備をされ

ているようです。 

○村松委員 これは発表する前に発言者には確認をいただけるんですか。 

○企画政策課長 校正の方法について、それでは先に説明をいたします。仮に全文記録ということにな

りますと、大体、速記会社のほうからは10日ぐらいで返ってきますので、それにつきまして、事務局の

ほうで、まず１回チェックをさせていただきます。事務局のほうで直しまして、それにつきまして、各

委員のほうにお送りします。ご自分の発言部分につきまして、万が一、修正等がございましたら、事務

局のほうにいただきまして、事務局のほうで、発言の部分については修正をさせていただきます。それ

を会長のほうに一任いただきまして、会議録としては、会長が最終的に確定をする。なぜかといいます

と、頻繁に会議が開かれておれば、次の会議のときに確認をしていただければよろしいんですけれども、

年に４回ぐらいの会議ですので、できれば、このような形で会長に一任をいただいて、なるべく早く市

民の方々へお知らせしたいというふうに考えております。全文記録なら、そういうことになります。 

○大竹会長 ということのようです。どうしても、しゃべり言葉にしますと、主語が抜けたりとか、そ

の記録だけを見ると、なかなか意味が通じないことも多いかと思いますので、多分、そのことも含めて、

発言者の皆様に確認をするという手順を踏んで、公開ということになるかと思いますが、校正の仕方に

ついては、今の説明に補足して、何かさらにご質問ございますか。 

○大谷委員 通常、市のいろいろな会議は、どういう方式でやっておられるんですか。 

○企画政策課長 附属機関、40個近くございますけれども、原則的には全文記録ということでお願いし

ております。会議によりましては、要点記録の場合もございます。 

○大竹会長 全文記録だと、ちょっと発言をちゅうちょしてしまうということも時にはあるようですけ

れども、それは多分、委員会の性質にもよるかなと思いますので、この委員会での内容ではどうでしょ

うかね。特に発言しにくいということはないかなと私は思っているんですが、いかがでしょう。 

○大谷委員 食育というのは、皆さん、１人１人のイメージが違いますからね、その辺では、ある程度、

発言のご主張面は明確にしておいたほうがいい面がありますよね。ギスギスしちゃうという心配もある

んですが。 

○大竹会長 ほか、いかがでしょうか。 

○鈴木委員 要点記録の場合は、どのような方法でやるんでしょうか。 

○企画政策課長 要点記録につきましては、とりあえず速記会社のほうで全文記録を起こしていただい

て、事務局のほうで、その中から要点にまとめて、それを委員の皆様に見ていただくということになり

ますから、そういう意味では、二度手間になるということはございます。要点にまとめるのは事務局の
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手間になります。 

○鈴木委員 では、手間として一番簡単なのは。 

○企画政策課長 手間としては、全文記録、そのままです。 

○鈴木委員 それが一番楽。どっちにしろ、速記会社には送るんですね。 

○企画政策課長 そうです。 

○鈴木委員 で、お金もかかるんですね。 

○企画政策課長 それは、２時間で２万6,000円はかかります。 

○鈴木委員 どの場合でも、それぐらいの値段がかかるの。 

○企画政策課長 速記会社に任せる場合はそれぐらいかかりますが、事務局が仮にやるとすれば、多分、

それ以上の職員の単価がかかると思います。 

○大竹会長 ほかにございますか。 

○村松委員 ２時間の会議録というと、かなりな量になるような気がするのですが、一般の方々が読む

場合には、要点記録のほうが読みやすいとは思います。ただ、言葉の微妙なニュアンス、それが伝わる

のは全文かなという気がいたしますが、私はどちらでも結構です。 

○大竹会長 ほかに、ぜひ、こちらの方式でというご意見おありになる方、いらっしゃいますでしょう

か。 

○鈴木委員 一般に対する公開方法というのはどういう。 

○企画政策課長 会議録の公開につきましては、先ほど申し上げましたけれども、まず、ホームページ

に載ります。それから、議会図書室と図書館本館、それから、こちらの６階にございます情報公開コー

ナー、この３カ所に紙ベースのものを設置いたします。会議録と、きょうお配りしております資料も一

緒に添付しまして、会議録にしまして、その３カ所に置くということになります。 

○鈴木委員 ホームページにも全文載るんですか。 

○企画政策課長 はい、ホームページ、全文記録ですと、そのまま載ります。ですから、どうしても委

員名のところが個人の名前が難しいという場合は、先ほどお配りしました第６条第２項がございまして、

先ほど大竹会長のほうから、会議の性格というふうなことから、そこに当てはまらないかもしれません

けども、委員名は記載を省略することが会議の中で決めていただければできますし、逆に、委員名につ

いては、「委員」という形だけで会議録をつくることも第６条２項を使えば可能でございます。 

○大竹会長 全文記録でも、発言者の個人名が出る場合と、それを省略する場合があるようですが。 

○村松委員 小金井市のこうした審議会では、個人で委員の名前というのは、これまで明示している場

合が多いですか、それとも伏せてる場合が多いですか。 
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○企画政策課長 やはり会議の種類によると思いますが、普通、全文記録の場合は、ほとんど個人の名

前は載っております。ただ、会議によりまして、「委員」と書いてあって全文が載っている会議もござい

ます。 

○大竹会長 それでは、１つは、ほかの会議も全文記録のようですし、特に今のご発言の中で、全文記

録に反対なさるご意見はなかったようですので、全文記録で、今回、この委員会の議事録は作成すると

いうふうにまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、名前をどうするかというのも、ここで決めたほうがいいですね。 

○企画政策課長 はい、そうですね。 

○大竹会長 はい。では、名前を明記するか、あるいは削除して、ただ、「委員」ということにするか、

ご意見いただければと思います。 

ございましたら、どうぞ。 

○松永委員 名前が入るとなると、私はあまりなれてないんですけど、緊張して意見が言えなくなりま

す。 

○大竹会長 言えなくなりますか。 

○松永委員 わからないですけど。 

○大竹会長 そういうことも確かにありますよね。 

ほかはいかがでしょうか。 

○大谷委員 私はどちらでもいいんですけれども、さっきちょっと申したように、やっぱり、食育に対

するイメージを合わせるためにも、名前があったほうが、後の調整その他を、意見を統一していく過程

で、名前があったほうが、その方とお話しするとかというのもいいのではないかと思います。私自身は

そちらのほうが好みなんですけど、でも、皆さんのご意見に従います。 

○大竹会長 かえって、この内容からすると、それぞれの立場で、それぞれ特徴を出して、この内容を

豊かなものにしていくという意味では、名前を載せたほうがいいんじゃないかというご意見ですね。 

○大谷委員 当然、そうなると思うんですね。 

○大竹会長 そうですね。ほか、いかがでしょうか。 

今、大谷委員からのご意見、わりとうなずいていらっしゃる方が多かったので、それでは、名前も記

すということで決めさせていただいてよろしいでしょうか。多分、それぞれの立場から、非常に忌憚の

ない、ざっくばらんな意見を言っていただくことが、会議の内容を豊かにすることになるのではないか

なというふうに思いますので、松永委員もリラックスしていただいて、それこそ、主婦の立場から、多

分、市民生活の中で一番いろんなことを感じられる、そういうこともありますので、ぜひ、その立場で
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ご発言いただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。では、それでよろしいでしょうか。 

では、会議録の作成については、そのようにさせていただきたいと思います。 

○大竹会長 それでは、続きまして、３ 小金井市における食育の現状についてということで、事務局

のほうからお話をしていただきたいと思いますが、まず、（１）国・都の計画等及び食育推進会議の役割

について、よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長 それでは、本日お配りしております資料３をごらんいただきたいと存じます。食育基

本法でございます。平成17年６月10日に国会のほうで成立をしまして、７月15日に施行しております。

そこの４ページを見ていただきたいと思います。４ページの第16条には、国が食育に対しまして、食育

推進基本計画をつくるということが載っておりまして、隣の５ページに、都道府県の食育推進計画の策

定が第17条で定められております。その下の第18条というところが、今後、私どもが作成していく市町

村の食育推進計画でございます。第18条第１項で、国の計画及び都の計画を基本としまして、市の区域

内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するということで、努めなければならないと

努力規定にはなっております。それから第２項で、食育推進会議は、食育推進計画を作成し、その要旨

を公表するということでございます。食育推進会議が置かれていない場合は、市長がつくるということ

になります。 

それから、８ページをごらんいただきまして、第33条であります。食育推進会議の設置につきまして

規定をされております。食育推進計画の作成及び実施の推進のため、条例で食育推進会議を置くことが

できると規定されております。 

この第33条を根拠にいたしまして、ことしの３月でございますが、小金井市議会定例会で審議をされ、

可決されたものが資料４、小金井市食育推進会議設置条例になります。 

資料の４をご覧いただきたいと思います。第２条で所掌事務を規定しております。第１項につきまし

ては、先ほどの食育基本法の第33条と同じ内容で、食育推進計画の作成及びその実施の推進に関するこ

とということで明記しておりまして、第２項については、その他、食育の推進に関する重要事項につい

て所掌するということになります。 

それから、第３条が組織ということで、委員の構成について定めておりまして、第４条は、委員の任

期が書いてあります。それから、第７条で、必要があれば委員以外の者から意見を聞いたり、資料の提

出を求めることができるとしております。 

続きまして、資料５です。これは平成18年３月に国が定めました食育推進基本計画になります。それ

から、資料６は冊子になりっておりますけれども、去年の９月でございますが、東京都が定めました食

育推進計画です。それから、本日、資料６別紙としまして、食育基本法におけます基本理念あるいは国
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の計画と、それから東京都の計画に載っております数値目標、そういったものにつきまして一覧にして

おりますので、参考にしていただければと思います。 

食育推進基本計画と東京都の食育推進計画につきまして、詳細につきましては、後刻お読みいただけ

ればと思います。 

以上でございます。 

○大竹会長 ありがとうございました。国の規定に基づいて、都の計画があり、そのもとに小金井市の

食育の計画をつくるという構造になっているようですが、それぞれの資料、国の計画と東京都の計画は

冊子になっておりますので、ちょっと今ここで十分お読みいただくことができないかと思いますが、今

の説明に関しまして、何かご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。また、次回、十分にお読みいただいて、何かご意見あるいは質問がありました

ら、そこでしていただいてもよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、では、きょうは、こ

のことをお伺いしたということでとどめたいと思います。 

それでは、引き続きまして、平成19年度の食育推進事業について、ご説明お願いいたします。 

○事務局 では、事務局のほうから説明をさせていただきます。 

平成19年度に、小金井市及び市内団体等に行われている食育推進事業の概要については、資料１とし

て事前配付させていただいたものです。本日は、資料７として扱っていただきます。また、これについ

て、補足の資料を２つ用意させていただきましたが、まず最初に、大変申しわけなかったんですが、送

らせていただいた資料の誤りをご訂正いただきたいんですが、新規事業に誤りがございまして、まず一

つは、全世代向けの新規事業数がゼロになっているんですが、こちらが３です。公民館のほうで事業を

３つ行っておりました。それに伴って、新規事業数の合計を３から６にご訂正をお願いしたいと思いま

す。 

あと、本日、追加させていただいた資料は、その数を載せている一覧表の事業の一覧と、あと、学校

関係の事業として、ちょっとわかりにくいんですが、具体的な取り組みを日常的に行っていますので、

それについて調査した教育委員会における市立学校での取り組み状況をまとめたものです。資料７のと

おり、市は12部署で47事業、あと、社会福祉協議会をはじめとする市内８団体で、合計16事業を実施し

ていることがわかりました。市内団体等の事業については、市が把握しているものだけですので、実際

には、もっと多くの任意団体等が自発的な活動をされていらっしゃるかと思われます。 

それから、学校についても、資料７の別紙にございますとおり、教育委員会自体で学校教育の重点校

を位置づけまして、各学校でも栄養士の方も参加しての事業とか、芋堀りから始まった体験的な学習と

か、家庭科を中心とする委員会の活動とか、そのほか、啓発活動などの形で多彩な取り組みが日常的に
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されていると思います。また、栄養士会のほうでは、毎年、研究を進めて、その成果を冊子にまとめて

共有して向上を図っていらっしゃるというふうな結果だそうです。 

全体としては、市では、幼いときの食育が大切であるとの考えに立ちまして、保健所のほうのご協力

も仰ぎながら、乳幼児及びその他保護者への食育活動を強化して、平成19年度には、離乳食の教室、こ

どもクッキング、マタニティ・クッキングというふうな形で、この関係の事業を強化しました。また、

公民館のほうで、具体的には、どうしても成年層、高齢者向けということになりますが、全世代を対象

とした事業を強化しています。 

この結果、もともと行われていた学校での児童・生徒への取り組み、また、保育園も取り組みを行っ

ていますが、それから、介護福祉課、障害福祉課のほうや各団体が行っていらっしゃる高齢者や障害者

への事業とあわせて、各年代層、ライフステージ別に事業展開を進められているような状態にあると思

います。 

課題として挙げられてきているのは、比較的、どうしても20代から40代の成年層の参加があまり得ら

れないという声が上がってまいりました。 

詳細については資料をごらんいただきたいんですが、概要としては以上になります。 

○大竹会長 ありがとうございました。資料７の説明ということでよろしいでしょうか。 

何かご質問ございますか。はい、どうぞ。 

○村松委員  資料７の小中学校における食育の推進についてにかかわる質問なんですが、現在、栄養

教諭という立場で栄養指導をしている先生というのは何人かいらっしゃるんでしょうか。 

○大竹会長 もしかして、日暮委員のほうがよくご存じでしょうかね。栄養教諭として働いていらっし

ゃる方が何名いるか、おわかりになりますか。 

○日暮委員 市内ではいないと思います。 

○村松委員 そうですか、はい、わかりました。 

○事務局 ちょっと補足させていただきます。東京都のほうが栄養教諭の配置ということについては特

に方針化して、最近、転換されて、また20年度に新しい事業提案とかあるかもしれないんですが、もと

もと栄養士の配置をという立場から、栄養教諭は東京都全体としてあんまり取り組まれてなくて、小金

井市としても、特に考えていなかった。ただ、小金井市はそのかわり、全小中学校に１人ずつの栄養士

を配置していますので、例えば23区では、非常勤の方であるとか、それから二、三校に１人であるとか

という状態があるんですが、小金井市においては、全校に正規の栄養士を配置して取り組んでいただい

てるという状態であります。 

○大竹会長 ほかにございますでしょうか。 
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ちょっと私も確認させていただいてよろしいですか。この事業一覧で、５ページまでが市の事業とし

てカウントされている内容であって、６ページ目が市内団体の事業ということですね。そして、保育園

による取り組みというのは、これはカウントされていない。 

○事務局 そうです。 

○大竹会長 それがこの表とこの一覧ということですね。 

市内団体は、比較的、農業経営者クラブが多く挙がっているんですか。 

○事務局 こちらは、実際には、もっとＮＰＯとかもあると思うんですが、調査を各課にかけて、回答

としてはっきり返ってきたのがこれだということになりますので、農業経営者クラブ等や社会福祉協議

会とかだけがこういう事業をしているというわけではないと思うんですが、農業経営者クラブ、それか

ら農業振興連合会のほうでは、かなり意識的に取り組んでいただいているということだと思います。 

○大竹会長 もう少し、皆様、ここに集まっていただいている方、ほんと広い範囲から集まっていただ

いてますので、今後はもう少し、こんなところでやってるよという情報がこれから集まってくるかもし

れないし、その辺、期待したいと思いますので、よろしくお願いします。 

ほかに、この資料７について、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。これもまた、今ご説明いただいただけで、十分我々の頭で整理されて、はいと

