
会会会会        議議議議        録録録録    
  

会議の名称 

 

食育推進会議（第２回） 

 

事 務 局 

 

企画財政部企画政策課企画政策係 

 

開 催 日 時 

 

平成１９年１２月６日（木）午後１時００分～２時５０分 

 

開 催 場 所 

 

小金井市前原暫定集会施設Ａ会議室 

 

出 席 者 

 

別紙のとおり 

 

傍聴の可否 

   

可 ・ 一部不可 ・ 不可 

 

傍 聴 者 数 

 

０人 

傍聴不可等 

の 理 由 等 

 

 

 

会 議 次 第 

１ 小金井市における食育推進計画の骨子（案）について  

２ 食育推進の基本方針について  

３ 取組の指標について  

４ 食育推進の主な施策について  

５ 次回以降の予定について  

 

 

会 議 結 果 

 

別紙のとおり 

 

 

発言内容・ 

発言者名（主

な発言要旨） 

 

 

別紙のとおり 

 

 

提 出 資 料 

 

１ 小金井市における食育推進計画の骨子（案） 

２ 小金井市における食育の基本方針について 

３ 食育基本法及び国・東京都の計画について（第１回食育

推進会議配布資料） 

 

そ の 他 
 

 

 



 -1- 

第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日   時  平成１９年１２月６日（木）午後１時００分～午後２時５０分 

場   所  小金井市前原暫定集会施設Ａ会議室 

 出席委員  １１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 

       三 笠 俊 彦 委員   江 川 正 雄 委員 

       日 暮 地 香 委員 

 欠席委員  廣 野 恵 三 委員 

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

事務局職員  

 企画政策課調整担当課長補佐兼企画政策係長  鈴 木 茂 哉 

 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   ０人 

 

（午後１時００分開会） 

 

○大竹会長 定刻を過ぎましたので、第２回小金井市食育推進会議を開催させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、事務局に変更があるようですので、新たに加わった職員の自己紹介をよろしく

お願いします。 

○鈴木課長補佐 皆さん、こんにちは。企画政策課長補佐をしております鈴木と申します。

本日は、企画政策課長が市議会のほうに出席しております関係で、かわりに出させていた
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だいております。どうぞよろしくお願いします。 

○大竹会長 引き続きまして、事務局のほうから配付資料等の報告があるようですので、

よろしくお願いいたします。 

○事務局 お手元に本日、参考資料として、２つの事業につきまして追加提出させていた

だきました。これにつきましては、一昨日の第４回定例会の本会議の一般質問の中で、高

齢者の食育推進と健康推進についてという表題で質問が行われまして、質問者から荒川区

の取り組みとして２つの事業が紹介されました。 

 １つは参考資料１でございますが、「おたっしゃランチ」といった事業でございまして、

このおたっしゃランチというのは、荒川区では高齢者の健康維持のために体操やゲームな

どを楽しむ介護予防のプログラムとして、高齢者の会食サービス事業の１つとして実施し

ております。週１回やっている形なんですが、小学校における会食サービスということで、

月１回、小学生とともに給食を食べて、高齢者と児童が給食をともにする触れ合いの場と

して設定されております。 

 この事例は、主管課は介護予防の担当の課になるんですけれども、教育委員会との連携

でこういった事業が展開できるといった事例報告ということになります。詳細につきまし

てはこの資料を別途ご参照いただきたいと思います。 

 もう１つは「あらかわ満点メニュー」ということで、参考資料２なんですけれども、イ

ラストがついているほうなんですが、こちらは荒川区内の飲食店で、女子栄養大学と共同

で各お店の特徴ですとか、いろいろな料理店、和食とか洋食とかいろいろあると思うんで

すけれども、それぞれの特徴に配慮しながら、栄養的にバランスのよいメニューを共同で

つくり、それを各お店で提供しているということです。 

 資料にあります変わったイラストなんですけれども、これを目印にして、お客様にご案

内していくといったことで、地域における食生活改善の１つの取り組みかと考えられると

思います。 

 以上、２つの事業、簡単ですが、ご紹介させていただきました。今後、施策の展開につ

きましては推進会議にて検討されていくと思いますが、その際、参考の一つという形で取

り上げていただけるかと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

○大竹会長 それでは、まず資料の確認のほうをさせていただきたいと思いますけれども、

今日必要な資料は、事前配付で皆様のところにお送りいただいたものだと思うんですが、

資料１と２、それから第１回のときに配付された資料６、別紙というものですが、皆さん
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お持ちでしょうか。もしなかったら、事務局のほうに予備があるということです。よろし

いですか。 

 じゃ早速、議題のほうに入っていきたいと思います。 

 まず、小金井市における食育推進計画の骨子についてということですが、食育の理念の

考え方について、まず市のほうからお話しいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

○事務局 構成の話に入る前に、まず食育の理念の考え方について、考えを述べさせてい

ただきたいのですが、基本的には食育基本法と国、それから東京都の計画のほうで既にか

なり詳細に規定されているところでありますので、そこにさらに上書きをするというより

は、その中で主としてどこに重点を置くかということに力点を置いたほうがよろしいとい

うことです。 

 ですので、ほかの市とかによっては、国と県の計画を踏まえつつも、市の食育の理念を

再定義している場合がありますが、それよりは、市の基本方針としての考え方をまとめる

というふうにさせていただければよろしいかと思います。その辺についてのご意見をいた

だければと思います。 

 食育基本法における食育の理念については、前回配付資料の資料６、別紙の中に書かせ

ていただいているんですが、第２条から第８条にかけてがすべて理念にかかわる規定でご

ざいます。 

 第２条、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成について。第３条、食に関する感謝

の念と理解について。第４条、食物推進運動の展開について。第５条、子どもの食育にお

ける保護者・教育関係者の役割について。第６条、食に関する体験活動と食育推進活動の

実践について。第７条、伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の

活性化と食料自給率の向上への貢献。第８条、食品の安全性の確保等における食育の役割

についてということで、基本的には教育・健康のほか、さらに農業とかの関係や安全性の

確保といった幅広い理念に基づくものですので、こちらについては準拠して、それに基づ

いて市としての、どこに重点を置くかという考え方を基本方針として整備するというもの

ではいかがでしょうかということで、ご意見のほう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。全部で７項目でしょうか、というあたりのことを

理念の中に盛り込んでいったらいいのではないかというご提案ですけれども、いかがでし

ょうか。 
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 具体的な条文というか、文章はまだですけれども、そのあたりのところを盛り込むとい

うことがここで了解されましたら、次ぐらいにもう少し具体的な文章を書いていくという

ことになると思いますが。 

○江川委員 第７条に、伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の

活性化と食料自給率の向上への貢献というところがあるわけなんですけれども、一つ一つ

をとると確かにそのとおりなんですけれども、じゃ果たして小金井として、この部分のも

のがうまくマッチングするのかどうか。特にこの部分については、この事項が重要かなと。

たしかに農山漁村なんかないわけですし。 

○大竹会長 そう。農業はありますが、漁村はないですよね。 

○江川委員 農業もそんなに大きくないということで。 

○大竹会長 そうですね。大きくありません。 

○江川委員 それから自給率自体も、東京の自給率というのは１％と聞いておりまして、

全国平均でいっても４０％満たないという状況の中では、自給率の向上への貢献というの

はなかなか難しいかなと。そういうのをあまりはっきりうたっちゃうと、どうするのなん

ていうような部分が出てこないかなと。この部分の中で小金井としてメインの部分をもう

少しピックアップしたほうがいいかな、整理したほうがいいかなと。 

○大竹会長 整理をするということですね。 

○江川委員 はい。 

○大竹会長 例えば今出てきた、具体的に言えば農山漁村の、農業は非常に少ないし、山

や海というか、それもないということとか、それから自給率が、小金井市だけでの自給率

というふうにまじめに考えてしまうと非常に大変になっていくということですね。その辺

は、そうですね。 

○事務局 第１に申し上げたかったのは、食育基本法に基づいて食育推進計画を策定する

わけですので、法律の規定の書き換えというのは難しいということを申し上げたかったの

で、その７か条にわたる規定をもとにして、この後に基本的な考え方の整理についてはご

説明差し上げて、ご意見をいただきたいと思います。どこに重点を置くかというのは、市

の実態を踏まえてこの後整理をしたり、基本方針として定めるという考え方でよろしいで

すかというご確認をいただきたいと思います。 

 あと、関連して言うと、第７条については、食料の生産者と消費者の交流を図ることと

か、我が国の食料の自給及び供給の状況について国民の理解を深めることというのは、要
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は教育的内容についても含んでいますので、確かに農村、山村と交流という意味では、直

ちに小金井に関係があるとは言えない部分はあるかもしれないんですが、第７条は小金井

の食育について関係がないとは言えないわけです。重点としての整理をした上で、それを

踏まえて計画のほうは施策の整理をする必要がまずあるのではないかという考え方でよろ

しいかということを伺いたかったということです。 

○大竹会長 そういう意味では、そういう細かな文章化はこれからで、その中に小金井市

の特徴を考えながら書き込んでいくということですね。 

○事務局 はい。江川委員のおっしゃったとおり、何らかのものを食育の考え方を踏まえ

て、小金井の実態においてこの後整理をしていくということです。 

○大竹会長 はい。ということですが。ただ、今、江川委員のように、具体的にこの辺の

ところは小金井市ではなかなか推進できないことなので、書き方が難しいんじゃないかと

いうご提案というのは非常に私たちもわかりやすいかと思いますので、ほかの項目も含め

まして何かご意見がありましたら。 

○池田委員 東京都の食育の理念のところは基本法の１と２をシンプルにまとめていらっ

しゃいますけれども、２条と３条ですか、ここに書かれている、でも、お送りいただいた

資料１、２、小金井市における食育推進計画の骨子（案）、この中の最初にまとめてくださ

っていますよね。これは長い文章をシンプルにまとめてくださっているんですけれども、

何しろ食育というものがどういうものだというのをまず市民の方たちに知っていただくと

いうのが基本なので、やはり文字がだらだらよりは、シンプルにこれとこれをというふう

に絞っていったほうがいいんじゃないかなと思います。どの項目も本当に必要なことなん

ですけれども、この中でこれを全部載せるか、そういうのをこれから話し合っていくんだ

と思うんですけれども、これはとてもよくまとまっていると思いました。 

○事務局 今の部分は、まず小金井市の食育推進計画はどういう位置づけなのかというこ

ととも関連します。国や都のほうでどういう理念や目標を掲げられているかというのは当

然解説をした上で、市の考え方の基本方針を整備するということになりますので、そうい

うところで生かさせていただいて、説明をまとめたものを載せていただき、それを後で提

示させていただければと思います。 

○大竹会長 多分、事務局からの提案は、国の基本計画を受けて東京都の食育計画があり、

それを受けて小金井市の食育推進計画をつくっていくので、その辺の基本を押さえた上で

小金井市のものをつくっていく。そのことをかんがみると、この７つのものが基本に入っ
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ていくということでいいですかというご提案かと思いますが、よろしいでしょうか。 

