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第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２２年９月７日（火）午後２時～午後４時 

場  所  小金井市保健センター大会議室 

 出席委員  １０人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  委 員   大 谷 丕古磨 委員  酒 井 文 子 委員 

        雀 部 かおり 委員  井 上 誠 一 委員 

        西 岡 貴美子 委員  萩 原 哲 男 委員 

        廣 野 惠 三 委員  三 笠 俊 彦 委員 

        大坪  美津枝 委員 

 欠席委員   池 田 多鶴子 委員  村 松 真貴子職務代理者 

        藤 田 とよみ 委員 

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

事務局職員 

 健康課健康課長               高 橋 茂 夫 

 健康課係長                 天 野 千 枝 

健康課主任                 大 関 洋 子 

 健康課主事                 安 田 芳 和 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局  本日は、お忙しい中、平成２２年度小金井市食育推進会議、第１回の会議にご出席いただ

きましてありがとうございます。私、司会進行を務めさせていただきます健康課健康係の天野と申しま

す。よろしくお願いします。私も今年４月に保育課から異動になりまして、初めてのことばかりでいろ

いろととまどっておりますが、よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、資料の確認からさせていただきたいと思います。まず、次第、それから資料１といたし

まして、食育キャンペーン、食育月間の報告書ということでホチキス留めになっております１１枚つづ
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りのものになります。それから資料２ですが、こちらは平成２０年度のものなんですが、アンケートに

なります。それから資料３につきましては、７枚つづりで、今年が食育計画の最終年度になります関係

で、こちらのほうは全課の食育計画に関する進捗状況の報告の表になります。乱丁とか落丁とかありま

したら、お申し出いただければこちらのほうでかえさせていただきますので、ご確認のほうよろしくお

願いいたします。それから、最後に東京ガスさんのほうから東京ガスの食育プラザというチラシを１枚

お配りさせていただいております。よろしいでしょうか。 

 それでは、本年第１回目の会議になりますので、食育推進委員さんの中で、保健所職員でありました

小宮三紀子様が退職をされたことによって、新しく委員になられました大坪委員をご紹介いたします。

任期につきましては、小宮さんの後任ということになりますので、今年４月１日から２３年１０月２８

日までとなりますのでよろしくお願いします。では、どうぞ自己紹介をお願いいたします。 

○大坪委員 府中保健所生活環境安全課の大坪と申します。小宮の後任になりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○事務局  それから申し遅れましたが、池田委員、村松委員、藤田委員から本日欠席というご連絡を

いただいておりますので申し添えます。それから、大坪委員にとりましては、各委員さんも初めての方

という形になりますので、申し訳ありませんが、会長のほうから各委員の紹介を、自己紹介で構いませ

んのでお願いいたします。 

○大竹会長 まとめ役をさせていただいております。東京学芸大学の大竹と申します。 

○大谷委員 公募の委員をしております大谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○酒井委員 同じく公募の酒井と申します。よろしくお願いいたします。 

○雀部委員 同じく公募委員の雀部と申します。よろしくお願いします。 

○井上委員 小金井市農業振興連合会の井上です。よろしくお願いします。 

○萩原委員 東京ガス多摩支店の萩原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三笠委員 小金井市の商工会から出向というか、派遣で来ています、三笠です。よろしくお願いしま

す。 

○西岡委員 第四小学校の栄養士の西岡です。よろしくお願いします。 

○事務局  ありがとうございました。事務局のほうにつきましては、先ほどご紹介をいたしました健

康係の天野と申します。よろしくお願いします。課長の高橋でございます。 

○事務局  健康課長の高橋でございます。よろしくお願いします。 

○事務局  同じく健康係大関です。 

○事務局  大関と申します。よろしくお願いします。 
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○事務局  同じく安田でございます。 

○事務局  安田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局  ほかにもう１名、現在は産休に入っております栄養士の田中という者がおりますが、産休

中でありますので、本日は欠席とさせていただいております。以上でございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、早速次第に従いまして進行させていただきたいと思いますので、大竹会長、よろしくお願

いいたします。 

○大竹会長 それでは早速１の議題に入りたいと思います。食育月間、今年の６月に行われております

けれども、これについて事務局のほうからご報告いただきたいと思います。 

○事務局 事務局のほうから報告いたします。資料１が結果についての報告になります。平成２２年６

月１９日土曜日に福祉会館５階におきまして、食育懇談会と食育月間キャンペーンを行いました。食育

懇談会では行政側６名、食育団体側３名の出席により懇談が行われました。行政側からは食育推進計画

の進捗状況の報告があり、食育団体側からは学校給食における地場野菜の取り入れ、弁当の日の状況に

ついての説明がありました。その後食育キャンペーンが行われ、参加者５５名、応募者４名の中で最優

秀作品が決定になりました。最優秀者の表彰状、こきんちゃんグッズ、ＪＡからの地場野菜が贈られま

した。あとＪ：ＣＯＭ、小金井新聞、東京新聞などの報道機関の方も取材に来ていただきました。参加

者の中のアンケートにも書かれていますが、試食品の量が多くてよかったとか、レシピをもらえてよか

った等の感想があり、お子さま連れの方も何人かいらっしゃいましたので、にぎやかに開催ができまし

た。 

 事務局の勝手な思いですが、小ぢんまりとはしていましたが、和気あいあいとして終了してよかった

と思います。調理実習室がちょっと狭かったので、今回４名の方の参加でしたが、協力者も入れて実習

室がいっぱいなってしまったという感じがしました。 

 以上です。食育月間の報告とさせていただきます。 

○大竹会長 ありがとうございました。私は当日ほかの予定が入っちゃっていて伺えなかったんですけ

れども、参加なさった方もいらっしゃるかと思いますので、特に参加なさった方から当日の感想とか、

今後に向けてのご意見等いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 酒井さんと雀部さんはいらっしゃった？ 

○酒井委員 はい。 

○大竹会長 井上さんもいらしたんですよね。 

○井上委員 行きました。 
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○大竹会長 じゃあ、その辺を……。 

○雀部委員 募集期間がちょっと短かったかなという感は否めなかったと思います。最初に食育月間で

何をするかという段階でかなり時間がかかってしまったのか、募集期間が短くて応募できなかった方も

もしかしたらいらっしゃるんではないかなと思ったのと、あとＰＲの仕方ですね。期間が短かったせい

でＰＲも十分できなかったのかもしれないですけど、市内の方にもっと参加していただきたかったなと

いうのが正直あったので、市内の方に何か進められる方法がもっとあればいいなというふうに、市報と

かだけではなくて、市報も多分期間が短かったので１回やった切りになってしまっていたと思うので、

そこがちょっと残念だったかなと思います。雰囲気はとても和気あいあいとしていましたし、試食とい

う以上のボリューム感があって、十分おなかいっぱいになるほどスイーツが食べられたので、それは皆

さん満足されていたようです。 

○大竹会長 そうですか。その宣伝というところでは、一般的に市の行事というのは市報に２回ぐらい

載せたりするんですか。 

○事務局  今回に関しては１回。 

○大竹会長 今回は１回ですけど。 

○事務局  市報につきましては、原則的に再掲はしないんです。ですから、月２回発行しているんで

すけど、１回ＰＲをして、そして次の号でもう一回とかいうのはやってません。ですから市報という媒

体を使ってのＰＲというと、例えばレシピを募集するタイミングはどこがいいとか、事業を周知するタ

イミングがどこがいいのかというところで。 

○大竹会長 そうか、違う情報として載せればみたいに……。 

○事務局  そういうことです。 

○大竹会長 そういう工夫はあるかもしれないですよね。 

○事務局  今回市報とホームページと、それから資料のところに出ていますが、これは白黒なんです

けれども、こういう応募要領とかも公共施設のほうに置かせていただいたりしたんです。 

○大竹会長 それはわりとなくなっていましたか。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 やっぱりちょっと周知の期間が短かったんだと思いますね。でも、４人集まったのはよか

ったのかもしれない。 

○酒井委員 完成度は高かったですね。 

○大竹会長 写真を見るとおいしそうですよね。 

○酒井委員 おいしかったです。 
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○大竹会長 何かこの辺のところでみんな出すのかなと思って、集まらないで、皆さんかき集めて出す

かなと思ったけど、でも４人集まったから。これは来年も継続的に似たような行事をやっていけば、ど

んどん認知度は高まっていきそうですね。 

 ほか、いかがですか。 

○井上委員 当日、会場の入り口で一体何をやっているのかというのがちょっとわからなかったんです

ね。実際にポスターらしきものもなかったものですから。 

○大竹会長 もっとどーんと何か……。 

○井上委員 どーんというのが。当日実は野菜の販売をやっていましたので。 

○大竹会長 入り口でやっていたんですよね。 

○井上委員 それでテーブルのところでも尐しわかるような形で、そのときも紙をいただいたのがこの

ぐらいの小さいものだったものですから、それはしようがないんで、ずらーっと張りつけまして、それ

でも尐しはわかるかなと思ったんですけれども、入り口にこういうふうにやっていますみたいな立て看

板じゃないですけど、やっぱりそういうのが欲しかったかなと。 

○大竹会長 そうですね。何かよく第何回何とかとか…… 

○井上委員 それから、やはりポスターも大きいものがあればなとは思ったんですけどね。 

○酒井委員 でも、今回見学者も予約制だったんですよね。それであれだったのかもしれないなとは思

っているんですけど。 

○井上委員 と思ったんですけどね。 

○大竹会長 ただ、パネルのほうは別に予約じゃなくても見られるんですよね。 

○事務局  パネルは、はい。 

○酒井委員 あのとき小金井公園のフリーマーケットか何かがあったんです。結構口コミでお話をいろ

んなところにしていたんですけれども、どうも皆さん晴れたから……。 

○大竹会長 フリーマーケットのほうへ。 

○酒井委員 前の日まで雤だったんですよ。次の日そのまま雤かなと思ったらわりと晴れてきて、話を

聞くとどうもそちらのほうに行かれてしまったみたいで。 

○井上委員 でも野菜販売のほうは非常に盛況で。 

○大竹会長 そうですか。 

○萩原委員 私もちょっと参加させていただいたんですけれども、投票のところの１位、２位、３位、

４位は非常に難しかったですね。結構悩んで順番つけたんですけど。 

○大竹会長 どれもよさそうだもんね。 
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○萩原委員 そうなんですね。あと、もうちょっと参加の団体というんですか、たまたま調理実習室で

スイーツをつくっていただいたんですけれども、私が行ったときはちょうど終わった後だったもので。 

○大竹会長 できたばっかり。 

○萩原委員 できればつくっているところを見たかったんです、個人的には。そんな思いもしましたの

で、もし次年度以降もやるのであれば、もうちょっと参加を増やして、もうちょっと中身を検討すれば、

もっといいものになるんじゃないかなと。 

○大竹会長 ただ、実習室の中にはそれ以上入らないぐらいの人数が入ったんですよね。 

○事務局  調理台が４台しかないのと、１人の参加者に対して協力者が３人ぐらいいるので、１つの

あれが４人あると、もう１６人。あとうちのスタッフが入ると部屋に二十何人入るような形になるんで

す。実際にはオーブンとか、それからその他の電子オーブンとかを使ってもなかなか焼き切れなかった

部分もあって、他から機械を持ってきたりしたものもあったんです。調理の方法にもよるとは思うんで

すけれども、これ以上増えるとなかなか難しい点もあったかなと思います。 

○萩原委員 個人的にはあそこのコンロは私のほうで、東京ガスのほうで入れたんですけど。 

○大竹会長 そうですね。入れてくださった。 

○萩原委員 どんな使い方をしているかなというのを見たかった。いずれにしても狭いことは狭いです。

調理台を５つぐらいしか多分置けないと思うので。 

○酒井委員 ただ、レシピによると思うんですね。 

○大竹会長 これはスイーツだからオーブンで焼くのに時間がかかるんですよね。 

○酒井委員 そうなんですよね。何か前、学生がやったコンテストは、ガス台は半分、だから２グルー

プが１テーブルでやったぐらいですから、料理によっては人数もあれでしょうけれども、スイーツだっ

たので多分大変だったんですね。 

○大竹会長 そうですね。その調理室に入ったのは関係者だけということですね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 そうするとビデオか何か入れて、外に放映すれば……。 