いうことにはならないと思いますので、今後ご活用いただく中で、また、質問等ありましたら、そのと

きにしていただければと思います。よろしいでしょうか。 

それでは引き続き、市立小中学校における食育アンケートの結果について、よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 ご説明させていただきます。資料２として事前配付させていただいた資料のとおり、市のほ

うでは、ことしの９月10日から14日に、市立のすべての小中学校で、小学校４年生と中学校２年生を対

象にアンケート調査を実施いたしました。回答率はそれぞれ97.84％、95.71％と、多くの児童・生徒の

皆さんにご回答いただいたものです。今回は、事前配付では資料２となっておりますが、資料８として

扱わせていただきます。アンケート内容については、資料８別紙の末につけさせていただきましたので、

ご参照いただければと思います。 

アンケート集計結果の概要については、事前送付資料２、資料８のとおり、大きく６点のことがわか

ったというふうに考えております。 

まず一つは、朝御飯は、ほとんどの児童・生徒がきちんと食べているということですね。東京都や国

の調査と比べても、かなり食べている割合が高い、または欠食している割合が極めて少ないということ

になります。 
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第２が、中学生では１人で食べている、個食が比較的、深刻な状態にあるということです。１で申し

上げましたとおり、例えば、中学生でもほとんどの生徒が朝食を毎日食べているんですけれども、では、

家族と食べているかというと、食べていないというのが半数近くになります。ただ、そのかわり夕食は

食べている場合が多いですので、家庭としては工夫されているんですが、朝御飯を１人で食べている生

徒さんは比較的多いということになります。 

３番目は、多くの児童・生徒が食事を楽しみにし、はしも正しく持ち、食事の準備等を手伝っている

というような状態がわかりました。 

４点目として、嫌いな野菜がある小・中学生の割合は、４人に１人、小学生では嫌いな野菜があると

いうふうに答えています。ただ、中学生になりますと、人数または嫌いな野菜の種類も大まかに改善し

ている様子がわかりました。 

５点目としましては、中学生の外食及びコンビニエンスストアの利用頻度はあまり高くないというこ

とだと思います。この高いか低いかというのは判断が難しいところなんですが、週１日以上外食をして

いる割合は、これは中学校２年生のみに質問した内容なんですが、23.17％、おおむね４人に１人、週４

日以上コンビニ食品を利用する生徒は5.49％という状態です。ただ、週１日以上外食しているという生

徒が４人に１人いること、それから、コンビニエンスストアも週３日程度の利用となると、今度は４人

に１人ぐらいになりますので、おおむね家庭で食事をしている児童・生徒が多いとはいいながら、やは

り一定数が利用している現実がありまして、それを踏まえる必要があるかなというふうに思っておりま

す。 

最後、これは非常に残念なことなんですが、中学生の食育に関する意識、関心は、かなり低いという

ことがよくわかりました。食育にあまり、全く興味がない中２の生徒さんは62.73％になりますので、こ

れを類似の調査と比較しますと、かなり高いということになると思います。ただ、食事を楽しみにして

いるという生徒さんが多いことを考えれば、「食育」という言葉もしくはその考え方に対しての意識、関

心は低いかもしれませんが、食事に関心がある、食事に気を使っているという生徒さん、または家庭は

もっと多いんではないかと思いますので、このギャップをどういうふうにとらえるかということだと思

います。 

このほか、きょう、資料８の別紙として、各設問の相関関係等について分析したものが、本日、おつ

けしてあるものです。詳細は、その中身もしくは最初に概要としてまとめさせていただきましたので、

そちらを参考にしていただきたいんですが、ここで３点ほどご紹介すると、まず一つは、先ほど申し上

げましたとおり、中学校２年生では、夕食を家族とあまり食べていない場合でも朝食は家族と食べてい

る、またはその逆であるという場合がありまして、どちらかは家族で食卓を囲む工夫はされているとい
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うことがわかりました。 

もう一つは、家族と食事をする頻度と、それから、食事を楽しみにしている割合、食事の準備や片づ

けを手伝う頻度、そして、食育への関心には相関関係があるということです。正確には、家族との食事

頻度は必ずしも食育への関心に直結はしていなかったんですが、家族との食事頻度と強い相関関係にあ

ることが明らかだった楽しみにしている割合、それから、片づけや準備を手伝う頻度とは強い関係があ

りますので、結論的には、この４点は強い関係にある。 

また、意外だったのは、家族と食事をする頻度は、どれぐらい食事を楽しみにしているかというのの

関係性は、むしろ小学生のほうが強いのではないかと仮説を立てて分析をしてたんですが、中学校のほ

うが強いというのが数字上は明らかになっています。 

最後に、家庭における食育の機能について、少し分析をしてみたんですが、今まで申し上げたとおり、

家族との食事の頻度が食に対する意識に大きい影響を与えることはよくわかったんですが、例えば、は

しを正しく持つ割合は、小学校４年生だと強い相関関係にありますが、中学校２年生では相関関係があ

りませんでした。ということは、中学生に対するはしの持ち方の家庭等における指導は、中学校２年生

段階では、あまりされないか、されても効果がないということになる。また、嫌いな野菜の有無につい

ては、小学校も全く相関関係がありませんでした。ということは、少なくとも現在では、嫌いな野菜を

食べさせるというような指導は、あまりされてないか、されても効果がないかということだというふう

に思います。このような点も踏まえて、家庭での食育とかということも考えていく必要があるのかなと

いうことが明らかになったということになるかと思います。 

概要ですが、とりあえずは以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○池田委員 お送りいただいた資料を拝見しましたが、嫌いな野菜がございましたよね。これ、単純に

こう見て、ああ、ゴーヤは苦いから嫌いなんだなとか、いろいろそういった理由はあるんですけど、大

人はあれだけど、どうして嫌いかという理由が野菜にはあると思うんです。それから、その理由までは、

このアンケートの中に書いていただく項目がないみたいなので、例えば、書く子と書かない子がいると

は思うんですけれども、ナスはどういうところが嫌いなのか、どういったときに嫌い、そういうふうな

あれがはっきりしてくれば、今度はその嫌いな野菜、こんなにおいしいんだよと指導していくときに、

それがわかれば指導しやすいんじゃないかって、お送りいただいた資料を読んだときに思いました。 

○大竹会長 ありがとうございます。アンケートで、今からまた変えるということはできないので、こ

の中でわかる範囲をまとめていただいているようですが、そこまで聞けば、もうちょっと踏み込んで分

析ができましたね。 
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○事務局 今回、教育委員会の協力を得て、どうしても秋は事業が多いものですので、短期間で調査を

する必要があったので、こういう形になってしまったんですが、日暮委員とかはよくご存じだと思うん

ですけども、栄養士会のほうでも独自に調査されていると思いますし、あと、東京都や国の調査もあり

ますので、今後、調査をするときには、そういうことを参考に、踏み込んだ方がいいと思います。わか

りました、ありがとうございます。 

○大竹会長 この好きな野菜、嫌いな野菜というのは、多分、自由に記述する方法で調査してますよね。

なので、知らない野菜の名前は出てこないという、ふだん、子どもがあまりなじみがない野菜は出てこ

ないという傾向もある中でこういう野菜の名前が挙がってきたということも、ちょっと読まないと読め

ないのかなというふうに、私も、へえ、ゴーヤが一番だなんて、ちょっと驚いたのですが、そういうこ

ともあるかなというふうに思います。その辺は、それこそ日暮委員から、今後いろいろな、こんなデー

タがありますということも含めて、ご提案いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

ほかに、今のこのアンケートにつきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○江川委員 資料８の①のところに、朝御飯は、ほとんど児童・生徒がきちんと食べているという、そ

の「きちんと」という意味なんですけれども、何をもって「きちんと」なのか、これはかなり話題にな

るんです。とりあえず食べていればきちんと食べているのか、それとも、中身がきちんとして食べてい

るのかでは大きく違ってくるんですね。この表現によって、食育をどういうふうに進めるかということ

で、ちょっと変わってくるのかなという部分で、この辺を逆にきちんと語句を整理したほうがよろしい

のかなというふうに思います。 

○大竹会長 多分、括弧内の週３日以下しか食べない人は非常に少ないという意味で、「きちんと」と書

かれたのかなというふうに思いますけれども、ちょっと説明していただけますか。 

○事務局 今、江川委員がおっしゃったことは、例えば、果物だけ食べているとか、ジュースだけ飲ん

でいるというものは朝御飯に考えるべきかということにもつながってくると思うんですけども、今回は、

そういうことについて、あまり踏み込まずに調査をしてしまったということにはなってしまうんですが、

まさにそこが、朝御飯としてどういうものを食べるべきなのかということにつながってまいりますので、

この会議の中でもご議論いただいて、それを参考に、計画もしくは施策づくりとかというふうに進めら

れればというふうに思ってます。今回は、ご指摘のあったとおり、そういうところへ踏み込んでおりま

せんので、東京都とかが行う調査の場合は、たしか果物だけでは含めないですよね。そういう形の調査

をされているギャップもはっきり言うとあるかもしれないのですが、施策をつくっていく中では、ご議

論いただいた内容を踏まえて計画をしていただければと思っております。 

○江川委員 余談なんですけども、毎年11月に日本全国的に国民健康栄養調査というのをやっておりま
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して、国民健康栄養調査の調査項目を見ていると、朝食の話が出てくるんです。今回、私どもも３カ所

の地域が調査地区になっているんですけれども、その中身で見ていきますと、例えば、朝、肉まんを食

べると、あれは朝食ではないんです、おやつなんです。そういうような形で一応、ラインを決めてると

いうか、そういうのを決めてる部分がありますので、その辺の部分、やっぱり、きちっと整理しておく

というのは大事かなというふうに思ってます。 

○大竹会長 そうですね。今回のこのアンケートでは、朝御飯は毎日食べていますかと、毎日きちんと

食べていますかというところから、多分、集計結果ですので、そこまで踏み込んでいない。ただし、ど

うもそこまで考えたほうがいいという江川委員のご指摘だと思います。 

○池田委員 そうですね、内容をもうちょっと充実させるというふうに指導していくというか、そうい

うことだと思います。 

○大竹会長 ほかに何か、ご質問ございますでしょうか。 

非常に短時間に、小・中学生の様子に限りますけれども、企画政策課のほうで、このようなアンケー

トをとっていただいて、一応、小金井市の状況、概要を把握できるということをご提示いただきました。

それでは、ここのところはよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。以上が現在のところでのご報告いただくことを予定しておりました小金井市

における食育の現状についてということです。 

全体について、よろしいでしょうか。 

それでは、４の議題に移らせていただきます。 

○大竹会長 小金井市における食育とその課題についてということですが、これは今回の中心的な議論

というふうになるかと思います。先ほど市長のほうから諮問をいただきました小金井市の食育推進計画

の作成をここでしていくわけです。したがいまして、その作成の中でどういうことを盛り込んだらいい

のかということについて、皆さんから、少しフリーなディスカッションをしていただければというふう

に思います。このことについて、事務局のほうから少しお話しいただいたほうがよろしいのがありまし

たらお願いできますでしょうか。 

○企画政策課長 それでは、今後のスケジュール等も参考にしていただきまして、これからディスカッ

ションをお願いしたいと思います。 

資料９を見ていただきたいと思います。平成19年４月から始まっておりまして、第１回の会議が、か

なり遅れた形で行われております。それで、予定ですと、来年の３月までに計画をつくりたいところな

んですけれども、ちょっと日程的に難しいというふうに考えております。それで、第２回目につきまし

ては、きょう、ご議論いただきましたことにつきまして、若干、事務局のほうでまとめさせていただい
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て、会長とも相談をしながら、推進会議としての基本的な考え方について、11月の下旬ごろ、２回目を

開きたいと思います。そこで議論していただきまして、１月ごろに事務局のほうで素案を考えたいとい

うふうに思います。それにつきまして、２月ごろ、再度、協議をいただきまして、推進会議としての案

を確定していただいて、それから、市民の方にパブリックコメントを求めるという作業を行いたいと思

います。それで、最終的に、国のほうが18年度から22年度までの５年間の計画になっておりますので、

東京都のほうも同じだと思いますので、市としても、少しスタートはおくれますけれども、第１期の計

画としては22年度までの計画になると思われますので、それについて、20年の４月ごろ確定をして、市

長のほうに答申をし、それが計画になるというふうに流れ的には考えておりますので、本日、これから

活発なディスカッションをお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○大竹会長 ありがとうございました。今、資料９で示されましたように、きょうの第１回の委員会を

経て、第２回は11月ごろということですが、素案の概要をつくり、さらにその次では素案の全文を──

これももちろん原案ということですが──つくり、そして、第４回あたりで、ほぼ内容を確定していき

たいというスケジュールのようですが、そういう意味では、非常に急ぎ足で、能率的にこの推進会議で

審議して内容をつくっていかなくてはいけないということになりますが、このようなスケジュールで行

うということを、まず、皆さんに確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、こういうふうなスケジュールで進めさせていただきます。 

そうしますと、きょうは特にこの推進計画の柱になりますが、どんな内容をこの食育推進計画の中に

含めたらいいのかということで、各委員のそれぞれのお立場から、これまで考えてきたこと、あるいは

今の市からの説明を伺いながら、こういうことをもう少し入れていったほうがいいんじゃないかという

ような意見をご自由に出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

それぞれの立場から、１人ずつ、少しずつ、ご意見を伺うということでもよろしいですか。座ってる

順番でもよろしいでしょうかね、申しわけないんですけど。では、池田委員のほうから。 

○池田委員 私が考えてるということでございますか。 

○大竹会長 はい、市の食育の推進計画に、この視点はぜひ入れてほしいとか、そういうところなんで

すが。 

○池田委員 私、やはり食の中で、野菜を食べることが健康にいかに大切かという、生活習慣病の予防

にもなりますし、そういう意味で、やはり少しでも、子どももそうですし、市民の方たちも、たまたま

小金井市は野菜をつくっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますので、生産農家の方たちのいわ

ゆる新鮮な野菜、やはり今の若いお母様達というのは、実際、大根１本どう調理していいか、意外に知
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ってるようで知らないお母さんが多いので、そういった身近な野菜や素材をもっともっと、こんなにす