 あとは、多分皆さんは、じゃ、それをただなぞるだけではなくて、小金井市としてどう

なのかというご意見がもしかしてあるのかなと思いますが。その辺はもうちょっと具体化

されたところで含めていくということでよろしいでしょうか。 

 じゃ、食育の理念はそういう形で、国を踏まえ、都を踏まえて小金井市という中に、ま

さに食育の理念も書き込んでいくということで、今の事務局のほうのご提案に沿った内容

ということでよろしいと確認されたということでよろしいでしょうかね。 

 じゃ、続きまして、食育推進計画の構成についてというところでお願いいたします。 

○事務局 事前に配付させていただきました資料１のほうをごらんいただきたいのですが、

左の欄に国の計画の構成、中段が都の計画のほうの構成です。右の欄は小金井市としてど

ういう章立てで論を進めていくべきかということなのですが、そこに書いてあるタイトル

についてはあくまで案ですので、ネーミングも含めてご検討いただければと思います。構

成としては、第１番目に、計画の位置付けについての説明を行い、第２に、小金井市の食

をめぐる現状についての説明を行い、第３に、これから議論していただくことになります

が、小金井市の食育推進における基本的な考え方、基本方針とか取り組みの指標とかにつ

いての説明をした上で、４番目として具体的な施策の展開について体系をまとめて、最後

に計画の推進に向けて必要な事項を整理するという５つの構成で、東京都の構成と章立て

としては似ているわけなんですが、そういうふうな論旨構成で進めていくということでよ

ろしいでしょうかということを確認させていただきたいと思います。 

 その上で、括弧としてついているようなものについては、特に３と４と５についてはこ

れから議論していく部分が多いですし、２については第１回でご提示させていただいたと

おり、市が持っている情報自体にかなり不足がありまして、それ自体も大きな課題であり

ますが、それも含めて整理をするということで、これからは３と４と５の議論のほうに入

っていくということでよろしいかということをまず確認させていただければと思います。 

○大竹会長 ありがとうございます。まず事前に配付されている資料で、ゴシックで書か

れている１が計画の位置付け、２が食をめぐる現状、３が基本的な考え方、４が施策の展

開、５が推進に向けてという、大きく５つの柱でこの計画を構成していったらどうかとい

うご提案ですが、いかがでしょうか。そして、多分１は先ほどちょっと食育の理念とかい

うことを取り上げさせていただきましたけれども、その辺のことを中心に書かれるのでは

ないかと思いますが、２、３、４、５はこれからここの委員会のほうで議論していきたい



 -7- 

と思いますが、まず大きく５つの章構成で書いていくということに関しまして、いかがで

しょうか。 

 よろしいですか。じゃ、構成はこういう形で書くということが確認されたと受けとめさ

せていただきます。 

 それでは、次に食育推進の基本方針についてですね。説明を事務局のほうからよろしく

お願いいたします。 

○事務局 続けて説明させていただきます。事前配付の資料２のほうをごらんいただきた

いのですが、前回、委員の皆様方にかなりたくさんの意見をいただきました。その意見を

整理させていただきまして、例えば項目として、または団体として考えていく上では、こ

の基本方針をどういう考え方で持ったらよいかというのを一応整理してみた案が資料２で

あります。 

 第１回会議で出された意見として、食育の意義を伝える啓発活動等の実施が必要である。

市報等での食育記事の連載等はできないか。食育月間や食育の日の実践をしていくべきで

ある。消費者が正しい知識を得る機会を充実しなければならない。家庭での食育に関する

実態調査を実施する。目指すべき朝ごはんの内容等、各指標や数値目標、用語の定義を行

う必要がある。こういう内容を整理しますと、意識の啓発と情報整備の推進というふうに

項目としては整理できるのではないかと思っています。 

 計画の節としてこれを立ててしまうと、あまりにかたいので、ネーミングとかについて

はこの後いろいろアイデア、ご意見をいただいて決めていただければと思いますが、まず

は中身というか、項目についてここで整理できればという趣旨だとご理解ください。 

 まず意識啓発については、中学生に対するアンケートで明らかになったように、かなり

意識は低いと言わざるを得ないというのが１点。意識が低ければ、やはり各種の活動や取

り組みをしたところで効果がありませんので、まず関心を引き上げるという意味でも意識

啓発が第１段階では必要だろうというのが１つ。 

 あともう１つは、小中学生に対するアンケート調査を実施しましたが、東京都や国が実

施しているほど精細な内容とはなっておりませんし、また地域全体でそういう情報とかお

店とかを含めたものがどうなっているかという実態とか、大人の２０代、３０代、４０代

とか、そういう層の人たちがどういう実態にあるかということははっきりわかっていませ

んので、そういう基本的なデータ・情報等をきちんと整理して、市民及び関係者の方々が

見ることができるような環境を整備する必要があるのではないかというのが１つ目になり
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ます。 

 その次の２番目として整理を試みましたのは、乳幼児及び小中学生に対する施策の充実

ということで、第１回会議で出されたご意見といたしましては、乳幼児への食育が大切だ。

親子でのエコクッキング教室とかの取り組みはできないか。生産体験の充実というのが極

めて重要である。地元野菜を利用する機会をもっと充実できないだろうか。何をどう食べ

るか、選ぶ目を養うことが大事である。家庭での食育の充実のために弁当の日を実施した

らどうであろうかというご意見をいただきましたが、東京都のほうで進めていらっしゃる

ことにも通じますが、まずやはり第１段階として、子どもたちがどういう食生活や食習慣

を身につけるということが大事だというご意見だと拝聴いたしまして、既に健康課や学校

等でもかなりの取り組みをされていることでもありますので、この基礎固めとして乳幼児

及び小中学生に対する施策を充実させるというのが２つ目の項目として挙げられるのでは

ないかと思った次第です。 

 ３点目は、１点目が基盤整備で、２番目が基本的なものを充実させて、３番目としては

いよいよ地域的な展開をどうするのかということになると考えました。第１回会議に出さ

れた意見としましては、地場野菜の食べ方を広く紹介することができないのだろうか。地

元野菜を利用する機会を充実することができないか。これは給食等で利用するというだけ

ではなくて、地元の普通の市民が購入したり、またはお店等で食べたりできる機会をとい

うことだと思いますので、こちらのほうに入れさせていただきます。 

 それから、３０代に対する施策の充実なんですが、３０代は学校の生徒とかではありま

せんので、結局は何か教室とか啓発活動以外ではお店とか、より広い働きかけが必要です

ので、これも地域全体の取り組みというのにつなげていかなければ効果が上がらない施策

だと思いましたので、こちらのほうに入れさせていただきます。 

 それから、地域の食育力の向上とそのための連携の推進が必要だ、地域での講演会等の

実施が必要だということで、地域を巻き込んでいく、また地域の中でそういう取り組みが

より一層されるような連携の強化の仕組みが必要であるということで、３点目にまとめさ

せていただいています。 

 １点目、２点目、３点目について、ちょっとずつ考え方が違うので、例えば２点目は対

象者が挙がっていて、３点目は主体が挙がっているということで、わかりにくい点がおあ

りかもしれないと思いますが、そちらについてよい表現とかあれば教えていただくことと

して、まず事務局の基本的な考え方として、大きくこの３点に整理して、３年間の計画と
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して、２０年度、２１年度、２２年度の３年間の集中的な取り組みで、その後また２３年

度からは次の計画としてまたこの後にさらにつくることになりますので、３年間として何

をするかというふうに考えたときに、１番で基盤を整備して、２番目で基本的なことを固

めた上で、３番目の取っ掛かりとなるようなものをきちんとつくっていくという考え方で

はいかがかということも含めまして、ご提示させていただきます。 

 いろいろご意見をいただいて議論していただければと思います。 

○大竹会長 ありがとうございました。この食育の基本方針についてというところでは、

市のほうでは、１が意識啓発と情報整備の推進、２が乳幼児及び小中学生に対する施策の

充実、３が生産者・事業者・団体等の連携機能強化の３つぐらいの柱にまとめて考えてい

ったらいいんじゃないのかという提案をしていただいたと思います。 

 先ほどの資料１、計画の骨子（案）の中の４、具体的な施策の展開の中にこの３つの柱

がそのまま出てくるかと思いますが、ネーミングの問題というのは先ほど出ていましたが、

多分、食育の土台づくり、そして啓発活動と情報整備の充実という、このあたりのネーミ

ングの問題かと思いますが、ここでも食育の土台づくりとして啓発及び情報整備、２とし

て、子どもへの食育の充実というネーミングとして、小中学生への重点的な取り組み、そ

れから３として、ローマ字で書いてありますが、Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅの地域展開、

そして生産者・事業者・団体等の連携機能強化というところが具体的には提案されていま

すが、まずこの３つの柱というのでよろしいのかどうか。皆様からご意見をいただければ

と思います。 

○池田委員 子どもへの食育の充実とございますけれども、子どももそうなんですけれど

も、やはり若いお母様方、それは３番目とかでも関連はしてきますけれども、若いお母様

たち、子どもの後ろに控えていらっしゃるお母様たちの存在のほうが、より……。 

○大竹会長 子どもだけではなくて、いわゆる成人、３０代、４０代の人たちを対象にと

いうところが、この柱立てだと見えにくいということですよね。 

○池田委員 そうでございますね。 

○大竹会長 （３）にはどうも入っているようだけれども、そこが見えにくくなっている

構成であると。 

○池田委員 ちょっとそれもはっきり見えるような書き方にしていただくと、よりお母様

たちの意識が、もちろん子どもを育てていくという食育も大事なんですけれども、そうい

うこともちょっと加えていただければと思います。 
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○大竹会長 いかがでしょう。先ほど事務局のほうからもおっしゃったんですが、（２）は

対象者としての乳幼児・小中学生という書き方で、（３）は対象者としての大人とかいう書

き方ではなくて、今度事業主体のほうが中心に柱立てになる。これは多分そういう意味で

柱立てがずれているので、ちょっとうまく入っていないのかなと、私もちょっとその印象

を受けましたけど、ほかの方はいかがでしょうか。 

○大谷委員 私も大体、池田委員と同じような意見なんです。前回も私は発言したと思う

んですけれども、やっぱりもっと広く対象をね。要するに食事する人全体に広げていかな

いと、乳幼児とか小学生対象、それを指導していくのはお母さんですからね。それから、

ここの老齢者だって、介護していく人は老齢者そのものがやっていくわけじゃないので、

だからあんまり極限しちゃうと、これは食育基本計画自身が多少そういう傾向があるので、

やむを得ないところもあると思いますが、なるべく階層を広く、３０代というふうに言い

切らないでという感じが、何かそういうのが織り込めないかなという感じがします。 

○大竹会長 わかりました。ほかにご意見ございますか。 

○萩原委員 確かにそのとおりなんです。でも、私はこういう理解をしたんです。当面２

０年度から３か年の計画としては子どもをターゲットにしてやっていくと。その後の期間

の部分については、また年代層を分けていくのかなという理解をしたんです。 

 ただ、子どもにも、先ほど池田委員もおっしゃったように背後にはご父兄の方々がいら

っしゃるわけですし、学校なんかだとＰＴＡの方々もいらっしゃるという部分は、これは

別に直接子どもに云々という話ではなくて、それを取り囲む人たちに対していろいろな形

で推進していくのかなという理解の仕方をしたんですけれども、その辺はちょっと私の理

解がもしかしたら間違えたかもしれないので、事務局に確認をしていただければと思いま

すけれども。 

○萩原委員 私は、子どもイコール親御さんと解釈しているんです。子どもは家庭でもい

ろいろありますが、学校へ行っても子ども、給食がいろいろありますよね。そういう意味

で、この（２）は子どもイコール親かなと思ったんです。 

○大竹会長 そう言われてみるとそうですね。 

○萩原委員 先ほどの１、２、３のところなんですけれども、１の地域計画のところはま

ず家庭だろうと。２番目の乳幼児のところ、これが学校。３番目の生産者のところを地域

という解釈でまとめたんじゃないかという気がしているんです。ですから、１番目が家庭

での取り組み、２番目が学校での取り組み、３番目が地域での取り組み、そんな流れで進
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めていくということでこの案をつくったんじゃないかという解釈をしています。 

