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第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２３年３月１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  １３人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  委 員   池 田 多鶴子 委員  大 谷 丕古磨 委員 

        酒 井 文 子 委員  雀 部 かおり 委員 

        村 松 真貴子 委員  廣 野 惠 三 委員 

        井 上 誠 一 委員  三 笠 俊 彦 委員 

        藤 田 とよみ 委員  萩 原 哲 男 委員 

        大 坪 美津枝 委員  西 岡 貴美子 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  ３人 

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局  ちょっと定刻を過ぎましたけれども、平成２２年度小金井市食育推進会議、第２回を開催

させていただきたいと思います。本日はお忙しい中、お集まり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、天野と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 最初に、資料の確認をさせていただきたいと思います。昨年１２月に実施いたしました食育アンケー

トの調査用紙、それから平成２０年から２２年度までの、小金井市の食育推進計画の進捗状況の一覧で

す。こちらが市のほうからご用意させていただきました資料ですけれども、乱丁、落丁がもしありまし



－２－ 

たらお申しいただきたいと思います。 

 あと、平成２２年度小金井市食育推進会議（第１回）の会議録です。委員の方には一忚、事前に送付

の上、訂正等の確認を行わせていただきました。また、この場をおかりしまして再度確認をさせていた

だき、公開の手続のほうに入っていきたいと思うのですが、公開させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○事務局  ありがとうございます。 

 次に、本日、酒井委員のほうから資料配付の依頼がございまして、小金井市市議会議員食育検討会報

告ということで、裏表でＡ４の２枚綴りになっております。それから東京ガスの萩原さんのほうから、

オレンジ色の、多摩市で行われました多摩食育フェスタということで、ご参考にということでお配りし

てございます。 

 以上がお配りいたしました資料になります。何か漏れているものはございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。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。会長、

よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 皆さん、お久しぶりでございます。今回、第２回ということになります。 

 それでは議事のほうに入りたいと思います。１つ目、食育市民アンケートについてということで事務

局からお願いいたします。 

○事務局  アンケートにつきましては、去年の１２月１４日に発送させていただきまして、本日とい

うか２月１５日までの数字で、送付件数が２,０００件、回収枚数が１,１０７件ということで、回収率

が５５.３５％となっております。１２月１４日から２８日までの２週間という短い期間ではございまし

たが、そのわりには回収された件数が多かったと思っておりまして、また、市民のほうも食育に関して

関心があるのかなというふうに思いました。現在、調査報告につきまして学芸大学のほうで内容を見て

いただきまして、３月いっぱいということですけれども次回の食育推進会議の中でご報告ができれば、

させていただきたいなというふうに思っております。 

 また、アンケートの項目につきましては、前回の食育推進会議のところで、例えば設問の追加項目と

か、何カ所か委員さんのほうから出ておりました、例えば食育ホームページを知っているかの設問を記

載してほしいとか、市の食育に対する取り組み、小中学校とか児童館でやっていることを知っています

かというような設問をしてほしいとか、ページのものによって１０項目ぐらい出していただいたものを

反映させた形で食育アンケートを、学芸大学のほうでそれを追加した形でつくっていただきましたので、

事後報告にはなりますが、今回、用紙を皆様にお配りさせていただきました。 

 よろしくお願いします。 
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○大竹会長 ありがとうございました。実は今、持ってきたので、今印刷していただいているのですけ

れども、アンケートにつきましては１２月２７日締切で、そのときまでに来ているのは多分、８９０ぐ

らい、９００弱だったのです。その後、締切後もぱらぱらと返送してくださっていまして、今の報告で

は１,１０７件になっているということでした。それを急遽、入力して、できれば今年度中に報告書を出

すという形で、ほぼまとめております。それで、まだきちんとした形ではないのですけれども、最後の、

こんなことがわかりましたという部分だけを、確定はしませんけれどもお持ちして、今配ろうかなと思

ってコピーをお願いしましたので、コピーができましたら後で配付して、概要についてお伝えしたいと

思います。遅くなりましてすみません。 

 それでは、２の食育推進計画についてを先にしたほうがよろしいでしょうか。それとももう、コピー

ができるようでしたらちょっと待ちますが。まだですね。 

○事務局  ちょっと今、間に合いません。 

○大竹会長 わかりました、すみません。 

 まだのようですね。それでは、次の食育計画について事務局からよろしくお願いします。 

○事務局  小金井市食育推進計画進捗状況報告という、横版のものになります。こちらにつきまして

は、２月１８日に食育推進検討委員会を開催しまして、進捗状況についての確認を行いました。その中

では、新規に行う事業はないということでしたが、今回、本日配付させていただいただけなので、ちょ

っと内容を確認していただくのが難しいかとは思うのですけれども、また前回の食育推進会議の際には、

各課の進捗状況を、例えば学校で何校のうち何校がやっているかとか、児童館だったら、どこの児童館

でやっているかというような、協力の仕方にも工夫をしてほしいというようなご意見もあったんですけ

れども、今回、まだそこまでいっておりません。一忚、前回の食育推進会議で２年間の延伸ということ

を認めていただいた中で、簡略的な形で出していきたいという中の、まだたたき台という形ですけれど

も、そういった形でその後の進捗は右側に書かれているような形でやっていきたいと思っております。 

 また、東京都のほうも小金井市と同じように２０年から２２年までの食育計画という形ですけれども、

まだ東京都からも今後の計画の発表というものが、通知がこちらのほうに来ておりませんで、ちょっと

わからない部分もあるんですけれども、発表された後にはその計画を参考にし、また小金井独自のもの

を入れた中で計画を立て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 食育推進計画については今、こちらのほうが出されていますけれども、今年度はもう実施

するものがないということで、この間の会議以降は特にしていないということでよろしいですか。今、

報告していただいた内容の確認ですが、そういうふうに私は受け取ったのですが、それでよろしいです
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か。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 ということですが、いかがでしょうか。前回のときには特にこの食育推進計画で、計画に

沿って実施されてきた内容と、それからまだ手がついていないところ、あるいは不十分なところをお出

しいただいて、そこのところをもう尐し推進していただければというところでご意見を幾つかいただい

たかと思うのですが、特にご意見を出してくださった方からこの進捗状況についてご意見があればと思

いますが、いかがでしょうか。 

○井上委員 この対忚課のところで、経済課が結構、ほとんど抜けているのですが、進捗状況のほうな

のですけれども、経済課のほうから……。 

○大竹会長 例えば１ページの７番で、経済課と書かれているところの右側の、進捗というのが空欄で

あると、そういう部分ですか。 

○井上委員 はい。 

○事務局  これは、後ろから２枚目の４４番、地場野菜等の促進販売というところがあるのですけれ

ども、そちらの下のほうに、例えば庭先直売を促進するためにとか、そういうところで分散させていた

だいた部分もございまして、そこには入っていないのですけれども、実際には井上さんのほうで、経済

課と連携をとっていただいて、ホームページのほうには載せていただいているという状況もわかっては

いるのですけれども。 

○井上委員 わかりました。 

○大竹会長 そうしますと、例えば番号７番で地場野菜等の種類云々をホームページ等で提供するとい

うことについて、ここでは空欄なので何も進捗されていないというふうに見えてしまうけれども、実際

には進捗しているということですか。 

○事務局  ４５番のほうで。 

○大竹会長 ７番じゃなくて？ 

○井上委員 分散しているみたいなんですよ。かぶっている部分がちょっとあると思う。 

○事務局  この４５番を、７番のほうにも同じような形で、ちょっとかぶってはいますけれども載せ

ていればわかりやすいということで。 

○井上委員 その前のページの、例えば４２、４３、これは昔からずっと継続してやっていることです

よね。 

○事務局  はい、そうですね。 

○大竹会長 その場合には書かないということですか。 
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○事務局  そうですね。 