るとおいしいんだよという野菜をおいしく食べる食べ方や、農家の方たちとのコミュニケーションを通

して、ああ、野菜って、こういうふうに植わってるんだとか、こんな食べ方があるとか、そういうもの

をもっともっと、学校や保育園、いろんなところでやっていらっしゃると思うんですけれども、意識し

てそういったことを市のほうからやっていったらどうかなと思います。 

○大竹会長 ありがとうございました。野菜とか、あるいは特に農家と連携でやっておりますね。 

○池田委員 そうですね、おいしい野菜でつくっていらっしゃる。 

○大竹会長 では、大谷委員、よろしくお願いします。 

○大谷委員 私の考えはちょっと違っているかもしれないんですけども、「食育」という言葉は、きょう、

いろいろ見せていただいた資料では、どうしても学童とか生徒、要するに、小学生あるいは保育園ある

いは中学生ぐらいを対象にしてるんですが、私は、それはそれで大事なんですけど、一番大事なのは、

やっぱり、消費者全般が食に対する認識が上がる。今おっしゃった野菜の問題なんかも、野菜の栄養の

大切さとか、まあ、栄養だけじゃないと思います。そういうことをやっぱり市民の方に知ってもらう。

一方、今、メディア出身の方もおられるんですけども、メディアによって、消費者の認識が毒されてい

るところがあるんですね。「あるある大辞典」の事件をはじめ、昼１時ぐらいの番組を見たら、急に皆さ

んが特別な食品を買いあさるとか、いわゆるフードファディズム的な要素がありますので、やっぱり、

正しい食品の知識を市民が理解するような機会をつくることが重要と思います。 

さっきの階層別の資料を見たんですけど、やっぱり、障害者に対してどうだという目標じゃなくて、

全体の食をどうとらえるかということを知る機会をつくるということが一番大切で、私は安全委員会な

んかでもその主張をずっとしておるんですけども、添加物といっても怪しげな本が出て、添加物は何で

もだめだというようなのがあったり、いろいろ偏ってるんですね。ほんとの正しいことを理解するよう

な機会、教育といったら大変失礼ですが、啓蒙する機会をもっとつくる、そういうことを少し、小金井

市の食育推進会議の中でも方針として取り上げていただいたらどうかなということで、私は自分ではそ

ういう実践をして、ほうぼうで講演したり、本に書いたりしてるんですが、どうも１人で動いても何に

も力にならないものですから、こういう推進会議なんかのグループの形で地域社会に広げるということ

ができればなと考えております。 

以上でございます。 

○大竹会長 ありがとうございます。先ほど市のほうからのご説明の中にも、20代、30代でしょうかね、

階層にすると、やはり手薄な部分もあるという。 

○大谷委員 そうですね。だから、階層別という意味ではなくて、全体をひっくるめた感じで食品に対
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するレベルを上げるという意味で、ちょっと、先程のご説明とは趣旨が違うんですね。 

○大竹会長 全体を見回してということですね。 

○大谷委員 そうです。 

○大竹会長 ありがとうございます。それでは、松永委員、よろしくお願いします。 

○松永委員 すいません、私、先ほど話しましたように、一主婦なので、そのような感じでいいんでし

ょうか。 

○大竹会長 どうぞ、どうぞ。 

○松永委員 嫌いな野菜の比較を見たときに、やっぱり、驚いてしまいました。４年生といえども、こ

んなに嫌いなものがあるんだなということは、すごく驚きました。私自身、娘が１人いまして、農家で

貸してくれたので、ピーマン、ナス、ほとんど一緒につくってやったので、季節の野菜というものにす

ごく親しみを感じてくれました。それで、ピーマンの嫌いなときも、皆さん、よくわかってると思うん

ですけど、ハンバーグの中に入れて、何ておいしいんだろうということで食べるようにしました。今、

娘は31歳で主婦になってるんですけど、やはり、そのときやったことがよくて、結婚して、いろいろ料

理をつくるときにも、そうやって工夫してつくれるようになったということで、ふだんはけんかをする

んですけど、感謝されたんですね。そういうので随分、青森で育ったんですけど、野菜が豊富だったと

いうのがあって、自分がそうやって育ったから、そうできたんだなということを言っていました。小金

井に来て10年になるんですけど、ほんとに畑も多いですし、農家で100円で売ってるところが多いですね。

今もほとんどそこへ買いに行くようにしてるんですけど、そういうのを多くできないのかなと思ったり

してます。 

○大竹会長 私たちは、どうしても単に買ってきて、消費者というだけで食ということをとらえてしま

いますから、つくるということと結びつけてという食育も重要じゃないかと思います。ありがとうござ

います。では、村松委員、よろしくお願いします。 

○村松委員 2005年こども白書を拝見したときに、私はびっくりしたんですが、小学生の理想的な食事

という絵を小学生にかいてもらった中に、寝床で、布団が敷いてあって、そこから顔が出てて、その顔

の前にお膳があったんですね。つまり、布団の中で自由に気ままなときに御飯を食べたい、これが理想

の食事だという絵をかいてくださった男の子がいて、これはもう個食を通り過ぎて気まま食の時代にな

っているというふうに専門家が危惧したレポート文がありました。やはり、子どもからお年寄りまで、

すべての方たちに押さえていただきたいなと思うことは、私たちの体は食べ物でできているんだという

ことを、まず前面に打ち出してほしいなという気がします。１日３食、何をどう食べているかというこ

とが全身にあらわれてくる。だから、何をどう食べたらいいか選ぶ目を、子どもたち、あるいは大人も
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そうですが、自分で選ぶ目を養っていくこと、学んでいくことが大切なのであると、これが大前提だと

思います。 

今、松永さんがおっしゃったように、子どもたちに関して言えば、やはり手伝わせること、体験する

こと、これが一番、その子の生きる力に直結していると思います。体験させることによって、ピーマン

を自分で育てたお子さんは、慈しんでそのピーマンを食べるようになりますし、我が家の場合も、男の

子なんですが、小さいころから、料理って楽しいんだよ、自分のつくったものはおいしいんだよって言

いながら台所に入れていましたので、ようこそ台所へという気持ちで、男の子も、女の子も、とにかく、

子どもに料理を体験させること。そして、味わうときには、ほんとにおいしいねって言って食卓を囲む

ことが大切で、それが子どもたちの生きる力になっていくのだと思います。 

国分寺市もそうですが、小金井市も都市農業を引っ張っていく農家の方たちが大勢いらっしゃるので、

そうした農家の方たちが、ご自分のつくった野菜を持って教室に行って食育の授業をするということも、

一ついいのではないかなという気がします。このトマトはこんなふうにしてつくるんだよ、おいしいか

ら食べてほしいという、ほんとに旬の野菜の持っている味とか力、ニンジンって、ほんとに甘いですよ

ね。そういうものを子供たちに体験させる。そうすると、最初の出会いっていうのが、ニンジンってこ

んなに甘いんだと思ったお子さんは、きっとニンジンに関する関心も意識も高まって、よくある嫌いだ

って言わなくなるのではないかなという気がします。母親に好き嫌いがあると、特に野菜なんですけど

──最近、料理をつくるのは母親だけじゃないですね、ＰＴＡ会長も主夫をなさってますが──料理を

つくる人が好き嫌いがあると、子どももそのとおりになってしまうので、ですから、まず、子どもに力

を入れて、そういう意味では子どもたちの偏食をなくすところから、その流れを家庭にも持っていって

ほしいなと思います。 

それと、先ほど小金井市の小・中学校の学校給食の話を聞いていて、大変すばらしいと思いました。

各学校に１人ずつ栄養士さんがいて、正規の職員でいるということは非常に大きな力になるんですね。

というのは、栄養士さんたちは、教室を回って子どもたちの顔を見ながら、名前も覚えて栄養指導とい

うのを今してくださってるので、そういった方針は崩さずに、これからも貫いていってほしいなと思い

ます。 

以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。それでは、井上委員、よろしくお願いします。 

○井上委員 先ほど、嫌いな野菜の比較という表を見させていただいて、つくる立場のほうから考えま

すと、ゴーヤ、苦いものとか、あとはナスですね。ナスというのは大人の方でも、煮たりすると、ちょ

っとヌルッとした感覚、それが嫌いだっていう人も確かにいらっしゃいますね。この野菜の表を見ます
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と、夏野菜が主だと思われます。四季を通じて、これらの野菜はありますけれども、ここに載っている

のは、どちらかというと夏野菜が多いかなという感じがします。皆さんが小さいころにくらべ、最近は、

やはり季節感がないのかなという感じはしますね。どこのスーパーに行っても、真冬にトマトはありま

すし、各農家は冬でも生産できるようにハウス等を備えてやってはいますが、実際には、季節に合った

ものを食べるというのが、やはり昔からの文化だと思います。冬食べるトマトと夏食べるトマトでは味

的には絶対違うと思います。色的にも、冬のトマトですと、やはり朱色がかかっていて、赤い色はあま

り出ないです。また、大人の方も、実際に野菜がこういう形でなってるというのも知っていらっしゃる

方が非常に少なくなってますね。ですから、農家としても、子どもたちの体験をやってみたり、もしく

は学校に行って講演をしたりというのも、去年あたり、南小学校のほうでやらせていただきましたけど

も、そういったことは大切なことだなと思います。 

大人の方で、ガリショウガ、ありますね。お寿司とかについてきますガリを土の中に入れればショウ

ガになるという人がいて、びっくりしました。また、ブロッコリーが土の中にできる、どうしてブロッ

コリーが土の中にあるのとか、ちょっと考えられないことが多いです。農家の人ですと、知っていてあ

たりまえ、そういったことも大人の方も知らないんだなというのがありますので、やはり体験を通して、

季節の野菜はこういうものがあるんだということと、最近、学校等でもミニトマトをつくったりとかし

てますので、そういったところにも、お手伝いで農家の方が行って、作り方の指導など、そういったこ

とを心がけたほうがいいと思いますので、協力をできる方向で、小金井市の農家は、これからの食育に

対して、いろいろとやっていきたいと思います。 

○大竹会長 子どもたちも取り組む機会になるんじゃないかなと期待しておりますので。 

○井上委員 野菜が実際にどういうふうになって、実になるとか、わからない方が非常に多いですね。

あと、ＪＡの直売所にも野菜を出していますが、若い方ですと、夏場の時期ですと、キュウリ、ナスが

置いてありますと、キュウリは買いますが、ナスは買わない。なぜかといいますと、キュウリはそのま

ま、生で食べられますが、ナスとなりますと、どうしても火を通すとかして調理しなくてはならないた

め、やはり、そういう手間を省いてしまう。 

○大竹会長 調理をしない。 

○井上委員 しない人が多いと思います。ですから、すぐサラダで食べられるものとか、やはり若い方

は調理せずすぐ食べられる物を買われるという傾向がちょっと多いのかなという感じはしますね。です

から、それに合わせて、最近メニューにポップをつけてあげて、「ナスはこのような料理ができますよ」

という形で表示することを心がけるようにしてます。 

○大竹会長 ありがとうございました。では、鈴木委員、よろしくお願いします。 
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○鈴木委員 食事といいますと、小学校２年生と４年生の子どもがいるんですけども、子どもにとって

は、３度の食事のうちの一度は給食なわけなんです。私が子どものころ、40代なんですけど、給食とい

うと、そんなに対してうまくもなかった。もっと上の私の姉の50代になると、鼻つまんで脱脂粉乳を飲

んでいたというような時代だったそうなんですけども、それに比べて今の給食というのは、とってもお

いしいんですよね。御飯も出てくるし、栄養士さんがついているから、栄養のバランスがしっかりとれ

ているということで、親からすると、給食でしっかり栄養をとっているから、家では手を抜いても大丈

夫という考えの人が、結構、身近に数多くいるんですね。もちろん、おいしくて栄養のバランスのとれ

た給食は非常にいいことなんですけども、親子で食に向き合うという機会を増やすために、週に１回と

いうと、おそらく暴動がおこると思うんですけど、せめて月に１回ぐらい、弁当の日を小・中学校に導

入したらというふうに、まあ、月１回でもというふうに、一応、校長先生に提案してみて、それでも文

句を言う親が多いというふうには言いましたけども、月１回ぐらいだったら、毎月運動会があるぐらい

なつもりでいれば、決してできないことはないんじゃないかなという。これは別に私の思いついたこと

じゃなくて、実際、ほかの自治体でやっているところもあるそうで、それを実際やってみると、特に、

その指定日を月曜日にすると、日曜日に親子で、あした、何をお弁当にしようかというようなことを話

し合って買い物する姿がちらほら見受けられるようになるというようなことも新聞に書いてあったのを

見たんですけども、要するに、親がきちんと子どものためにつくってあげるという機会を半ば強制的に、

せめて月に１回でもつくってあげれば、これだったら実際に予算も全くかからずに、だれかのツルの一

声ですぐに実行できることだと思うんで、そういったことでやってみるのもいいんじゃないかなと思い

ます。 

○大竹会長 では、萩原委員、よろしくお願いします。 

○萩原委員 冒頭に、どなたか委員がおっしゃっていたように、食育の意義をまだ知らない人がいるん

じゃないのかなと思います。その辺の意義をきちんと伝えて関心を高めるということは必要なんじゃな

いかなと思います。ホームページですとか、いろんな媒体でＰＲということもおっしゃってましたけど、

できれば市報の中に何か折り込みをして、食育の関連の事項のそういったものを使って市民の方にＰＲ

したらどうかなと、そんなような気がしています。 

さらにつけ加えますと、例えば小金井市の食育の日なんてことを考えて、そういったことで関心を持

たせていただければいいかなと。あるいは講演会なんかを開いて、そんな活動も年に１回とかやってい

ったらどうかなと思います。 

先ほど、井上委員のほうから話があったようですが、地元農家と学校給食、そういったものが連携し

ている交流給食というらしいんですけど、そういった学校もあるのかどうか、私、ちょっと知りたかっ



27 

 

たんですね。そういったものをどんどん増やしていく、やっぱり、野菜に対する興味というんでしょう

ね。私は常に思っているのは、食育って、食事に関心を持つことじゃないかなと思ってるんです。まさ

に当たり前の話なんですけど、ということは、食事を子どもたち、あるいは親御さんも一緒になってつ

くることが、食育を進める上で非常に大事じゃないかなと思っていますので、当社の宣伝じゃないです

けれども、今、エコクッキングってはやってますけれども、買い物から料理、それから後片づけ、こう

した一連の環境に配慮したお料理をつくろうということで、それがまさに食育じゃないかなと思ってま

すので、ですから、そういった活動も、市の公民館ですとか、そういったところで定期的に開催をして、

そういう形もいかがでしょうか、そんな気がします。 

あとは高齢者の方についても、非常に料理をつくることは楽しみという高齢者の方が増えてるようで

すので、多分、65になって、70になって、人によっては何もやることがなくて、料理をつくるのが好き

なんだろうかななんて思っているんですけれど、ですから、地域の高齢者の方も対象にして、何か食育

に関する活動をしたらどうかな、していっていただければなと、今、そんな感じがしております。 

○大竹会長 ありがとうございます。いろいろ具体的な活動についてお話しいただきました。 

それでは、廣野委員、よろしくお願いします。 

○廣野委員 先ほど、事務局のほうで出された資料なんかみたいに、学校とか幼稚園、保育園というの

は、わりあい、集計、資料作成がしやすいんですよ。だけど、一般の家庭の方々がどういうふうな食生

活をしてるか、まず、そういうのを基本的に調べないと、食育というのを発展させていくのに、根拠に

なる資料がないとなかなか難しいと思うんですが、どういうふうにして資料作成を手がけていくかとい

うことが一つ問題だと思うんですね。 

それから、今もお話がございましたけども、健康者だけではなくて、乳幼児とか、それから高齢者の

食事、それから病人食、よく糖尿病食がどうだこうだと本が出ておりますけど、そういうような病人食

というところまで踏み込んでいくのかどうかということも、この食育の中に含めるのかどうかというこ

とは大きな問題だと思うんですね。 

それから、病人食も含めて、障害者の食事というのも当然あるわけですから、健常者だけではなくて、

健常者以外の人たちの食事はどうあるべきかというようなところまで、いずれは踏み込んでいかなくて

はしようがないんじゃないかというふうに思っております。その辺も大きな将来像として考えていいん

じゃないかと思いますね。 

○大竹会長 ありがとうございます。なかなか広がりを持った内容になりそうですね。 

三笠委員、よろしくお願いします。 

○三笠委員 食生活に関するアンケート集計結果を拝見しまして、小金井市においては、非常にきちん
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とやってるご家庭がわりといらっしゃるなという感じはするんですけれども、この中で、先ほど言って