○大竹会長 ほかはよろしいですか。 

 今のご意見を伺っていると、私としてはこういうふうにまとめればいいのかなと思った

のは、例えば２番目の乳幼児及び小中学生に対する施策と書いてありますけど、ここは多

分保育園とか学校とかを中心に行われる活動であって、直接の対象は子どもが当然出てく

るんですけれども、その背後には親御さんたちがいたり、さらに親御さんたちが地域の中

で活動しているという意味での、もっと広くとらえれば学校を中心とした地域への食育と

いうことの広がりができるかなと理解したんです。 

 そうすると、３番目が生産者・事業者というところでの、今、萩原委員がおっしゃった

ように、家庭、学校、地域ということの地域のいわゆる活動の主体というんでしょうか、

場が３番目は地域というように、どちらかというと２番目を少し書き方を変えて、学校を

中心とした食育の展開というふうに直していくと、先ほどおっしゃった子どもだけではな

くて親御さんという意味合いも少し含まれるようになるかなと感じたんですが、いかがで

しょうか。 

○村松委員 いろいろな年代をターゲットにした食育の展開というのが必要だと思うので

すが、まず真っ先に取り組まなければいけないのは、保育園や学校に行っている子どもた

ちという視点がいいと思うんです。その背後に家庭があり、保護者がいてということでと

らえていけばいいのだと思います。 

 ただ、そこで忘れてはいけないのは、結婚していない人も大勢いますし、お子さんがい

らっしゃらない家庭もあるので、そういったことも少し配慮しながら進めていかなければ

いけないのではないかと思います。つまり結婚しない、していない３０代、４０代の方た

ちの食生活というのも非常に乱れているということを聞きますので、そういったことも視

野の片隅に入れて策定していけば、スタンスとしてはこれでよろしいのではないかと思い

ます。 

○大竹会長 多分その辺が３番のあたり、ここに３０代と、皆さん前回いただいた意見の

整理の中にこちらのほうにそこの部分が入っていますので、もちろん３０代だけではない

という大谷委員のご指摘は、ここのところをもう少し広げていく必要があるかと思います

が、多分、事務局のほうはそういうふうにつくられたのかなとはちょっと思います。先ほ

ど事務局のほうにもう少し説明をということでしたので、いかがでしょうか。 

○事務局 １番のほうは家庭に対する呼びかけというのはもちろんあるんですけれども、
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情報基盤整備や意識啓発の広報とかの取り組みを充実させるということになるので、家庭

とかのほうはどちらかというと２番に入るようなイメージを持っています。 

 市では、今マタニティクッキングという教室を始めていますけれども、妊娠された若い

お母さんから始まって、乳幼児の親子教室ということで健康課を中心とした親子でという

取り組みを充実させてきているところです。こちらは保健所のご支援のおかげでもあると

思うんですが、こちらの方向性と、それの延長上に保育園、保育園も私立と公立がありま

すけれども、それから学校というふうに取り組みを広げていくというのが２番目に含めら

れればと思うので、確かにおっしゃるとおり、子どもそして親子から、その背景として地

域性につながってくるとも思われます。３番では、大谷委員にご指摘をいただいたように、

世代を限らないというふうに、事務局としては、市の全体の施策は最上位計画である基本

計画とかに位置づけられるんですが、基本計画は一言で言えば地域づくりの計画ですので、

この食育の取り組みも最終的にはそれを通して小金井がどういう地域につながっていくの

かということになったほうが、他の施策との関係とか市の重要施策の中での位置づけとか

がきちんとされるようになりますので、３番では大谷委員にご指摘いただいたような世代

を限らない取り組みと、１番、２番で特に抜け落ちてしまうのは学生さんとか、若い男性

の方とか、そういう方に対する取り組みとか、地域の店舗とか団体に対する取り組みを広

げていければと考えます。 

 ただ、こちらのほうは現在かなり弱い部分であるのは明らかですので、向こう３年間で

はその取っ掛かりをつくることにある程度力点を置いて、その成果を踏まえて、次の４年

目、５年目のところでは、新しい計画では本格展開をという考え方のほうがよろしいので

はないかなと思っている次第です。 

 ですので、この３段階の考え方を、表現はちょっと整理させていただきたいんですが、

２については、そういう意味では親子の広がりという考え方を事務局のほうでも持ってい

ますので、表現のほうはいろいろアイデアをいただき、工夫させていただいて、整理をし

て、３番のほうの地域展開のほうに広げるという考え方を持てればと思っている次第です。 

○大竹会長 ということですが、加えていかがですか、ご意見。 

 司会があまり言うのもあれなんですけれども、私のほうの意見も述べさせていただきま

すと、例えば対象は子どもであったり親であったり家庭であったりというのが、必ずしも

２番の中だけではなくて、３番の中でもそういう見解はできるのではないかなと思ってい

るんです。 
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 逆に２番の取り組みの中で、じゃ、保育園から学校世代の子ども及びその子どもを持つ

親だけが対象かというと、そうではなくて、例えば先ほどの荒川の例なんかは学校を中心

として、違う世代の食育というのを推進していますよね。だからそういう意味では、対象

者ごとにまとめる柱にするのか、そうじゃなくて、事業主体でまとめる柱にするのか、ど

っちかに整理したほうがいいのではないかなと私自身は思っているんですね。 

 そうした場合に、市の施策というと、具体的にやるのはそういう組織というか、事業主

体が中心になって展開していくので、例えば学校の中でも食育が地域まで含めての食育、

私も小金井とかこの近辺の学校の栄養士さんがどういう学校の中で活動しているかという

のを学生の卒論でやったことがあるんですけれども、そうすると、学校にとどまらなくて

非常に広い範囲で食育をなさっている、すごく頑張っている栄養士さんもいらしたので、

ああ、なるほど、こういう展開があるのだなとそのときは学ばせていただいたんですけれ

ども、もしかしたら学校とか保育園とか、そういうのを中心とした食育の取り組みという

のはそういう広がりを持てるかなと思うし、例えば地域での取り組みというのでも、それ

も私の研究室の学生がやった研究なんですけれども、それは練馬のほうでしたけれども、

地域の中で農地を持っている方と、そのところに住んでいる市民の方との結びつきの中で、

特に例えば親子で一緒に農家の方に協力してもらいながら畑をつくっていくという中で、

そのときの対象は必ずしも３０代、４０代とかだけじゃなくて、そこまで巻き込んでいっ

たりということがあったんですね。 

 そうすると、２は保育園・小学生ということを対象に、３はそれ以外の年代を対象にと

するのも、施策としてすごくやりにくいんじゃないかなと私は思っておりまして、そうい

う意味では、例えば保健所ではどうできるのかとか、学校ではどうできるのかとか、地域

の生産者としてはどうできるのかとか、あるいはお店ではどの辺ができるのかというのを

それぞれの中で考えていただくのも、皆さんからこの間ご意見をいただいたように、年齢

を区切らないでいろいろな年齢層を常に念頭に置きながらやるとか、あるいは家庭だけで

はなくて、今、村松委員からありましたように、シングルの方とか、そういうことも含め

て、それぞれの組織でできる範囲のことをいろいろに提案していただいた事業展開のほう

が広がりが持てるかなと。私は皆さんのこれまでの意見と、それから今の事務局のお話を

聞いて、そういう印象を持ちました。すいません、私の意見を言ってしまいました。 

 ほかの方、いかがでしょうか。何かありますか。 

○松永委員 私はあまりよくわからないんですけれども、ただここに書いてあることも理
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解できなくて申しわけないなと思うんですが、例えばこの地元野菜を利用する機会の充実

とかって２か所出ているんですけど、地元野菜って一体何なのだろうとか、あと地場野菜

の食べ方、地場野菜って何なんだろう、どのことを言っているのかなと、その程度しかよ

くわからないんです。 

○大竹会長 逆に小金井市では、こう書かれても、一体どこに地場野菜があって、どこに

使えるようになっているのかさえわからないという、多分そういう状況なんでしょうね。 

○井上委員 実際にどういったものが小金井市で収穫できるかご存じない方が多いと思い

ます。まずは、収穫できる種類等を説明させていただいたりして、市民の方にわかってい

ただければと思います。 

○大竹会長 これから、取り組まれてこなかったところを生産者側が、今度そういう形で

取り組みましょうという１つの活動になるかもしれないですね。 

○大谷委員 ちょっと私、認識がないんですが、確かに地産地消というのは食育の中にテ

ーマとして入るわけですが、小金井の場合は農家にどの程度の、例えば小金井の市民が毎

日食べる量ぐらいの各種の野菜が提供できるのか、そうじゃなくて、それは別のルートか

ら、よその県からとか、そういう状況なんですか。その辺の位置づけがどうなっているの

かなと、最初聞いていて、質問しようと思ったんです。 

○井上委員 やはり季節に合った野菜ですけれども、例えば春にどういったものがとれる

とか、夏にはこういう野菜がとれるとか、春夏秋冬、小金井はこういった品物ができる、

そういったところを説明すれば、皆さんも今後スーパーで買っていた品物が小金井にも実

はあったとか、そういった形で説明すれば、地元のものを使っていただけるのではないか

と思います。 

○大谷委員 いや、私がお聞きしているのは、供給量のキャパシティがその程度、小金井

に全部頼れば提供していただけるのか。 

○事務局 いや、それはちょっと難しいと思います。 

○大谷委員 私はその辺が変わるぐらいの接点しかないものですから、この問題は食育の

あまり大きな、３の生産者・業者、そういう位置づけであるのかなというのがちょっと単

純な疑問を感じたんです。それであれば、その辺はむしろテーマとしてはもうちょっと下

に置いて、例えばさっき私が言った階層別のところへもっと重点を置いたらどうかなとい

う気持ちです。 

 農家の代表の方ですから、大丈夫ですよというお話だけいただければ、我々も当然、食
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育の中でそういう努力をしていかなきゃいかんですね。私は小金井の農家のこういう台の