○井上委員 ちょっと書かないと、何か全くやっていないみたいで、どうなのかなと。 

○大竹会長 これは、市民に公表するものですよね。 

○事務局  いえ、まだこの段階ではあれですけれども、先々、概略版みたいなものを、２年間延伸し

たことによってそちらのほうも考えておりますので、そちらのほうには掲載するというふうにはしてい

ますが、これそのものを載せるという形ではないです。 

○酒井委員 ダブっても入れておいたほうがいいと思いますよね。 

○井上委員 一忚、指示しているものもありますし。 

○事務局  では、今、右のほうが、進捗状況が空欄になっているものについては、事業内容と同じで

あっても掲載をするということでよろしいですか。 

          （異議なしの声） 

○三笠委員 １点よろしいですか。この一覧表の中で、進捗のところですけれども、それぞれの項目に

ついて推進するとか、実施済みとか、協力が必要であるとかいろんな言い回しがあるんですよね。見方

によってはやっていないものとやっているもの、あるいは継続してやっているものがばらばらに入って

いますよね。そこをちょっと見やすく表示したらどうかなと思います。 

○大竹会長 これは、それぞれの課から提出された文言をそのまま掲載しているんですよね。それをや

はり、こちら側の担当課のほうで中身がわかるように整理していただいたほうがいいと思います。例え

ば１番の食育シンポジウムも、２０年度実施ではなくて、２０年度、何月何日にどこどこで実施したと

かというふうに具体的に書かないと、ほんとうに実施したという言い方はよくないですけれども、実施

した中身がちょっと見にくいですよね。公開しないのかもしれませんけれども、これはほんとうに実施

したのかどうかということを、今、ここの推進会議のところで確認していただくのに、私たちも確認し

にくい記述になっているかなと思います。そういう視点でちょっともう一度、改めて見ていただいて、

いかがでしょうか。 

 ２番の食育月間、食育の日の取り組みにつきましては、２２年度にスイーツコンペティションを実施

というのは、これも２２年何月何日にどこでスイーツコンペティションを実施した。 

○酒井委員 ２２年だけが書いてある、２１年度は。 

○酒井委員 ２１年度は講演会ですかね。 

○大竹会長 はい。やはり、やったものはちゃんと載せていただいたほうがいいですね。 

○雀部委員 ２０年から２２年の間なら、その間にやっているものであれば。 

○大竹会長 ２１年何月何日はどこどこで、２２年何月何日はどこどこで実施したということで。 
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 ２２年度はスイーツコンペティションだけでしたか。 

○雀部委員 パネル展示。 

○大竹会長 パネル展示をしていましたよね。 

○井上委員 あと、野菜の販売。 

○大竹会長 ですよね。 

○酒井委員 食育関連団体の展示と。 

○大竹会長 関連団体の展示、していますよね。やはりそういうところをきちっと書いていただいたほ

うがいいかと思います。せっかく皆さんにご協力いただいて実施したので。 

 あと、月間ポスターを掲示したというのは、その期間に掲示したわけですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 そうすると、５月、６月とかに掲示したのでしょうか。これは毎年やっているのですよね。

それともこれは、２２年度だけでしょうか、ポスターの掲示は。 

○事務局  いえ、毎年やっています。 

○大竹会長 じゃ、２０年度、２１年度、２２年度の毎年、５月に、あるいは６月にですか、食育月間

のポスターをどことどこに掲示し推進を図ったというふうに、具体的に書いていただいたほうがいいか

と思います。そういう意味で、ファイブ・ア・デーもそうですよね。どういう実施をしたのかが書いて

いないと。「ファイブ・ア・デー運動を見習い」って、どこの……。これはどういう形で実施したの。 

○池田委員 ただ、野菜を食べましょうという感じでした。 

○大竹会長 どこで？ 

○事務局  ファイブ・ア・デーというのは５種類の、５皿以上の野菜等を食べようという運動で、が

んで亡くなる人を減らそうとアメリカで提唱されたものということで、当初の食育推進計画のほうには、

下のほうにコメントが載っているんですけれども、今回ちょっと、進捗状況の報告という事で、こちら

の部分については省かせていただいているという形です。 

○大竹会長 １つは、事業内容のところに、「運動を見習い」ということは、何かの事例を見習ってい

るので、どこの事例かというのは書かないと、「見習い」に文章が続かないかなと思うので、逆に言え

ばファイブ・ア・デー運動として野菜を食べるキャンペーンを行うというふうにして、「見習い」はと

ったほうがいいような気がするのですけれども。それで、具体的には何を実施したのか、どういうキャ

ンペーンをここで実施したのかを具体的に進捗のほうに書いていただく。保健所とＪＡと協力して、何

かイベントをなさったのですか。それともポスターを張ったのですか。ちょっとその辺が見えないので、

ごめんなさい。 
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○井上委員 私も、このファイブ・ア・デーという言葉は知っているんですけれども、実際にこのとき

も、ＪＡ東京むさし協力という形で、私も今、ちょっとわからないです、すみません、正直な話。 

○大坪委員 保健所のほうは、野菜を食べようという形で、食べよう野菜３５０という形で２２年度は

スローガンにしまして、食育月間のときにやるイベントのポスターをつくったり、あと、こちらのほう

で地場野菜を使ったスイーツコンペがありますので、それを一緒にするという形で協力したんです。 

○大竹会長 そうですか。そうしたら保健所の、野菜を食べようという……。 

○大坪委員 そうですね、食べよう野菜３５０という……。 

○事務局  ３５０グラム。 

○大竹会長 そういうパンフレットを作成し……。 

○事務局  ありましたよね。 

○大坪委員 ええ、今は持っていませんが。 

 そして、保健所は２０年度から、３食食べて笑顔の毎日という、３食食べてくださいという部分と、

あと２２年度は野菜不足ということがありますので、食べよう野菜３５０という２つを掲げてやったん

ですね。 

○大竹会長 で、ここの項目はファイブ・ア・デーで、いわゆる野菜を食べましょうというものなので、

野菜を食べよう３５０のほうをここに書いたほうがよろしいですよね。 

○大坪委員 それとも、小金井さんがそういうイメージで使っていらっしゃるのなら……。多摩府中保

健所のほうは食べよう野菜３５０というスローガンにしたんですね。でも、同じ野菜を、摂取の促進で

すので、もし小金井さんのほうがこちらの、ファイブのほうを使っているのであれば、同じ野菜ですの

で。 

○大竹会長 これはどういう形で、具体的に小金井市が実施したのですか。もしかしたら、多摩府中保

健所が作成している、野菜を食べよう３５０というパンフレットを、市で行った食育、６月のイベント

で配布し、市民への啓発を行ったというふうに。 

○大坪委員 ６月に食育月間で食育を推進するという形でしたので、保健所でも協働でしますよという

形と、あとは地場野菜を使ったということですので、保健所の野菜という形と一緒ですので、それで協

働して。 

○大竹会長 ですよね。だから多分、そのパンフレットをつくられたのは府中保健所で……。 

○井上委員 そうですね、小金井もパンフレットとかポスターを、例えばＪＡ東京むさしのほうへ張っ

たり、多分そういうご協力じゃないかと思うんですけれども。 

○大竹会長 そうですか。どういうふうに実施したのかを、多摩府中保健所が実施した話も、小金井市
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がやっているわけではないので。 