ました野菜嫌いの子が多いということで、私、ボーイスカウトをやってるときに、何といっても全部食

べなきゃいけない、自分たちでつくったら残しちゃいけない、残ったら、やっぱり、ごみになりますか

らね。それから、幅ある子どもたちだから、やっぱり上の子が食べたりなんかしてうまく食べるとか、

そうしてるうちに、だんだん嫌いなものがなくなってくる子が多いなと私は思うんですよ。やっぱり、

周りが全部食べるから、ああ、なるほどな、ボーイスカウトってそういうことがあったなとか、そんな

感じがしてます。 

大事な部分では、やっぱり子どものころから、ご家庭が一番大事なんですけれども、教育の部分、30

代とか、この辺もわりと仕事に忙しいから、結構、食べないで行かれる方が多いと思うんですけど、ま

だ小学生とか中学生ぐらいのほうが、家庭の中で親と一緒に食べたりなんかするんですけれども、その

辺ちょっと、今の10代の子たちも、いずれは20代になり、30代になったり、親になったりするわけです

から、やっぱり子どものころからの教育の部分で、食育というのは非常に大事な部分だと思います。 

何をやるかというと、イベントでいいんです。先ほど会長が言ってましたけれども、私も給食という

よりも弁当賛成論者なんですよ。やっぱり、弁当というのは親の愛があって、お昼になって弁当を食べ

る。これに関しましては、非常に反対者も多いから、実現は難しいんでしょうけれども、せめて、やっ

ぱり年に数回とか、それから、運動会のときは一緒に食べようとか、いろいろ提案もしてきたんだけど、

なかなか学校さんも、いろんなご家庭の子がいるんで、うまく首を縦に振らない部分もありますけれど

も、やはり大事な部分というのは、今のうちやらないといけないんで、ぜひ、この食育推進計画、いろ

んなご意見が出るので、取り入れられるものは取り入れて、広く学校教育の中でこの子たちが大きくな

るわけですから、そういうところに役立つようなものをつくっていただきたい。 

講演もいいですけど、私、あんまり詳しくないんで、我が国の食生活の現状と食育の推進に関してネ

ットであったんで、どんなことなのかななんて、いろいろ見てたんですけど、食生活についての意識と

行動のギャップというところが、やっぱり、見栄があるんじゃないけれども、家庭では、うちはちゃん

とやってますよと親御さんはきっと言うんでしょうけどね。それと裏腹に、やっぱり、子どもの嫌いな

ものは出さないとか、食べてくれないから出さないとか、それから、安易にうちは炭酸飲料はあんまり

飲ませませんよなんて言っても箱で買ってたり、いろんなご家庭があるのかななんて、すごく読んでる

うちに難しくなって悩んでるんです。 

以上です。 

○大竹会長 いろいろ勉強していただいて、ありがとうございます。 

では、江川委員、よろしくお願いします。 
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○江川委員 私も保健所の立場でこういうことを考えますと、これだけいろいろな分野の方がお見えに

なってきてるというような部分で、皆さん共同して、地域の食育力の向上といいますか推進を図るのが

必要なのかなというふうに思うんですけども、ちょっと情報として、先ほど鈴木委員のほうからお弁当

の部分がありましたけど、これは四国の香川県の綾南町というところの校長先生が、何年か前から、お

弁当の日がやってきたということで取り組みをやってて、それのいい成果として読んだんですけど、こ

れは５年生、６年生を月に１回、それも10月から、要するに後半から、自分で献立を考えて、自分で材

料を買ってきて、自分で調理して、なおかつ、自分でお弁当に入れて、学校に持ってきて、低学年の子

どもたちが一緒にお弁当を食べようという取り組みをやってるんです。そうしますと、子どもたちはそ

ういう一つの流れを自分ながらに勉強できて活動できるということで、いい取り組みがされてる部分な

んですけども、これは一番大変なのが学校の先生なんです。そこに行きつくまでに、学校で教育しなき

ゃならない。ですから、やっぱり、先ほどからいろいろ出ている野菜をどうやって料理したらいいのか

というのを教育するというようなことも。でも、そういう取り組みをすることによって、子どもたちが

自分たちでつくることの楽しさを味わえる、いい取り組みかなというふうに思っております。 

それから、萩原委員のほうから、食育の日をつくったらどうかというような部分があるんですけども、

これも内閣府が食育に関するいろんな調査をやっておりまして、食育の日っていうのがあるんですね。

毎月19日が食育の日です。毎年６月が食育推進月間ということで、ですから、６月19日は食育推進月間

の食育の日というようなことなんですけども、今年の３月だったか、５月だったか、全国調査をしたん

です。その日を知ってるか、月を知ってるかという調査をしましたら、3.8％。ですから、盛り上がって

るわりには、やっぱり、その辺がまだまだということなんです。私どももちょっと心配になりまして、

保健所でこの辺を調査しました。約300人の方からやったんですけど、やっぱり、まだまだ普及されてな

い、3.9％、全国と同じなんです。ですからやっぱり、一つ一つデータをとりながら、そして、数値目標

を決めて、それでつくっていくっていえば、推進してる皆さん、それから、ご家庭、地域の皆さんも、

こういう目標があるから、こういうやり方をやったらどうなったかというやりがいが出てくるのかなと

いうことがあります。ですから、ぜひとも数値目標を決めていただきまして、それで、いろいろな形で

連携をとりながら推進していくというのが、いいやり方だというふうに思っております。 

○大竹会長 ありがとうございました。では、最後になりましたけど、日暮委員、よろしくお願いしま

す。 

○日暮委員 先ほど、お弁当の日という意見をいただきましたが、ここ１～２年授業時数の確保のため、

給食の実施回数が増えまして、小学校で年間186回の実施回数になっています。１年のうち食事回数の６

分の１の食事を給食のほうで担わせていただいてます。ただ、何せ６分の１にすぎません。やはり食育
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というのは食べることが一番基本です。毎日食べている食事が、そのまま一番の食育の教材と考え、私

たちも毎日の献立が一番大切な食育ということで努めています。 

いろいろな状況に置かれているお子さんがいらっしゃるので、月に１回程度の親子で作るお弁当の日

というのは理想とは思いますが、なかなか難しいところもあるかなと。行事に伴うお弁当は結構ありま

して、そんなお弁当を持ってこれないお子さんも中にはやっぱりいらっしゃるのも事実です。６分の５

を占める家庭での食事の中で、充実させていただければと思います。学校給食のほうも今以上の回数は

難しいので、互いに出しているメニューで、子どもたちに毎日食べる習慣の中から、「あ、こういうもの

が美味しいな。こういうものを食べるのが体にもいいんだな」と自然に身につけてもらえるような食事

を提供することが私たちの一番基本かなと思って、献立を充実させたいと思ってます。ただ、給食とい

うのは何分にも大量調理で、うちの場合は840食を４人の調理員と２人の補助パートで作業していますの

で、今、特に厳しい状況で、メニューにも限界があります。食育の効果もかねて地域の農家の方と提携

を図ったりもしましたが、うちのように840食の学校という規模によって、なかなか提携が難しい。こち

らも献立は１か月以上前にたてるものですから、なかなか、変更ができないんですね。その中でも、１

年生に旬のお野菜の皮むきをしましょうとか、できるものをやりましょうということで、やってきまし

た。規模の小さい学校では、トウモロコシの皮をむいたりとか、ソラマメのさやだしを授業の中でやっ

てる学校もあります。800人いるので、私は少しずつでも子どもたちが、あのとき食べた、ああいう感じ

が自分の体にいいんだな、自分の好きな味だな、季節だなというふうに残してもらえるような給食と思

ってやってます。中学校を卒業すると高校に行きますよね。そうすると、皆さん、コンビニのお友達に

なるので、そのとき、自分がどのように対処できるか、選ぶ目、それから、自分でできることは何があ

るかとか、そういうことを自分で考えてやれるよう、教え込むということではなくて、自分のライフス

タイルを、自分で考えられるようになってもらいたいと思っております。全人生にわたって、自分で自

分の生き方を決めるように、食生活も自分で決められる人間になっていってもらえればということで、

それぞれのライフステージに合った食育というものを小金井市が目指す食育推進計画にできればいいな

と思っています。 

○大竹会長 さまざまなご意見ありがとうございました。ただ、時間が迫ってきてしまいまして、ちょ

っと、どうするかなというふうに思っているんですけれども、今の皆さんのご意見を伺っていただいて、

次回以降、策定作業を行っていきたいと思いますが、実は、最初ご紹介してないんですが、後ろに４人

ほど傍聴の方がいらっしゃいます。ちょっと、どういう方かわからないんですけれども、市民公募のほ

うで募集をしたところ12人の応募があり、そのうち３人ということで、そのほかの９人の方には、もし

よろしかったら、どうぞいらしてくださいというお手紙を差し上げてるというので、もしかしたら、そ
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の方々かなというふうに思いますが、そこで、発言の機会を設けることもあり得るというふうに市のほ

うから通知をしていらっしゃるようですけれども、どうしましょうか。時間がないんですが、もしよろ

しかったら、１分ほどぐらいずつ、せっかくいらしていただいてるので、ご意見いただいてもいいかな

と思いますが、委員の方々、よろしいでしょうか。 

では、大変申しわけないんですけど、一言ずつ、何かございましたら、おっしゃっていただければと

思います。よろしくお願いします。では、前の方から順番で。 

○傍聴者 私は、環境省環境カウンセラー、東京都環境学習リーダー、あと、昨年、商工会議所の環境

社会検定試験を受けたときに、食育というものは試験に出ました。だから、食育というのは環境教育の

一種という側面を持っていると思います。私が皆さんに頼みたいのは、環境教育と食育というのは矛盾

する点もあると思うんですが、なるべく融合させていっていただきたいということと、あと、食べると

いうことは、食材を料理して食べるというふうに考えられがちですが、実は、他の生物を殺して、料理

して食べるということなんです。ですから、他の生物とコミュニケーションを持つ場という意味もあり

ますので、命のとうとさ、大切さというものも植えつけていただきたいと思います。今のようなのはお

かしいですか、ということをぜひお願いしたいと思います。 

○大竹会長 ありがとうございます。では、もう一方。 

○傍聴者 私が唯一の応募者かもしれません。中町に住んでおりますけれども、お招きをいただきまし

て。私は、中が抜けてますけれども、45年ぐらい小金井市に住んでいますが、ほんとに辺りの道が舗装

されてない、みんな周りがお百姓さんで、学校の同級生も農業の人が多いというころからずっとおりま

すけれども、小金井は全国的にも、数字は少ないんですけれども、そういう意味では、営農の方も頑張

っているということで、私自身は、料理の能力というのは、人間の社会的自立の第一歩に近い能力のス

キルだと。自分自身の健康をつくり、家族に栄養を伝え、それから、これから共働きが増えていく中で

も、これまでの意味での男は外で働けばいいんだということだけではない、どちらもどちらの仕事があ

る程度はできることで支えあっていくということでないと、子どもを育てられないし。料理のほうに関

心を持っていたわけですけれども、少し何かのお役に立てればと思って応募いたしたわけですけれども、

ぜひ、こういう会では、何を食べればいいかということは、直ちに自分たちでどういう料理をしていく

かということへも結びついてくるわけで、その点、私も農協や営農の方のいろいろなご努力で、この間

駅前のお店や何かとか含めて評価していますので、いい小金井市のために、ご努力いただきたいと思い

ます。 

○大竹会長 ありがとうございました。今のご意見も参考にさせていただきたいと思います。 

 大変申しわけありません、もう４時になってしまいましたが、それでは続きまして、次回以降の予定
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について、お話いただければと思います。 

○企画政策課長 それでは、事務局のほうからですけれども、先ほどスケジュールを説明いたしました。

次回につきましては、11月下旬ごろを予定していただければと思います。それから、開催の時刻でござ

いますが、本日につきましては、午後２時からということでお集まりいただきましたけれども、２時と

いうふうなことは決まっておりませんので、開催時刻、それから開催日につきまして、委員の皆様の中

でご協議をいただきたいと思います。 

○大竹会長 ありがとうございました。次回11月に予定されておりますが、今ここで、そうすると、い

つがよろしいですかというふうに伺わないといけないんですが、11月の末というと、26日からの週とい

うふうに考えてよろしいですか。 

○企画政策課長 はい。 

（日程調整） 

○大竹会長 では、12月６日の木曜日、１時から３時で次回開催させていただきたいと思います。 

 予定されていたことは以上ですが、その他ございますでしょうか。 

○企画政策課長 事務局のほうからはございません。 

○大竹会長 皆さん、よろしいでしょうか。 

では、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、きょうはどうもありがとうございました。これ

で終わりにさせていただきます。 

（午後４時０５分閉会） 



資料資料資料資料４４４４    
小金井市食育推進会議設置条例 

平成19年３月20日 

条例第11号 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成17年法律第63号。以下「法」という。）第33条第１項の規定に基づき，小

金井市食育推進会議（以下「食育推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 食育推進会議は，市長の諮問に応じ，次に掲げる事項について審議する。 

(１) 市の食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか，食育の推進に関する重要事項 

（組織） 

第３条 食育推進会議は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する委員12人以内をもっ

て組織する。 

(１) 市民 ３人以内 

(２) 学識経験者 ２人以内 

(３) 関係団体の役員又は職員 ５人以内 

(４) 関係行政機関の職員 １人以内 

(５) 市の職員 １人以内 

２ 前項第１号の委員は，公募によるものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，原則として連続して３期を超えてはな

らない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 食育推進会議に会長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，会務を総理し，食育推進会議を代表する。 

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員が，その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 食育推進会議の会議は，会長が招集する。 

２ 食育推進会議は，委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 食育推進会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによ

る。 

（意見の聴取） 

第７条 食育推進会議は，必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め，その意見を聴き，又は資

料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 食育推進会議の庶務は，企画財政部企画政策課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成19年４月１日から施行する。 

 



平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度    小金井市食育推進事業小金井市食育推進事業小金井市食育推進事業小金井市食育推進事業    

対象世代別事業一覧対象世代別事業一覧対象世代別事業一覧対象世代別事業一覧    

（学校関係を除く） 

 

 

市の事業 市内団体等 

 部署数 事業総数 新規事業数 団体数 事業数 

全世代 ７ １３ ３ ２ ６ 

乳幼児及びその保護

者 
４ １４ ２ １ １ 

児童・生徒 

（小学生～中学生） 
２ ４ ０ １ １ 

青少年・高齢者 ３ ９ １ １ ２ 

障害者 ３ ５ ０ ５ ５ 

その他 ２ ２ ０ １ １ 

合計 １２ ４７ ６ ８ １６ 

 