上で売っているのしかほとんど買っていないんですよ。スーパーなんかでも、これは小金

井のあれだという表示がしているところもありますね。だけど、それはちょっと精神運動

みたいなもので、全体の問題にしていいのかどうかなというのがちょっと……。 

○大竹会長 多分、この３は生産者だけではなくて、いろいろほかの事業者とか団体とか

が……。 

○大谷委員 でも、さっきも小金井スタイルの何とかというお話から、イメージが大分そ

このところに行っているような気がしたんです。 

○大竹会長 ああ、小金井スタイルは多分そうではないんでしょうけど。 

○大谷委員 違いますか。 

○大竹会長 ええ。じゃ、池田委員、どうぞ。 

○池田委員 １１月に農業祭ですか、一小でございましたよね。私もすぐそばだからまい

りましたけれども、何年か前からやっておられて、農協に行けば常に地元のお野菜が置い

てございますし、グリーンハウスなんかに行けば、とれた野菜も置いてあります。一小で

行われた農業祭に行きましたときに、私も初めてルバーブが小金井の特産としてやってい

らっしゃるというのがわかりまして、ジャムなんか食べたらとてもおいしいんですね。だ

から、ああやって皆さんにこういうものが小金井でというのを、やはり行くとそこで野菜

に出合って、ああ、こういうものを小金井でもつくっているんだわというのがわかりまし

た。 

 だから、そういうものをもっともっと市民の知らない方たちにもＰＲしていくとか、小

金井の農家の方というか、そういう生産者の方たちも本当にいろいろやっていらっしゃる

ということがああいうところに行くととてもよくわかりましたので、今おっしゃられたご

意見もそうですけれども、実際そういうふうにやっていらっしゃるものを市民の方たちに

よりＰＲしていく、そしてそれをもっと利用した、そこに行けば常にそれが買えるんです

よということとか、そういう内容でもいいんじゃないかなとは思いました。 

○大竹会長 ありがとうございます。多分その先の具体的な内容についての話にちょっと

今議論が入ってきてしまっているかなと思いますので、戻させていただきまして、基本方

針として大きくは３つぐらいの柱で、今のような内容をもうちょっと整理していって、こ

の中に盛り込んでいくということの話だったと思うんですが、それでよろしいでしょうか。 

○池田委員 はい。 
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○大竹会長 はい。じゃ、事務局の提案の内容を少し整理する、この対象者とか何かとい

うのが少しずれているようですので、そこを整理して、３つの柱でまとめていくというこ

とはご了解いただいたということでよろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは次に、取り組みの指標についてということですが、ご説明いただけますか。 

○事務局 前回配付資料の資料６、別紙のほうを見ていただきたいんですが、こちらは国

のほうの食育推進基本計画、それから東京都の東京都食育推進計画における数値目標をま

とめたものです。 

 ざっと見ていただいてもおわかりだと思うんですが、簡単に言えば、国の目標には書い

てあるけれども、東京都の目標では重点的な指標としては取り上げられていないもの、そ

ういう取り組み自体は、関連する取り組みは計画にもちろん載っているわけですが、指標

としては取り上げられていない。また逆に国のほうでは関連した取り組みはあっても、数

値目標としては掲げられていないのだが、東京都のほうでは掲げられているものがありま

す。 

○事務局 このほかにも数値目標として、今回は具体的な施策の話はこの後お話をして、

議論していただければと思いますので、必ずしも何％ぐらいの指標を掲げるべきかという

ところまでの結論には達しないかもしれませんが、国の計画、東京都の計画での指標を踏

まえまして、小金井としてはどのような指標を取り上げるべきかということについてご議

論いただければと思っています。 

 事務局としての現段階での考え方では、まず基本的には、きちんとした根拠がないと、

国や東京都の計画を下回る数値目標を立てるというのはかなり難しいということです。た

だ一方で、実態からあまりかけ離れた指標というのを立てることはできないわけなんです

が、小金井市の場合ですと実態がわかっていないものも結構ありますので、そこを踏まえ

て指標をつくっていかなければいけないということです。 

 その上で言うと、国の計画の目標と都の計画の目標は若干書き方が違っているものがあ

りまして、読みかえを行うことでその地域性を生かして指標を整理し直しているのだと思

います。例えば、食育に関心を持っている国民の割合の増加というのは国の目標ですが、

これを９０％以上として国は挙げていますが、都の計画のほうでは意義を理解している割

合が７０％以上ということで、読みかえが多少されているということになります。 

 また、朝食を欠食する国民の割合も、国の計画は０％とはっきり書いてありますが、都

の計画は０％程度となっているのと、あと２０歳代の男性、３０歳代の男性しか国では指
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標に挙げられていませんが、都のほうの計画では２０歳代の女性１５％以下ということで、

女性のほうもちゃんと指標に取り上げられているというふうに、多少違いがございます。

これについてお考えを聞かせていただければと思います。 

 事務局としては今のところ、やはり都の計画にある程度準拠しながら、特にこの推進会

議のほうで議論をいただきました情報の提供の問題というと、下から２番目の食品の安全

性に関するというところですが、必ずしも食品の安全性だけじゃなくて、食育そのものの

考え方というのもあると思いますけれども、基礎的な知識を持っている割合とか、または

どうやったらそういう知識を得ることができるかというのを知っている割合という形で、

書き方はあると思います。知識・情報に関する指標というのが必要ではないかと思ってい

ます。 

 また朝食については、これは考え方がありますので、日暮委員とか江川委員のご意見を

いただきたいところなんですが、朝食の欠食を、特に東京都の定義はかなり厳しいですの

で、朝ごはんとして一定の形式を持ったものを食べていないとだめだということになるの

で、まず、この３年間の取り組みとしては、例えば何らかのものをきちんと口にして登校

するというのを全員とするという考え方とかもあるのではないかと思いますので、これは

いろいろな考え方があると思いますので、ご意見、ご議論いただければと思います。 

 あと、東京都の指標の考え方とかについて補足がありましたら、ぜひ江川委員のほうに

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○江川委員 前回のときに多分こんなのをお配りさせていただいたと思うんですけれども、

都の部分の中に、朝食を食べていない理由ということが右下のほうに書かれておるんです

けれども、そこで見ますと、食欲がないとか、朝食が用意されていないとか、いつも食べ

ないとか、食べる時間がないとか、一番多いのは食欲がない、なおかつ食べる時間がない

というのが小学生の女子・男子という形です。 

 そうすると、東京都の教育委員会は、早起き、早寝、朝ごはんという部分が、どっちか

ら先かはわかりませんけれども、導き出されたのかなという部分なんですけれども、じゃ

あ朝ごはんさえ食べればいいのかという議論もございまして、いかんとも言えない部分が

あるんですけれども、一般的には１日３回食べるというのは大人にとっても必要ですし、

特にお子さんにとっては３回食べたほうがずっといいわけですので、ただ中身の部分につ

いては先ほども事務局もありましたように、この辺がなかなか、とらえ方がいろいろある

というのが現実としてあります。 
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 小金井ではないんですけれども、調布のある小学校で子どもたちに、中学年だったか高

学年だったか、調査をしました。朝ごはんを食べているといったら、ほとんど子どもたち

は食べています。ですけれども、中身を見ますと、栄養士さん的にいえば、ちょっとこれ

は中身としてはまずいかなという部分もあります。でも、食べている。じゃ、食べている

子と食べていない子、バランスのよい朝御飯を食べているからどうなのか、とりあえず食

べているからどうなんだという比較はなかなかされていない。でも現実から見ますと、と

りあえず欠食がないというのが最大限必要なのかなと思います。 

 中身の部分の中で、パン食の場合ですと、どちらかというと菓子パン、あれが朝ごはん

というのが結構多いです。食パンを食べているお子さんよりも菓子パンを食べているお子

さんのほうが多いです。ごはんは主食ですので、ごはんだけ食パンにしてというのはあま

りいませんね。ですから、必ずおかずがある。ごはんだけというのはおにぎりみたいなも

のですよね。必ずおかずがある。汁物もあるという部分の中で、主食がごはんとパンとで

は大きな差がその辺で出てきているのかなという部分があるので、これが１つのポイント

として見られる部分かなとは思いました。 

 ですから、何をという数値目標を決めるというのはなかなか難しい部分があるんですけ

れども、ただ、私個人的には、皆さん方がこれはこうしたほうがいいよなと思うような事

例というのは結構あると思います。じゃ、それを具体的に地域でどうやっているのかを見

てみようじゃないかという、極めて素朴な発想をもしできれば事務局が調べていただける

と、本当に身近な計画になるのかなとは思います。 

 ただ、なかなか集計をしたり何かするのが難しい部分があるので、一般的に言われてい

るものを地域のある部分だけで限られるというのは一番妥当だし、そんなに大きなぶれは

ないのかなという部分はあります。その程度でよろしいでしょうか。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○事務局 ありがとうございました。 

○大竹会長 ちょっと質問してよろしいですか。この間、朝食を食べるか、食べないかと

いうことで、例えば肉まんを食べたのでは朝食にカウントされないとおっしゃって、私そ

れが印象に残っているんですけれども、この東京都の計画で、小５・中２ともに０％とい

う数値目標を挙げていますよね。これはそういうのはカウントしないということを前提と

した０％なんですか。 

○江川委員 いや、何か食べていればいいという。 
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○大竹会長 それこそ聞いたら、子どもが「食べてるよ」と答えたら、それでいいと。そ

うですか。わかりました。 

○江川委員 はい。先日お話ししました国民健康意識調査で全国で見ていくと、その辺の

部分についてはとらえ方が大分違います。 

○大竹会長 違うということですね。わかりました。 

 日暮委員、何かありますか。この数値目標と、今の実態を大分おわかりじゃないかなと

思うんですけれども。 

○日暮委員 小金井市の小中学校では、全校というわけじゃないですけれども、５年生と

中学２年生に１年に１回ぐらい、朝食とか生活状況のアンケートをしますけど、やっぱり

調布と同じように、欠食は少ないです。そこら辺はやっぱり地域性が似通っていますので。 

○大竹会長 限りなくゼロに近いんですか。 

○日暮委員 そうですね。小学生ですと食事内容を具体的に書くんですけれども、なかな

か読み取りが難しい書き方を子どもはします。食事内容は問わないで、５％ぐらいとか、

学級によってばらつきがありますが、食事内容に問題のあるお子さんがいる場合もありま

す。本当に問題のある家庭が何軒か存在する場合もありますけど、毎日本当に問題がある

というお家はほとんどありません。 

 ただ、内容的にバランスがどうのこうのという話になりますと、またそれはちょっと次

元の違う話になりますので、ともかく何か食べましょうというところから始めます。食べ

られたら次の段階にということでやっています。ただ、１日だけのアンケートですので、

それだけで分析するのは非常に難しいですね。アンケートってそうそう継続的にはとれな

いですよね。個人的な情報とかかわりますし。毎年毎年少しずつアンケートをとって、小

金井市の状況ということでとっていますが、そんなに大きく変動するとか、そういうこと

はないですね。 

○大竹会長 数値目標が０％というのは相当高い目標値と私なんかは思うんですね。その

あたりが、達成の可能性としてどうなのかというのがちょっと心配ではあります。 

○日暮委員 目標といっても厳しいところがあります。 

○大竹会長 そうですよね。だけど、今の江川委員と日暮委員の話では、小学校段階では

そんなに高い目標でもないと受け取ったんですが、それでよろしいでしょうかね。 

 あとは、そのほか、例えば食育に関心を持っている国民の割合の増加、９０％以上とか

７０％とか、こういうのも私としてはこんなに高いのかなと思うんですけれども、それは
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そんなに高くない数字、小金井市の実態が私自身はわからないので、ちょっと判断しかね

るところですが。 

○江川委員 都の計画で７０％以上、括弧して（意義を理解）と書いてありますから、す

ごい高い数字なんですね。多分一般の都民の方々ですと、食育イコール地産地消かなとい

うふうに認識されているのかなと思います。 

 前にお話ししたかどうか、ちょっと私失念しちゃったんですけれども、内閣府、これは

国の食育を推進している推進部会がございます。内閣府が今年の３月に「食育月間を知っ

ていますか」という調査を全国でしました。母数は大したことなかったんですけど、３.