○酒井委員 モニターでね。 

○大竹会長 モニターでね。そうすると見学者が増えるかもしれない。中で何をやっているかわからな

いもんね。 

○事務局  調理実習室が４階でキャンペーンの会場が５階だったので、一般の方には５階という形で

しか説明といいますか、お知らせをしていないので、４階でつくっているということは他の方にはわか

らない。 
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○大竹会長 見えないですよね。 

○酒井委員 多分場所ですよね。学生がやったときは緑センターだったので、隣が会場、調理室の隣も

お部屋なので２部屋を広げちゃって、そこでモニターに映したんですけど、ちょっと……。 

○雀部委員 緑センターのほうが多分広いと思います。 

○大竹会長 調理台も多いということ？ 

○酒井委員 調理台も多いと思います。 

○雀部委員 ８台あります？ 

○酒井委員 ６台。あ、７台ある。デモ入れて７台。かなり余裕があるので。 

○雀部委員 まぁでも、ちょっとわかりづらい場所に緑センターはあるので、どうかなとは思った。 

○酒井委員 でも、今大竹先生がおっしゃったような感じにするんだったら、緑センターは続きの部屋

があるので、それはもしかしたら可能かもしれないですね。 

○井上委員 ただ場所が……。 

○大竹会長 場所ね。 

○酒井委員 でも、結構来ましたよ。ちょっと不便ですけどね。 

○大竹会長 場所は調理室がないとだめだから、小金井市にそういう施設がどのぐらいあるとか、どこ

が使えるのかとか、私は全然情報がわからないので。 

○井上委員 三、四年後ぐらいにはＪＡの本店ができますけどね。 

○大竹会長 そうなんですか。 

○井上委員 土井家具センターの目の前のところ。 

○大竹会長 ああ、そう。 

○井上委員 あの中にやはり調理室も造っているので。 

○大竹会長 そうすると駅にも近いし。 

○井上委員 近いですね。 

○大竹会長 その間ちょっとね。やっぱり今言った緑センター、それからこの間使った……。 

○事務局  あと、そこの保健センターも使えることは使えるんですよね。 

○井上委員 東センターはどうです。 

○酒井委員 東センターもあります。 

○井上委員 東センターもありますよね。 

○酒井委員 東センターはでも狭いです。 

○大竹会長 そうなんだ。 
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○酒井委員 師範台入れて５台ですから、テーブルが。 

○雀部委員 緑センターも、オーブンも６は確実にあるので、もし応募が多くなった場合でも多尐は 

  できるかなという気がします。 

○大竹会長 でも実際にコンペをやるときは、６人までというふうにして、もし多かったらその前に選

別するとか、そこまで……。 

○雀部委員 多くなればいい。 

○大竹会長 多くなればいいけど。でも、６人でもわりと何かやっているというのを外にアピールでき

るような、それこそビデオで放映するとか、それを見ながら実際にできたのをみんなが食べて、参加者

を、例えば５０人ぐらいで投票すれば大分もうちょっと良さが出てくるのかなと。 

○酒井委員 そうすると、食べる量が尐なくなりませんか。 

○大竹会長 でもスイーツでおなかいっぱいですよね。 

○酒井委員 食べ過ぎるぐらいな感じの。随分豪華なおやつになって。 

○大竹会長 １食分という感じだね。だから、ちょっとずつ食べてみんなで投票していく。投票者が多

いといいですね。 

○雀部委員 親子連れがすごく喜んでいましたね。お子さんにも当たった、お母さんにも当たってみた

いな感じで。 

 あと、パネル展示なんですけど、各団体がパネル展示、食育ホームページのほうでもパネルを出した

り、各団体がパネルを出したりというふうに、かなりパネルの数があったんですけれども、できれば１

つ大きなパネルで、市がやっているパネルを１つ作ってもらって、市内のどんな機関が食育に関するこ

とをやっているのかというのがわかると、これだけやっているんだと市民の方に周知していただけるか

なと。各小学校の取り組みとか中学校の取り組みだとか、児童館だとか、書き切れないかもしれないで

すけど。 

○大竹会長 その進捗、取り組み一覧の主なものをそこに提示すると。 

○雀部委員 全部じゃなくてもいいんですけれども、市内でどれだけの取り組みをしているかというこ

とをきっと全くご存じない方もいると思うので、やっているのを知っているだけでも認知度は違ってく

ると思います。 

○大竹会長 そうですね。じゃあ、来年は尐しパネルのことも。 

○大坪委員 今回は保健所も食育の取り組みをしていますので、食育キャンペーンというような形で保

健所でもやっているんですけれども、その一環としまして、今回のコンペに協力させていただいたとい

うことで私のほうも参加したんですけれども、何しろ食育事業としてはとても地場野菜を使ったコンペ
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というのはわかりやすいかと思うんですけど、先ほど委員さんからもありましたように、ちょっと参加

者が尐なかったというのは残念かなというところがありますので、それとあと、受賞の方がつくり方を

ご説明したかと思うんですけども、それがとてもよかったんではないかなと思っています。一応レシピ

集はもらえますけれども、やはりこういうところが特徴とか、こういうふうにするといいかという部分

で、これから参加した人がつくる上では参考になったんではないかなと思っております。 

○大竹会長 やっぱりビデオで流すというのも多分、つくっている途中が見えるので、半分つくり方に

もなりますもんね。そういうのを皆さん知りたいでしょうから。 

○大坪委員 コツみたいな感じとか特徴とかいう部分は。 

○大竹会長 主婦の方などは自分でこれを見てつくって持ってきちゃったというようなのでもいいわけ

ですしね、わざわざそこでつくるのが、難しい場合は。 

○事務局  それは保健所さんのほうから、その場でつくらないと、持ち込みは衛生上……。 

○大竹会長 そうですよね。 

○大坪委員 ということもあるので。 

○大竹会長 逆に言えばそれをプラスに足して、つくっている場面を、もちろん中には衛生上入れない

けど、参加者にちゃんと伝わるような仕組みをするとか。 

○事務局  つくる方たちはもう１０時に来ているんですよ。キャンペーンを始めたのが２時じゃない

ですか。４時間のブランクがあるので、ビデオなり何なりを流すにしても、その４時間もの部分をどう

するかということに。 

○大竹会長 つくるのに４時間掛かったわけね。 

○酒井委員 結構これ、すごく手がこんでる。 

○西岡委員 そうですね。 

○酒井委員 簡単につくれるものではない。おいしかったということは。 

○事務局  ほんとうに１時間かそこらで簡単につくれるようなもののコンペであれば、ビデオなり何

なり流しても、２時に始まる前の１時間であれば、ちょっと早く来てみようかなという気になる方もい

らっしゃるかと思うんですけれども、今回の場合は、先ほど申しましたように１０時から２時までの４

時間を掛けてつくっているので、もしあれだったらだれかがビデオか何かで撮ったものを編集なりして。 

○大竹会長 そうですね、編集して。 

○事務局  そういうような形で流して。 

○大竹会長 ３０分ぐらいに編集して、流していったら、紹介して、食べて。 

○酒井委員 もしくは時間、簡単にできるものに限定するか。 
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○大竹会長 そうそう。時間制限してね。その時間内でできるものをという。 

○酒井委員 ２時間ぐらいだったら。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 きっと５分や１０分のビデオ紹介でも多分効果は……。 

○大竹会長 ありますよね。 

○雀部委員 コンペをやっている様子を伝えるだけでも、全部の作り方を映さなくても、コツだけでも。

コツを言ってもらったり、ちょっとインタビュー的なことを言ってもらったりするビデオが５分や１０

分でもかなりインパクトは。 

○大竹会長 ありますよね。だから、ものによっては４時間必要だけど、そもそも多分４時間使ってい

るか。尐し時間制限して、それだって２時間、尐なくとも２時間ぐらいは必要じゃないですか。そうい

うのを全部だらだら流してもあれだから、ビデオ編集して、みんなが試食して、点数をつけるときにそ

れを流すとか、作った人のインタビューをそこでするとか、ちょっとショー的にするといいかもしれな

いですね。きっと地味過ぎるんだよね。看板を含めてもうちょっとアピール力を高めるといいかもしれ

ない。でも、参加してた人たちはおいしかったし、おなかいっぱいになったし、楽しかったしで、よか

ったじゃないですか。 

 また、来年もこれを尐し、今いただいた意見みたいなのを入れ込んで改良してやるというふうに決め

ちゃうと、来年の食育月間の前に何をしましょうって、また一から考え直さなくていいんじゃないです

かね。小金井市の食育月間はいつもこういうことをやるというふうにすると。来年のために、いろいろ

みんなレシピを考えていてくれる。来年はスイーツじゃなくて、スイーツは今年、来年は半年ぐらい前

から何をやるぞとテーマを言っておくと。 

○萩原委員 今各会場を、会場がありますよね。そこで分けて、分担してやっても、担当している人た

ちは大変だと思うんですけど、公民館、緑センターでしたっけ。幾つかのところで一斉にやったほうが

いいかななんて僕は思うんです。 

○大竹会長 それで何？ 集まってきて……。 

○萩原委員 その各会場で審査してもらう。 

○大竹会長 審査してもらう。 

○萩原委員 今のようなやり方。 

○大竹会長 各会場の１位をつける。 

○萩原委員 そうですね。だから、今回やった場所が２つ、３つ、４つぐらいあるようなイメージでや

れば、結構広がりも出してくるんじゃないかと。 
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○大竹会長 そうすると、その調理室の状況によって、ここはスイーツ、ここはちょっとした軽食とか。 

○萩原委員 調理室は、こっちに持ち運び式があるんで、多分同じような料理はできると思います。 

○大竹会長 できるんだ。 

○萩原委員 それは来年度に向けてどうするかという中で検討していければいいかなと。 

○大竹会長 そうですね。でも、何か取り組みとしてはおもしろそうなので、じゃあ、来年もこれで、

どういう形にするかはもうちょっと議論の余地はあると思いますけど、考えていただけると、一からじ

ゃなくなるからいいかもしれませんね。ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 じゃ、食育月間のほうはそれなりに充実していたということで、人数がちょっと尐なかったけど、内

容は良かったようです。じゃあ、来年につなげていければと思います。 

 ２つ目、食育市民アンケートについて事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 お手元にお配りしてあるアンケートは平成２０年度のものになっております。今年、食育計

画最終年度にアンケートを実施する予定になっております。８月に大竹先生のほうに今年度の実施をお

願いしておりまして、まだ今大竹先生のほうで検討していただいている最中でありまして、今後会長の

ほうと協議の上で実施し、また年度末までには結果報告していきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。また、３年目になりますこの取り組みの変化を多分このアンケ