 ※学校関係の事業・取組みについては、現在調査中のため、別途ご提示します。 

資料７ 



事業名称 対象者 目的 内容
１９年度予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

1 栄養個別相談 全世代
個々の状態、疾病に合わせ、健康
増進を目的として食生活改善を支
援する。

対象は市民とし、利用者は乳幼児
～高齢者まで様々である。毎月第３
金曜日の午後が指定日であるが、
指定日の都合が悪ければ、その都
度管理栄養士と日程を調整し、相談
を行う。

35 継続 健康課

2
市民カルチャース
クール

全世代

市民の日々の暮らしを豊かで充実し
たものとし、趣味や関心が同じ人と
の交流のきっかけとする。団体の活
動を市民に紹介し、地域活動の活
発化を図る。

クッキング等の講座を設け、調理を
通じて食について考える。

696 継続 生涯学習課

3 学びあい事業 全世代 生活習慣と健康づくり

生活習慣改善や健康づくりを目的と
して、特に栄養や食育に関すること
の講義を希望する団体に、日程が
あれば管理栄養士が出向き、講義
や実習を行う。

－ 継続 生涯学習課

4
食育に関する図
書の展示

全世代
｢食｣に関する図書等の展示コー
ナーを設置して、食育に関する情報
や学習の機会を提供する。

食育に関する図書の展示及び関連
図書リストの作成･配布

0 継続 図書館

5 世代間交流 全世代 地域の住民との交流 焼き芋に地域住民を招き交流を図る 保育園運営費 継続 保育課

6
江戸時代の旅と
食
弥次喜多と行く日

全年代
江戸時代の旅と食について推量し、
今を考える契機とする。

弥次・喜多とともに歩きながら、旅と
食を考える。

120 新規
公民館東分館
（市民講座）

7
野菜中心の健康
的な食生活

全年代 野菜づくりをとおして健康を考える。 野菜づくりから収穫、料理を楽しむ 134 新規 公民館貫井南分館
（男女共同参画講座）

8
手打ちパスタと手
打ちそば

全年代
いわゆる団塊の世代の男性を対象
に、地域の仲間づくりをめざす。

パスタとそばを取り上げ、料理の楽
しさを味わう。

32 新規
公民館東分館
（成人学校）

9 国際交流事業 全年代 アジア諸国への理解を深める。 タイの食文化他 32 継続
公民館本町分館
（国際交流事業）

10
江戸野菜をつくろ
う

全年代
収穫の喜びをとおして仲間をつく
る。

地域の野菜をつくる。 240 継続
公民館貫井南分館
（成人大学）

11 菜園教室 全年代
食、農、自然、人の和についての認
識を深める。

野菜を共同栽培する。 48 継続
公民館東分館
（成人学校）

平成１９年度　食育に係る事業一覧
（学校関係を除く）

資料資料資料資料７７７７別別別別



事業名称 対象者 目的 内容
１９年度予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

12 共働夢農園 全年代
集団作業を通じて農業の楽しさを知
る。

野菜作り、ハーブ栽培、親子コース 64 継続
公民館緑分館
（成人学校）

13 親子ふれあい教室
全世代（宿泊
者）

山荘宿泊者へのサービス事業とし
て、親子が共同作業を行うことで親
子の絆を深められるような体験イベ
ントを実施する。

林業体験（シイタケ菌の植付け・収
穫とほうとう作り）、農業体験（さつま
いもの植付け・収穫）、みたらし団子
作り等

指定管理委託
料に含む

継続
清里山荘
（指定管理者）

14 エンジェル教室 幼児・保護者 母子支援

５か月児を対象とした２日間コースの
母子交流、遊びの教室である。２日
目の中で、健康課管理栄養士が、１
回食から２回食についての離乳食
の進め方について講義と試食を行
う。

679 継続
子育て支援課
（健康課）

15
離乳食教室～３
回食の進め方

幼児・保護者
離乳食について、時期に応じた適
切な進め方や情報を発信し、乳児
の健全な発育を支援する。

８～１１か月の乳児の保護者を対象
に、２回食から３回食にかけての形
態、食べさせ方、調理方法等につい
ての講義、試食、質疑応答を行う。

277 新規 健康課

16 こどもクッキング 幼児・保護者

幼児期の食育として、まずは、食に
興味を持ち、食べ物に触れ、食事を
楽しく出来てなんでも食べられること
を目指す。教室を通して保護者に対
しても栄養教育を行っていく。

２歳～５歳とその保護者を対象に、
各回対象月齢を設定し、調理、試食
を含む栄養教室を行う。試食終了
後、保護者が片付け中、食べ物に
関する紙芝居等を行う。

128 新規 健康課

17 むし歯予防教室 幼児・保護者
歯科検診受講希望者に対して、む
し歯を作らない食生活の大切さにつ
いて知ってもらう。

１歳～２歳６か月児を対象に、歯科
検診の流れの話をし、その後むし歯
と食生活の関連について栄養講義
を行う。その後必要に応じて、栄養
相談を行う。

614 継続 健康課

18 乳幼児保健相談 幼児・保護者
身近な場所での相談を実施し、母
子支援、健康増進を目的とする。

乳幼児を対象に、児童館において
計測を行い、希望者に、保健市・管
理栄養士が相談を行う。

758 継続 健康課

19 子育て相談会 幼児・保護者
乳幼児を持つ保護者に対して，食
育の大切さと、食に対する疑問に応
える。

栄養士による離乳食や栄養バランス
等の講座と相談会。

児童館運営費
継続 児童青少年課

20 乳幼児食事会 幼児・保護者

乳幼児の保護者同士が食事等につ
いて情報を交換し、食育に対して理
解を深める。

乳幼児の保護者が食材の味付け、
硬さなどを互いに話し合って、昼食
を作る。 児童館運営費

継続 児童青少年課

21 離乳食講習会 幼児・保護者 児童の健全な発育に資する 栄養士による離乳食の講義を行う 保育園運営費 継続 保育課



事業名称 対象者 目的 内容
１９年度予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

22 食育計画の作成 幼児・保護者 食育の推進
各園の食育計画や年間行事計画を
作成し、季節に応じた食育事業の
実施をする

保育園運営費 継続 保育課

23 ふれあい農業 幼児・保護者
農業体験を通じて食の大切さを教え
る

自分たちで収穫したいもを調理して
食べる

保育園運営費 継続 保育課

24 給食だよりの発行 幼児・保護者 家庭への食育に関する情報提供 給食だよりを保育園に掲示する 保育園運営費 継続 保育課

25 クッキング保育の実施 幼児・保護者
児童が作ることを通じて食に関する
知識やその大切さを教える。

児童がクッキングの体験をする。 保育園運営費 継続 保育課

26 アレルギー相談 幼児・保護者 アレルギー対応
アレルギーの子どもを持つ親に対し
て、個別に相談し、給食に反映させ
る

保育園運営費 継続 保育課

27 栄養士による出前講座 幼児・保護者 食育相談
栄養士が児童館へ出向き食育相談
を行う

保育園運営費 継続 保育課

28
親子クッキング教
室（栄養講習会）

児童・生徒
栄養知識を学び、実践につながるよ
うな取り入れ方、調理方法を学ぶ場
を提供する。

市民の小学生とその保護者親子を
対象に夏休みに実施。。各回生活
習慣病予防につながるようなテーマ
を設定し、栄養講義、調理実習、試
食を行う。

75
（栄養講習会費

全体で）
継続 健康課

29 料理教室 児童・生徒
児童に対して、作ることを通して食
に対する知識や作る楽しさを教え
る。

野外料理やおやつ、月見だんごな
ど季節にちなんだ料理を作ってい
る。

児童館運営費
継続 児童青少年課

30 学童保育の間食 児童・生徒

「食」に関する知識や大切さを教え、
身体の成長を考慮して、子どもたち
にとって楽しみな時間とともに、捕食
となるよう、、バランスよくメニュー等
を考え、提供する。

「おやつ」は夕食のつなぎとなる間
食であることから、仲間と一緒に食
べる「団欒」のひと時であり、一日の
生活の区切りとして毎日行う。

学童保育所運
営費 継続 児童青少年課

31

学童保育におけ
る取り組み 児童・生徒

作ることの楽しさ、食べることの楽し
さを仲間と一緒にわかちあう。

おやつづくり・昼食づくり・野菜の栽
培・行事（お楽しみ会・誕生会・お別
れ会）

学童保育所運
営費 継続 児童青少年課

32 両親学級 青年・高齢者

妊娠期への食育は、出産後の子ど
もへの食育につながっていく。妊娠
を期として、妊婦自身だけでなく、妊
婦を通して家族全員の望ましい食
習慣の形成を目的とする。

妊婦・そのパートナーを対象とする。
医師講義、栄養講義、助産師講義、
歯科講義、沐浴実習等のカリキュラ
ムになっている。平日コースと土曜
コースがある。

51 継続 健康課



事業名称 対象者 目的 内容
１９年度予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

33
マタニティクッキン
グ

青年・高齢者

妊娠期への食育は、出産後の子ど
もへの食育につながっていく。妊娠
を期として、妊婦自身だけでなく、妊
婦を通して家族全員の望ましい食
習慣の形成を目的とする。

概ね３０週までの妊婦と、その家族
又はパートナーを対象とし、妊娠期
における栄養の摂り方や朝食の大
切さ等の３０分程度の栄養講義、調
理実習、試食を行う。

182 新規 健康課

34 栄養講習会
青年・高齢者

栄養知識を学び、実践につながるよ
うな取り入れ方、調理方法を学ぶ場
を提供する。

対象は市民。各回生活習慣病予防
につながるようなテーマを設定し、
栄養講義、調理実習、試食を年５回
行う（もう１回、小学生とその保護者
を対象に実施）。

75
（親子クッキン
グ教室を含む）

継続 健康課

35 健診後事後相談 青年・高齢者 食生活改善による生活習慣病予防
健康診断を受けた人を対象に、希
望者に医師・保険師・管理栄養士が
相談を行う。

1339 継続 健康課

36 一日生活教室 青年・高齢者
安全で安心できる食生活の実現に向け、新
鮮で安全な地元野菜を市民に周知し、消費
者の教育啓発推進を図る。

地元野菜を使った料理教室（年２回） 42 継続 経済課

37 食の自立支援 青年・高齢者

高齢者の健康と自立生活のため
に、食の自立の観点から、十分な調
査・評価を行ったうえで、計画的・有
機的に配食サービスや食に関する
サービスを提供する

週３回を基本として夕食を配達す
る。会食会、栄養指導、食関連サー
ビスも行う。

22,436 継続 介護福祉課

38 ひと声訪問 青年・高齢者

週３回、１回につき１本の割合で、牛
乳等を配達することで高齢者の健康
増進と定期的な安否の確認を図り、
以って地域福祉の一環とする。

市に緊急連絡先を登録して、牛乳、
ヨーグルト、コーヒー牛乳のうち１点
を１世帯につき週３回、市内の牛乳
店から配達し、見守りを行う。

9,994 継続 介護福祉課

39
高齢者（いきいき）
活動推進事業（会
食を伴う懇談会）

青年・高齢者
会食と懇談会を行うことにより、引き
こもり等の予防や、交流の場を提供
する。

65歳以上のひとりぐらしの方などを
対象に、市内公共施設等で会食と
懇談会を行う。

646 継続 介護福祉課

40 男の料理教室 青年・高齢者

日常生活で家事、とりわけ料理する
機会の少ない男性の高齢者の方に
楽しく栄養バランスを考えた料理に
親しんでもらうことで、手先を使う介
護予防となることと共にご家族の介
護負担の軽減につなげること。

栄養士の講師を招き、複数の男性
高齢者で栄養バランスを考えながら
料理する。

包括支援セン
ター北西・北東
地区運営委託

料

継続 介護福祉課



事業名称 対象者 目的 内容
１９年度予算額
（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

41 農業体験事業
全世代（障害
者福祉セン
ター利用者）

農産物の生産及び収穫作業を実施
することで、自らが育てた農産物を
収穫する楽しさを教える。

農産物の生産及び収穫作業を実施
する。

運営委託料の
中で実施

継続
障害者福祉セン

ター

42
精神障害者
デイケア事業

青年・高齢者
（障害者）

グループワークにより、在宅の精神障害
者の対人関係や自己表現の向上を図
るため、当該事業を実施し、もって社会
生活への適応能力の向上等に寄与す
る。

グループ活動の中で調理実習やクリマ
ス会等を実施し、調理することの楽しさ
や孤食ではなく多人数で摂る食事の楽
しさを教える。また、食を通じて日常的
に関わっている限定された人以外との
人間関係を構築する。

参加者の
実費負担

継続 障害福祉課

43
精神障害者配食
サービス事業

青年・高齢者
（障害者）

在宅の精神障害者に配食サービス事
業を提供することにより、自立と食生活
の質の確保を図り、併せて安否の確認
を行う。

精神障害者福祉保健手帳所有及び精
神障害基礎年金・特別障害給付金受
給者に週５日の中で必要と認められた
曜日及び時間帯に夕食を配食する。

4,875 継続 障害福祉課

44 農業体験事業
全世代（障害
者福祉セン
ター利用者）

農産物の生産及び収穫作業を実施
することで、自らが育てた農産物を
収穫する楽しさを教える。

農産物の生産及び収穫作業を実施
する。

運営委託料の
中で実施

継続
障害者福祉セン

ター

45
地域活動支援セ
ンター利用者交
流事業

全世代（地域
活動支援
センター利用
者）

地域活動支援センター利用者で、
昼食会及び夕食会を月に各1回実
施することにより、多人数で食事を
する楽しさを教える。

昼食会及び夕食会を月に各1回実
施する。

参加者の
実費負担

継続
精神障害者地域活
動支援センター

46 栄養士会の実施 栄養士 各保育園での情報交換
栄養士の自主学習会や情報交換等
を行い、食育の推進に努める

保育園運営費 継続 保育課

47 保育士研修の実施 保育士
保育士に対する講習を行うことで食
育に関する理解を深める

外部から講師を招き食育に関する
講習を行う

保育園運営費 継続 保育課



名称 対象者 目的 内容
１９年度
予算額

（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

1 料理講習会 全世代
新鮮で安全な地元農産物の利
用促進

庭先販売所で売られる地元野菜を使った料
理講習会を行い、地産地消を推進する

外郭団体事
業

60千円
継続

農業経営者クラブ
（農業委員会）

2 特産化 全世代

市内農産物から特産品を産出
し、農家の生産意欲の向上と市
民の地元農産物への関心を高
める

都内では小金井市でしか生産されていない
野菜「ルバーブ」に着目し、特産化すべく試作
品等開発中

外郭団体事
業

100千円
継続

農業経営者クラブ
（農業委員会）

3 農家見学会 全世代

市内農地を見学し、農家や地元
農産物を身近に感じることで農
地の大切さと地産地消への関心
を高める

圃場の見学、農家のお話や説明、収穫体験
等を行なう

外郭団体事
業

80千円
継続

農業経営者クラブ
（農業委員会）

4 農業祭 全世代
農家の意欲及び品質を向上し、
地元農産物の素晴らしさを市民
に広める

品評会や農業のアピールを行う祭典
外郭団体事
業　　　　500

千円
継続

農業振興連合会
（経済課）

5 庭先販売奨励 全世代
新鮮で安全な地元農産物の販
売促進

安全で新鮮な地元野菜の庭先販売を行う農
家を奨励し、販売促進のため備品を配布す
る。

外郭団体事
業　　　　211

千円
継続

農業振興連合会
（経済課）

6 残留農薬検査 全世代
安全な地元農産物の生産を目
的にウリ科野菜の圃場を対象に
残留農薬検査を行なう

残留農薬検査を行なう農家に対して費用の半
分を補助し、安全な農産物の生産の一助とす
る

外郭団体事
業

158千円
継続

農業振興連合会
（経済課）

7 親子農業体験 幼児・保護者
親子で土に親しみ、収穫の喜び
を感じる中で、食物に対する関
心を育む

親子でジャガイモの植付けと収穫を体験いた
だき、地産地消の心を育む

外郭団体事
業

70千円
継続

農業経営者クラブ
（農業委員会）

8 学童収穫体験 児童・生徒
子供達に土に親しみながら、収
穫の喜びと食物の有難さを体験
させる

市内全小学校２学年を対象としたジャガイモ
（サツマイモ）収穫体験

外郭団体事
業   520千円

継続
農業振興連合会

（経済課）

9 男性の料理教室 青年・高齢者
地域での仲間づくり、自立した
生活の確保

約１０回に渡って、料理の基礎から学び、様々
な料理を調理する。

320 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

10
ひとりぐらし高齢
者交流会（会食

青年・高齢者 高齢者同士の交流を深める
市内６か所で地域の高齢者を招き、会食・観
劇等を行う。

646 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

11
作業所で働く仲
間の会食会

青年（障害者）
日頃の作業を労い、交流を深め
る

市内にある知的・精神の作業所の方を招い
て、観劇等をしながら食事をする。食事の調
理は男性の料理教室の卒業生が集う翁味会
が行う。

230 継続
社会福祉協議会
（地域福祉課）

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度　　　　市内団体等市内団体等市内団体等市内団体等におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育にににに係係係係るるるる事業一覧事業一覧事業一覧事業一覧