○大坪委員 小金井市の食育の日に……。 

○大竹会長 ですよね。ただ、パンフレットをつくったのは保健所ですね。 

○大坪委員 いえ、小金井市でつくりましたよね、地場野菜の。 

○大竹会長 ３５０をつくったのは。 

○事務局  それはパンフレットというか、あれですよね、経済課のほうに農協さんのほうから、小金

井市の江戸東京野菜を食べようというパンフレットをお配りしたという形です。 

○大竹会長 それをつくったのは小金井市ですか。農協ですか。 

○事務局  経済課です。 

○大竹会長 経済課がつくられた。小金井市がつくったの。 

○酒井委員  地場野菜のポスターは多分、経済課でつくった。 

○事務局  ポスターじゃなくてリーフレット。 

○池田委員 ファイブ・ア・デーとは関係ない、直接。 

○酒井委員 ファイブ・ア・デーとは違う。 

○事務局  その食育のときにリーフレットを会場のほうに置いて、皆さんにお持ち帰りいただいたり

ということを。 

○大竹会長 なので、多分、事業内容のほうには、ファイブ・ア・デーの運動として、野菜を食べるキ

ャンペーンを行ったという、野菜を食べるキャンペーンを右側の進捗に書いているんですよ。ファイブ・

ア・デーのことを書いているわけではなくて。そうすると、府中保健所の作成した野菜を食べよう３５

０の配布協力をしたり、あるいは経済課が作成した江戸東京野菜のパンフレットを配布して、野菜を食

べる事業の促進に協力したとか、行ったというような表現になるのかなと思います。 

○大坪委員 あくまでも、地場野菜を使ったスイーツコンペは小金井市さんが主催になって行い、保健

所が支援協力。あくまでも小金井市が中心でやって、多摩府中保健所の管内の６市ありますが、６市が

食育を推進するために、３食食べてと、２２年度は食べよう野菜３５０をそれぞれの市でも食育を推進

するときに一緒にしてくださいという形でお願いしていますので、小金井市さんのほうもお野菜のこと

をお聞きしていましたので、保健所で支援するという形。 

○酒井委員 委員長、多分、事業名が小金井版ファイブ・ア・デーと書いてあるんですけれども、実際、

そのファイブ・ア・デーという名前を使った事業ではなくて、それに沿った内容で……。 

○大竹会長 野菜を食べるというキャンペーンを行ったということ。 

○酒井委員 だからここに、事業内容のところにファイブ・ア・デーを入れないとまずい？ やっぱり



－９－ 

事業名が入っているのは、入れないとまずいんですかね。さっき委員長がおっしゃったように、ファイ

ブ・ア・デー、小金井版なので普通のファイブ・ア・デーではなくてもいいわけですよね。「に沿った」

という形で先ほど。 

○大竹会長 ファイブ・ア・デーに沿って、野菜を食べるキャンペーンを行うというのが事業内容かと

思います。だけど、ここの項目は事業名がファイブ・ア・デーなので、事業内容としてファイブ・ア・

デー運動というのを多分、入れたいと思うんです。だからそういう書き方をしている。 

○酒井委員 解釈になってきますね。 

○大竹会長 ファイブ・ア・デーそのものを全面的に取り上げてはやっていませんよね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 だけど、野菜を食べようというキャンペーンは、スイーツコンペティションも含めて今年

度、２２年度のテーマとしたので、そのことに沿って実施した内容を具体的に書かれたほうがいいかな

と思います。なので、保健所さんは協力したとおっしゃっているので、別に協力したという書き方で全

然構わないんですけれども、例えば小金井市で行ったスイーツコンペティションの際に、府中保健所作

成の野菜を食べようというパンフレットや、経済課が作成した江戸東京野菜のリーフレットを配布して、

野菜を食べることへの市民への啓蒙を行ったとか、何かそういうふうに書けば多分、内容としては正確

かなと思います。 

 というふうに全部、１個１個やっていったらすごく時間がかかるので、ちょっと書き方を変えていた

だいたほうがいいですよね。じゃ、それぞれの委員の方々で気になるところとか、あるいはここのとこ

ろはもうちょっと、こういうふうに書き直したほうがいいのではないかというご意見があったら、後で

市のほうにお伝えいただくということでよろしいですか。 

 ということでお願いします。それにしても、それは今、書き方の問題なんですけれども、特に前回、

この部分はまだ十分実施できていないのではないかというふうなご意見とか、いろいろあったと思いま

すが、そこのところについて特に、こういうふうに書いてあるけれどもそれでいいのかというところな

ど、ありましたらご意見いただければと思います。 

○大谷委員 例えば、食育ホームページのところ、６番です。市民ボランティアによる編集委員会をつ

くり、食に関する情報を提供する、公開済みというふうになるんですが、あとのフォローをどういうふ

うにしていくかというところがちょっと記述されていたほうが。というのは、アクセスを増やしていく

とか、そういうことがないと、つくりっ放しというわけにはいかないですよね。そういう、進捗状況の

内容にもう尐し具体的な説明を加えていただいたほうがいいんじゃないかと思います。例えばの話です

けれども。 
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○大竹会長 そうですね。そうすると、ホームページを何年何月に開設した、市民ボランティアによる

編集委員会で何カ月に何回程度の更新を行っているというふうに。多分、そういうことですよね。 

○大谷委員 そうです。そのぐらいの具体性があったほうがいいですよね。見やすいですね。 

○大竹会長 これ、実際にボランティアの方々にずっとその後、継続して更新してもらっているんです

よね。 

○酒井委員 週１で更新ですか、２週に１回ですか。 

○大谷委員 週１。 

○雀部委員 週１で更新しています。 

○大竹会長 週１で更新しているんですね。相当、頻繁にしているので、せっかくしてくださっている

ので、ぜひそれは書いていただいたほうがいいと思います。こういうのをつくっても、最近はつくりっ

放しで、１年もほうっておくホームページもあるので、それとは違っているのでぜひ、小金井市は積極

的に、力を入れてやっているということをアピールしていただければと思います。 

 ほかにありますでしょうか。 

 前に、弁当の日、３０番ですけれども、これは緑小か何かで協力していただくという話が出ていまし

たよね。 

○藤田委員 はい。１度、校長のほうに言って、いい話だねというところで、ちょっとすみません、と

まっているんです。 

○大竹会長 そうなんですか。わかりました。 

○藤田委員 なかなか、じゃどうやるかというのも、これも大変なもので、来年、またＰＴＡの会長に

私がなることになったので。 

○大竹会長 そうですか。じゃ、引き続き。 

○藤田委員 校長先生もかわらないようでしたら。なかなか、すみません。進んでいません。 

○大竹会長 中学校においては実施していると書いてありますけれども、どことどこで、例えば何カ所

で実施したと、過去形がいいかなと思うんですけれども、そういうふうに書けるものですか。 

○事務局  去年の１０月ですか、東中学校さんで、お弁当の日というのではないんですけれども、自

分のお弁当箱を持ってきて、学校給食にあったものを詰めてお弁当をつくるということをしたと聞いて

おります。 

○大竹会長 家庭科の授業でやっているんですね。 

○井上委員 年齢に沿ったお弁当箱の大きさだとか、どのぐらいの量、何カロリーぐらいあるかとか、

そういう紙みたいなものを生徒に渡して、自分たちが持ってきたお弁当箱に実際にいろいろなものを詰
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めてやってみると、自分の、麺類のカロリーが多かったとか、そういうことをやりました。 