ートによってとらえてくださいということだと思うんですが、わりと最近依頼されたので、まだ十分検

討していませんけど、基本的には前と同じ調査でしないと変化は見えないので、そういうふうにするか

と思いますが、プラスして何か食育推進の取り組みが、皆さん、何ていうのかな、例えばこういうこと

に参加しましたかとか、こういうことに取り組んでいるけど、知っていますかとかいうのを幾つかプラ

スしたらいいかなと思っているんですが、このアンケートの中でもうちょっとこういうことをやってほ

しいとかいうご意見がありましたらお伺いして、それを参考に尐し修正したアンケート用紙を作りたい

と思います。いかがでしょう。 

○酒井委員 食育ホームページを知っていますかとか、見たことありますかとかいうのをちょっと入れ

ていただければ。 

○大竹会長 そうですね、食育ホームページ。はい。 

 その他、ありますか。 

○雀部委員 あとは、先ほど市のパネルという話でも同じことを言ったんですけれども、市での取り組

みをご存じですかみたいな、食育に関する取り組み、何でもいいので自由欄にしてもらって、括弧して



－１２－ 

小中学校や児童館とか、そういうふうに書いてもらってもいいし、市の取り組みで何か知っているもの

があれば、どのぐらい市民がわかっているかとか、何が市民に興味があるかとかいうのがわかってくる

と思うので、それは入れたほうがいいかなと。 

○大竹会長 そうですね。多分自由記述で書いてくださいと言ったらほとんど書けないと思う。そのぐ

らいしか知らないんじゃないかなとは思うんですけど。だから、例えば何だろうな、市では次のような

取り組みをしますけど知っていますかとか、参加したことありますかとか、多分丸つけたりするような

のじゃないとだめだなと思っていますけど。 

○大谷委員 この２０年のものに準じていいと思うんですが、食品のマーケティングをやっている人た

ちの話を聞きますと、急激に家庭のシングル化が進んでいるといいます。 

○大竹会長 いわゆる「コショク」と言われていますよね。 

○大谷委員 「コショク」でも、子供たちと親と別々の個食じゃなくて。 

○大竹会長 「コショク」って３つか４つ字があるんですよ。だから、一緒に食べていても、違うもの

を食べているという意味の個食もあるんですね。 

○大谷委員 本来独身の方とか、配偶者が亡くなって独りとなった方とかが意外に多く、そのような「コ

ショク」もあるんですけれども、そういう形で、家庭という形の食事がだんだん崩壊しているというこ

とがあります。そういうところが設問の中でもう尐し織り込んで把握できれば、それに対応した食育と

いう方針がまた出てくるんじゃないかと思うんですけど。 

○大竹会長 そうですね。 

○大谷委員 その辺の切り口も考慮して、できれば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。この間も多尐、だれと食べますかというところで聞いているんで

すね。その結果として、大家族でわりと一緒に住んでいる人たちでも高齢者の、特に男性が弧食になっ

ている。家族と一緒に住んでいても一緒には食べない。だれと食べますかという形で聞いているので、

それは孤立のほうの「孤食」になるんですけど、違うものを食べますかとまではちょっとまだ聞いてな

いんですけれども。 

○酒井委員 言ってみれば、家族がつくったものを食べるのか、それとも自分は自分で食べるかという。 

○大竹会長 自分は自分でつくるか？ 

○酒井委員 つくるか。 

○大竹会長 自分が自分でつくる……、なるほど。高齢者世帯に焦点を当てたりすると、これって市民

全体からランダムにサンプリングするので若い人もいるじゃないですか。そうすると、ひとり住まいの

人は自分で作るけれども、複数の人と住んでいる場合にはわりとメインの人がつくる、だれかがつくり。 
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○酒井委員 二世帯住宅で住んでいるところは一つ一つですよね。それで一つじゃないですよね。 

○大谷委員 原則としてそうですね。 

○大竹会長 そういう人たちはサンプリングの中ではほんとに数える片手ぐらいしかいないので、そこ

の人に向けた項目はほとんどほかの人は答えない項目になってしまう。だから、多分だれがつくります

かというと、ほとんどがだれか自分じゃない人が作りますと。外食、買ってきて食べますかというと、

まだ多くの人がイエスかノーで答えます。 

○大谷委員 その辺も３年前に比べると随分変わっているんですね。食事が内食化しつつあると思いま

す。 

○大竹会長 そうですね。 

○大谷委員 食単価は下がってきていますから。そういうのがかなりトレンドとしてわかってくるよう

な感じですね。 

○大竹会長 ただ、今不景気でまた内食に戻りつつありますよね。 

○大谷委員 完全に戻りつつあり、それはしばらく続くんじゃないですかね。 

○大竹会長 じゃ、もう尐しその辺がわかるような工夫をしてみますか。なかなか難しい……。 

○大谷委員 工夫というのか、やったらおもしろい資料が出てくるんじゃないかなという単純な気持ち

なんです。 

○大竹会長 そうですね。この間はお昼は聞かなかったんですよ。どうせほとんど外食だろうと。だか

らお昼が、例えば自分でお弁当をつくるか外食なのかと聞いてもいいかな。 

○酒井委員 あとは、例えばどのぐらい金額をかけているか。 

○大竹会長 金額ね。 

○酒井委員 昨日、ちょうどお昼どきだったんですけど、たまたま学生さんが歩いているところを一緒

にすれ違ったときに、男の子たちがどこそこのあそこに行くと弁当２９０円だよとか、２５０円とか、

何かそんな話をしながら歩いていたので、どのぐらいかけているのかなと。どうなんでしょうかね。 

○大竹会長 はい。 

○廣野委員 この１６番の残さず食べますかという設問がありますね。これはお食事を一人一人個々に

ちゃんと１人分ずつ料理した場合のことであって、一緒盛りで食べることがあるじゃないですか。そう

いう条件をやっておかないと、うちはいつも一緒盛りで好きなだけとって食べているよというようなと

きにはこれに当てはまりますというふうにしないと、自分の好きなだけとって食べた、それは残さない

で食べたという意味になるのか、まだ４人分一緒盛りになっているやつをだれかが残して食べなかった

らどういう判断になるのか。一緒盛りのときは、自分の食べたい分だけでいいんですと注釈をつけない
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と困るんじゃないですか。この設問だと、一人一人が全部個々にお料理をつくられているという条件で

すよね、これは。それじゃ、このアンケートをやるんだったらちょっと足りないかなという感じがしま

す。 

○大竹会長 もうちょっと限定するということですよね。 

○廣野委員 せっかくこういう質問をするんだったら、一緒盛りのときはこういうふうに考えていない

と。そういうのをちょっとつけ加えないといけないと思いますね。 

○大竹会長 これは多分残すことがあるかないかということを聞いているので、例えばコンビニ弁当と

か、そういうふうに買ってきたときに残していることがあると、その人は残すことがあると。 

○廣野委員 いや、だから、私はこれでおなかいっぱいだからもういいんだというのは、一緒盛りのと

ころにいっぱい残っている場合に残したと思うのか、自分は自分で十分な分だけ食べたと思うのか、全

然違ってくると思うんですよね。 

○大竹会長 そうですね。注をつけるということですね。 

○廣野委員 注をつけたほうが答えるほうはわかりやすいと思います。 

○大竹会長 そうかもしれないですね。 

 他に何かありますでしょうか。 

○雀部委員 すいません。小金井の郷土料理や伝統食って私は全然わからないんですけど、書ける方と

いうのはいるんですか。 

○大竹会長 何人か書いていました。これが伝統料理なのかなと思ったんですけど、伝統料理と言えな

いのかもしれません。うどんとかね。 

○井上委員 うどんですね。 

○大竹会長 それから何だっけ？ 何かの野菜、タケノコか何かあれですか。何だっけな。 

○井上委員 タケノコは小金井ですかね。 

○雀部委員 小金井市のというとかなり限定される……。 

○大竹会長 そうそう。限定されるので、その人が思っているのが何なのかなと思って、ただ、それで

聞いてみたら、意外と……。 

○井上委員 うどんが多かったんですね。 

○大竹会長 うどんが多かったです。それから、何だっけな、汁物だったかな、何かいろんな野菜を入

れた汁ありません？ ないですか。ちょっとごめんなさい、今頭に残ってないけど。 

○酒井委員 高橋さん、何かどうですか。 

○事務局  肉とかネギとかという、最近武蔵野うどんとかありますけど、小金井で、私は小さいころ
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からよく食べていた思い出があります。 

○酒井委員 あったかいつゆで冷たいうどん……。 

○事務局  あったかいつゆで、熱いかま上げみたいなイメージで、かまからつけるときもありますし、

水でしめているときもありますけど、おつゆは温かいんです。豚肉とかネギとかナスだったりとか、野

菜も作っていますから、そういうのを適当に入れて、しょうゆ味のつゆで食べるというのを、例えば茹

でたホウレンソウとか、江戸たてもの園にも糧うどんみたいなものがありますよね。 

○酒井委員 糧うどんね。 

○井上委員 ちょうどお盆のころですよね、それは。 

○事務局  うどんの粉で、自分の家でうどんをつくるなんて結構やっていましたよね。 

○井上委員 やっていましたよ、昔。 

○事務局 だから、そういう印象のある方が郷土料理と言ったときに、うどんと言うと思います。小金

井に限らず武蔵野近辺では……。 

○大竹会長 武蔵野は大体この辺ずっと、うどん文化がありますよね。だから、小金井市に限定はして

いないんだろうけど、でも、その人が自分の、小金井というイメージの昔からの食事というと。 

○井上委員 そうですね。各家庭でみんなやっている……。 

○大竹会長 そうそう。 

○酒井委員 農家さんも麦をつくられていたの？ 

○事務局  粉は買っていたような気がします。 

○井上委員 うちのほうも昔……。 

○酒井委員 作っていました？ 

○井上委員 麦畑がありました。 

○酒井委員 ありました？ 

○廣野委員 はい、ちょっと。 

○大竹会長 はい。 

○廣野委員 小金井の郷土料理って何種類ぐらいあるんですか。 

○事務局  うどんというのがアンケートの結果多かったですよね。それで、うどんはわりと昔はよく

食べていたのかな。 

○廣野委員 僕は小金井の郷土料理というのはあまり耳にしたことがないけれども、市民の方々もそん

なの聞いたことがないなという人が多いと思うんです。だから、ここに郷土料理と称する幾つかあった

ら、それをずっと並べてみて、この中であなたがご存じのやつ、食べたことがあるものを丸してくださ
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いと。そのほうがわかりやすいんじゃないかな。 

○酒井委員 その他とつければ。 

○廣野委員 自分ではこれを郷土料理だと思っているけど、こっちの人はこんなの小金井の郷土料理じ

ゃないと思っているかもしれない。 

○事務局  食べたことありますかと言って、うどんだったらほとんど食べたことがありますよね。 

○廣野委員 人によって郷土料理と称するものがどういうものかということがわからないと思うんです

よ。別々だと思うんです。ですから、こういう質問だったら小金井の郷土料理にこういうものが言われ

ておりますと。その中でご存じのものに丸をつけてくださいというような形のほうがわかりやすいんじ

ゃない？ 

○大竹会長 これ、実は作るときにいろんな人に聞いたら、やっぱり小金井の郷土料理って出てこなか

ったんですよ。だからもしかしてないのかなと思ったんだけど、ないというふうにいうよりも、もしか

してある人の思い込みでこれがそうだと思っている人がいたら、それを書いてもらおうかなと思って書

いてもらった。 

○廣野委員 そういう意味なんですか。 

○大竹会長 そうなんです。そうしたら、やっぱり幾つか出てきたんです。それが小金井市の特徴のあ

るものと言えるかどうかはちょっとあれだけど、でも、今のお話に出てきたように、井上さんとか高橋

さん、もともとこの辺に住んでいた方が、そういえば昔よくそういうのを食べたなという記憶の中で、

うどんとかというのが出てきたのは、確かにそれはこの地域、小金井市に限らないかもしれない。小平

とか、ずっと向こうまでも含めてだろうけど。 

○井上委員 武蔵野の辺でね。 

○事務局  回答の、いただけるパーセンテージとしてはかなり小さいのかなというふうに。 

○大竹会長 低いですけど、それこそ片手に入るぐらいの人しか回答していません。 

○事務局  同じ質問をしたときに、前回もそうだし、今回も他の項目は回答いただいていますけど尐

ないということは、そんなに郷土料理がないのかもしれないということになるのかもしれませんし、逆

にここで設問することによって計画で言っているような野菜、伝統文化というようなところを何かアン

ケートをもとに推進していくというか、そういうあたりをどうとらえるかによっちゃうのかなと感じて

ます。 

○酒井委員 やっぱり地理性というか、私は栃木なんですけれども、栃木も私が育ったところは明治に

なってから開拓で地方から入ってこられたところなので、そこの郷土料理ってないんですよ。栃木県と

いうと多分南のほうは、しもつかれってシャケの頭と大根おろしで作るんですけど、うちのほうはそう
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いうのはなくて、だから例えば長野から入った人は長野の郷土料理みたいなのをつくるし、茨城から入