名称 対象者 目的 内容
１９年度
予算額

（単位：千円）

継続・新規
の別

所管課

12
精神障害者グ
ループホーム

グループホーム
入所者

精神障害者グループホーム入
所者で、月1回夕食会を実施す
ることにより、多人数で食事をす
る楽しさを教える。

入所者による月1回の夕食会を実施する。
入所者の
実費負担

継続
精神障害者グループ
ホーム

13 福祉共同作業所
共同作業所利用
者(知的障害者)

同上 同上 同上 継続 福祉共同作業所

14
日ようクラブ
(補助金支給団
体)

障害児学級・養護
学校在籍中の児

童・生徒

当該団体加入者及び地域のボ
ランティアや市民との交流を図
る。

　毎月第3日曜日に活動しており、9月、10月
にｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ等を作り近隣の公園で昼食を摂
り、その後芋掘りをする。

参加者の
実費負担

継続
日ようクラブ
(補助金支給団体)

15
太陽のひろば
(補助金支給団
体)

心身障害者(児)
当該団体加入者及び地域のボ
ランティアや市民との交流を図
る。

年1回の活動で、バスで都外へ出掛け、昼食
にバーベーキューを行う。

参加者の
実費負担

継続
太陽のひろば
(補助金支給団体)

16
記念講演会の周
知

民生委員
民生委員・児童委員の食育への
理解を図る。

全国民生委員児童委員大会で行われる記念
講演「人と心と体を育む『食育』～大切なもの
を失った日本人」（講師：服部幸應）を周知し
た。

新規
民生委員・児童委員
（地域福祉課）

名称 対象者 目的 内容 継続・新規

1 よもぎ団子作り ５歳 摘んできたよもぎを混ぜる 継続

2 ポトフ作り ５歳 庭で育てた野菜も使い使い作る 継続

3 カレー作り ５歳 　　　　　　　〃 継続

4 お泊り保育 ５歳 継続

5 お月見団子作り ３歳～５歳 継続

6 芋汁作り ３歳～５歳 自分達で掘った芋を使い作る 継続

7 焼き芋 ３歳～５歳 　　　　　　　〃 継続

8 クラス別クッキング ３歳～５歳 部屋別に相談し楽しくクッキング活動する。 継続

9 地域支援試食会 幼児・保護者

・保育園の給食を実際にたべる
ことで食材を生かした調理方法
を参考にしてもらい、みんなで一
緒に食べる事で楽しく食事体験
してもらう。

・3～5歳の分量し、小さい子が多いので1.2歳
の見本を出す。10：45ごろから栄養士がメ
ニューの説明をする。おたよりを発行し具体的
献立内容を知らせる。25食限定とする

継続

くりのみ保育園

くりのみ保育園

くりのみ保育園

（（（（参考参考参考参考））））平成平成平成平成１９１９１９１９年度市立保育園年度市立保育園年度市立保育園年度市立保育園によるによるによるによる取組取組取組取組みみみみ状況状況状況状況

くりのみ保育園

・季節を感じたり、自分達で収穫
した野菜を使ったりする事で食
への関心をたかめる。
・食材を切ったり煮たり、自分達
で作ることにより、苦手な物も食
べれるようになるなど食材への
関心も高める。

くりのみ保育園

わかたけ保育園

くりのみ保育園

くりのみ保育園

施設名

くりのみ保育園



平成１９年１０月２９日 

企画財政部企画政策課 

食生活に関するアンケート集計結果 

（市立小学校４年生・中学校２年生） 

 

 

食育推進会議（第１回）で市における食育に係

る課題を検討する資料とするため、右のとおり、

「食生活に関するアンケート」を市立小学校の４

年生と市立中学校の２年生全員を対象に実施しま

した。 

 詳細については、別紙1をご参照いただくとして、

ここでは、主な点について、ご紹介します。 

 

・東京都の調査2では、朝食を食べるのが週３日以下の割合

は、小５で 4.9％、中２で 10.4％だが、本市では同 1.6％、

6.0％に留まっている。 

 

・国の調査3では、朝食をひとりで食べる」割合は、小４～６で

11.7％、中学生 25.3％。本市では小５で 12.53％、中２が

36.90％と全国平均を上回り、特に、中学生が深刻である。 

 

・楽しみ、箸、手伝いは、それぞれ小４が 84.34％・76.55％・

90.52％、中２は 90.77％・75.90％・70.88％と概ね高率だが、

箸・手伝いは中２の方が数値が低くなっている。 

 

・嫌いな野菜の数も小４で 82 種類、中２が 60 種類と中２の方

が少ない。ゴーヤのみ小４の１位と中２の８位と大きく順位が

異なっている他、ナス・トマト・ピーマン・セロリ・ニンジンが両

者とも高位を占めている。 

・中２は、家族と食事する機会が大きく減り、塾通い等もある

ため、利用機会がかなり増えていると推測された。利用頻度

は頻繁とは言えないが、毎週外食に相当する生徒もほぼ４

人に１人いる。 

・「食育に興味があるか」の設問に対して、ある 8.44％、やや

ある 28.83％に留まった。食事を楽しみとする生徒は多く、食

事への関心が低いというよりは、「食育」の語の浸透が低いこ

とや指導への反発等が考えられる。 

                                                   
1 単純集計の結果については「食育アンケート集計結果（小学校４年生）」「食育アンケート集計結果（中

学校２年生）」、クロス集計及び分析の結果については「食育アンケートの分析結果について」をご参照

ください。 
2 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会 平成１７年度） 
3「国民健康・栄養調査」（厚生労働省 平成１７年概要版） 

「「「「食生活食生活食生活食生活にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート」」」」のののの概要概要概要概要    

実施期間   平成１９年９月１０日～１４日 

設問内容   別紙「食生活に関するアンケート」 

       のとおり。 

対象・回答率 市立小学校４年生 97.84％ 

（回答数 816／全児童数 834） 

       市立中学校２年生 95.71％ 

（回答数 669／全生徒数 699） 

① 朝朝朝朝ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと

食食食食べているべているべているべている（週３日以下は、小４で 13人、中

２で 40人にとどまる）。 

② 中学生中学生中学生中学生ではではではでは孤食孤食孤食孤食がががが深刻深刻深刻深刻であるであるであるである（朝食を家族と週

４日以上食べる中２は半数以下。小４は朝夕と

もほとんどが家族と食べている）。 

③ 多多多多くのくのくのくの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒がががが食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにししみにししみにししみにし、、、、はしもはしもはしもはしも

正正正正しくしくしくしく持持持持ちちちち、、、、食事食事食事食事のののの準備等準備等準備等準備等をををを手伝手伝手伝手伝っているっているっているっている。し

かし、その割合は中学生の方が若干低くなる。 

④ 嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜があるがあるがあるがある小中学生小中学生小中学生小中学生のののの割合割合割合割合はははは高高高高いいいい（小４

が 73.65％、中２で 65.32％）。しかし、中学生

の方が人数・種類ともに改善している。 

⑤ 中学生中学生中学生中学生のののの外食及外食及外食及外食及びびびびコン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利利利

用用用用頻度頻度頻度頻度はははは、、、、あまりあまりあまりあまり高高高高くないくないくないくない（週１日以上外食

23.17％、週４日以上コンビニ利用 5.49％）。 

⑥ 中学生中学生中学生中学生のののの食育食育食育食育にににに関関関関するするするする意識意識意識意識・・・・関心関心関心関心はかなりはかなりはかなりはかなり低低低低いいいい

（食育にあまり・まったく興味がない中２は

62.73％）。 

資料８ 



食育アンケート集計結果（小学校４年生）

男 女 不明 合計 全生徒数

427 387 2 816 834

52.33% 47.43% 0.25% 97.84% 100.00%

回答数 ←ほとんど・とても ほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d 合計

1
朝ごはんは、毎日、食べています
か。

780 17 5 8 810

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べて
いますか。

587 61 57 101 806

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべて
いますか。

723 52 22 15 812

4 食事の時間は楽しみですか。 406 332 55 20 813

5 はしを正しく持っていますか。 617 189 806

6 きらいなやさいはありますか。 600 215 815

7
食事の用意やかたづけ、料理をつく
るてつだいなど、どれか一つでもし
ていますか。

387 348 44 33 812

割合 ←ほとんど・とても ほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d

1
朝ごはんは、毎日、食べています
か。

96.30% 2.10% 0.62% 0.99%

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べて
いますか。

72.83% 7.57% 7.07% 12.53%

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべて
いますか。

89.04% 6.40% 2.71% 1.85%

4 食事の時間は楽しみですか。 49.94% 40.84% 6.77% 2.46%

5 はしを正しく持っていますか。 76.55% 23.45%

6 きらいなやさいはありますか。 73.62% 26.38%

7
食事の用意やかたづけ、料理をつく
るてつだいなど、どれか一つでもし
ていますか。

47.66% 42.86% 5.42% 4.06%

性別

回答数

割合



食育アンケート集計結果（中学校２年生）

男 女 不明 合計 全生徒数

349 312 8 669 699

52.17% 46.64% 1.20% 95.71% 100.00%

回答数 ←ほとんど・とても ほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d 合計

1
朝ごはんは、毎日、食べています
か。

581 48 17 23 669

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べて
いますか。

245 82 92 245 664

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべて
いますか。

427 120 87 33 667

4 食事の時間は楽しみですか。 166 394 74 30 664

5 はしを正しく持っていますか。 504 160 664

6 きらいなやさいはありますか。 437 232 669

7
食事の用意やかたづけ、料理をつく
るてつだいなど、どれか一つでもし
ていますか。

199 266 135 56 656

8 外食をすることがありますか。 41 111 265 239 656

9
コンビニエンスストアの食品を食べ
ますか。

17 19 217 403 656

10 「食育」に興味はありますか。 55 188 293 116 652

割合 ←ほとんど・とても ほとんどない、まったくない→

設問内容 a b c d

1
朝ごはんは、毎日、食べています
か。

86.85% 7.17% 2.54% 3.44%

2
朝ごはんは、毎日、家の人と食べて
いますか。

36.90% 12.35% 13.86% 36.90%

3
夕ごはんは、毎日、家の人とたべて
いますか。

64.02% 17.99% 13.04% 4.95%

4 食事の時間は楽しみですか。 25.00% 59.34% 11.14% 4.52%

5 はしを正しく持っていますか。 75.90% 24.10%

6 きらいなやさいはありますか。 65.32% 34.68%

7
食事の用意やかたづけ、料理をつく
るてつだいなど、どれか一つでもし
ていますか。

30.34% 40.55% 20.58% 8.54%

8 外食をすることがありますか。 6.25% 16.92% 40.40% 36.43%

9
コンビニエンスストアの食品を食べ
ますか。

2.59% 2.90% 33.08% 61.43%

10 「食育」に興味はありますか。 8.44% 28.83% 44.94% 17.79%

性別

回答数

割合



順
位

野菜名 人数 割合
順
位

野菜名 人数 割合

① ゴーヤ 235 28.80% 1 ナス 144 21.52%

2 ナス 188 23.04% 2 トマト 83 12.41%

3 ピーマン 180 22.06% 3 ピーマン 79 11.81%

4 トマト 126 15.44% 4 セロリ 71 10.61%

5 セロリ 125 15.32% 5 ニンジン 61 9.12%

6 ニンジン 61 7.48% 6 きのこ類 57 8.52%

7 パセリ 58 7.11% 7 しいたけ 41 6.13%

8 ねぎ 56 6.86% ⑧ ゴーヤ 39 5.83%

きのこ類 54 6.62% 9 たまねぎ 35 5.23%

たまねぎ 54 6.62% 合計６０種類

11 アスパラガス 45 5.51%

12 しいたけ 43 5.27%

合計８２種類

カリフラワー、ブロッコリー、おくら、パプリカ、
キャベツ、かぼちゃ、きゅうり、アボガド、白
菜、
グリーンピース、レタス、いんげん豆、そら豆、
里芋、ごぼう、大根、しそ、スイカ、豆、たけの
こ、
みょうが、にら、ホウレンソウ、とうもろこし、
みずな、レンコン、かぶ、ヘチマ、しめじ、
ぎんなん、唐辛子、じゃがいも、ふき、
チンゲン菜、ししとう、にんにく、エリンギ、
えんどう豆、バジル、春菊、ズッキーニ、
きくらげ、なめこ、三つ葉、えのき、貝割れ大
根、
まいたけ、さつまいも、菜の花、まつたけ、
紫キャベツ、メロン、小松菜、絹さや豆、もや
し、
明日場、イタリアンレタス、うり、せり、冬瓜、
パクチー、ひじき、ベビーコーン、マッシュルー
ム、
紫たまねぎ、紫にんじん、山いも、ユウガオ、
わかめ、わさび

ねぎ、パセリ、きゅうり、アスパラガス、パプリ
カ、
キャベツ、グリーンピース、レタス、かぼちゃ、
とうもろこし、春菊、ブロッコリー、おくら、
アボガド、ごぼう、大根、ふき、カリフラワー、
みょうが、しめじ、白菜、いんげん豆、そら豆、
豆、にら、ホウレンソウ、チンゲン菜、ズッキー
ニ、
小松菜、里芋、みずな、ぎんなん、唐辛子、
ししとう、しょうが、スイカ、たけのこ、レンコン、
かぶ、じゃがいも、にんにく、きくらげ、なめこ、
三つ葉、絹さや豆、もやし、しそ、えのき、
貝割れ大根、まいたけ、モロヘイヤ