○大竹会長 実施したんですね。何かその辺の内容が見えるように書いていただくとおもしろいですね。

そうすると多分、うちでもできるかなと思ってほかの学校でも実施できるんじゃないかなと思います。 

○雀部委員 すみません、お弁当の日については多分、校長先生にお話をしても、具体的にどういうこ

とをやるかとか、どういうふうに進めていくかということはわからないと思いますので、詳しい方に、

どういうふうにやっていくか、実際にほかの地域でやられた方に聞いてみる、例えば講演会ですとか、

ほかの学校で実施したところに話を聞いてみるというのを、学校の先生方にお話ししないとなかなか理

解を得られないと思うので、そういう場を設けないと、ちょっとお弁当の日自体は進められないかなと

いう気はしました。 

○大竹会長 じゃ、やりましょう。企画していただけますか。できる人はいっぱいいますよね。 

○雀部委員 そうですね。講演会で話を聞いて、詳しい方に。 

○大竹会長 講演会で話を聞くというよりも、具体的にうちの学校で取り組んでみますというところに、

こういうふうにしたらどうですかというアイデアというか、それをお伝えすればよろしいわけですね。 

○雀部委員 そうですね。多分、学校の人たちはご存じないと。 

○大竹会長 一緒に考えて、授業をつくっていけばいいんですね。 

○雀部委員 そういう方を学校に派遣するなり、学校から依頼があればそういう方を紹介するなり、健

康課さんのほうでもいいんですけれども、仲介していただければ可能なことではないかなと。やってい

る学校はすごく、全国にあるので、できないことではないと思います。やる気になれば。 

○大谷委員 これはＰＴＡと学校との協議だけで行うわけではなくて、例えば学務課とか教育委員会と

か、ある程度組織を通じて浸透していかないと、ＰＴＡの会長さんに責任、お願いしますと言うだけで

はなかなか進みにくいんじゃないかと私は思うんですが。仕組みを考えないと。 

○大竹会長 多分、教育委員会までいかなくても、これは学校単位でできることだと思います。ほかの

学校もみんなそうですね。だから学校でやったりやらなかったりしている。 

○大谷委員 大丈夫ですか。 

○藤田委員 先ほど東中さんでやった、こういう感じでやってこうだったとかという記録みたいなもの

があれば、それを見せていただきたいなと。 

○大竹会長 それは多分、校長とか云々よりも家庭科の先生の、一つの授業での延長でやっているので、

別に教育委員会に了解を得ることはない。 

○大谷委員 了解ということではなくて、何らかのバックアップをそういうところからしてもらわない

と、ＰＴＡの会長さんに……。 
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○井上委員 浸透していくためにはやはり学務課のほうでいろいろやっていただくことが大切かなと。 

○大谷委員 ここに学務課と書いてあるけれども、どのぐらいの役割を果たされたかはわかりませんけ

れども、そういうところや、実は前回のこの委員会で大竹委員長のほうから、ＰＴＡの会長さんとやっ

てくださいというだけのご指示だったものですから、そうすると、いく学校はそれでいいかもしれない

けれども、なかなか全部に広めるということは難しいような感じがしたんです。 

○酒井委員 委員長、前回の会議でやっぱり健康課さんが一忚取りまとめていますけれども、先ほど言

葉の問題なんかもそうですけれども、各課の方に直接聞かないとわからないことってあると思うんです

ね。だから今回は各課の方に来ていただくということになっていたはずなんですけれども、いらしてい

ないようなんですけれども、どうしてなんでしょうか。質問なんですけれども。 

○大竹会長 後からいらっしゃるんじゃなくて、きょうはいらっしゃれない感じなんですか。 

○事務局  一忚、連絡のほうは、前回申し上げたように２月１８日に食育推進検討委員会がございま

して、その時点で一忚、日程等についてのお話をしました。実際、欠席のご連絡をいただいたのは２課

の課長さんのほうから、ほかの会議が重なっていたとか、そういったことで欠席のご連絡はいただいた

んですけれども、２時になった時点でお見えにならないので、健康課のほうから再度、ご連絡をしても

らったんですけれども、所用があってちょっと来られないというお話だったようで、こちらの連絡も、

きちんと連携がとれていなかったということで申しわけありません。次回からは必ず出ていただくよう

に、今回、お話はしたんですけれどもさらに強く要請をしていきたいと思います。すみません。 

○大竹会長 では次回以降、特に課長さんがいらっしゃれなかったらその代理の方でも、どなたか来て

いただければよろしいかと思います。 

○藤田委員 そうしたら、お話ししてくださったように、ＰＴＡが話しかけるとすると、私が例えばと

りまとめて、緑小でこれを企画するとなると、ＰＴＡ主催の行事というか親睦会程度のもの、学年行事

とかクラス行事という単位だったら私で進められるんですけれども、やはりおっしゃるように市のほう

から、こういう感じで緑小さん、お願いしますといただけるともっと進めやすいかなと思います。行事

程度のものでしたら多分、ＰＴＡで主催できると思うんですけれども、だからなかなか進まないんだと。 

○大竹会長 ということで、そちらのほうから教育委員会を通じてということですか。 

○雀部委員 前回も同じ話をして、同じように進めると言って、結局、話が途中でとまってしまって終

わりだったと思うので。結局、やる気がないのかなと思ってしまいますよね。ここでせっかく話して、

じゃ、やる方向にというふうになっても、結局、途中で途絶えてしまっているような感があって、学校

までは届いていない感じなので。 

○大竹会長 前回、お話しいただいたんですよね。 
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○事務局  はい。食育検討委員会の中では、会議上でこういうことを話されたという報告はしてあり

ます。 

○大竹会長 どこに。校長先生に。 

○事務局  いえ、学務課長と指導室長です。 

○大竹会長 校長先生に言っていただいたほうがいいのか。 

○藤田委員 校長先生に言っても、やはり先生たちもお忙しいので、そこからどういうふうに持ってい

くかというのも、私が仕切ったとしたら、先生、じゃこういうふうにお願いしますということだったら、

保護者の方のもとでということで、行事という形で次に持ってくるんだったら、行事としてこういうふ

うにしましたというのだったらできると思うんですけれども、その企画書というか、そういうのをつく

っていただいたほうが、また同じような話が次も、なるのかなと思います。 

○雀部委員 多分、思いが薄まっていっていると思うんです。健康課から学務課に話が来たときは、こ

ういうふうにやるという話が出たのでという、かなりの思いで、ラインで言っていると思うんですけれ

ども、学務課から急に薄まるというか、やっぱり食育に対する意識が薄いのかなという気がするので、

そこまでやる気を持って進める気がないのかなと思ってしまうんです。そこから、学校の先生にこうい

うふうに、緑小でできればやっていただきたいんですけどという強いものが感じられません、正直。そ

れでいつもいろんなものがとまってしまっているかなという気がすごくします。健康課はやはり、食育

は自分の課に直接かかわることなのでいろいろやっていらっしゃると思うんですけれども、各課にそれ

がいったときに、各課のとらえ方が薄いと、それはすごく、日々感じます。 

 なので、できればきょう来ていただいて、その辺をちょっと話したかったんですけれども、担当の方

がいらっしゃらないので、これも詰めた話はできないかなと思います。 

○大竹会長 そのあたりはどうですか。どういうふうにすれば改善できそうですか。多分、機械的にと

いう言い方はおかしいけれども、これは学務だから学務に言えばと言っただけでは多分、通じないとい

うことですよね、その思いは。だからもう１歩違う仕組みで働きかけなくちゃいけない。 

○三笠委員 まず、校長先生はそれなりの理解を示していただけると思うんですよ。じゃ、何が弊害で

やってくれないかと、総論的には皆さん、これは賛成していただけるかもしれないんですけれども、具

体的になってくると、どこがというので、各先生からいろんな意見が出ますよ。私も１回聞いたことが

あるんですけれども、運動会のときにできないかという話をしたんですけれども、やはりいろんな、前

もっての準備だとか、そういうものもあるし、各先生のご理解というのがいただけないと、それでどこ

に弊害があるのか、やることに対してですね、それをやはりきちんと整理していかないと、なかなか学

校は、今までの決められたこと、給食もあるし、そういう部分で。 
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 先ほど、雀部さんですか、言っていましたけれども、まず、やっていくよという、やろうという意思