った人はという、そういう混在した土地柄で育っているので、私もそこの地域の郷土料理というのをあ

まり知らないんですね。だから小金井もそういう意味で、どうでしょうね。 

○大竹会長 多分似たこと、井上さんたちはもともとここの方だから根づいているけど、多くの人たち

はどこから移り住んできたサラリーマンが多いじゃないですか。そういう人たちの中には小金井市の郷

土料理ってわからないです。というか、ないんです。 

○廣野委員 それだったらそれで、小金井に郷土料理、あるいは伝統料理というものがあると思います

かというのをまず先に、ないと思うと、あると思うという。あると思うという人は、下にその品目を書

いてくださいとか、そういうふうにしたほうがはっきりするんじゃないですか。 

○大竹会長 そうですね。書き方としてそうかもしれません。 

○廣野委員 皆さん、あると思う、ないと思う、人によって違うと思うんですよ。あるかないかという

と、あると思うか、ないと思うかというのをまず先に書いて、あると思うという人に製品の名前を書い

てくれと。そういうふうにしないと、何が一体郷土料理だろうと、まずこの書き方では思います。 

○酒井委員 多分小金井の歴史の中にもあまりないんですよね。 

○大竹会長 ないですよ。探してもなかった。 

○酒井委員 私もちょっと探してみたんですけど。 

○大竹会長 たがら、学生が半分手伝ってやっていたんですけど、学生の発想では小金井の料理をつく

っちゃえばいいんじゃないのとかいう感じで、最近何とか……。 

○酒井委員 ありますよね、そういうの。新しい郷土料理。 

○井上委員 Ｂ級グルメ。 

○大竹会長 Ｂ級グルメ。Ｂ級グルメをコンペでつくったらどうですかと。 

○雀部委員 それこそうどんで。 

○井上委員 今うどんがブームですけどね。 

○大竹会長 まちおこしへ。 

○井上委員 今はすごいですもんね。今はうどんブーム。 

○大竹会長 うどんブームなんですね。 

○酒井委員 例えばこの近くだったら、武蔵村山はうどんでまちおこししていますよね。 

○大竹会長 だから、先ほどの月間のキャンペーンは今回スイーツでしたけど、何かそういうので、Ｂ

級グルメの提案みたいにしてもらって、小金井市のをつくっちゃうとか。 

○酒井委員 ちなみに江戸東京野菜だと、今回のフェアは丼フェアで飲食店の方に丼を作っていただい
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て食べていただくみたいなことをやっていて。そういうのもいいかもしれません。丼とかね。 

○大竹会長 最近丼でご飯が多いですよね。 

○酒井委員 みんな簡単に食べられるからかもしれないですね。 

○大竹会長 そうなんですよね。栄養バランスを考えるとちょっとどうなんだろうと思うんですけれど

も、若い人は丼好きですもんね。 

○酒井委員 吉野屋とか松屋とか安くて早いというのが。 

○大竹会長 そうそう。安くて早くて。 

○各委員  質問項目ということで、計画では、野菜とかはわりと小金井の特性があるんですけれども、

野菜に関してアンケート項目を増やしたほうがいいとかというご意向は特にはない……。例えば購入、

市内で……。 

○井上委員 逆に言ったらどこで売っているかとか、そういうのはあれでしょうね。 

○大竹会長 どこで売っているか知っていますか。 

○井上委員 知っています。 

○各委員  野菜でも江戸東京野菜のことを質問に加えるというか。 

○井上委員 例えば市内では伝統野菜ということを、推進じゃないですけれども、やっていること、そ

ういうのを知っていますかとか。 

○事務局  何らか野菜のところもちょっとあったほうが。 

○酒井委員 ルバーブなんかも力を入れているから、小金井で力を入れている伝統江戸東京野菜とかル

バーブ、そういうのを知っていますかとか。 

○大竹会長 じゃあ、どういう野菜に力を入れているか、尐し教えてくれますか。 

○井上委員 現在は、小金井市はまずルバーブ、あとは江戸東京野菜。 

○大竹会長 江戸東京野菜は幾つかあるんですよね。 

○井上委員 あります。種類で見ますと、まず亀戸大根、大蔵大根、金町かぶ、しんとり菜、伝統小松

菜、東京長かぶ、寺島なす、馬込半白きゅうりとか……。 

○大竹会長 後で。（笑） 

○井上委員 細かくいっぱいありますけど。 

○大竹会長 ですよね。何か前にいただいたのに書いてあったかな。 

○酒井委員 はい。リーフレットがあります。 

○大竹会長 リーフレットね。 

○事務局  事務局のほうにもリーフレットがあります。 
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○大竹会長 そうですね。そういうのを知っていますかと聞くということね。 

○井上委員 そうですね、はい。 

○大竹会長 何か知らないみたい。たくさんある。 

○酒井委員 １０種類？ 

○大竹会長 １０種類？ 

○井上委員 １０種類かな。 

○酒井委員 今１１。 

○井上委員 多分１１種類くらいは今あります。 

○大竹会長 そういうの知っていますか。あまり知っていそうにない。 

○酒井委員 あと２種類入っていないんですけれども、こんな感じで今つくられている。 

○大竹会長 写真できっとあれだろうけど、ちょっと聞き方も難しそうだね。じゃ、もうちょっと野菜

の質問を入れるということにします。尐し考えてみます。そんなところで、何かまたありましたら、私

のほうにお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。 

 じゃ、続きまして、小金井市の食育推進計画についてですが、これも事務局のほうからお願いいたし

ます。 

○事務局 それでは、進捗状況についてでございますが、お手元の資料３でご報告させていただいてお

ります。今年の３月の食育推進会議で以前にＤランクの項目だけを抜粋してご報告を申し上げたところ

ですけれども、今年度は計画最終年ということで、すべての状況をご報告させていただいております。

こちらは平成２２年８月現在での状況をご報告させていただいている形となっております。すべて読み

上げますと時間の関係上長くなりますので、ご覧いただきますようよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○大竹会長 ありがとうございました。Ａのところも幾つかはあるのですが、比較的Ｂが多いでしょう

かね。それから、Ｃもあるというところで、特に皆さん気になっているところがありましたら、ご意見

として出していただければと思います。 

○雀部委員 すいません。２ページの離乳食講習会の管轄が保育課なんですけれども、これは今現在市

でやっている離乳食講習会以上に幅を広げるという意味なんでしょうか。ちょっと意味がわからなかっ

たので。 

○大竹会長 Ｃになっていますよね。でも、実際にはやっている部分もあって、これはどういうふうに。 

○酒井委員 やっているんだからＢでいいんじゃないですか。 

○事務局  これは保育だけなんですけれども、各保育園で栄養士によって、通常保育施設に当たって
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離乳食をつくっているわけですけれども、それを父兄の方、もしくは砂場遊びとかというので公開して

いる市があるんですね。そういうときにしているということなんです。ですから、保健センターで行っ

ている離乳食教室はまるっきり別ということでお考えいただければと思います。 

○大竹会長 それは上の離乳食教室のほうですね。下のほうは保育園を中心にということですね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 なかなかそれが進まないけど、開催方法等の見直しを検討しているというのは何か課題が

あるんですか。 

○事務局  私が元保育課にいたものですから、ちょっとお話をさせていただくんですけれども、通常

離乳食に限らず、主食となりますとお金の問題も絡んでくるんです。つくった方すべてに差し上げるわ

けにはいかないので、材料費だけをいただくとかいう形とか、あと、それからレシピを印刷するにして

も、やはりいろいろな経費がかかるという形で、どういう形でお母さん、お父さん方に、一番何が困っ

ていて、どういうものを知りたいかというようなことを含めて検討していくという形が、見直しをとい

うふうに書かれているものなんですけれども、実際この保健センターで行っている離乳食教室がやれる

場所的なものもあったり、保育園によっては子どもさんを預けている方たちはやはりお勤めになってい

るので、平日保健センターで開催されている離乳食教室にはなかなか通えないという部分もありまして、

簡単なレシピとか、こういうお子さんに、例えば０歳とか１歳になる間に、今何カ月の方にはこういっ

たものを離乳食として食べさせていますというレシピとかを皆さんに配れるようにはするんですけれど

も、最初のお子さんですとわりと関心が高かったりするんでけれども、２人目、３人目になると、ああ、

前はこうだったかなみたいな形で、自分の中のなれた形で食べさせていくとかいうものもあって、また

お子さんによってはアレルギー体質の方が多くて、一般的な離乳食になかなか合わないようなお子さん

もいらっしゃるんですね。そういったものも含めて見直しをしているというような。 

○大竹会長 でも基本は予算がないという感じですね。 

○事務局  給食の献立表なんかについては全員配っているわけですので。 

○大竹会長 それはできるということですね。あと、ちょうど目の前に、どういう状況でというときに、

こういうのがいいですよというのを保育園に迎えに来た保護者の人にその場で話すチャンスがあればい

いけどということですね。それがなかなか、保育士さんは関わりがあるけれども、栄養士さんとか調理

師さんはかかわらないということですね。その辺の問題がある。 

○酒井委員 あと全体を見たときに、実施主体、例えば保育園、小学校、中学校とか児童館とかいろい

ろあるんですけれども、市内にたくさんあると思うんですが、全部で実施されているのか、それともそ

の中で一部実施されているのかという、そういうデータみたいのはとらなくてもいいんでしょうか。多
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分事務局のほうではそういう資料をお持ちなのだとは思うんですが、推進計画の中で推進されていると

いうことがあっても全部やっているとは限らないとは思うんですが、例えば学校が１０校あったとした

ら、１０校のうち５校は達成されていますよとか、そういう資料もあるとわかりやすいかなと思うんで

すけど。 

○大竹会長 いかがですか。例えば３ページ目の給食を通じた食育、これはＡになっているけど、市内

の全小学校、中学校でやっているのかどうかというところ。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 これはでも、全部でやっているんじゃないですか。 