小学校４年生 中学校２年生

「嫌いな野菜」の比較

9

その他の嫌いな野菜（５％以下） その他の嫌いな野菜（５％以下）



平成１９年度１０月２９日 

企画財政部企画政策課 

食生活に関するアンケート分析結果 

市立小学校４年生・中学校２年生対象 

 平成１９年９月１０～１４日実施 

 

 

 食育推進会議（第１回）で市における食育に係る課題を検討する資料とするため、「食生活に関するア

ンケート」を市立小学校の４年生全員（８３４人）と市立中学校の２年生全員（６９９人）を対象とし

て、平成１９年９月１０～１４日に実施した。 

 なお、集計結果の概要については「食生活に関するアンケート集計結果」を、単純集計の結果につい

ては、「食育アンケート集計結果（小学校４年生）」「食育アンケート集計結果（中学校２年生）」をご参

照いただくこととして、ここでは分析内容を中心に報告するものとする。 

 

１１１１    分析結果分析結果分析結果分析結果のののの概要概要概要概要    

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

  朝食の欠食については、小４・中２ともに国・都と比べてもかなり高い割合で朝食が食べられてお

り、欠食している児童・生徒はごく一部に過ぎない。夕食を家族とともにする割合、食事を楽しみに

している割合も、小４・中２共に高く、本市における食事をめぐる家庭状況等は全般的には良好であ

ると考えられる。 

しかし、朝食をひとりで食べる児童・生徒の割合は、小４・中２ともに国の調査を上回っており、

特に中２で深刻である。中２では朝夕ともに家族と食事する割合は半々でしかない。全般的状況は良

好であるから、中学校における部活動の早朝練習等、家族と朝食を食べにくい状況があると考えられ

る。なお、中２においては、夕食を家族で食べる割合が高い中で、朝食を家族と食べる生徒で夕食を

家族であまり食べない場合が多いことから、夕食を家族で食べることが難しい場合でも、朝食は家族

で食卓を囲む工夫がされていることが見て取れる。 

 

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

箸を正しく持てていない割合は、小４・中２ともに４人に１人程度であり、少ないとは言えない。

特に、中２の方が小４よりも正しく持てている割合が低いことから、中学生への指導が行われていな

いことが推測される。 

中２では、週１回程度以上外食する生徒が４人に１人近くに達すること、週２～３日はコンビニエ

ンスストア食品を利用する生徒が３人に１人近くに達することが明らかとなった。両設問ともに利用

頻度が少ない児童・生徒が多数を占め、多いとは言えないながらも、一定の頻度で利用している割合

がある程度存在していることに注意を払う必要がある。 

  次に、中２の食育への興味については、興味がある生徒は３人に１人であり、まったくない生徒も

５人に１人と、極めて興味が低いことが分かった。食事が楽しみな生徒が８割以上に達することから、

資料資料資料資料８８８８別紙別紙別紙別紙    

（事前配布資料２別紙） 



食事には高い関心があるが、食育へは興味がないことがうかがえる。食育ということばが浸透してい

ないことや、思春期に入って食生活を指導されることへの反発・敬遠などが考えられる。 

 

（（（（３３３３））））家庭家庭家庭家庭のののの食育機能食育機能食育機能食育機能    

  この調査では、家族と食事をする頻度・食事を楽しみにしている割合・食事の準備や片づけを手伝

っている割合・食育に興味を持っている割合が相関関係にあることが明らかとなった。家族との食事

の頻度が、食事への関心・参加、そして食育への興味に繋がっており、食育において家族との食事が

鍵となることが示されたと言える。特に、家族との食事の頻度と食事を楽しみとしている割合の相関

関係は、小４よりも中２の方が高いことから、中２においては特に家族との食事頻度を高めることに

重要性があると考えられる。 

また、家庭における食育機能については、家族との食事の頻度が小学生の箸の正しい持ち方と高い

相関関係にあるが、中２は相関関係にない。また、嫌いな野菜の有無については、小４・中２ともに

相関関係になかった。小４では箸の持ち方の指導が家庭で行われているが中２では行われていないこ

と、野菜を食べることについては小４・中２ともに指導が弱いことが見て取れる。中学生段階では家

庭での食育はあまり行われていないこと、特に嫌いな食物を食べることについては小学生に対しても

あまり行われていないのが実態であることがうかがえ、そうした実態を踏まえて家庭の食育機能を考

える必要がある。 

  

２２２２    回答状況回答状況回答状況回答状況についてについてについてについて    

 学校数 生徒数 回答数 回答率 

市立小学校４年生 ９ ８３４ ８１６ ９７．８４％ 

市立中学校２年生 ５ ６９９ ６６９ ９５．７１％ 

 

３３３３    単純集計単純集計単純集計単純集計のののの分析分析分析分析    

（（（（１１１１））））    設問設問設問設問１１１１    朝朝朝朝ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

ほとんどの児童・生徒がきちんと食べており、国・都の調査を上回っている。 

� 小４では、ほぼ毎日朝食を食べている割合が 96.30％、週４日以上が 2.10%だった。逆に、

週３日以下は全校で１３人に留まる。 

� 中２では、ほぼ毎日朝食を食べている割合が 86.85％、週４日以上が 7.17％だった。逆に、

週３日以下は全校で４０人に留まる。 

� 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会 平成１７年度）では、朝食

を食べるのが週３日以下の割合は、小５で 4.9％、中２で 10.4％だが、本市では小４で 1.6％、

中２で 6.0％に留まっている。 

 

（（（（２２２２））））    設問設問設問設問２２２２    朝朝朝朝ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、家家家家のののの人人人人とととと食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

小４は多くの児童が家族と朝食を食べているが、中２では半数程度で、国の調査を大きく下回る。 

� 小４では、週４日以上家族と朝食を食べる割合は 80.27％、週３日以下は 20.47％だった。ほ

とんど毎日家族と食べるが 72.83％に対し、ほとんど食べないが 12.53％となっている。 



� 中２では、週４日以上家族と朝食を食べる割合は 49.25％、週３日以下は 50.75％だった。特

に、ほとんど毎日家族と食べるとほとんど食べないが 36.90%（245人）で同数となっている。 

� 「国民健康・栄養調査」（厚生省 平成１７年概要版）では、朝食をふだんひとりで食べると

答えた割合は、小４～６で 11.7％、中学生 25.3％であり、本市では中学生が深刻である。な

お、部活動の早朝練習との関連などが推測される。 

 

（（（（３３３３））））    設問設問設問設問３３３３    夕夕夕夕ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、家家家家のののの人人人人とととと食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか    

小４はほとんどの児童が、中２は多くの生徒が家の人と食べており、その割合は朝食より夕食の

方が高い。 

� 小４では、週４日以上家族と夕食を食べる割合は 95.44％、週３日以下は 4.56％だった。ほ

とんど毎日家族と食べるが 89.04％に対し、ほとんど食べないが 1.85％となっている。 

� 中２では、週４日以上家族と夕食を食べる割合は 82.01％、週３日以下は 17.99％だった。特

に、ほとんど毎日家族と食べるが 64.02％に対し、ほとんど食べないが 4.95%となっている。

夕食時間帯の塾通いなどとの関連が推測される。 

 

（（（（４４４４））））    設問設問設問設問４４４４    食事食事食事食事のののの時間時間時間時間はははは楽楽楽楽しみですかしみですかしみですかしみですか    

小４・中２共に楽しみとする割合が高いが、「まあまあ楽しみ」の割合が中２の方が高い。 

� 小４では、とても食事を楽しみ 49.94％、まあまあ楽しみ 40.84％、あまり楽しみではない

6.77％、楽しみではない 2.46％となっている。全体として、楽しみにしている割合が高いが、

「まあまあ」の占める割合が半分近くになっている。 

� 中２では、とても食事を楽しみ 25.00％、まあまあ楽しみ 59.34％、あまり楽しみではない

11.14％、楽しみではない 4.52％となっている。全体として、楽しみにしている割合が高い

が、「まあまあ」の占める割合が「とても」の倍近くとなっている。中学生になると様々な活

動に関心が高まるため、食事をとても楽しみとする割合が相対的に低下するものと思われる。 

 

（（（（５５５５））））    設問設問設問設問５５５５    はしをはしをはしをはしを正正正正しくしくしくしく持持持持っていますかっていますかっていますかっていますか    

小４・中２共に約４人に１人が正しく持てておらず、しかも中学校で若干増えている。 

� 小４では、正しく持っている割合が 76.55％となっている。 

� 中２では、正しく持っている割合が 75.90％となっている。小４から伸びがなく、若干低下

することから、中２では箸の持ち方の新たな指導がされていない状況が見て取れる。 

 

（（（（６６６６））））    設問設問設問設問６６６６    きらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますかきらいなやさいはありますか    

小４では約４人に３人に嫌いな野菜があるが、中学生では人数・種類共に改善している。特にゴ

ーヤが嫌いな生徒の割合が激減している。 

� 小４では、嫌いな野菜がある割合は 73.62％。嫌いな野菜は合計 82種類挙げられ、その内５％

以上が嫌いと答えたものは 12 種類で、第１位はゴーヤ、第２位はナス、第３位はピーマン

だった。 

� 中２では、嫌いな野菜がある割合は 65.32％。嫌いな野菜は合計 60種類挙げられ、その内５％



以上が嫌いと答えたものは９種類で、第１位はナス、第２位はトマト、第３位はピーマンだ

った。ちなみにゴーヤは第８位で、ゴーヤを挙げた人は小４の 28.80％から 5.83％に激減し

ている。ゴーヤの苦みに対する味覚の大きな変化が見て取れる。 

 

（（（（７７７７））））    設問設問設問設問７７７７    食事食事食事食事のののの用意用意用意用意やかたづけやかたづけやかたづけやかたづけ、、、、料理料理料理料理をつくるてつだいなどをつくるてつだいなどをつくるてつだいなどをつくるてつだいなど、、、、どれかどれかどれかどれか一一一一つでもしていますかつでもしていますかつでもしていますかつでもしていますか    

小４ではほとんどの児童が手伝いをしているが、中２では４人に１人はあまり手伝わない。 

� 小４では、食事の用意や片づけの手伝いをしている割合は、ほぼ毎日 47.66％、週４日以上

42.86％、週２～３日 5.42％、ほとんどしない 4.06％だった。 

� 中２では、それぞれ 30.34％、40.55％、20.25％、8.54％となっている。中学生では、部活

動に塾通いと忙しくなることから、手伝う割合が減少したものと思われる。 

 

（（（（８８８８））））    設問設問設問設問８８８８    外食外食外食外食をすることがありますかをすることがありますかをすることがありますかをすることがありますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

ほとんどは外食を頻繁にしているとは言えないが、週１回以上が４人に１人近くに達している。 

� 中２では、外食をする割合は、週２～３回程度 6.25％、週１回程度 16.92％、月２～３回程

度 40.40％、ほとんどしない 36.43％となっている。週１回程度の外食については、保護者等

の家事からの解放という側面もあると思われる。 

 

（（（（９９９９））））    設問設問設問設問９９９９    コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアのののの食品食品食品食品をををを食食食食べますかべますかべますかべますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

６割の生徒がコンビニエンスストア食品をほとんど利用していないが、週２～３日が３人に１人

に達している。 

� 中２では、コンビニエンスストアの食品を食べる割合は、ほぼ毎日 2.59％、週４～５日 2.90％、

週２～３日 33.08％、ほとんど食べない 61.43％となっている。週２～３日の割合が高いが、

塾通い等に伴うものと思われる。 

 

（（（（10101010））））設問設問設問設問 10101010    「「「「食育食育食育食育」」」」にににに興味興味興味興味がありますかがありますかがありますかがありますか（（（（中中中中２２２２のみのみのみのみ））））    

   興味ある生徒は「ややある」以上でも３人に１人のみ。「まったくない」も５人に１人近くである。 

� 中２では、ある 8.44％、ややある 28.83％、あまりない 44.94％、まったくない 17.79％だっ

た。食事そのものへの興味がここまで低いとは考えられないので、「食育」の語の浸透が低い

ことや、また中学生段階での食事への指導への反発等が考えられる。 

 

４４４４    小小小小４４４４・・・・中中中中２２２２共通共通共通共通設問設問設問設問におけるにおけるにおけるにおける設問間設問間設問間設問間のののの相関関係相関関係相関関係相関関係    

（（（（１１１１））））    朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べているべているべているべている頻度頻度頻度頻度とととと家族家族家族家族とととと共共共共にににに朝食朝食朝食朝食をとるをとるをとるをとる頻度頻度頻度頻度    

小４は相関関係見られるが、中２では半々であり、相関関係は見られない。 

� 小４では、ほぼ毎日朝食を食べる児童でも、ほぼ毎日家族と共に朝食をとる割合は 73.59％

である。家族と朝食を食べる頻度が週３日以下の割合は 18.21％に上る。 

� 中２では、ほぼ毎日朝食を食べる生徒でも、ほぼ毎日家族と共に朝食をとる割合は 41.82％

である。家族と朝食を食べる頻度が週３日以下の割合は 49.96％に上る。ほぼ毎日朝食を食

べていても、必ずしも家族と食べている訳ではないことが見て取れるが、中学校の部活動の



朝練等との関係が推測される。 

朝食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 574 56 52 90 8 

週４～５日 6 4 3 3 1 

週２～３日 1 0 1 3  

朝

食 

ほとんどなし 2 0 1 5  

朝食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 243 69 74 193 2 

週４～５日 2 13 12 21 0 

週２～３日 0 0 5 12 0 

朝

食 

ほとんどなし 0 0 1 19 3 

 

（２） 朝夕朝夕朝夕朝夕ともにともにともにともに家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている割合割合割合割合    

小４は高い割合だが、中２では小４の半分程度になる。 

� 小４では、朝夕ともに家族と食べる児童は、およそ３人に２人（回答数の 66.67％）である。

しかし、朝食はほぼ毎日家族で食べるが、夕食は家族とあまり食べない児童が 15.57％いる。 

� 中２では、朝夕ともに家族と食べる児童は、およそ３人に１人（回答数の 31.39％）である。

しかし、朝食はほぼ毎日家族と食べるが、夕食は家族とあまり食べない児童が 37.37％いる。

週４日以上夕食を家族と食べる割合は８割に達することから、夕食を家族とあまり食べない

場合、朝食は家族で共にする工夫等がされていると推測される。 

朝食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 544 32 8 2 1 

週４～５日 47 11 1 2 0 

週２～３日 48 5 4 0 0 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 79 4 8 8 2 

朝食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 210 22 12 1 0 

週４～５日 53 18 11 0 0 

週２～３日 40 31 18 2 1 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 210 22 12 1 0 

 

（３） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合（（（（夕食夕食夕食夕食をををを例例例例にしてにしてにしてにして））））    