がない限り、これは話だけでずっと終わってしまいますので、やるのだったらもう、何月にこれをやり

たいということを、思い入れを、１校でも２校でもいいのですけれども、モデル校としてやっていくん

だったら、先生方を集めてきちんと食育についてのことを説かないと、なかなか理解を得られないでし

ょうか。 

○酒井委員 前回も多分、会長がモデル校を指定して進めてもらうといいんじゃないか、それで……。 

○大竹会長 緑小という話だったんですよね。 

○酒井委員 ＰＴＡ会長さんもいるし、食育の専門の人もいるので、緑小、どうですかねという話にな

ったけれども、上からやっぱりね。 

○藤田委員 すぐに校長先生のところに話したら、すごく食育は興味があるし、いいことだからぜひと

いうことになったんですけれども、それで終わっちゃうんです。じゃ、いつとか、そういうのまでこち

らからはちょっと進められないと思う。 

○三笠委員 職員会議でしょうか。 

○大竹会長 そうしたら、どうしましょうか。市の健康課と、例えば課長と私とが校長先生にお話に行

って、もう一歩進めてみることにしますか。 

○事務局  ただ、先ほど東中学校の例があって、そういうものの企画書じゃないんですけれども、そ

ういったものを単純に緑小さんでやれるのかどうかというのは、例えば中学校と小学校の学年差という

んですか、そういったものもあると思うんですけれども、そういうのは大丈夫なんですか。 

○大竹会長 大丈夫だと思います。いろいろ、指導案はたくさんあります。 

○事務局  そうしたら、まずは東中さんからの企画書みたいなものを、学務課を通してか、よくわか

りませんけれども何らかの形で手に入れて、それを、やっぱり私たちもちょっと目を通さないと中身が

どういうものかわかりませんので、その上で例えば校長先生にお話をしてできるものなのかというのを

含めて、まずは、単独で動くというのは難しいかなと思うので、やっぱり学務とか指導室とちょっと相

談をしまして、その上でどういう形でやれるかということを検討したいと思うんですけれども、それで

よろしいですか。今、ここでこれをやって、これをやってという形ではお返事ができないので、申しわ

けないんですけれども、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。 

○大竹会長 よろしいですか。 

○雀部委員 あと、学校側は４月からカリキュラムを決めてという感じなので、この話は早くしないと、

できませんというふうに言われてしまっては終わりなので。 

○大竹会長 そうですね。３月中ですよね。 
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○雀部委員 それで、本来はこの弁当の日というのは、それこそ学校の行事的に、単発でぱっとやるも

のではなくて、何回か、２カ月に一遍とかというふうに継続してやっていくことで効果がすごく出てく

るものなんですね。なので、ほんとうは授業の中だったり、給食の時間にできれば組み込んだ形にして

いかないといけないので、話は早くしないといけないと思います。 

○酒井委員 それと、学校でやるときに、給食があるので、給食をとめてというのは難しいと思うので、

例えばハードルを低くするのであれば行事のときにお弁当というのも一つの案だと思います。 

○大竹会長 東中の場合には、給食そのものを対象にしているんですよね。 

○井上委員 あと、先生というか栄養士さんのほうで尐しおまけ的に用意した野菜などを詰めて、給食

を使っています。３学年のみですけれども。 

○大竹会長 いろんなやり方があると思いますので、そのいろんなやり方を、こんなやり方があります

よというふうにお示しすればいいんですよね。そういうのはいっぱいあるので大丈夫だと思います。そ

ういう事例はぜひ、学芸大学に相談してください。 

 もしあれでしたら、事務局と私と、それから藤田さんと３人でお伺いするということにしますね。ど

こがやるという主体はちょっと、まだ保留のままで。 

○藤田委員 そうしたら、今の状態で言うと、待っていればいいという感じですか。 

○大竹会長 ご連絡をね。天野さんのほうから連絡してください。 

○藤田委員 緑小あてに、校内便でもいいので、手紙でもいただければ目を通しますので、よろしくお

願いします。 

○大竹会長 あと、酒井委員から何か出ていた気がしたんですけれども、あれはホームページでしたか。 

○酒井委員 ホームページと……。出ていましたよね。 

 あと、この４６番の料理講習会もやっていますので、いろんな形で、江戸東京野菜を使った講習会も

やっていますし、ほかのも多分、やっていると思うので、これも経済課さんに聞いていただいて、埋め

ていただければと思います。 

○大竹会長 あと、４９の食育の日パンフレットの配布というのは、この間はまだできていなかった気

がするんですが、この後作成と書いてありますので、できて、配布したということですか。 

○事務局  一忚、モデルじゃないんですけれども、試作品みたいな形で今日、会議が終わったら先生

に見ていただこうかなと思っているんですけれども、それができれば３月中に公共施設、まずはちょっ

と、今年の予算の関係もございまして、白黒印刷で配らせていただき、２３年４月以降については印刷

業者さんのほうにカラー印刷をかけて配るという形にしたいと思っています。 

○大竹会長 ああ、そうですか。じゃ、もしあれでしたら、協力を得て栄養士が試作品を作成とかと、
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具体的に書いてくださると、尐しでも進みましたということが見えてくると思うので。 

 あと、東京ガスさんのほうでやってくださっているのは、いろいろこんなことがありますよとこの間、

おっしゃっていたかと思いますが、その辺については書き込まれていますか。 

○萩原委員 なっては、いないのですけれども、エコクッキングが中止になったのでガスを使った調理

になりました。４校ですね、本町小学校、前原小学校、緑小が２回ほどやっています。ですから、また

依頼してくれるようなところがあれば、入れてもらえればいいかなと。 

○大竹会長 そうですね、２２年度はどことどことどこで実施したというふうに書いていただくと、着

実にやっているなというふうに思うんですけれども、この表現だと多分、何年たっても同じ表現になっ

ちゃうと思うので、そうすると、毎年ちょっとずつ積み上げていっているということが見えてこないの

で、今みたいに具体的に書いていただいたほうがいいかと思います。 

○雀部委員 今、先生がおっしゃった進捗状況が見える形というのは、１０番がすごく、一番わかりや

すいかなと思うんですけれども、健康課さんでやられている離乳食教室が、申込者数が多くキャンセル

待ちが多いため、定員を増やし、歯科保健の内容も盛り込み実施というと、すごく前向きなことを、今

の状況をさらによく、前向きにという姿勢がとても見えるので、こういう書き方であれば確かに進捗し

ているなという感がとれると思います。検討しますだけだとどうしても、検討して終わりですかと聞き

たくなるような内容なので、できればこういう、前が見えるような書き方をしていただけるとわかりや

すいかなと思います。よりよくなっていると思うので。各課の方に、直接お伺いできるはずだったんで

すけれども、これを。 

○大竹会長 そうですよね。 

 例えばその下の下かな、親子クッキングなども健康課で、多分実施しているんですよね。健康課で夏

休みに、親子クッキング教室を実施しており、その際に早寝早起き朝ご飯の話も盛り込んだということ

ですよね。親子クッキングと、早寝早起き朝ご飯というのはあまり直接では、親子クッキングを実施し

たということをここで書くんですよね。なので、そちらをやったということをもう尐し前面に出してい

ただければと思いますし、これももしかしたら何回というのか、あるいは１回だけだったのか、その辺

がよくわからないので、もし今年１回だけであれば何月に実施した、来年以降、それが２回ぐらいにな

ればさらに進捗したという状況が見えてきますので、さらに書いていただければと思います。 

 よろしいでしょうか。まだまだいろいろあるかと思いますが、今日は担当課の方に来ていただけなか

ったので、直接、具体的なところをお伺いすることはできませんでしたので、それは次回以降の課題と

いうことで、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、私が遅く持ってきたものですから、後で配らせていただきましたアンケートの結果ですが、