○酒井委員 多分食育月間は全部でやっていたんじゃないでしょうかね。西岡さんなんか、多分……。 

○西岡委員 そうですね。この観点、全体計画がどこの学校も市民を中心として、また市で集まって、

一応全部の学校に出たはずです。その辺は足並みをそろえて、またそれぞれ各学校で教科を絡めたりと

か、あるいは総合の時間を使ったりとか、それぞれ個々に。 

○大竹会長 ここの取り組み等の書き方が、全部やっていればＡでいいので、そうした指導が全学校で

取り組まれているとか、どのぐらいやっているかという文章をここに書いてほしいと。書き方の問題で

すね。 

○酒井委員 そうですね。例えば、Ｂだったら、１０校中８校までにとどまっているよとか、そういう

ふうなことがあったほうが、具体的にはわかるかな。 

○大竹会長 そうですね。例えば、交流給食がＢになっていますけど、これはやっぱり全学校で取り組

んでいないからＢなのかしら。 

○酒井委員 じゃ、ＢとＣの違いはどうなんですかという……。 

○大竹会長 それはどうなんですか。ＡとＢの違いは。 

○事務局  それは、７ページのほうに、進捗状況のＡランク、Ｂランク、Ｃランクというのが書かれ

ておりまして。 

○大竹会長 だから、その「実施達成」というのがどういうことなのかというものがわからないわけで

しょう。例えばこの３ページだと、小学校、中学校の取り組みなので、全部の学校で取り組んでいたら

達成したということになるのでＡがついているということであれば、「すべての学校で取り組んでいる」

と書いてＡにしてほしい。Ａ、Ｂの説明は後ろのでいいですけど、実際にはこの中の……。 

○事務局  取り組み等の書き方をもうちょっと文章化してあらわしてほしいということですね。 

○大竹会長 そうそう、わかるように。 

○酒井委員 達成度が１００％なのか、８０％なのか、６０％なのかというのがわかると、多分、これ



－２２－ 

を見た人たちも、この程度進んでいるんだなというのがわかるんじゃないかな。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの説明

はこのとおりなんですけど。 

○大竹会長 そういうふうにした場合に、例えば交流給食は、多分一部の学校でやっているけど、まだ

全部は取り組んでいないという意味なんですよね。あと、ここでいう交流教室は生産者についてみたい

ですね。生産者を招いて授業を行うなどの取り組みは行った。 

○西岡委員 自分の学校しかわからないんですが、うちの四小では、過去に農園の方を呼んで、たまた

ま４年生がキャベツの栽培のときにお招きしたけれども、毎年じゃないですね。今年も、３年生が今週

ちょっと行くんですけれども、農家の仕事に対して取り組むんだけれども、それを呼ぶか、呼ばないか

はまた教科の先生次第。 

○大竹会長 だから、多分毎年じゃないので、この年については、全部がやっているわけじゃなくて、

一部の学校はやっているけれども、全部はやっていないという意味で、きっとＢなんですよね。 

○西岡委員 学校によって、時間数とか、全部教科が絡んでくるので、ほんとうは毎年そういうふうに

計画的にいけばいいんだろうけど、なかなか難しくて、今年は天候の具合でサポートもなかなかできな

いみたいで。 

○大竹会長 だから、各担任の先生のね。 

○西岡委員 そうですね。学年の先生の……。 

○酒井委員 そういう事情も挙げておくと、多分わかると思うんですよね。達成度みたいな。 

○大竹会長 だから、例えば「一部の学校では取り組まれているけど、まだ全学校では取り組まれてい

ない」というぐらいでも書いてくれればわかるということですね。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 多分、１０校中３校がやっているとか、７校がやっているとまでは書きにくいと思うんで

すよ。 

○西岡委員 食育リーダーというのがどこの学校にも１人いて、集まりもあるんだけれども、リーダー

でも、自分の学校しかわからないので、皆さんでそうやって声を出せば、どのぐらい普及されているか

というのがわかると思います。 

○大竹会長 それは、市として各学校に照会して、それはやっているという返事があったものを見て、

全部じゃないからＢにしようと判断したんですよね。 

○事務局  例えば、これはカテゴリーごとにあって、保健センターというのはうちだけなんですよ。

保育園というと何園かある。学校というと、十何校あるということで、表現の仕方を複数存在する施設

における取り組みの場合には、全校実施とか、全園実施とか、一部とか、例えばこれをやったときに３
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園あって、これが発表になったときに４園ということもあるかもしれないので、進捗状況の中に当該対

象の施設が複数ある場合には、すべてなら「すべて」と書くし、そうでなければその程度ということを

表現の中に入れるということで統一したほうがいいのかという事ですかね。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局  パーセンテージ、では何校だったら何％というのは……。 

○大竹会長 しにくいですよね。 

○事務局  そうですね。数のこともありますし、事業の取り組みの評価のパーセントと両方掛け合わ

せると、これを１０％と言っていいのか、３０％と言っていいのかという判断が難しいので、複数施設

あるものについての表現を、次回以降のこういったものに関しては追加するということでご了承いただ

ければと思います。 

○大竹会長 そのぐらい書いてくれるだけでも随分わかりますよね。 

 そうすると、ＢとＣの違いはと、さっきちらっと出ていましたけれども、例えば弁当の日はＣになっ

ているんですが、これはどこかではやっているんですよね。 

○酒井委員 そうですよね。実施していると書いてあるので。 

○大竹会長 給食の献立を弁当箱に実際に詰めながら、バランスの知識を深める授業を実施している。

多分そういうふうに実施した学校があったということですよね。 

○西岡委員 そうですね。市内で東中が昨年やったと思います。 

○大竹会長 そうですか。多分、あったけれども、それは１校にとどまっているからＣなんじゃないで

すかね。それをもう尐し進めていく。 

○井上委員 これから秋に入ります、東中で。 

○大竹会長 東中で？ 

○井上委員 はい。家庭科の授業を使って、多分３年生だと思うんですが、実際に地場の野菜を使って、

お弁当をつくるという話は聞いています。 

○大竹会長 そうなんですか。東中はわりと積極的に取り組んでいますね。今度それを１つだけじゃな

くて、次に広がるといいですね。 

○井上委員 来年は、中にちょっとした畑をつくるらしいです。 

○大竹会長 学校の中に？ 

○井上委員 はい。東中。 

○大竹会長 すごいですね。では、学校全体でわりと食育に熱心に取り組んでいるということなんです

ね。 



－２４－ 

○井上委員 そうですね。最近ちょっと栄養士の方もかなり絡んだりしています。 

○大竹会長 そうなんですか。そういうのを例えば小金井市の栄養士の集まりなんかで共有して、もう

１つぐらいいくと、徐々に学校に広がっていくと思うんですよね。 

○井上委員 ですから、今栄養士さんを集めて、市内で生産した野菜を集めて、そういう話をするとい

うかたちをとろうかなと 。 

○大竹会長 ぜひぜひ。そういうのは、市のほうからもサポートができないんですか。推進をするのに。 

○井上委員 ご連絡をしていただくと、ほんとうはいいのかなと思います。 

○大竹会長 今はこの委員会のメンバーにたまたま井上さんもいるしという形でちょっと情報はあるの

で、ちゃんと働きかければいいなとわかりますけど、市のほうがその辺は全部把握しているので、市の

ほうからもそれぞれ動かすように働きかけていただけるといいですね。 

○事務局  それは、学校の栄養士さんと農業者との協議の場という意味ですか。 

○井上委員 そうですね。そういったシステム。 

○事務局  それは教育委員会の話になります。こういう言い方をするとあれですけれども、我々が協

議の場を設けるから行きなさいというのではなく、計画における学校の取り組みとして、教育委員会が、

推進していくための協議の場という事で、農業者の方に来ていただくとかという呼びかけであり、事務

局は把握していくというイメージだと思いますので、我々が呼びかけてというのは、ちょっと違うかな

と思っています。 

○大竹会長 そうなんですか。ここが食育の中心なんですよね。 

○西岡委員 このお話、次回の栄養士会で学務課の栄養士も見えますし、市内の栄養士も全員招致する

ので、ちょっとこの話をしてみたいと思います。必ずお伝えします。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

 そうか。前は企画政策課でやっていたのが、健康課に移ったから、ここが食育の市の中心というイメ

ージを持っていたので、ここから必要とあらば教育委員会のほうとか、栄養士、商工会のほうとかとい

うふうに、こちらから、ここが核になって発信していくのかなと、私はそういうイメージを持っていた

んです。 

○事務局 こういった会議の場の皆さんのご意見を踏まえて、関係課と協議をしてということでは進ん

でいく、発信する側は我々なんですけれども、今のお話はもっと具体的に職員が動いて、協議して、教

育委員会の事業を推進していくというお話なので、そこは教育委員会、学校さんにしていただくことで

す。事務局がこういうことをやろうと思っているから、栄養士と農業関係者もお呼びしますので集まっ

てくださいというと、ちょっと違うのかなというお話です。 



－２５－ 

○大竹会長 集まってくださいと声をかけるのは教育委員会のほうだということね。だから、こちらか

ら話しかけるのは、教育委員会のほうにいろいろな取り組みをやってくださいと、その１つとしてこう

いうのもあるので、そういうのを推進してくださいというふうに話しかけるというか、働きかけるとい

うことですね。 

○事務局  事業を計画して、実行するのは教育委員会なので、そういうことをやったほうがいいよと

か、やるべきであるということは言えたとしても、事業決定するのは教育委員会になってしまうわけな

ので、その場の設定とか、音頭を我々が取って進めていくということにはならないということです。 

○大竹会長 わかりました。 

○雀部委員 食育は、１つの課が到底できることではなくて、これもいろいろな課にまたがっていて、

多分健康課さんはものすごく大変だなと思うんですけど、できれば、食育推進計画に関しては、各課の

代表の方が皆さんここにいらっしゃってくれると一番話が早いかなと思うんですね。それぞれの課のこ

とは、できればその会議までに把握なりはしていただく覚悟は必要だと思うんですけれども、そうする

と話がスムーズに運ぶというか、それはこの課なのでよろしくお願いしますという話も、直接この場で

できちゃうと思うんですね。だから、皆さんに集まっていただくのはすごく大変な話なんですけれども、

１つの課がやることじゃないので、もうちょっと協力的になっていただかないと、進めていくのが難し

いものもたくさんあるのかなと。 

○大竹会長 可能ですかね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 よかったです。というのは、私はここが中心になっているんだから、健康課のほうから各

部署に命令できる仕組みなんだろうと思っていたんだけど、ちょっとどうも今の話を聞くと違うみたい

なので、尐なくともこういう会議を集めて、同席してもらうぐらいはできそうなので、そうすると、直

接話ができる。 

○事務局  例えば、今日のお話の場というのは、庁内の課長職者で構成している検討委員会というの

があるので、それをこの後開いて、委員の皆様にこういうご意見を賜りましたと報告して、今後の事業

をどうするか各課で検討する。食育に関しては、１つは、市民参加をいただいております関係機関、専

門家の方もいるこの会議でのご意見。もう１つは市の関係課それぞれが話し合い、進めるということで、

実施しています。必ず担当課長職が出られるかどうか確約はできないんですけど、なるべく出席する形

で調整していこうと思っております。 

○大竹会長 ありがとうございます。それでなくても代理でもいいので、ちゃんと把握している方に来

ていただいて……。 



－２６－ 

○雀部委員 できていないことも健康課さんに罪があるわけではないので、答えられないこともきっと

あると思うんですね。わからないことについては、担当課の方を呼んでくるしかないと思うので、その

課に答えてもらうのが一番いいと思います。 

○大竹会長 ということなので、尐し次は進むかもしれませんけれども、そういうことでよろしいでし

ょうか。 

 あと、気になるところ。 

○萩原委員 ５ページの一番下の事業者のところなんですけれども。 

○大竹会長 Ｃが多いですね。 

○萩原委員 そのページの一番下の……。 

○大竹会長 食育教室等での連携推進。 

○萩原委員 その下なんですけれども、一番下の段の環境に配慮した料理教室、これはエコクッキング

だと思うんですね。 

○大竹会長 多分そうです。何で未実施なんだろうと思ったんですけど。 

○萩原委員 児童青尐年課と所管課がなっているんですけれども、まさにエコクッキングは食育の１つ

ということで、小金井市も最近実は多いんですよ。学校の総合的な時間の中にエコクッキングを取り入

れている、みんな小学校の時間で枞を持っているんですね。その中で、エコクッキングをやってくださ

いという指導がされていると思うんですね。 

 それで、私はちょっと把握していなかったんですけど、多分４校か５校は、うちの担当が授業でやっ

ているんですね。ですから、そういったものがここに網羅されているかどうかということのご相談なん

ですけど、入れてもいいかなと思っているんですけど。 

○大竹会長 そうですね。これを書いたときには、多分東京ガスのそういう取り組みを念頭に置いて書

いた気がするんですけど。 

○萩原委員 そうです。登録商標で「エコクッキング」と書けなかったんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 それで、「環境に配慮した料理教室」という表現にしていただいたような記憶があるんで