８％です。だから、食育という言葉は知っているけれども、じゃ、具体的な活動をしてい

る月間の部分までは日本国民にまだまだ根づいていないという部分も考えますと、本当に

食育が理解されているのかなというのがクエスチョンになってきちゃうのが、私的には最

近の部分ですね。 

○大竹会長 多分事務局としても、国は９０％と出していて、都は７０％と出している、

ちょっと高いかなと思っても、例えば国とか都が出している数値目標を下回るような目標

を小金井市は出しづらいという、その辺はどうしたらよろしいんでしょうか。 

○江川委員 今、私が話しましたように、例えば具体的に食育推進月間というのは６月、

これは国が決めています。ですから、それを普及啓発するのに、現実の数字は少ないです

から、徐々に上げていくというので、それはいろいろな事業の部分でそういうイベントも

できるでしょうし。 

○大竹会長 これからだからね。 

○江川委員 ええ。そういう形でいけば、これからこれを上げていくんだという部分では

すごい前向きな数値になっていくのかなと。ですから、これをこのままにしちゃうと、な

かなか難しい。小金井としては、そうじゃなくて、もう少し具体的に食育を進めていくん

だということで、その数値目標についてもいいのかなと。 

○大竹会長 なるほどね。例えば「食育という言葉を知っていますか」は９０％ぐらいの

目標値にしていても、さらにその中のここの部分は、今は３％だけど、それを１０％に上

げるとかいうふうにしていけばいいですね。 

○大谷委員 むしろ現状がどの程度だかというのは、例えば事務局あたりでさっと調べて

いただければ。 

○大竹会長 それが、先ほど事務局でおっしゃっていたように、アンケートというか、そ
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の辺の把握が全然できていないので、この推進の中でそこのところも把握するというのが

１つの課題だとおっしゃったんですね。そこはこれから把握していただければと思ってい

ます。 

○大谷委員 私はインターネットなんかでずっと食育についての意識調査のデータを見て

いるんですけれども、さっき江川委員がおっしゃったとおりで、正直言って、ほとんどの

人は意識がないですね。そういうので、こういう高いレベルを最初から上げるのは、ステ

ップ・バイ・ステップで上げていくような考えも必要じゃないかなという感じがするんで

すがね。 

○江川委員 １０月に私、聖霊幼稚園の保護者会に出させていただきまして、これは市の

健康課の栄養士さんと一緒に。その日にお母さん方に、先ほど言いましたように、「食育月

間を知っていますか」というアンケート調査をさせていただきました。８０人ぐらいのお

母様にお答えいただいたんですけれども、国の調査と同じレベルです。ですから、具体的

な推進の限界まではまだまだ認知度が低い。というのは、全国と都道府県、多分そんなに

大きく差がないのかなと思いました。 

○大竹会長 ありがとうございます。どうも実態はそういう状況なんですが、この数値目

標に関して、ほかの委員の皆様、どうお考えでしょうか。 

○鈴木委員 ここにある数値全般に関して。 

○大竹会長 はい。例えば事務局としては、それより低い数値を出しにくいとおっしゃる

ということは、大体これに沿ったのを目標として挙げようというご提案かと思うんですが、

委員の方々はどうお考えでしょうか。 

○鈴木委員 朝食を欠食する割合、２０代の男性とか女性、そもそも実態調査というんで

すか。 

○事務局 結局、計画を受けての事業化ということになってくるわけですけれども、そう

いうふうな調査ができたらというのは事務局としては考えています。一般的な方法ですと

無作為抽出して郵送調査とかになってしまいます。 

○鈴木委員 あと、そもそも２０代、３０代の独身１人暮らしの人にいくら行政が旗振っ

たところで、食わねえ、食いたくねえとか、それこそ牛丼屋とか喫茶店の割引券でも配ら

ない限り絶対食べないと思う。 

○事務局 そこがこの後の４の中で議論していただければと思います。そういう意味で、

大人に対する取り組みは先ほどの基本方針の３の部分に入れていかないと、働きかけは難
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しいということになると思います。 

 あと細かい話だと、小金井市は結構独身寮とかありますので、そういうところへの働き

かけとかも展開としては可能じゃないかと思っています。 

○鈴木委員 ２０代、３０代の独身者に対して具体的な施策というのは、想像つかないん

ですけど。 

○大竹会長 多分間接的な施策にならざるを得ないかなと思いますけど、ただ、そこの施

策は何もできないから、じゃあやめられるかというと、そうはしにくいので、なるべくこ

の食育推進計画の中で、でき得る限りの方策を打っていくということかなと私は理解して

いるんですけれども。 

○鈴木委員 食育というとやっぱりどうしても子どもを通して学校とかにいろいろな働き

かけとかができると思うので、そっちに重点を置くべきであって、独身者２０代、３０代

を対象にした何かというのは、そこまで労力を使う必要はないんじゃないかなと思うんで

すけれども。 

○大竹会長 いかがでしょうか。一応国や都はそこも含めて取り込んで目標値が設定され

ていますけれども、いかがですか。 

○萩原委員 年度ごとに若干数値目標を上げていくということがいいんでしょうね。 

○大竹会長 一応上げておくということですね。 

○萩原委員 そうですね。いきなり厳しい目標を掲げてというよりは、基盤強化の年度と

か言っていましたよね。そうじゃなかったですか、２３年度まで。そこまで何％に上げま

しょうという指標ですよね。 

○大竹会長 そうです。 

○萩原委員 だから、その次のステップはもうちょっと高くするとか、そういったことで、

あまりいきなり高い数字は……。 

○大竹会長 ただ、その場合に、都より低くしにくいというあたりが、先ほどの江川委員

の方策でよろしいでしょうかね。 

○萩原委員 あと、今、欠食の話が出ていますけれども、孤食ってありますよね。家族と

一緒に食べない人が増えていると聞いていて、それも結構社会的な問題になっているとい

うこともあるので、そこのところはどうかなと思うんですね。 

 孤食って、バナナ１０本でも食べれば朝食だといって、寝っ転がって食べたり、横にな

って、立って食べたり、何のしつけも多分できないんだと思うんですね。家族と一緒に食
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事をとるというのが、その中でいろんな会話をしながら、受け答えしながら、そこでまず

しつけができるんじゃないかな。 

 孤食って何もルールがないんだと思うんです。自分勝手に食べて、そういう子どもさん

が多分、校内暴力が増えているんじゃないかと思っているんです、実は。フランスが食育

の発祥の地とよく言われるんですけれども、食育が非常に乱れてきていて、校内暴力が非

常に多いそうです。そこをまた見直しをしたいということを聞いたことがあるんです。で

すから、孤食のところも非常に大事な１つの要素じゃないかなと思っているんです。 

○大竹会長 ありがとうございます。多分家族と一緒に食事をとるというあたりが、それ

に対する対応だと思うんです。この書き方は、例えば、今、萩原委員が言ったような書き

方にするとか、それぞれ工夫はあるかなと思います。 

○萩原委員 そうですね。 

○鈴木委員 これは、家族と一緒に食事をとらないが０％という目標ですか。 

○事務局 そうです。 

○大竹会長 そうですよね。そのようです。 

○鈴木委員 逆に言うと、じゃ１００％ということですね。家族と一緒に食事をとるのが

１００％。 

○大竹会長 １００％とるということです。 

○村松委員 それは朝ごはんとか夕ごはんとか何かあるんですか。 

○大竹会長 ないみたいですね、ここは。 

○村松委員 とにかく１週間に１回でもいいから、とるということなんですか。 

○大竹会長 多分その辺が、先ほどの……。 

○事務局 確認をしなければいけないんですけれども、基準値をどこに置くのかというの

が。計画自体、そこは解説がないんです。どのぐらいの頻度で、またどの食事の場合なの

かという部分がありませんので、実際にはそこは都に確認しますが、小金井市としてもこ

れと同じ目標を設定するなら、どこに基準を置くかというのは考え方として提示しなけれ

ばいけないと思います。 

○鈴木委員 ただ、もちろん昼はまず無理だとしても、母数に入れないとしても、朝晩必

ずというのはまず不可能だというのが多いですよね。 

○大竹会長 そうですね。なので多分、先ほど江川委員が朝食の欠食のところでご説明い

ただいたようなことが、家族と一緒に食事をとるという中身も同じようなことがあるので
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はないか、どういうことを家族と一緒に食事をとっているとするのかという定義が……。 

○鈴木委員 定義が、例えばお父さんが大概早く行っちゃうとか、家族が遅いから絶対に

無理だという家庭が多いですよね。 

○大竹会長 そうなんですよね。それで全員がとっているのか、あるいはそこのところは

あいまいにしていて、１週間でも１回はとるというのを１００％にするという目標なのか。

そうするともう少し具体的なところで違う数字を挙げたほうがいいんじゃないかというの

が、江川委員のご提案だったのかなと思います。 

○江川委員 東京都のを見ますと、家族と一緒に食事をとるというのは「限りなく０％に

近づける」という表現になっているんです。だから、数字が一人歩きしないように、要は

目標を、例えば食育をこれから小金井市で展開するについて、そういう目標値だと考えて、

目標の数字はやっぱり東京都に準じてやっていくとかいう、内容については調べながら積

み上げていくという形しかないんじゃないでしょうかね。 

 だから、目標がなかったらどうかとか、先ほどの鈴木委員の発言のように、いや、子ど

もだけでいいんだよという、それも確かにそうなんですけれども、しかし、それ以外の階

層のほうが本当は問題だと、孤食しているのは子どもだけじゃないですから、大人だって

そう。だから、そういうところはちょっとフレキシビリティを見て目標をつくっていった

らどうかなと。 

○大竹会長 わかりました。一応皆さんのご意見をまとめると、国や都の数値目標をベー

スにしながら、定義をどうするかというのはもう少し詰めていかなくてはいけないかと思

いますが、これをベースにしながらも、さらにもう少し具体的なものを少しずつ中に組み

込んでいくというのをつくったらどうかということでよろしいでしょうか。じゃあ、その

ようにお願いいたします。 

 では、時間がちょっと押してまいりまして申しわけないんですが、食育推進の主な施策

についてということで、ご説明をお願いいたします。 

○事務局 こちらについては、あくまで仮にで恐縮なんですが、（１）（２）（３）の場合で

既に前回意見をいただいたこともありますが、改めて同じお話でも結構ですけれども、さ

らにつけ加えるとかでこの（１）（２）（３）をするための具体的な施策としてはどういう

ことが考えられるかということについて、自由にご意見をいただければと思います。 

 ただ、その上でですが、次回までにそれを事務局のほうで一定程度整理して、市役所内

の各部局に照会しまして、それができるのか、できないのかとか、どういう考え方を持っ
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ているかということも調べさせていただいて、今回、委員の皆様にいただいたご意見につ