小４・中２共に相関関係が見られるが、相関関係は中２の方が強い。 

� 小４では、家族と週４日以上夕食を共にしている児童の内、食事を楽しみにしている割合は



90.84％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにしている児童は 86.49％で

あった。 

� 一方、小４で、家族と週４日以上夕食を共にしている児童の内、食事をあまり楽しみにしい

ない割合は 8.90％に過ぎない。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにして

いない児童は 13.5％であった。有意な差である。 

� 中２では、家族と週４日以上夕食を共にしている生徒の内、食事を楽しみにしている割合は

86.47％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事を楽しみにしている生徒は 71.67％で

あった。両者に差は見られるものの、有意とまでは言えない。 

� 一方、中２で、家族と週４日以上夕食を共にしている生徒の内、食事をあまり楽しみにして

いない割合は 12.98％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、食事を楽しみにしていない

生徒は 26.67％であった。大きな差であり、中学生の方が家族と食事の頻度が、食事を楽し

みにしている割合に影響を与えていることが見て取れる。 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

ほぼ毎日 376 283 47 15 2 

週４～５日 15 30 6 1 0 

週２～３日 8 12 1 1 0 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 6 6 1 2 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

ほぼ毎日 126 248 34 16 3 

週４～５日 17 82 14 7 0 

週２～３日 16 49 17 3 2 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 6 15 9 3 0 

 

（４） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とはしをとはしをとはしをとはしを正正正正しくしくしくしく持持持持っているっているっているっている割合割合割合割合    

小４では相関関係が見られるが、中２には見られない。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、はしを正しく持っている割合は

76.52％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、はしを正しく持っている割合は 56.77%. 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、はしを正しく持っていない

割合は 22.32％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、はしを正しく持っていない割合は

43.24％。両者には２倍近い差があり、家族との食事に際して、はしの持ち方の指導が行われ

ていることが見て取れる。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、はしを正しく持っている割合は

75.69％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、はしを正しく持っている割合は 75.00%. 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、はしを正しく持っていない

割合は 23.77％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、はしを正しく持っていない割合は

23.33％。両者には差がなく、むしろ会食頻度が低い生徒の方が少ない。家族との食事に際し



て、はしの持ち方の指導が行われていないことが見て取れる。 

夕食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

正しい 555 38 12 9 3 は
し 正しくない 159 14 10 6 0 

夕食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

正しい 328 86 69 21 0 は
し 正しくない 98 32 16 12 2 

 

（５） 家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

小４・中２ともに、相関関係は見られない。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、嫌いな野菜がある割合は 73.42％。

家族との夕食は週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がある割合は 75.68%. 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、嫌いな野菜がない割合は

26.45％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がない割合は 24.32％。相関関

係は見られず、家族との食事の際に野菜を食べる指導等が行われていないことが見て取れる。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 66.00％。

家族との夕食は週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 62.50%. 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、嫌いな野菜がない割合は

37.00％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 37.50％。相関関

係は見られず、家族との食事の際に野菜を食べる指導等が行われていないことが見て取れる。 

夕食・家族 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 529 40 18 10 3 野
菜 嫌いなし 193 12 4 5 1 

夕食・家族 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 278 83 54 21 1 野
菜 嫌いなし 149 37 33 12 1 

 

（（（（６６６６））））    家家家家族族族族とととと食食食食事事事事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４・中２ともに、高い相関関係が見られる。 

� 小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、週４日以上食事の用意・片づけを

手伝っている割合は 90.97％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、週４日以上食事の用

意・片づけを手伝っている割合は 72.97%だった。有意な差と言えるが、予想よりは後者の

割合も高かった。 

� 一方、小４で、週４日以上家族と夕食を共にしている児童の内、食事の用意・片づけを手伝



っているのが週３日以下の割合は 8.52％。家族との夕食は週３日以下の児童の内、食事の用

意・片づけを手伝っているのが週３日以下の割合は 27.03％。明確に差が出た。 

� 中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、週４日以上食事の用意・片づけを

手伝っている割合は 72.76％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、週４日以上食事の用

意・片づけを手伝っている割合は 55.00%。有意な差が出た。 

� 一方、中２で、週４日以上家族と夕食を共にしている生徒の内、食事の用意・片づけを手伝

っているのが週３日以下の割合は 25.41％。家族との夕食は週３日以下の生徒の内、食事の

用意・片づけを手伝っているのが週３日以下の割合は 42.50％。こちらも明確に差が出た。 

食事の用意・片づけ 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 351 311 32 26 3 

週４～５日 26 17 4 4 1 

週２～３日 5 11 5 1 0 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 4 7 3 1 0 

食事の用意・片づけ 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 148 175 72 26 6 

週４～５日 21 54 34 7 4 

週２～３日 25 26 17 16 3 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 5 10 12 6 0 

 

（（（（７７７７））））    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

小４・中２ともに、相関関係は見られない。 

� 小４で、食事を楽しみにしている児童の内、嫌いな野菜がある割合は 72.22％。食事をあま

り楽しみにしていない児童の内、嫌いな野菜がある割合は 85.33%だった。 

� 一方、小４で、食事を楽しみにしている児童の内、嫌いな野菜がない割合は 27.64％。食事

をあまり楽しみにしていない児童の内、嫌いな野菜がない割合は 14.67％だった。 

� 中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 65.54％。食事をあま

り楽しみにしていない生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 63.46%だった。 

� 一方、中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 34.46％。食事

をあまり楽しみにしていない生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 36.54％だった。 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

嫌いあり 270 263 48 16 3 野
菜 嫌いなし 135 69 7 4 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

野菜 嫌いあり 102 265 47 19 4 



嫌いなし 64 129 27 11 1 

 

（（（（８８８８））））    食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４・中２ともに、高い相関関係が見られる。 

� 小４で、食事を楽しみにしている児童の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝う割合は

90.92％。食事をあまり楽しみにしていない児童の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝

う割合は 81.33%だった。 

� 一方、小４で、食事を楽しみにしている児童の内、食事の用意・片づけを手伝うのは週３日

以下の割合は 8.67％。食事をあまり楽しみにしていない児童の内、食事の用意・片づけを手

伝うのは週３日以下の割合は 17.33％だった。食事を楽しみにしていない程、手伝いにも消

極的であることが見て取れる。 

� 中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝う割合は

73.57％。食事をあまり楽しみにしていない生徒の内、食事の用意・片づけを週４日以上手伝

う割合は 47.12%と大きな差が出た。 

� 一方、中２で、食事を楽しみにしている生徒の内、食事の用意・片づけを手伝うのは週３日

以下の割合は 24.64％。食事をあまり楽しみにしていない生徒の内、食事の用意・片づけを

手伝うのは週３日以下の割合は 50.96％と有意な差が出た。食事を楽しみにしていない程、

手伝いにも消極的であることが見て取れる。 

食事が楽しみ 
小４ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

いつも 235 122 22 7 1 

たまに 148 166 22 10 2 

あまりなし 11 28 4 1 0 

食
事
の 

用
意

・
片
づ
け ほとんどなし 11 14 6 2 0 

食事が楽しみ 
中２ 

とても まあまあ あまりない ない 空白 

いつも 80 99 11 7 2 

たまに 58 175 25 6 2 

あまりなし 19 86 24 6 0 

食
事
の 

用
意

・
片
づ
け ほとんどなし 8 25 13 10 0 

 

（（（（９９９９））））    嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう頻度頻度頻度頻度    

小４では相関関係は見られるが、中２では相関関係は見られない。 

� 小４で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている児童の内、嫌いな野菜がある割合は

72.79％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の児童の内、嫌いな野菜がある

割合は 79.22%だった。 

� 一方、小４で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている児童の内、嫌いな野菜がない

割合は 27.07％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の児童の内、嫌いな野



菜がない割合は 20.78％だった。 

� 中２で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている生徒の内、嫌いな野菜がある割合は

90.97％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜がある

割合は 72.97%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上食事の用意・片づけを手伝っている生徒の内、嫌いな野菜がない

割合は 8.52％。食事の用意・片づけを手伝っているのは週３日以下の生徒の内、嫌いな野菜

がない割合は 27.03％と大きな差が見られる。 

食事の用意・片づけの手伝い 
小４ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 269 266 34 27 4 野
菜 嫌いなし 117 82 10 6 0 

食事の用意・片づけの手伝い 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどなし 空白 

嫌いあり 120 177 95 37 8 野
菜 嫌いなし 79 89 40 19 5 

 

５５５５    中中中中２２２２単独単独単独単独設問設問設問設問におけるにおけるにおけるにおける設問間設問間設問間設問間のののの相関相関相関相関関係関係関係関係    

（１） 外食外食外食外食のののの頻度頻度頻度頻度とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている頻度頻度頻度頻度    

若干の関連傾向はうかがえるが、はっきりとした相関関係があるとは言えない 

� 中２で、週１日以上外食している生徒の内、週４日以上夕食を家族と共に食べている割合は

78.29％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、週４日以上夕食を家族と共に食べている割合は

82.94%だった。 

� 一方、中２で、週１日以上外食している生徒の内、夕食を家族と食べているのが週３日以下

の割合は 21.05％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、夕食を家族と食べているは週３日以

下の割合は 16.87％だった。 

外食の頻度 
中２ 

週２～３日 週に１回 月２～３回 ほとんどなし 空白 

ほぼ毎日 23 70 160 168 6 

週４～５日 5 21 52 38 4 

週２～３日 9 16 39 20 3 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 3 4 13 13 0 

 

（（（（２２２２））））    外食外食外食外食のののの頻度頻度頻度頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

相関関係は見られない。 

� 中２で、週１日以上外食している生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 83.55％。外食

頻度は月３回以下の生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 83.73%だった。 

� 一方、中２で、週１日以上外食している生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は

16.45％。外食頻度は月３回以下の生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は



15.28％だった。 

外食の頻度 
中２ 

週２～３日 週に１回 月２～３回 ほとんどなし 空白 

とても 10 31 69 54 2 

まあまあ 23 63 157 142 9 

あまり 4 10 29 30 1 

食
事
楽
し
み 

ない 4 7 7 11 1 

 

（（（（３３３３））））    コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストア食品食品食品食品のののの利用頻度利用頻度利用頻度利用頻度とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事しているしているしているしている割合割合割合割合    

相関関係が伺われるが、コンビニ食品高利用のサンプル数が少ないことに留意するべきである。 

� 中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、週４日以上家族と

食事している割合は 50.00％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生徒の内、

週４日以上家族と食事をしている割合は 83.71%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、家族と食事

をするのは週３日以内である割合は 47.22％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以

下の生徒の内、家族と食事をするのは週３日以内である割合は 16.13％だった。 

� なお、週２～３日コンビニエンスストア食品を利用している生徒の家族との食事頻度を比較

すると、週４日以上が 32.54％、週３日以下が 31.67％であり、大きな差はない。 

コンビニエンスストア食品の利用頻度 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどない 空白 

ほぼ毎日 7 4 121 289 6 

週４～５日 1 6 57 52 4 

週２～３日 2 6 27 49 3 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 6 3 11 13 0 

 

（（（（４４４４））））    コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストア食品食品食品食品のののの利用頻度利用頻度利用頻度利用頻度とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

相関関係が伺われるが、コンビニ食品高利用者のサンプル数が少ないことに留意するべきである。 

� 中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、食事を楽しみにし

ている割合は 72.22％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生徒の内、食事を

楽しみにしている割合は 84.35%だった。 

� 一方、中２で、週４日以上コンビニエンスストア食品を利用している生徒の内、食事をあま

り楽しみにしていない割合は 27.78％。コンビニエンスストア食品の利用が週３日以下の生

徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 14.84％だった。 

� なお、週２～３日コンビニエンスストア食品を利用している生徒の食事を楽しみにしている

割合を比較すると、とても・まあまあ楽しみにしている 33.09％、あまり・まったく楽しみ

にしていない 27.50％で、大きな差はない。 

 

 



コンビニエンスストア食品の利用頻度 
中２ 

ほぼ毎日 週４～５日 週２～３日 ほとんどない 空白 

とても 7 3 50 105 1 

まあまあ 5 11 131 237 10 

あまり 2 4 21 46 1 

食
事
楽
し
み 

ない 3 1 12 13 1 

 

（（（（５５５５））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べるべるべるべる頻度頻度頻度頻度    

相関関係は見られなかった。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、週４日以上朝食を食べている割合は 95.88％。食育に

興味があまりない生徒の内、週４日以上朝食を食べている割合は 93.40%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、朝食を食べているのは週３日以下である割合は

4.12％。食育に興味があまりない生徒の内、朝食を食べているのは週３日以下である割合は

6.65％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

ほぼ毎日 50 169 258 92 12 

週４～５日 3 11 22 10 2 

週２～３日 1 4 6 5 1 

朝
食 

ほとんどなし 1 4 7 9 2 

 

（（（（６６６６））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと家族家族家族家族とととと食事食事食事食事をしているをしているをしているをしている割合割合割合割合    

若干の関連傾向はうかがえるが、はっきりとした相関関係があるとは言えない 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、週４日以上家族と食事をしている割合は 84.36％。食

育に興味があまりない生徒の内、週４日以上家族と食事をしている割合は 80.44%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、家族と食事をしているのは週３日以下である割

合は 15.64％。食育に興味があまりない生徒の内、家族と食事をしているのが週３日以下で

ある割合は 19.07％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

ほぼ毎日 38 128 183 71 7 

週４～５日 5 34 55 20 6 

週２～３日 9 20 42 13 3 

夕
食

・
家
族 

ほとんどなし 3 6 12 11 1 

 

（（（（７７７７））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと食事食事食事食事をををを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている割合割合割合割合    

高い相関関係が見られる。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 92.18％。食育に興味



があまりない生徒の内、食事を楽しみにしている割合は 78.97%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 7.82％。

食育に興味があまりない生徒の内、食事をあまり楽しみにしていない割合は 20.05％だった。

食事が楽しみであることが食育の興味に大きく影響することが見て取れる。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

とても 35 51 58 19 3 

まあまあ 17 121 188 58 10 

あまり 2 14 34 22 2 

食
事
楽
し
み 

ない 1 2 11 15 1 

 

（（（（８８８８））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと嫌嫌嫌嫌いないないないな野菜野菜野菜野菜のののの有無有無有無有無    

相関関係は見られない。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 63.37％。食育に興味があま

りない生徒の内、嫌いな野菜がある割合は 66.75%だった。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 36.63％。食育に興味

があまりない生徒の内、嫌いな野菜がない割合は 33.25％だった。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

嫌いあり 28 126 193 80 10 野
菜 嫌いなし 27 62 100 36 7 

 

（（（（９９９９））））    食育食育食育食育にににに興味興味興味興味があるがあるがあるがある割合割合割合割合とととと食事食事食事食事のののの用意用意用意用意・・・・片片片片づけをづけをづけをづけを手伝手伝手伝手伝うううう割合割合割合割合    

高い相関関係が見られる。 

� 中２で、食育に興味がある生徒の内、食事の用意・片づけを手伝っている割合は 85.19％。

食育に興味があまりない生徒の内、食事の用意・片づけを手伝っている割合は 62.59%だっ

た。 

� 一方、中２で、食育に興味がある生徒の内、あまり食事の用意・片づけを手伝っていない割

合は 14.81％。食育に興味があまりない生徒の内、食事の用意・片づけをあまり手伝ってい

ない割合は 37.16％だった。食事の用意・片づけの手伝いが、食育の興味に大きな影響を持

つことが見て取れる。 

食育に興味がある割合 
中２ 

ある ややある あまりない まったくない 空白 

いつも 31 58 78 31 1 

たまに 19 99 115 32 1 

あまりなし 4 28 72 29 2 

用
意

・
片
づ
け まったくなし 1 3 28 23 1 

 