すけどね。 

○大竹会長 その辺の把握の仕方はどうなんでしょうね。 

○萩原委員 １しか把握できていないんですよね。 

○事務局  それは東京ガスさん単体でやっている事業になるんですか。 

○萩原委員 学校からの要望で来ているんです。 



－２７－ 

○事務局  実施場所というのは。 

○萩原委員 各学校です。 

○大竹会長 青尐年課に問い合わせるとわからなくなっちゃうのかな。 

○大竹会長 学務課か何かに問い合わせるとわかるんですか。その辺の仕組みがわかっていないんです

が。 

○萩原委員 教育委員会は全部把握しているんですよね。 

○事務局  学務課は、その上のところですね。環境に配慮した料理教室などでどうのこうのというの

は、進捗状況Ｂということで……。 

○酒井委員 ここに入っているんじゃないんですか。 

○大竹会長 「現状では不可能である」と書いてあるけど、やっているの？ 

○萩原委員 そうしますと、上の欄ですかね。 

○事務局  そうですね。 

○酒井委員 児童青尐年課と分けているから混乱するんですよね。 

○事務局  学校と児童館というのが、もともと計画では事業者のほうのご協力を得て実施をしたいと

イメージしているはずなんですね。それで、学校がやっているところはＢだけど、児童青尐年課はやっ

ていないからＣという表現になっていると。 

○大竹会長 だから、東京ガスの取り組んだ四、五校の出張授業は、上の学務課のＢと。 

○萩原委員 ああ、そうか。上にありますね。結構保護者の方も一緒にお見えになるんですよね。意外

と多いんですよ。 

○大竹会長 そうですか。 

○萩原委員 ええ。ここはＰＴＡと保護者……。ＰＴＡも保護者も同じような表現になると思うんです

けど、ここに含まれているわけですね。 

○大竹会長 児童館のほうでもやろうと言っていたんだけど、それは逆になかなか難しいということで

しょうかね。 

○事務局  現状でやっていないので、検討する必要があるというところ。 

○大竹会長 児童館だと、あまり調理施設はないですか。 

○雀部委員 あります。 

○大竹会長 あります？ 

○雀部委員 あります。ただ、呼んでもいいということを知らないんだと思います。児童青尐年課のほ

うも、児童館の職員も、基本的にやることが実現できるというのがきっとわからないんだと思います。



－２８－ 

だから、連携不足と言ってしまえばそれまで。 

○酒井委員 それと、例えば私とか雀部さんは食育関連団体に入っているわけじゃないですか。私たち

が行ってやっていることというのは、出てきていないですね。項目にすらないので。 

○大竹会長 そういうことも行ってやっている。 

○雀部委員 やった。 

○大竹会長 やった。 

○雀部委員 やったとか、やるとか、やったことは井上さんと同じだから、農業者との連携だから、そ

っちに入っちゃった。 

○大竹会長 それは児童館でやったんですか。 

○雀部委員 私は児童館です。ただ、児童館ですけれども、私たちの扱いはどういうスタンスになるの

かな。事業者になるのか、それとも児童館でやっていることの一環でただ呼ばれている人という扱いに

なるのか、ちょっとわからないんですけど。 

○大竹会長 各種ＮＰＯですよね。多分、次の区切りになるんですよね。 

○酒井委員 個人はここに入っていないんですよね。 

○大竹会長 食育関連団体になるんじゃないですか。 

○雀部委員 関連団体に個人も入れてくれているんです。だから、私と酒井さんは個人で入っている。 

○大竹会長 だから、関連団体に入るんですよね。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 だから、次の６ページ③各種団体等の中に個人が入っていると思うので。ということです

よね。だから、こっちに書かなきゃいいんじゃないですか。 

○雀部委員 こっちにも実際やったこととしては書いていない。子供たちに授業の時間を使って講習し

たりだとか、私の場合は児童館で離乳食講習会をやっているんですけれども、それは一切書かれていな

い状況。 

○酒井委員 数としてはかなり多くて、私はほんとうに数回という。実は今週、９日に第一小学校で総

合学習で食育を話すんですけど、そういうのは多分学校側も意識としてないから、ここに上がってこな

いのかもしれない。 

○大竹会長 学校を通じて調査すると、ここに上がらなくなっちゃうということですかね。 

○雀部委員 どうなんだろう。完全個別対応なんですよね。私は対児童館との交渉みたいな感じなので、

緑児童館と契約と言ったらおかしいですけど、緑児童館とのつながりでやらせてもらっている部分。 

○大竹会長 でも、そうすると、さっきの５ページの青尐年課の料理教室をやっていないとありました
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けど、東京ガスは学校でやっていたわけでしょう。児童館が青尐年課ですよね。そうすると、そっちで

はやっていないとなっていて。 

○雀部委員 これにも離乳食というかかわり……。だから、事業者とすればやっていることになるのか

な。でも、どこに入るのかな、難しい。 

○酒井委員 関連団体。あと、項目がないんですよね。関連団体で……。 

○雀部委員 だから、今年は、この計画は無理でも、この次の計画をもし立てるときにそういう項目が

あったら、もう実際にやっているので、入れていただいてもいいかな。 

○事務局 それは、児童館からの要請で講演をやったりとか。 

○雀部委員 そうですね。私は講習会。 

○事務局  学校は、学校からの要請で。 

○雀部委員 そうですね。個別にオファーを受けてということなので。 

○大竹会長 個別だけど、児童館から要請されているし、小学校から要請されている。だから、それを

例えば小学校については、教育委員会を通してくるわけですよね。 

○事務局  例えばおふた方の立場からのものというのは、６ページの食育関連団体登録制度に基づく

動きなのかもしれないんですけれども、学校は学校で、評価としての項目から見たときに載っていない

というご指摘なわけですよね。 

○雀部委員 そうですね。どっちのくくりで私たちは見られているのかなというのがちょっとわからな

い。 

○酒井委員 多分、今までは想定外だと思うんです、この２人の動きというのは。 

○大竹会長 今までは、わりと市でやるというのは、そういう学校とか、児童館という公的な場所で主

体的に企画してやったものしかこういうふうに上がってこなかった。だけど、今はもっと市民と連携し

ながらやっている活動が出てきた。 

○酒井委員 それもカウントにしてほしいということですね。 

○大竹会長 この実施状況、進捗状況一覧には載っていないので、そこをどうやって載せるかというこ

とですよね。 

○事務局  先ほど、冒頭にも述べましたけれども、４ページの学童保育とか、児童館のところに、今、

項目が入っていないということなんですけれども、例えば一番下のＣのランクがあるところの段の下に、

離乳食教室等を行ったというような形で、ＡとかＢとかというようなものが記載されれば一番いいかと

思うんですね。 

○大竹会長 そうですね。 
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○酒井委員 せっかく実施しているわけですから、実績がここに上がってこないともったいないですね。 

○大竹会長 そうですね。それで、今、わりと行政が財政難というか、どんどん縮小されている中で、

やはり市民の人の活動を巻き込んでいかないと、こういういろいろな施策はできないので、そういう活

動に期待されているというか、逆にそういうところがどんどん入り込んでいって、市の行政が動くとい

うことがありますよね。だから、そこのところを巻き込めるようにしておかないと、小金井市がせっか

く計画をつくっても何もやっていないとなっちゃうけど、実際にはやっているということになる。 

○雀部委員 ２ページの保健センターでやられている離乳食教室なんですけれども、これは地域的には

かなり端のほう、西のほうにあるので、結局緑町とか東町の方は行くのに大変なので、受けたくても受

けられないという状況が背景にあったんですね。それなので、人のつながりもあったんですけれども、

地域的には緑町のほうと東町のほうの児童館を使って、緑児童館、東児童館のほうで地域的に何となく

２つに分けるぐらいの気持ちで、地域的に網羅できたら一番いいなという形で児童館の方はこうして出

したみたいで、オファーがあって、今、離乳食講習会を各児童館、年に３回やっています。かなりの頻

度ではやっていると思うんですけれども。 

○大竹会長 そうすると、この書き方がという言い方はおかしいんですけれども、離乳食教室と書いて、

それが保健センターでやっていて、児童館でやっているというふうに、事業名を中心にして、どこでや

っている、会をまず複数書いたほうがいい。みんなには伝わりやすいかもしれない。これは、どちらか

というとやっている事業主がどこかで書いてあるので、でも市民の人は健康課でやっているのか、児童

館の青尐年課でやっているのかはあんまり関係なくて、具体的には離乳食教室があるわと言って、じゃ、

そこに参加しようというほうが実際の市民の活動というか、生活につながりますよね。もしかしたら書

き方の問題かもしれないね。そうすると、その辺のせっかくやってくださっているＮＰＯとかいうのも

ここに入れられる。そうでないと、Ｃでやっていないというのが目立っちゃうんですけど。 

○酒井委員 多分、６ページの食育関連団体活動、これはやっているかどうかということだけで、例え

ばＮＰＯさんがやっているという項目はないですね。 

○大竹会長 こういう団体がありますよと書いてある程度。 

○酒井委員 ということですよね。こういう団体があって、そこがこういう事業というか、取り組みを

していますよという項目がないということですよね。 

○大竹会長 書いていない。 

○雀部委員 どこに入れるかはうまくあれば。 

○大竹会長 そうですね。多分、半分わかるんですけど、調べるときは各セクションに調査するでしょ

う。集まってきたのをその順番に並べているからこういう報告書になってしまう。 
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○酒井委員 多分、池田さんの活動も月に１遍やっている。要するに、子供向けの食育の活動をやって