いてまとめたものを示させていただいて、次の議論の土台にできればと思っています。 

 繰り返しますが、（１）、（２）、（３）についてどういう施策が必要かということを改めて

自由にご意見をいただいて、それを事務局のほうでまとめて、庁内の各部局の考え方をま

とめたものを次回ご提示させていただいて、次回の議論では具体的にどの事業にするかと

いうのをもう少し絞り込んだ形、またはもっと具体的にした形でご提示できればと思って

おります。 

○大竹会長 これまでの議論の中でも大分具体的なものが少し出てきておりましたけれど

も、改めてまた皆さんから出していただくということで、その際に、これはやらなくてい

いというのはあまり気になさらないで、たくさんのご意見を出していただいて、それが現

実に施策として盛り込めるのかどうかというのは、それぞれの部署と相談していただいて

整理するというふうにさせていただきたいということですが、それでよろしいでしょうか。 

 じゃ、ご自由にたくさんのご意見を出していただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○萩原委員 １番のところなんですけど、栄養士さんの中で仕事についていない未就労者

というんですか、もしいるのであれば、その方を地域の食育の活用策に何か活用できたら

いいんじゃないかなとは思っています。私、ちょっと整理してきたんです、この３つ。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○萩原委員 １番のところは、先ほど池田委員から、先日、農業祭があそこで開かれまし

たと。食育のコーナーみたいなところを、農業祭に限らず各イベントで行政が主催する、

そういうものを１つ設けて、広報あるいはＰＲしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

 あと２番のところなんですけど、仕事柄的な発言になっちゃうんですが、総合学習の時

間って今、小中学生で文科省のほうから受けてやっていますけど、食育授業というんです

か、あるいは調理実習もやっていますね、現在。それを増やすとか、そういったことはど

うだろうかなと思います。ですから、食育授業みたいのを   として何とかできないか

と。ＰＴＡ会長もこの委員会にいるんですけど、小中学校のＰＴＡあるいは保護者の方を

対象にエコクッキングですとか調理実習なんかもできないかなと。やっている行政もある

ようなんですけど、そんなところ。 

 それから、いろいろな食育の取り組みで、前回いろいろな学校の食育に関連する取り組

みをちょっと拝見させていただきましたけれども、何かモデル校みたいのができないかな
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と思うんですね。そういったことですとか、優秀な学校には食育のバッジを与えるとか、

そういった施策を工夫して食育を発展させるというのが何かあってもいいかなとは思いま

す。 

 あと、だれかが言っていたんですね。どこかの行政で、食育のポイント制度を導入して、

小金井市にいたときですか、そうやったらどうですかなんて。 

○大竹会長 ポイント制度。 

○萩原委員 ええ。内容はよくわからないんですけれども、それは意識啓発の一環として

そんなことはどうですかなんていうこともあります。 

○大竹会長 ちょっとポイント制度という具体的なのがわからないみたいですけれども。

ポイント制度というのは何か。 

○萩原委員 何か食育の活動のために参加したらポイントをあげますよとかね。 

○大竹会長 そのポイントはどこかで利用できるということでしょうか。 

○萩原委員 そうですね。それは店でするか、市で表彰するか、わからないんですけどね。 

○大竹会長 地域通貨みたいなことですかね。 

○萩原委員 何となくそんなイメージですね。 

 あと３番のところは、一番下にあるんですけれども、地域での講演会等の実施、これは

食育講演会を指しているんですけれども、段階的にやったらどうかなと思うんですね。幼

年期ですとか、その次が壮年期というんですか、それから高齢期とか、そんなふうに合わ

せてやったらいいかななんて思います。 

 実は私ども、防災について行政からＰＲしたり地域の自治体様に説明しているんですけ

ど、あまり徹底できないんですね。ということは、末端の町内会ですとか自治会、そうい

ったところに食育活動の発信というんですか、例えば町内会に回覧を回して、市報以外に

もそういった活動をするというのが手っ取り早い方法かなと思っているんです。仕事柄そ

んなふうに、いろいろ取り組みを進めるに当たっては、末端になかなか届いていかないと

いうことがあるので、そういった活動を地道にやっていったらよろしいんじゃないかなと

感じて、こんな発言をさせていただきました。 

○大竹会長 つまり、行政に言っていくのではなくて、直接、地域のほうにつなげるパイ

プをつくっていくということですね。 

○萩原委員 そうですね。 

○大竹会長 わかりました。 



 -27- 

○三笠委員 実は私、先日、昼食を食べにおそば屋さんに入ったんです。そうしたら、こ

んなちっちゃい冊子で食育のクイズ形式になっているのがあって、ちょこっとやってみた

んですけれども、結構難しいんです。そういったそば屋さんがある。私は商工会から出て

いますので、いろいろな商工会の中には、料理飲食店、料飲組合みたいなのもありますか

ら、そういうお店でクイズ、どこが出しているのかちょっとわからなかったんですけど、

非常によくできているなと思ったんです。そういうものじゃなくても、ＰＲができるよう

なものをお店に置いておく。特に飲食店はいいかなと思いますね。 

 あともう１つ、いろいろな団体の部分でちょっと最近目についたのが、私は献血推進協

議会というのをやっているんですけれども、職域、地域、学区内、学校が多いんですけれ

ども、献血できない人、朝ごはんを食べてこないという学生さんが、申しわけないんだけ

ど、できませんということなので、そういう会場にも協力してもらって、ＰＲだったら受

付の横に、朝食をという、そういう食育の何かいいものがあれば、いろいろなことでＰＲ、

啓蒙活動はできるんじゃないかなと思います。 

○大竹会長 先ほどのおそば屋さんというのは、ここのあらかわ満点メニューの中でもそ

ういう食堂に働きかけて何かやっていますよね。これは満点メニューの方法ですけれども、

今のは食育啓蒙をそういうお店に。 

○三笠委員 さっき３.何％なんていう、食育って関心がというんじゃないですね、名前は

みんなわかっていると思うんです。これのアンケートで９０％ですか、大切なこともわか

ってはいるんだけれども、もうちょっと具体的な部分ですね。でも、本当によくできてい

る。こんなちっちゃい本なんですけどね。 

○大竹会長 ああ、そうですか。小金井市内のおそば屋さんですか。 

○三笠委員 小金井公園のところにある。 

○鈴木委員 田吾作？ 

○三笠委員 ああ、田吾作。 

○村松委員 そういうのを配るといいですよね。 

○池田委員 食育の小冊子をちょっとつくるといいですね。 

○大竹会長 そうですね。 

○大谷委員 いや、これはお金のかかることでもありますから、うまく、例えば流通を動

かして、ちょっとした小冊子をつくってもらって、お店に置いてもらうということであれ

ば、流通の責任ですから。だって朝ごはんを食べない人が食べてくれりゃ、それだけ売り
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上げが上がりますから。 

○大竹会長 そうですね。 

○大谷委員 まあ、具体論になって申しわけないんですけれども、そういう具体策が重要

と思います。 

○大竹会長 でも、そういう具体的なものを少し出していただいたほうが、イメージがわ

かると思います。 

○大谷委員 非常によい案と思います。食べ物を食べながら食育を理解するのは非常に重

要なので、そのポイントさえ応用すれば案外普及するかなと思います。６月は食育月間で

すが、毎年１月１５日頃に東京都国際フォーラムというところで、「食育フェア」というの

がありましたが、そういうところで宣伝してもらうとか、いろいろ手立てはいっぱいこれ

から出てくるんじゃないでしょうかね。 

○大竹会長 そうですね。池田委員、何かありますか。 

○池田委員 中学や高校の文化祭で食育の何かをできないですか。 

○大竹会長 ＰＴＡの方にやっていただくとか。 

○池田委員 地元、ＰＴＡもそうですし、生徒さんも先生と一緒に。 

○大竹会長 先生と一緒に文化祭なんかで取り組んでもらう。 

○池田委員 文化祭なんかでね。最初はＰＲからでいいんでしょうけれども。 

○鈴木委員 まず情報整備ということに関してなら、まず実態を把握しないことには始ま

らないので、行政ならではの、行政でなきゃできないこととして、例えば学校の生徒・児

童に対してある程度継続的なアンケート、要するに朝飯に何を食べたかというのを、もち

ろん無記名で、だれが書いたかわからないような配慮をして、ある程度相当数の数を集め

て、食べているのか、食べていないのか、どんなものを食べているのか、肉が多いのか、

魚が多いのか、パンが多いのか、ごはんが多いのかということを、まずは調べないことに

は始まらないと思うので、学校で継続的にアンケートを実施して、朝食・夕食の内容を把

握することがまずは必要なんじゃないかなと思います。 

○大竹会長 はい。実態調査をぜひしてください。先ほどからいろいろ出ていますので、

それは多分してくださるかなと思いますが。 

○鈴木委員 また、子どもが食事の内容を聞かれるとわかれば、親も少し改善する面もあ

るかと思います。 

○大竹会長 頑張りますか。じゃあ、村松委員のほうから。 
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○村松委員 お年寄りの食育というのも必要になると思うんですね。高齢化社会になって、