－１７－ 

これはきちっとしたこと、全部精査しているわけではありませんけれども、大体こんなことがわかりま

したということを大まかに挙げているものです。 

 今回の再調査でわかったことは、１つは食育の日とか、食育月間というのを知っていますかと聞いた

ところでは、前回の調査とほとんど変わらなくて、認知が低くなっています。なので、やはりこの辺の

キャンペーンというか、アピールというか啓発運動が必ずしも十分なされていないのかなというふうに

思います。それから、朝食を欠食している方も相変わらず多くなっています。最近尐し、朝食は大事だ

ということがテレビなどで、マスコミで取り上げられるようになってきたので、今後改善していくかな

と思いますが、小金井市でも一生懸命やっている部分はあるかと思いますが、残念ながら多くの市民は

小金井市のキャンペーンよりも、ニュースとかで流れることのほうが、それだけ伝わる情報が多いのか

もしれませんけれども、そういう影響が大きいなと、最近特にに感じています。 

 それから、野菜不足が改善されていないということで、これもあまり大きく進捗していません。しか

し、生活習慣病の危機感というのは非常に高くなってきています。健康に関心が強くなってきていると

いうことでしょうか。だから、逆に言えばそういうものを利用して野菜をもっと食べたほうがいいとか、

朝ご飯をきちんと食べる必要があるよというところを何らかの形で伝えていく必要があるのかなと思い

ました。 

 それから５番目として、インターネットの利用者というのは比較的多いですね。特に若い人ほど多く

なっています。これは当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんけれども、そしてそれが、ある特

定の部分の情報をゲットするためだけにインターネットが使われているというよりも、食育に関しても

含めてすごく広がりを持った情報をインターネットで取り入れていると。多分、今の若い人というとあ

れかな、３０代、４０代ぐらいまでを含めて、きょうの夜ご飯どうしようかなと思ったときに、意外と

インターネットを使ってレシピをとったりというふうに、食育についてもインターネット利用はされて

いるようです。入試にも入ってきてしまうというのはちょっと、逆に私たちもすごく心配はしているん

ですけれども、そういう使い方はあまりよくありませんけれども、逆にそれほどまでにインターネット

が一般化して、普及しているというところでは、その辺をもっとうまく活用するということができるの

かなと、思います。 

 ということで、それぞれの改善策ということで、これは学生が尐し考えてくれたものなので、私が十

分、取り入れてというかチェックはしていないんですけれども、逆に言えば若い人がこんなことを考え

たということで、ちょっと紹介します。 

 小金井市では、シンポジウムや食育月間を市報やホームページを使って啓発活動を行うなど、独自性

のあるさまざまな工夫、取り組みを行ってきている。平成２２年には食育月間にちなんで６月に地場野



－１８－ 

菜を使ったスイーツコンペティションを実施している。利用できる地場野菜を、ソラマメ、カボチャ、

コマツナ、ルバーブ、トマト、タマネギ、ズッキーニ、インゲンの８つにし、あえてスイーツづくりを

行うなど意外性も持ち合わせて印象づきやすい。また、つくり方も簡単であり、レシピもホームページ

やプリントに印刷して公表しているので、だれでもかかわることができる。しかし、このような活動も

食育の日や食育月間の周知には結びついていないのが現状である。この、地場野菜を使ったスイーツコ

ンペティションから見えてきた課題は、そもそもこの活動自体があまり知られていなかったことである

と考える。その当時の活動の広報の様子は調査不足で明らかになっていないが、尐なくとも参加人数の

尐なさから、この活動が一般の市民全員に、小金井市民全員に広がったとは言えず、また食育を広める

ためつくられたホームページは字が小さ過ぎて見にくいため、あまり活用していないという声も、調査

している中で聞こえてきた。ここで見えてきた課題に対する施策は、やはり啓発活動の充実を図ること

にあると私は考える。食育の日や食育月間で幾らすばらしい活動を行っていても、何とかしなくてはと

危機感を持っている主催者のみが先行してしまい、市民全体の活動にならなければ意味を持たない。そ

こで提案するのは、先行研究にあった食まるファイブのようなキャラクターを小金井市でも作成し、学

校や市の各施設ではもちろん、小金井市を代表するお祭りなどに参加することである。これによって食

育を認識する機会が多くなり、日常生活の一部としてとらえることができる。 

 ２、朝食を食べることの改善はなされていない。今回の調査では、３０才以下の単身世帯の男性、女

性が朝食を欠食すると回答し、依然として高い数値になっている。また、高齢者の朝食の欠食も１.７か

ら６.６へ上がるなど増加傾向にある。小金井市の食育ホームページでも、食育の啓発活動をしているが、

なかなか身につかないのが現実である。今回のデータでわかったことは、１人で食事をとる人に対して、

だれかとともにする人のほうが朝食を食べる割合が多いことである。逆に言うと１人で食事をする人は、

朝食、夕食ともに食べない割合が多い。今回は、改善策を提案して実行するにもかかわらず、１人で食

事をする人が前回より増えたので見直しが必要である。そこで、朝食が自分の体にとってどのような働

きをもたらすか、より具体的に提示できたと考える。例えば、通勤するため駅に向かう際、朝食を食べ

てあるとしっかり体が動き、疲労感も感じないや、朝食を食べることによって脳の働きが活発化し、集

中力が上がるため交通事故などの危険因子を回避することができるなど、より実際の生活に即した、多

分、具体的な例ですよね、を提示し、自分自身に関係のあることだと認識してもらう。なぜ朝食をとる

ことが大切なのかを一人一人がきちんと知ることで、身につくことではないか。 

 ３、野菜不足が改善されていない。再調査で家庭における食育のところで、野菜の摂取量を増やして

いるかという問いに対して、９１.５％が当てはまらないと回答している。また、野菜を食べよう、魚や

肉の２倍、食べようというキャッチコピーを知っているか尋ねた問いは、６４.８％が知らないと回答し
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た。個々の野菜の摂取状況も、理想とされる主食の２倍以上と回答した人は全体の２９.５％にとどまり、