いらっしゃるんですね。そこで、エコクッキングもやるし、いろいろなものを網羅して月に１度、上之

原会館でやっていらっしゃるんですけれども、そういうのも出てきていないですよね。 

○大竹会長 そうですね。それは、やはり会館のほうから委託されている。それは違う。 

○酒井委員 いや、それはちょっとわからないですけど。 

○大竹会長 でも、そもそもこれはわりとそういう市民の人たちの活動も含めて小金井の食育を活発に

しようという発想だったので、市民の人たちがやっているということも盛り込んでいかないと。 

○事務局  雀部さんの動きというのは、児童館に確認し、児童館の事業としても載るべきなのかなと

いうのをおっしゃっていますので、酒井さんのは、多分小中学校の一番最初、３ページ目のところの授

業における食育指導の中に入ってしまっているのかなと思っているんですけど。一方で、市民の活動と

しての酒井さん目線のほうがちょっと物足りないなということかと思うんですね。それは、食育関連団

体登録制度の実施というところで、まずはこの計画において制度を立ち上げて、ホームページに載っけ

るとか、懇談会を実施してから決めるというような、ここにエントリーしてもらって、活動を我々が知

り得ない、例えばＮＰＯさんがどこかの場でやっていたと。それが行政側の主催するものの講師として

来ていただいているのであれば、それは知り得なくちゃいけないんですけど、独自の活動としてやって

いる場合には、何らかの、逆に我々のほうにお知らせいただかないと。 

○酒井委員 お知らせしなきゃいけないの。 

○事務局  しないとやれない。 

○大竹会長 わからない。 

○酒井委員 わからないんですね。 

○事務局  それをやるためにも登録制度というのが立ち上がっているのかなと思いますので。 

○酒井委員 いや、個人でやっていて、個人で登録もしているんですけど、私はＮＰＯの理事もしてい

て、そのＮＰＯでも大人向けの食育講座をやっているんです。ということは、そのＮＰＯもそちらに登

録しないと、情報が渡らないということですよね。 

○事務局  例えばどこかの機関がそちらに依頼をかけたとして、何かの教室をやれば……。例えば、

できれば現状の中で、会長がおっしゃっているのは、市民協働の部分の項目が非常に活発に動いていた

だいている。この状態というのは、表現が追いついていないというのがあります。ですから、この項目

を追加するのが望ましいのかなとは思うんですよね。 

○大竹会長 そうですね。これに登録したというだけじゃなくて、登録したって、その団体がこんな多

様な活動となっている。ほんとうは書くと、活動が見えるんですよね。 
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○事務局  そうですね。登録制度はもう立ち上がったわけですから、立ち上がった登録制度でどうい

うことをやっているのか、今、何団体あって、どうなっているのかという、その登録制度を周知して、

どんどん登録制度に登録していただくところを増やしていくというような事業の進め方なのかなと思っ

ているんです。 

 ちょっと今日お示しした資料というのは、あくまでも平成２２年のこういう形で事業を今日までとい

うか、未来に向かってやっていく項目事業を羅列してあるので、それが進んでいく中で足りなくなって

いるのは随時追加していくかたちですかね。 

○大竹会長 そうですね。では、尐しその辺の表現の工夫でしょうかね。それから、登録制度をしまし

たで終わりじゃなくて、今度は登録した人たち、市民の人たちに、例えば調査するときに、「どんなこ

とをやっていますか」とちょっと聞けば、きっと上がってくると思います。 

○雀部委員 そうですね。年に１回そういう提出する機会を設けていただければ、きっとお出しするこ

とはできるので、それでそちらでこれは何課の事業とかかわりがあるからこっちとかと、多分振り分け

ができるんじゃないかと思います。 

○大竹会長 できるんですよね。ただ、登録しただけだと、それ以上のかかわりがないけど、ちゃんと

お願いすれば出てくるんじゃないですかね。 

○事務局  小金井市のホームページにご登録いただいた皆さんをご紹介させていただいていて、もう

見た市民がすべてダイレクトに依頼をかけていただくような刷り込みになっているんですね。 

○大竹会長 そうですね。ただ、そこでその動きを全部把握するのは無理なので。 

○事務局 そうなんですね。 

○大竹会長 だから、登録している団体に、「今年１年間どういう活動がありましたか」と聞けば、い

いと思います。 

○酒井委員 では課長、食育懇談会が１つの何となく区切りだから、その前にアンケートなり何なりを

いただいて、懇談会６月までの間にという感じですかね。それとも、１年間というのは４月から３月で

すかね。 

○大竹会長 その区切りは調査するときの日時に応じて適当にやってもらえば。 

○雀部委員 では、果たしてどこの何が実施されているかということの割り振りは、多分健康課のほう

で上がってきたもので判断できるということですね。 

○事務局  ご登録いただいた皆さんには、我々のほうからお伺いし、回答をいただき、いただいた内

容をホームページ等で公表するのと、６月の月間で周知するみたいな流れで。だから、区切りというか、

発表の場は６月のほうがいいのかなという気がして、ただ活動は４月から３月までで、それをいただい
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て６月に発表するかたちですかね。 

○酒井委員 関連団体の登録というのは、いつでもいいんですか。 

○事務局  いつでもいいです。 

○酒井委員 はい。 

○大竹会長 そうすると、尐し市民の活動が盛り込まれてくるかもしれないですね。ありがとうござい

ます。他にありますでしょうかね。 

○井上委員 ５ページの生産者の食育活動のところなんですが、地場野菜等の情報提供。 

○大竹会長 これもＣですね。 

○井上委員 はい。食育ホームページ上では、月の地場野菜という形では報告はしていますけれども、

ただ庭先販売マップとして、ほかのところではこういったものが売られているというところまではやっ

てはいないんですが。 

○大竹会長 だからこれはＣなんですか。わからないけど、Ｃというのは。 

○井上委員 だから、毎月こういう野菜が地元でとれていますという形では、一覧として、私は教育委

員長のほうにお出ししているんですが。 

○大竹会長 ＣはどういうところでＣなんですかね。 

○酒井委員 そこの、例えば定番野菜なんかについては、それについての情報も載せていますよね。 

○大竹会長 載せているんですね。 

○酒井委員 例えば、今回ニガウリだったら、ニガウリの保存法とか、見分け方とか…。 

○大竹会長 ということは、Ｃということはきっとさらにもっと違うことまで要求しているのか。 

○井上委員 要求しているんでしょうかねという。 

○大竹会長 また、Ｃになった理由……。 

○井上委員 庭先直売所マップだから、マップまで今度掲載しないと……。 

○大竹会長 どこで売っているぞというのを教えるということ。 

○雀部委員 冊子はありますけどね。 

○井上委員 冊子はあるんですよ。 

○大竹会長 それを、そのままホームページに載せちゃえばいいんじゃない。 

○酒井委員 でも、これで言うと、所管が経済課なんですけど、ホームページをやっているのは健康課

なので、ここに健康課の項目を入れて、健康課のほうはＡとかとしちゃえばいいじゃないですか。だっ

て、毎月ちゃんと出していますもん。 

○大竹会長 だから、私も先ほど言ったのは、健康課とか、経済課とかで分けないで、どういう事業を
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やっているか、それがどこまで進んでいるか、どことどことどこが関連してやっているという。縦割り

じゃなくて、横に広げて、つなげた報告書のほうがいいと思うんですけど。 

○大谷委員 それは会長の言うとおりですよ。 

○大竹会長 小金井市食育ホームページが何でＢなの。 

○事務局  Ａですね。 

○雀部委員 すいません。 

○酒井委員 今Ｂになっているけれども、ほんとうはＡなんだ。 

○大竹会長 Ａに直しましょう。 

○雀部委員 この程度の、私たちの情報がまだ足りないということですね。 

○事務局  いや、非常にすばらしく、読み切れないぐらいにさまざまなメニューがあるようなので、

特Ａ位と認識しています。 

○大竹会長 でも、これはＢになっているんですけど。 

○事務局  申しわけございません。 

○大竹会長 そのあたりの、どういう場合にＡで、どういう場合にＢかがやはりわからないということ

だよね。 

○雀部委員 判断が難しいですね。 

○酒井委員 そうしたら、３番目レシピとかコラムとかのところもＡですね。 

○雀部委員 Ａにしていただけるとうれしいな。 

○酒井委員 だって２週間に１回更新しているんでしょう。 

○雀部委員 そうですね。 

○大竹会長 だから、聞くと、先ほどから、どういう場合にＡで、どういう場合にＢで、どういう場合

にＣなのというあたりが、もちろん最後に達成した項目はＡで、途中はＢで、まだ検討中はＣだと書い

てあるんだけれども、どの程度のものを達成したと判断しているかによって、情報のホームページのと

ころは達成したと判断されなかったからＢなんですよね。だから、達成した状況というのは、どの程度

のことを想定しているのかなというのが見えてこないんですね。 

○事務局 達成しなかったと判断しているわけではないです。単純な間違いで、これはＡです。 

○大竹会長 そうなんですか。 

○事務局 ただ、会長がおっしゃるような、なかなか難しい問題ですね。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局  どちらも実施中であって、目的を達成したというのも、目的は達成しているかつ今後もや
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っていくという事業と、目的は達成したから次の方向に進むという。 

○大竹会長 これで終わりだという。 

○事務局  そうそう、２つあろうかと思うので。 

○酒井委員 難しいですね。 

○大竹会長 終わりとなっちゃうのか。 

○酒井委員 そうか。Ａだと終わりになっちゃう可能性も。 

○事務局  ホームページは終わらないので大丈夫です。 

○大谷委員 これは、発信のほうはＡで、受信というのは、アクセプトするほうはＣだから、平均する

Ｂという。 

○大竹会長 だから、そういう書き方……。 

○大谷委員 発信は確かに一緒でもいい。 

○大竹会長 「ホームページが充実しました」と書いて、「それを利用している市民がどれだけいるか

はまだ未定」と書いてＢならまだわかる。 

○大谷委員 「さらに拡大を要する」とか、何か書けば。 

○大竹会長 だから、この取り組み等の書き方が、さっきの小学校とか中学校の取り組みもそうですけ

ど、もうちょっとＡなのか、Ｂなのかの判断がわかるような書きぶりにする。 

○雀部委員 Ａと書き直す。 

○大竹会長 ということです。多分、いろいろやっているんでしょうけど、こういう形でまとめたとき

のまとめかたで、いま一つ見えにくいですね。 

○井上委員 私のさっきのＣというのは。 

○大竹会長 地場野菜。庭先直売所マップがないからＣなんですか。やはり、なぜそれがＢなのか、Ｃ

なのかがわからない。 

○井上委員 もとはあるんですよね。 

○雀部委員 立派な冊子であります。 

○井上委員 冊子であるんですよ。ただ、それをホームページ上で紹介していないからなのか。 

○大竹会長 情報提供はしていると。ただし、マップは提供していないと。だから、一部は提供してい

るんですよね。だけど、一部は提供していないという書き方であればわかるということですね。それが

Ｂ。 

○雀部委員 Ｂぐらいにしてもらって。 

○大竹会長 なぜＣになったのというのを逆に判断を聞きたいということだと思うんです。 
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○井上委員 ここで紹介しますと言えばできちゃいますよね。 

○雀部委員 表示だけでここに出すだけでもやったことになるんですか。 

○大竹会長 印刷されているのをスキャンで取り込んで載せればそれで終わりだから。 

○雀部委員 膨大な量なので。 

○井上委員 膨大な量なんですよ。 

○雀部委員 直売所の数がすごい。 

○井上委員 すごい量あるんですよ。 

○雀部委員 なので、結構な厚さの冊子に。 

○大竹会長 そうか。それは何ページ。 

○雀部委員 ホームページで全部を紹介するのはかなり難しい。 

○井上委員 全部紹介するにはかなりの量ですね。 

○酒井委員 もう、小さいあれになっちゃいますよ。 

○大竹会長 いやいや、だって、ばーっと名前を書いて、そこをクリックするとそこのページに行くよ

うに、どうせ２０ページぐらいでしょう。 

○井上委員 違いますよ。 

○大竹会長 違います？ ２０ページぐらいじゃないんですか。 

○井上委員 ２０ページ。 

○大竹会長 もっとありますか。 

○井上委員 いや、もっとありますね。 

○雀部委員 この１枚のマップにおさまらないと。 

○大竹会長 いやいや、１枚じゃなくて、ホームページというのは、ここをこうやっておいて、クリッ

クするとそっちに飛ぶでしょう。それがいいところだから。 

○雀部委員 それをホームページでやったらいい。 

○大竹会長 それでやれば、１００でもいくと思うけど。 

○大竹会長 ただ、それを全部スキャナーで取り込んでやるのは大変ですね。 

○井上委員 そうですね。 

○雀部委員 やれと言われたらやりますけど。 

○井上委員 わかりました。じゃ、やりましょう。 

○大竹会長 いやいや、そのことでＣになっているのかどうか、今、ちょっとわからないんです。 

○大谷委員 基本的にＡ、Ｂ、Ｃという判定をするのは健康課さんなんでしょう。ではなくて、やはり
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所管のところからみんな自己申告で出してくるわけですか。 