お年寄りの方たちにも食育の必要性ということを認識していただかないと、お金さえ出せ

ば好きなものが好きな時間に食べられるので、生活習慣病、糖尿病などにかかりやすくな

ります。ですから、体に良い食生活が自分の医療費削減にもつながる、健康維持につなが

るということをお年寄りにもアピールしていかなければいけないということが１点あると

思います。 

 数年前にアメリカの農務省に取材に行ったときに、アメリカでは、肥満や生活習慣病に

かかってしまう子どもたちが増えていて、もっと野菜を食べさせようという食育運動に取

り組んでいたんですね。ファイブ・ア・デーといって、１日に５スコアの野菜を食べよう

と、日本ではベジフルセブンという名前で今、運動を展開していますが。私がとても楽し

いな、アメリカらしいなと思ったのは、大きなスーパーマーケットに行くと、野菜売り場

に白い紙が敷いてある大きなテーブルが置いてあり、ファイブ・ア・デー運動に賛同して

参加しますと同意した人は、そこにサインしていくんです。村松真貴子頑張りますみたい

に書いていくんです。よし、野菜をこれから心がけて食べる、それが自分の健康維持につ

ながるんだとわかると、サインしていく。 

 州知事のサインがあったりして、お祭り気分のノリで野菜を食べて健康を維持していこ

うという取り組みをしていたので、そんな楽しい雰囲気も取り入れて、小金井市の八百屋

さんですとかスーパーですとか、協力していただいて市を挙げて、食育キャンペーンを展

開できたらいいのではないかなと思いました。 

 そのために、さっきのおそば屋さんの食育ひと口メモや冊子のようなものを、皆さんに

配布して読んでいただいて、理解し、賛同した方はサインするとか、そんな展開の仕方も

いいのではないかと思います。 

○大竹会長 いろいろな地域のお店ですよね。そういうものを巻き込んでいく案を出して

いただきましたけど、そういうのは小金井市の特徴になっていくといいかもしれませんね。 

○三笠委員 いいことだと思いますね。 

○大竹会長 ありがとうございます。そのほか、ございますか。松永委員。 

○松永委員 今の意見に少し似ているんですが、この資料が送られてきたときに、ちょっ

と見たときに、いつもわからないなと思っていたんですが、食育月間または食育の日に実

践ということが目にとまっていまして、小金井ではないんですが、母が千葉の柏のほうに

いるんですけど、ちょっと行ったときに１０月のスケジュール表があって、その中に食育



 -30- 

の日があったんです。母に聞いたら毎月１回そういうのがあるんだということで、どうい

うことといったら、食育ということを説明されたりするらしいんです。だから、へえーと

思ったんですね。そういうことも関心を持つ意味でいいなと思ったんです。 

 国の９０％、７０％、それに付随するようなパーセントとさっきおっしゃったんですけ

ど、なるべくそういうふうに食育に関心を持つようなことをすると、別にそんなに頑張ら

なくてもみんなが理解してくれるんじゃないかなと、母のスケジュールを見て思いました。 

○大竹会長 それは、食育のカレンダーみたいなのを全戸配布しているんですか。 

○松永委員 デイサービスで週３回行っているんですけど、そこの行事予定とか、きょう

のお昼は何を食べるとか、そういうのがあって、たまたま水曜日、１か月に一遍らしいん

ですけど、食育の日というのがみんな当たるようになっているんだそうです。母は３回行

くんですけど、そういうのがあって、体にいいのはこれだからとか、リンゴとトマトが血

圧が下がるとか、そういう話をして、そういうので私もとても参考になって、ああ、こう

いうことやっているんだなということを思いました。 

○大竹会長 そういうことは学校とかきっと取り組まれていると思うんですけれども、そ

れ以外のいろいろな機会があるというか、そういう施設も含めての場所で取り組んでもら

うといいということですね。 

○松永委員 そうですね。食育の日とか食育月間を設けると、もっと皆さんの認識が変わ

るんじゃないかなと思います。 

○大竹会長 ありがとうございます。ほかに何かありますか。 

○村松委員 やはり食育は本当に幅広いんですが、その中で野菜にターゲットを絞ってお

話ししようと思うんですけれども、栄養指導をしないと子どもは脂っこいものと甘いもの

だけを食べるようになってしまうので、やはり野菜を毎日適度にとっていくということが

必要になると思うんです。 

 私の住んでいる国分寺市の近くにあるスーパーでは、野菜売り場を見ますと、国分寺市

内のミネギシさんが育てたブロッコリーですと書いてあるんです。それだけで買おうと思

いますね。ですから生産者の方たちも、自分が自信を持ってつくったお野菜ですから、ス

ーパーで野菜を並べるときに、私がつくりました、だれだれさんがつくったものですとい

う、にっこり笑顔の写真とメッセージなどを添えて、顔が見えるような農業、消費者と農

家とつなぐようなパイプというのをたくさんつくっていただけたらいいなと思います。消

費者としても安心できるものを食べたいと思いますから、地域とのつながりが持てるとあ
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りがたいと思いますので、ぜひそういったルートも開発してほしいです。 

○大竹会長 生産者の顔が見える、市民への提供の仕方というのがあるかもしれないです

ね。ほかにありますでしょうか。そんなところでしょうか。 

○萩原委員 先ほど事務局のほうで説明していただいた「あらかわ満点メニュー」、なかな

かいいですよね。小金井市でも食育を推進する店舗の数をこういった何かユニークなこと

で増やしていったらどうかなと思うんですね。 

○大竹会長 そうですね。先ほど学校でぺたっと貼るような何かをつくったらいかがです

かと出ていましたけど、同じようなものをお店で推進していただいて、このお店は食育に

取り組んでいるお店ですよというマークをつくって貼るというのも１つの手かもしれない

ですね。 

○萩原委員 やり方としては、それを何年度までに何％にするという項目も入れて、増や

していったらどうかなと、そんな気がしました。 

○大竹会長 そうですね。これはメニューの提供ということのようですけど、もしかした

らこういうふうに一律にするというよりも、お店独自のというか、お店なりのそれぞれの

食育の取り組み方を考えていただいて、やっているところに貼るというぐらいのことにす

るといいかもしれないですね。 

 先ほど鈴木委員なんかは、シングルとか３０代、４０代はちょっと置いておいて、学校

を中心としたらなんていうお話もあったんですけど、私もうちの学生を見ていてすごく思

うんですが、学生とかやはり１人で住んでいる人たちってすごく食事が乱れるんですね。

それで、彼らにとってという言い方はおかしいんですけれども、一番大事なのは何かとい

うとコンビニなんですね。近くにコンビニがあるところに下宿を探す。下宿とは言わない

ですね。アパートを探すということでは、どうもそういうふうに一番手が届かない、食育

からこぼれている人で、もしかしてメタボリック症候群も一番問題のある階層というのは、

コンビニあたりが一番つながっているかなと思って、例えばそういうところでちょっと啓

発するような活動に取り組んでもらうとかというと、一番手が届かないそのあたりのとこ

ろに、それこそ何％かわかりませんけど、少し影響が出てくる取り組みができるかなとち

ょっと私は考えているんです。 

 お店の中でいろいろな店舗、業種があると思うので、一律にはできないと思いますので、

そういう店舗、業種の中でそれぞれの取り組み方というのはもう少しそれぞれ提案してい

ただけると、もしかして私たちもいいかもしれないですね。 
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 三笠委員なんか、そのあたりをぜひ集めていただければと思います。 

○三笠委員 そうですね。商工会の中でもいろいろな商業部会、その中でも食品を扱って

いるところとか、あと飲食店のほうは相当関心が高いかなと思います。そういう部会のほ

うでそういう説明をしたら、全体の理事会なんかだといろいろな業種さんがいるので、そ

の辺は会長に諮ってみます。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○江川委員 今、三笠委員のお話にもありましたが、東京都の多摩地域の保健所で、大分

前から栄養成分表示をするお店というのはかなり普及してきたんです。してきたんですけ

れども、予算がなくなってしまったものですから、途中でしり切れトンボになっちゃった

ような部分があるんですけれども、私どもの管内では、かなりのお店にそういう栄養成分

表示を、そこのお店の売りのメニューというんですか、１品でも２品でもいいので、原材

料名を私たちにお知らせいただいて、私どもが計算して、お渡しして、それでお客様に見

ていただいて、自分のお店をやるときの参考にしていただこうということで活動をやって

きたんです。 

特に小金井地区の部分の中では、おそば屋さんの組合が熱心に取り組んでいただいて、

かなりのお店でそのことをやらせていただいた経緯がございます。ですから、もしそうい

う部分がございましたら、私どもとまた商工会が連携をとりながら、再度そういう部分の

中で私ども連携をとって、積極的にそういう媒体をつくるお手伝いをさせていただくとい

うこともいいのかなと、今、三笠委員のお話を聞いて思い出しました。 

○大竹会長 ありがとうございます。何かうまく進みそうな予感がしてきましたけれども、

ぜひ東京都と小金井市を介して、そういういろいろな業態の方々と連携をとっていくとい

うのは、もしかして特徴のある活動になっていくのかなと思います。よろしくお願いしま

す。 

 ちょっと私が考えているのは、最近、食育を中心としたというんでしょうか、食に関心

のある活動団体、ＮＰＯとかＮＧＯというのが大分増えてきているかなと思うんです。だ

けど、その方たちは自分たちのグループの中では活発なんですけれども、それが横に必ず

しもつながっていないかなと思って、その辺が横にネットワーク化されて、それぞれの活

動を規制するというと、またそれは運動が発展していかないですけれども、例えば情報交

換レベルぐらいでも横につながりが持てていくと、小金井市ではどんな団体がどんな活動

していて、こことここと連携をとると、もっと違った形の食育活動ができるのかなと見え
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てくるんじゃないかなと思うんです。 

 そういうネットワークづくりなのか、あるいは小金井市が少しそこに入っていただいて、

食育何とか情報交換会みたいなものをやっていただくと、一歩、その活動している人たち

もいろいろなことがわかって、さらにこういうことというふうに自分たちの活動も広がっ

ていくかな、発展していくものにつながるかなとちょっと思うんですけれども、例えばそ

ういうのもいいかなと考えているんです。 

○池田委員 そうですね。グリーンハウスの東都生協、あそこは食育をやっていらっしゃ

るみたいで、いろいろな小冊子とかチラシとか、食育に関するものがよく出ていて、読ま

せていただいていますけれども、小金井市の中にもそういう活動に参加している方はいら

っしゃるんですね。すばらしいなと思ってよく拝見しているんです。小金井市の中でそう

いうことをやっていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけどね。 

○大竹会長 その辺はお聞きになったことはありますか。 

○池田委員 あまり存じませんが、多分いらっしゃるんじゃないかな。だから、そういう

ものを市のほうがいろいろ声をかけて呼びかけていけば、そういう方たちも、私たちはこ

ういうことをしてこうですよとか、そういうのが流れてくるようになると、より活性化し

ますよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○大谷委員 まあ、これからじゃないですかね。というのは私も、三鷹市民の方が食の安

全についての、ＮＰＯじゃないんですけれども、そういう集いをやろうと呼びかけをやっ

て、私は小金井の隣の市ですから、いろいろ情報交換しましょうということがぼちぼち始

まっているんです。そういうのでネットワークができれば、そういう協力ができるといい

ですね。 

○大竹会長 そういうふうに働きかけると、少しずつそういう活動をしている人たちが見

えてくるかもしれないですね。今はちょっと私たちの目に見えないのでわかりませんけど。 

○村松委員 先ほど会長がおっしゃったことに絡めて、ちょっと思いついたことをお話し

しますと、今の女子大生、大学生にあるとき話をしていましたら、食べ物の旬の話をして

いたときに、「チョコレートの旬は２月でしょう」と言ったので、びっくりしたんですね。 

○大竹会長 バレンタイン。 

○村松委員 そこまできているのかとショックを受けまして、やはりあの世代をちょっと

頑張って食育というのを広めていかなくちゃいけないかなということを思いましてね。 
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例えば、また三笠委員に関係あるんですけど、そういう世代が入る食堂とかレストラン

とかファミレスなどのメニューに食育にかかわるようなことを書き込んでしまう。きょう

は朝ごはんを食べましたか、１日の元気は朝ごはんからみたいな、そういうものでもいい

ので書き込むとか。それから、１日に必要な摂取カロリーというのは年代別にこうなんで

すよ、あなたはきょうどのくらいとりましたかみたいな一言でもいいので、ちょっと知識

になるようなものを書き加えていただけたらどうかなと思いました。必ずメニューって見

ますものね。 

そういう意味では、コンビニとか食堂とか、そういうところにも働きかけて、食育とい

うことを身近なところからアピールしていくことが１つ大切かなと思いました。 

○大竹会長 そうですね。もしかしたら、この２の柱は保育所とか小学校・中学校、小金

井市が中心となって管轄しているところを中心に書かれていますけど、小金井市って大学

が非常に多いですよね。そういう意味では、多いといっても多分指で数えられる数だと思

いますので、それぞれの大学にお願いするという、食育をどんな形でも、例えばこういう

のはどうですかということで取り組んでもらうというのも１つの手かもしれませんね。多

分、学芸大学は私が働きかけてもいいんですけれども。 

 この他にはいかがでしょうか。では、もし他にないようでしたら、また皆さん思いつか

れましたら、いつごろまでがよろしいでしょうかね。事務局のほうに、こんなことはどう

ですかという提案を書いて出していただければと思いますが。 

○事務局 例えば再来週までとお願いできるものでしょうか。 

○大竹会長 再来週、いかがでしょうか。再来週ということは１２月２０日ごろまでとい

うことですね。多分２０日過ぎたら皆さんお忙しくて、それどころでなくなると思います

ので、２０日ごろまでに事務局のほうに出していただくということでよろしいですか。 

それでは、主な施策については、そういう形でもう少しいろいろな情報を集めて、皆さ

んのご提案を集めて事務局のほうに整理していただくということで、４の議題については

これで終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 今日の用意された議題は以上ですが、ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、次回以降の予定について、日程調整も含めまして事務局のほうからお