７割の人がまだ野菜不足である。今回の調査で明らかになったのは、前回に比べ外食をする割合が減り、

また外食する際に利用する飲食店に対して、栄養バランスのとれたメニューを提供しているところが尐

ないと回答するものが増えたことである。前回の調査後、飲食店などと協定して栄養バランスのとれた

ものを提供する活動が思案されたが、より一層、家庭での食事を見直し、大切にすることが求められて

いる。小金井市でも、だれでも簡単につくれる栄養バランスのとれた料理などを市報やホームページに

載せて啓発活動ができたらよいのではないか。 

 ４、生活習慣病の危機感の高さ。今回の調査では、特に男性が生活習慣にかかわる問いで、高い関心

を示していることがわかった。例えば食育活動で参加してみたいものを尋ねた際、生活習慣病予防など

のための料理教室と回答した男性は、前回より１５.８％上昇し、４８.７％が参加してみたいと回答し

た。また、改善したいことを尋ねた際も、油、食塩、お菓子の項目すべてが改善した割合が上がるとい

う結果になった。そこで、改善策として野菜の働きをアピールすることを提案する。野菜は、ビタミン

や植物繊維を豊富に含み、それらがどのように作用し、どんな働きを持ち、どんな生活習慣病予防に効

果をあらわすのか、簡単に理解できるようなパンフレットや情報網があると、さきにも述べたように自

分のこととしてとらえることができ、改善意識がわくと考える。また、小金井市は庭先直売を推進して

おり、市では庭先直売所マップを作成していたので、そこに野菜はこれこれなど、表記があるとわかり

やすく人々の関心が高まるのではないかと考える。 

 ５、３０才未満はインターネット、ＰＣ等を利用して料理の情報を得ているということに関しては、

食生活の見直し、改善が必要とされている３０才未満が食事の準備をするときに何を参考にするかで、

インターネット、ＰＣと回答した者が半数以上いる。男性も特にない、次にインターネットが３割と、

高い割合になっている。インターネットの携帯電話と回答したのは女性が３５％、男性１０％となって

おり、他の年齢層よりインターネットを広く利用している様子がうかがわれた。その点を生かし、モバ

イルサイトのようなものをつくり定期的に食に関する情報を流すことを提案したい。若い世代はインタ

ーネットで多くの情報を手にし、携帯電話を肌身離さず所持している。一方、たくさん情報があふれて

いる社会において、今は必要な情報を取捨選択し、自分が興味関心のないものは排除されてしまう。そ

こで、ホームページのようにみずからアクセスして情報を得る形だけではなく、こちら側から情報を提

供するような形を取り入れたらいいのではないかという、ちょっと学生らしい提案なのですが、こんな

ところが尐し見えてきましたという報告です。 

 もうちょっと整理して。 

○大谷委員 今の、ちょっと質問していいですか。最後におっしゃった、こちら側から半強制的に情報



－２０－ 

提供というのは具体的にどういう提供の仕方なんでしょうか。 

○大竹会長 多分、メルマガ、メールマガジンみたいな形でこちらから。 

○大谷委員 自動的に送られてきちゃうという。 

○大竹会長 もちろん、それは削除することができるので。 

○大谷委員 なかなかでも、おもしろい内容ですね。役に立ちますね。 

○大竹会長 そうですか。市の報告書にはこんなことは入れられないので、その前に、今のこの席でし

たら多尐、ご披露できるかなと、今日、皆さんにお配りしたらいいかなと思ってお持ちしました。 

○池田委員 ６９ページの食まるファイブというのは、ファイブ・ア・デー運動みたいなものですか。 

○大竹会長 じゃないと思います。食まるファイブという何か、キャラクターが、ファイブ・ア・デー

というのはキャンペーンの用語ですよね。それでそういう、ポスターとかいろんなイベントをするとき

のテーマとして掲げるけれども、食まるファイブというのは、こきんちゃんじゃないけれども、キャラ

クターなんです。何かそういうキャラクターみたいなもので市民の関心を引きつけたほうがいいんじゃ

ないですかという、学生らしい発想です。 

○池田委員 これができるといいですね。子供や若いお母さんたちに浸透しやすい。 

○大竹会長 そうですね。だから多分、私たちみたいな年齢の人は、何かアピールしようとすると紙媒

体のパンフレットとかポスターとか、そういうことを考えますけれども、若い人はストラップのついた

ものなんかで、ファイブ・ア・デーにちなんだちょっとしたグッズをつくって配る、そういう発想なん

だと思います。 

○村松委員 すごく、でもわかりやすい感想ですね。食育というのは自分のためだということを知らせ

るという、説得力があるなと思います。脳のスイッチを入れるとか、なぜ朝ご飯を食べないとだめなの

かとか、交通事故に遭いやすくなっちゃうとか、自分の身を守るためなんだという、すごく説得力のあ

るリポートだなと思います。 

○池田委員 このまま、全部は無理ですけれども、一部でも市民の方たちに発表する、何しろ食育に関

する情報を目にする機会がほんとうにない、尐な過ぎて、マスコミでもあれですが、小金井市で目にす

る機会というのが、保健所とか何かイベントに行けばですけれども、そこに行った人のみになっちゃう

んですね。だから、そうじゃない人たちにも、それで、もしキャラクターがすてきなものだったら口コ

ミで、ほんとうに仲のいいお母さん同士って情報がぱぱぱぱっと回っちゃうんです。だからもう尐し市

のほうで、食育に関してのＰＲというか、してほしいなと思います。市報とか、回覧がございますよね。

空き巣防止とか、回覧板で回ってきますよね。ああいう形式で食育に関する、年に１回でもいい、全然、

ゼロですからね。 
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○大竹会長 そうですね。 

○池田委員 だから、ちょっとそういうふうな、食育というとみんな難しいと思っちゃう人もいらっし

ゃるんですね、お母さんたちで。そうじゃないのよと、毎日の食事はとても大切な、身近な、そういう

ことをもっと目にできるようにしないと、やはり視覚、聴覚、そういうものから入ってくる情報という

のはやっぱり大きいと思うんですね。だからそういうふうになるといいなと願っております。 

○酒井委員 旗を立てるのはだめですか。食育月間とか、食育の日に旗を立てる。食育月間に、前に保

健所さんから車に貼るこういうステッカーをもらったんですよ。私は張らせていただいて、ちょっと恥

ずかしいと思うんですけれども、両側にぺたっと張って食育月間のときに走っているんですけれども、

そういう感じで旗は結構、目立つじゃないですか。だから食育月間の最中とか、食育の日は公共施設だ

けでもいいですし、商店街にお願いして食育月間とか、食育の日というひらひらの旗、おしゃれではな

いんですけど意外と目立つので、どうでしょうか。予算が多分、かかわってくることなので何とも言え

ないんですけれども。 

○池田委員 駅とか、お願いして。掲示板もありますよね。 

○酒井委員 例えば、市役所に垂れ幕。 

○大竹会長 食育月間の。それはいいかもしれません。 

○酒井委員 意外と、あのひらひらのって。 

○大竹会長 お金が、先立つものがなかったりして。旗も意外と高いので。 

○酒井委員 それを度外視すると……。 

○雀部委員 食育月間にやっていること自体が、定員が決まっているものなんですね。２２年度も２１

年度も、食材の関係とか、今回の場合はスイーツでしたけれども、用意するものもあって、定員が決ま

っているものなので、最初に手を挙げた人じゃないともう入れないという状態なので、よけい閉鎖的か

なという気はするので、またやり方をちょっと変えるなり、例えば場所を変えて、これはお天気の関係

があるかもしれないんですけれども、人の集まりやすいイトーヨーカドーさんの前の広場を借りてやる

とか、一般の人が通りやすいところで開催できるようなものに変えたりというのもあり得るかなと。場

所と、だれでも参加できますというハードルの低さがあればいいのかなと思います。 

○村松委員 定員を決めてしまうと確かに、手を挙げづらいところがありますよね。手を挙げる人は食

育に関心のある人なので、手を挙げない人たちをいかに巻き込むかですよね。 

○萩原委員 この、多摩市の食育フェスタというチラシを持ってきたんですけれども、多摩市さんは今

年で３回目なんです。聖蹟桜ヶ丘の駅、電気店の奥にアウラホールというのがあって、そこで３回目を

やったときに、小金井市でも駅前の南口の開発で、市民交流センターが来週ですか、オープンするじゃ
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ないですか。例えばそういう施設を使って定例化すれば、食育に関する認知度みたいなものは上がって