○事務局  所管課がやる事業ですから、各課でどこまで達成しているのかという評価しています。 

○酒井委員 所管がちょっと知らなくて。 

○大竹会長 そう。わかっていない可能性がある。 

○大谷委員 いろいろなところとの連携がね。コミュニケーション。 

○大竹会長 でも、逆に言えば、こうやることによって、所管がわかっていないというのがわかれば、

もう一度、なぜＣなのかを問い合わせてもらえば。 

○事務局  そうですね。 

○酒井委員 こういう意見が出たのねということね。 

○大竹会長 そうそう。 

○酒井委員 もしくは直接出てくる。 

○大竹会長 改めて、次回は連れてきてもらいますけど、今回は。 

○酒井委員 そうですね。 

○大谷委員 まあ、一歩前進じゃない。 

○大竹会長 そうですね。ということですね。 

○井上委員 それは勝手にホームページで動いちゃってもいい？ ホームページで直売所マップを載せ

ちゃう。動いちゃいます。 

○事務局  ありがとうございます。 

○井上委員 はい。 

○事務局  経済課長にも報告しておく必要があります。 

○井上委員 こちらで言っておきます。報告しておきます。わかりました。 

○雀部委員 話が早い。 

○大竹会長 その下もＣがいっぱいあるんですけど、ミニパンフレット、この間の会のときにちょっと

私は意見を言ったつもりだったんだけど、まだＣのままなんですけど、これはできそうもないんですか。 

もう全部原案も出したんだけれども、半年そのままという感じで。だから、なぜできないのかという原

因を探らないとずっとＣなので、もう無理というならそれで落とすし、やはり無理じゃなくて、努力中

というのがずっと１年も２年も続くというのは、あまりよいことではないですよね。なので、その原因

を。 

○雀部委員 事業者との活動は、すごく難しいと思うんですね。向こうが動かない限り、絶対こっちと

して働きかけても無理な場合というのが多々出てくると思うので、あまり項目をこの次のときは増やさ



－３８－ 

ないほうがいいかもしれない。ずっとＣのままという可能性もなきにしもあらずかなと思います。 

○大竹会長 多分、一番上は事業者に配るんだから、事業者はわからない。こっちが動けばいいことに

なるんだけれども、動かないというのは何らかの原因があるんだろうなと思ったので。多分、その原因

を探らないと動かない。事業者に取り組んでもらうというのは、またそれはそれで大変なので、その先

はあると思うんですけど。 

 ということで、大分時間をかけて皆さんからご意見をいただきましたけれども、まだまだ実はＣはい

っぱいあるんですけれども、尐しずつ読み方も私たちも理解したので、もしかしたら書き方の問題もあ

るかもしれません。それから、各部署の認識がまだ不十分ということもあるので、またもう一度返して、

 時間をかけていただければ、さらに進むということになるかと思います。ありがとうございました。 

 それでは、もう時間なので終わりにしたいと思います。その他というところですけれども、今、食育

計画は今年が最終年度です。２３年度からの食育計画を決めなければならない年度なんですけれども、

今のところは計画でまだＣもたくさんあるというところで、これをどうするかという問題もあって、来

年度からの策定を年度内にするというところはまだ難しいかなと思っているんですけど、いかがでしょ

う。事務局、何かありましたら。 

○事務局 会長にお話しいただきましたように、現計画というのが、平成２０年から２２年の３カ年で

つくっています。この３年の間にＣのところもあるというご指摘をいただきましたけれども、かなり進

んでいるところもあろうかと思っています。 

 また、国の計画は同じ２２年度までで、小金井市の計画も２２年までと、おしりをそろえてしまって

いるんです。国は、大体今月ぐらいに素案を計画し、１０月以降パブコメを実施して、来年度からのを

つくるという状況かなと認識しています。市としては食育白書にも載っている、２０代、３０代のとこ

ろとか、個食のところというのは、継続して食育で取り組んでいくことになるのかなと思うんですけど、

次の計画について国がこれからパブコメをかけてどのような計画をつくるのかまだ未確定です。 

 一方で、市で２３年度からの新計画をつくるとすれば、２２年度中につくらないといけないんですが、

それで、２２年度中に国の新計画の状況も見えない中、新しい計画をつくるというのは、困難かなと今、

正直思っているところがあるんです。大竹会長にもご相談させていただきました、また今年度、もう１

回アンケートをとりまして、この３カ年の評価ができるのかなと思っていますし、その評価も次の計画

には入れる必要があるのかなと思っております。 

 あとは、小金井市の長期総合計画というのも今見直している最中であって、２３年度から予定なんで

すね。その１年おくれで小金井市の保健福祉総合計画という、健康の部分、福祉の部分の計画も長期総

合計画に則して、計画期間を２４年度からとしてつくろうと今準備しているんですね。これだけ国の動
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きと市の動きがある中で、２３年度スタート新計画をつくるためには、現計画を尐し計画期間を延長し

たほうがよろしいのかなというふうに、正直考えておりまして、委員の皆様のご意見を賜れればなとい

うところでございます。よろしくお願いします。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

 ということで、市の基本計画、それから国の食育の計画、その辺がどうなるかを見きわめた上で食育

推進計画も見直したほうが、いいのではないか。そこで１年、２年ぐらい伸ばしてはどうかということ

ですね。 

○事務局  そうです。 

○大竹会長 どうでしょう。今これを、改めて全部書き直す、全部とは言わないけど、これを書き直す

よりは、とりあえずこれをもとにもう尐し進めていく。 

○事務局  雀部委員のおっしゃった市民協働の部分とか、新規のものとして追加する必要があるかと

は思っています。 

○大竹会長 なるほどね。実際にやっているものを拾っていくという形ですよね。 

○事務局  そうです。食育推進計画を平成２３年から策定するのは、今のタイミングではないのでは

ないかというのが正直なところです。 

○大竹会長 ということですが、延長については、よろしいですかね。じゃ、そういう形で延長すると

いうことで。 

○事務局 期間のほうは、２年という事でいかがでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。 

○各委員  了承いたします。 

○事務局  では、次回の会議に、現行の進捗ですとか、新規を加えて案をお示しいたします。 

○酒井委員 質問なんですが、国の計画は多分１０月いっぱいにはと国のホームページを見たときに書

いてあったので、１０月いっぱいというのはパブリックコメントみたいのも含めて１０月いっぱいです

か。 

○事務局  パブコメは１０月だと思います。実際に策定するのは３月と思われます。 

○酒井委員 そうすると、それが３月に出て、国としては４月に発信するわけですよね。 

○事務局  はい。 

○酒井委員 それは、聞きながら、小金井市はそれを聞いて、丸々それに移行していくんじゃなくて、

１年の間で今までのことも見直しをしながら、次回のものも取り入れてという感じですか。 

○事務局  一番のベースは小金井の今の計画があるんですね。ただ、一定、国の動きを見たいと。た
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だ、国で例えば一番問題なのは「コショク」だとしても、小金井はアンケートの結果でも、「コショク」

はそんなに問題じゃないんじゃないかというのが変わらなければ「コショク」じゃないのを取り上げる

とか、koganei-styleの野菜のことも、健康のことも、市独自性というのは当然必要かと思うんですよね。 

 ただ、国の計画がどのように変化していくかというのは、日本全体のこの５年間の変化なわけですの

で、それをまるきり無視はできないなと思っています。 

○雀部委員 前に進んで、新たにこういう活動をしているというのを新しく取り入れていただくのはい

いと思うんですけど、明らかにこれはだめそうというものを削るという作業がないので、ずっとＣのま

まだろうみたいなものはどうなっちゃうのかなと。次の計画を立てるまでに判断しようということであ

れば、それもいいと思うし、どのあたりで見切りをつけるか。 

○大竹会長 多分、消すのは次の計画のときに載せないということだと思います。それまでは載ってい

ることになる。 

○雀部委員 載っている。はい。わかりました。 

○大竹会長 では、よろしいですかね。そういうことで、計画のほうは以上で、改めて尐し２年の間に

次の計画を立てるということにさせていただきます。 

 それで、その他ですが、特にこちらで用意はないですね。皆さんのほうからもし何かありましたら。

ありませんか。 

○三笠委員 ちょっと１点。 

○大竹会長 はい、どうぞ。 

○三笠委員 ちょっと思っていたんですけれども、小金井は南口にいよいよ市民ホールができますよね。

そのときに、食育月間が６月で、４月オープンですけれども、シンポジウムとか、大々的に打ち上げる

のはどうかななんてね。 

○大竹会長 できるのが来年の４月なんですか。 

○三笠委員 オープンがね。 

○大竹会長 オープン。 

○三笠委員 ６００人ぐらい。 

○事務局  市民交流センターですか。 

○三笠委員 そうそう。 

○事務局 本定例会で取得の議案を上げています。健康課としては、食育の関係ももちろん、いろいろ

なイベントを催します。全市民の方に呼びかけて、足を運んでいただいたりして、様々な啓発の推進を

やっているので、市民交流センターができ上がりましたら、この食育に関するイベントとかにも使って
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いきたいとは考えてはおります。ただ、来年６月に使用できるかは、全体スケジュールのこともあるし、

現時点で未定です。 

○大竹会長 来年の６月は無理ですか。 

○事務局  ６月は難しいかもしれません。 

○三笠委員 そう言ったのは、この前、うちの商工会の村越会長と話をしまして、たまたま６月に服部

幸應さんが出ているんだよね。村越さんはあの人とは交流があるということで、三笠が大々的にやるん

だったら、こっちは呼べるから計画をしないかと。それで、あと予算づけなんですよね。こういうもの

に関しては予算があるので、それはちょっといろいろ裏づけを探ってきまして、最初は別の会合でロー

タリークラブなんですけど、そこでもちょっとお話しさせていただいて、こういう食育というのは教育

の一環で非常に大切なものだから、ぜひそういう計画がもし立ち上がった場合に、協力の依頼はできる

かという形ですね。 

 そうすると、あと商工会も結構手伝ってくれまして、やはり全市民的に広める媒体としては、さっき

パンフレットがＣで、それもなかったら一緒につくって、予算を出して、そこで会場で配ったり、もっ

と広がりを持って、さっきみたいなお菓子でも何でも、地場野菜を使ったお菓子で、日持ちするものだ

ったらいいですね。来てくれた皆さんに配るなり、そういうちょっと大きいことも実施できる。せっか

く南口に市民交流センターができるので、と考えています。 

○事務局  来年の６月は多分難しいかもしれませんが、再来年の６月は大丈夫だと思います。 

○三笠委員 そうですか。わかりました。 

○大竹会長 じゃ、可能でしたら、商工会議所も含めて大々的に。 

○三笠委員 そうですね。そういうふうなものだと、わりと全市民的にＰＲもできるんじゃないかなな

んて。 

○大竹会長 そうですよね。ぜひぜひやっていただきたいなと。ありがとうございます。 

 大竹会長 そのほかありますか。よろしいでしょうか。次回とかというのはあるんでしょうか。 

○事務局  今年度内にもう一度開催させていただきたいと思うんですけれども。 

○大竹会長 その辺の日程は、また改めて皆さんにお伺いするということですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 では、これで本日の会議は終了となります。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