願いできますか。次回は、まず第３回の日程を調整するということでよろしいですか。 

○事務局 はい。前回出させていただいた予定の案としては、１月下旬ぐらいでお願いで

きないかということで書かせていただいていたのですが、そうしたら何とか、箇条書きみ
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たいな形のイメージになりますけれども、基本的な考え方をまとめる部分と、それに対応

する事業の案というのを、各部局の考え方を踏まえた形でご提示できると思いますので、

１月下旬で調整をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

（日程調整） 

○事務局 では、１月２４日（木）の１時半からで、会場については、別途ご連絡させて

いただきますのでお願いいたします。 

○大竹会長 わかりました。以上ですが、そのほか何かございますか。特にありませんか。 

○鈴木委員 さっきちょっと聞き忘れたんですが、具体的な施策について意見を送るとい

うことですか。 

○事務局 はい。何かアイデアでも、あとネーミングでも。電話でも結構なのでお寄せい

ただければと思います。 

○大竹会長 では、今日はは皆さんのご協力によりまして、予定よりちょっと早めに終わ

ることができました。ありがとうございました。 

（午後２時５０分閉会） 



食育推進会議資料１ 小金井市における食育推進計画の骨子（案） 平成１９年１２月６日

食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画（（（（国国国国）））） 東京都食育推進計画東京都食育推進計画東京都食育推進計画東京都食育推進計画
１１１１食育食育食育食育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする施策施策施策施策についてのについてのについてのについての基本基本基本基本
的的的的なななな方針方針方針方針

１１１１食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって １１１１計画計画計画計画のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ なぜ、食育なのか。市の食育推進計画策定
の趣旨。

　(1)心身の健康の増進と豊かな人間形成 　(1)計画の性格と位置づけ 　(1)計画の趣旨
　(2)食に関する感謝の念と理解 　(2)食育推進計画と都の関連する計画との

　　関係
　(2)計画の期間 平成２０年度～平成２２年度

　(3)食育推進運動の展開 ２２２２東京東京東京東京のののの食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる問題問題問題問題 ２２２２小金井市小金井市小金井市小金井市のののの食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる現状現状現状現状
　(4)子どもの食育における保護者、教育関
　　係者等の役割

　(1)家庭での食育機能の低下 　(1)市立小中学校におけるアンケート調査結果

　(5)食に関する体験活動と食育推進活動
　　の実践

　(2)食を大切にする心の希薄化
　(2)国・都の調査にみる食をめぐる問題

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

　(3)食に対する理解の不足と食生活の乱れ 　(3)市及び市内団体による事業の実施状況

　(7)食品の安全性の確保等における食育
　　の役割

　(4)食に対する情報の現状

２２２２食育食育食育食育のののの推進推進推進推進のののの目標目標目標目標にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 ３３３３食育推進食育推進食育推進食育推進のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方 ３３３３食育推進食育推進食育推進食育推進のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方
　(1)目標の考え方 　(1)食育の理念 　(1)小金井市における食育の基本方針

　(2)食育の推進に当たっての目標値 　(2)食育の取組の視点と方向
　　（ライフステージごとの重点テーマと取組指

　(2)取組の指標 国・都の計画を踏まえ、市の重点的課題につ
いての取組の指標を設定する。

３３３３食育食育食育食育のののの総合的総合的総合的総合的なななな促進促進促進促進にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 ４４４４具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策のののの展開展開展開展開 ４４４４具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策のののの展開展開展開展開
　(1)家庭における食育の推進 　(1)家庭、学校、地域が連携して子どもの

　　食育を進める
　(1)食育の土台づくり～啓発活動と情報整備の充
　　実

食育の考え方を周知するための啓発活動と
現状調査分析の充実を図る。

　(2)学校、保育所等における食育の推進 　(2)食の生産現場との交流と体験の場をつ
　　くる

　(2)子どもへの食育の充実～乳幼児・小中学生へ
　　の重点的な取組み

乳幼児保護者支援、保育所や学校での食育

　(3)地域における食生活の改善のための
　　取組の推進

　(3)東京に集積した食に関する情報や食の
　　サービス、人材、伝統を活用する

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

生産者・事業者・団体の連携機能を充実さ
せ、小金井らしい取組みを推進する。

　(4)食育推進運動の展開
　(5)生産者と消費者との交流促進、環境と調和
　　　のとれた農林漁業の活性化等
　(6)食文化の継承のための活動への支援等
　(7)食品の安全性、栄養その他の食生活に関
　　　する調査、研究、情報の提供及び国際交
　　　流の推進
４４４４食育食育食育食育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする施策施策施策施策をををを総合的総合的総合的総合的かつかつかつかつ計計計計
画的画的画的画的にににに推進推進推進推進するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな事項事項事項事項

５５５５計画計画計画計画のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて ５５５５計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて

　(1)多様な関係者の連携・協力の強化 　(1)施策の推進体制 　(1)施策の推進体制 事業推進体制の確立
　(2)都道府県等による推進計画の策定とこれに
　　　基づく施策の促進

　(2)関係者の役割 　(2)関係者の役割 市民、関連事業者等、市

　(3)積極的な情報提供と国民の意見等の把握 　(3)平成２３年度以降の展開 第４次基本構想・前期基本計画への展開
　(4)推進状況の把握と効果等の評価及び財政
　　　措置の効率的・重点的運用
　(5)基本計画の見直し

小、中学校へのアンケートや国・都のデータ
により、把握可能な項目から現状を分析す
る。

①啓発活動と基盤整備、②乳幼児及び小中
学生、③生産者・事業者・団体の連携機能強
化により、健康で豊かな食生活を市民が楽し
める地域とすることを目指す。

小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画小金井市食育推進計画のののの骨子骨子骨子骨子（（（（案案案案））））

これにより、豊かな食生活が息づくまちづくり
を目指す。



食育推進会議資料２                          平成１９年１２月６日 
 

小金井市における食育の基本方針について 

 

１ 意識啓発と情報整備の推進 

市報やホームページ等での啓発活動により食育への関心を高めるとともに、食生活及

び食育に関する正確な情報や小金井市における実態に関するデータを市民及び関係者が

入手できるように整備する。 

 

（第１回会議で出された意見） 

・ 食育の意義を伝える啓発活動等の実施 

・ 市報での食育記事の連載 

・ 食育月間又は食育の日の実践 

・ 消費者が正しい知識を得る機会の充実 

・ 家庭での食育に関する実態調査を実施する 

・ 目指すべき「朝ごはん」の内容等、各指標や数値目標、用語の定義を行う。 

 

２ 乳幼児及び小中学生に対する施策の充実 

 離乳食から給食まで、子どもの食を通して食育推進を図る。 

小金井市の特色を生かした学校での食育の取組みを充実させることにより、家庭での

食育の推進につなげる。 

 

（第１回会議で出された意見） 

・ 乳幼児への食事 

・ 親子でのエコクッキング 

・ 生産体験の充実 

・ 地元野菜を利用する機会の充実 

・ 何をどう食べるかを選ぶ目を養う 

・ 家庭での食育の充実、「弁当の日」の実施 

 

３ 生産者・事業者・団体等の連携機能強化 

 小金井市食育推進計画を策定するとともに、市内・外の生産者・事業者・団体等の連

携機能を強化し、小金井らしさを生かした取組みを推進する。 

 

（第１回会議で出された意見） 

・ 地場野菜の食べ方の紹介 

・ 地元野菜を利用する機会の充実 

・ ３０代に対する施策の実施 

・ 地域の食育力の向上とそのための連携の推進 

・ 地域での講演会等の実施 

 



（（（（参考参考参考参考））））    

食育基本法及食育基本法及食育基本法及食育基本法及びびびび国国国国・・・・東京都東京都東京都東京都のののの計画計画計画計画についてについてについてについて    

    

１１１１    食育食育食育食育基本法基本法基本法基本法におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    

条文 内容 

第２条 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

第３条 食に関する感謝の念と理解 

第４条 食育推進運動の展開 

第５条 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

第６条 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

第７条 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献  

第８条 食品の安全性の確保等における食育の役割 

 

２２２２    食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画・・・・東京都東京都東京都東京都食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画におけるにおけるにおけるにおける数値目標数値目標数値目標数値目標（平成 22 年度までに）    

項目 国計画 都計画 

食育に関心を持っている国民の割

合の増加 

90％以上 70％以上 

（意義を理解） 

朝食を欠食する国民の割合の減少 小学校５年生０％ 

20歳代の男性 15％以下 

30歳代の男性 15％以下 

小５・中２共に０％程度 

20～39 歳男性 15％以下 

20 歳代女性 15％以下 

家族と一緒に食事をとる  小４・中１共に０％程度 

 

子どもが基礎的な食習慣を家庭で

身に付ける 

 できていると思う４～５歳の保護

者 50％以上 

学校給食における地場産物を使用

する割合の増加 

30％以上 40％以上 

（生産者や製造者と交流が図れる食材の利用） 

「食事バランスガイド」等を参考

に食生活を送っている国民の割合

の増加 

60％以上 小４・中１共に 50％以上 

（バランスや量に気をつけている児童・生徒） 

男女ともに 60％以上 

（食生活改善意欲のある人） 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を

認知している国民の割合の増加 

80％以上  

食育の推進に関わるボランティア

数の増加 

現状値＋20％  

教育ファームの取組がなされてい

る市町村の割合の増加 

60％以上 

 

65％以上 

（生活体験学習の場） 

食品の安全性に関する基礎的な知

識を持っている国民の割合の増加 

60％以上  

推進計画を作成・実施している都

道府県及び市町村の割合 

都道府県 100％ 

市町村 50％以上 

市町村 100％ 

（ネットワーク形成） 

 

３３３３    東京東京東京東京都都都都食育推進食育推進食育推進食育推進計画計画計画計画におけるにおけるにおけるにおけるライフステージライフステージライフステージライフステージごとのごとのごとのごとの重点重点重点重点テーマテーマテーマテーマとととと取組取組取組取組みのみのみのみの方向方向方向方向    

ステージ 重点テーマ  取組みの方向 

乳幼児～小学生 基礎的な食習慣、食の基本的な知識・食行動  家庭・学校・地域の連携し

た子どもの食育推進 

小学生～中学生 食を大切にする心、食に関する自己管理能力  生産現場との交流と体験

の場づくり 

高校生～大人 健全な食生活を実践、次世代を育てる  東京に集積した情報・サー

ビス・人材・伝統の活用 

資料資料資料資料６６６６別紙別紙別紙別紙    



  