くると思うんです。それに対していろいろ、ブースを設けて展示して市民の方に入っていただくという

ようなことも、多分していかないとダメじゃないかと思いましてね。 

 この多摩市の例でとりますと２月１９、２０でやって、聞いた話ではちょっと人は尐ないんですけれ

ども、２日間で約１,５００人ぐらいだと思うんですけれども、講演会形式と、ステージでやる、一面に

書いてあるのは服部学院の服部校長先生と、同じく服部学院の高野さん、これは食育に関する講演会な

んですね。そんなに時間は長くないんですけれども。その他の催しは裏面で、各ブースがありまして、

展示紹介コーナー等々あって、全部で１９団体、企業なり学校関係、市民団体等、こういった内容で出

展したということで、今回、一番人気があったのが左側の真ん中辺の日本ハム、ここのウインナーの飾

り切り教室が非常に人気があったと聞いております。もう一つは、右のほうのその列のちょっと上、ス

パイスとハーブって何だと、これはヱスビー食品なんですけれども、これは非常に人気があったという

ことで、こういった何か人集めできるような工夫をしながら、一度小金井市全体でやってみるというふ

うな企画も、そろそろいいんじゃないかという気がしたんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 ですからこういったところから食育の広がりみたいなものが徐々に広がっていくのじゃな

いのかなと思います。今、先ほど話があったように、のぼりを駅に立てるとかポスターを使って掲示す

る、そういうのは非常に視覚に訴える部分で効果はあると思うのです。ですから、市の公民館ですとか

市の施設すべてに、例えば食育月間にざーっと張っちゃうということを徹底してやるということも非常

に大事だなと思います。これもちょっとお金がかかることだと思うんですけれども、どういう方が協力

してくれるかというのを、最初は非常に大変だろうと思うんですけれども、やはりそういった、何か地

道にできることをみんなで協力して、市全体でやっていくというのは非常に大事かなという思いもした

ので、一忚これを参考にお持ちしました。検討材料として。 

○大竹会長 ありがとうございました。 

 今年度の６月の、小金井市もほんとうはこんなイメージで最初はスタートしたけれども、なかなか場

所もとれなくて、スイーツも試食していただいて、市民を巻き込みたいと思ったんですけれども、ちょ

っと保健の関係であれでしたので。 

○萩原委員 この活動内容の中で、こういった、一堂に会してできるものがありそうなんですよね。こ

れを、だから２日間なら２日間で通して紹介していくとか、そんな活動もいいんじゃないかなと。 

○池田委員 こういう計画はやっぱり、１カ月２カ月じゃなくてもっと早くから、１年ぐらい前から次

の年のというふうにしないと、いいものにはなっていかない。 
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○大竹会長 じゃ、３のその他、食育月間についてというところに尐し入っていくかと思いますので、

このことについて、事務局からは６月の食育月間のご提案は何かあるんでしょうか。 

○事務局  前回、食育推進会議の中で去年と同様な形で、スイーツコンペという形ではなくても何か

食べるもののコンテストみたいなという話で、提案があったと思うんです。会場のほうも保健センター

のほうから緑センター、そちらのほうを借りたらどうかというお話もあったんですけれども、その辺に

ついて、今、市のほうで押さえている会場としましては、保健会場が６月１１日土曜日、それから１２

日の日曜日、１８日の土曜日、それから２５日の土曜日と２６日の日曜日です。あと、保健センターで

したら６月は１１、１２、１８、１９、２５、２６と全部、一忚そこでできるという形になっているん

ですが、もし、前回もそうでしたけれども、遠いところから来られた場合にちょっと緑センターですと、

駅からまたバスに乗ったり、荷物を搬入するに当たって、いろんなことをちょっと考えますと、駅の近

くのほうがいいのかなというふうに思っているんですけれど、去年と同様な形で行うのか、それからテ

ーマはスイーツコンペに限らず、また江戸東京野菜を使った例えば丼ものだとか、小鉢ものだとかとい

うような形にするのか、その辺も決めていただければと思います。広報については４月１日号の市報と、

ホームページを一忚、枞を用意してございますので、その辺についてお話をしていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 食育月間をどういうふうにしましょうということで、今、この多摩食育フェスタは一つの

事例としてご提案いただいているんですけれども、どうですか。 

○雀部委員 でも、こういうものをやるんだったら、準備期間が短か過ぎますよね。だから、ちょっと

これの前段階、規模は小さくてもいずれこういう感じのものを目指すような形のものを、コンペじゃな

くてそういう形のものをやるんであれば、ほんとうに駅の近くの場所を利用しなくてはいけないし、１

年後も踏まえたイベントみたいな感じで進めていってもいいのかな。 

○三笠委員 駅前のヨーカドーの前、いろいろな団体がいろんなことをやっていまして、井上さんもご

存じだけれども、イタリアンキッチンというのをやった、青年会議所中心で。それからこの前は桜の会

をやっていまして、野外なので非常に天候にも左右されるイベントで、ほんとうは私は地域交流センタ

ーで行えれば一番いいのかなと思うんですけれども、６月にはどうも、秋になったという、今日新聞に

出ていましたので、交流センターは間に合わないので、雤天のリスクを考えると大変だということと、

それから予算的な部分の裏付けがないと、これも結構、企業協賛とか、出るんでしょうね。これだけや

るということはかなりの協賛金が出ないとできないのかなという気はしています。 

 今、ぱっと思いつきなんですけれども、結構今、はやっているのはＢ級グルメとかＣ級グルメ、そう

いうものを食育に絡めてできればいいかなということをちょっと思ったんですけれども、場所的には、
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ほんとうは緑センターがいいんですけれども、今おっしゃったように遠いですかね。駅のそばというと

なかなか今、ないので、一大イベントにするんであればいろんな協賛団体を巻き込んだりして、広場を

使ってやるのが一番、宣伝にもなるし関心も得られるのではないかと思います。旗とかのぼりとか、い

ろんな話が出たんですけれども、これもやっぱりお金がかかるんですね。それから商店街につけてもら

おうと思ったら、各商店街にお願いをして、ＦＣ東京とかいろいろついていますよね、そういうのをみ

んな、商店街の店主さんたちが協力してやっているから、結構そこに理解を求めていかなくてはいけな

いのかなという気はしています。ただ、私も商工会から出向していますので、その辺の理解は、お願い

は商運協だとか、商店街連合会のほうで理解をしてやっていけば、つくればできないことはないと。で

きるとははっきり申し上げられませんけれども、協力はしていただけるんじゃないかと思います。 

○村松委員 広場も、お借りするのはお金がかかるんですか。 

○三笠委員 それはちょっと、よくわかりませんけれども、広場はお金がかかるんですか。 

○三笠委員 かからないそうです。 

○村松委員 そうなんですか。広場、借りられるんですね。 

○三笠委員 借りられるでしょう。市民なんだから。 

○池田委員 交流センターの中に、ちょっと教室みたいなものができますでしょう。 

○三笠委員 できますね。 

○池田委員 そういうところと併用して、広場と。 

○三笠委員 ただ、まだ使えないんです。 

○池田委員 何月からなんですか。 

○三笠委員 秋口になったんじゃないの。 

○村松委員 秋になったんですか。 

○三笠委員 ６月とか何か、市報にはね。 

○事務局  一忚、６月からオープンという形にはなってきます。 

○大竹会長 そうしたら、使えるんですか。 

○事務局  使えるかどうかは、申し込み状況によって違いますので。 

○大竹会長 もちろん、申し込んでもしかして当たれば使えるということですか。 

○池田委員 市でやるのに、優先的になるんじゃないの。 

○三笠委員 ならない。民間が運営するので。 

○井上委員 見学も出ています。 

○村松委員 指定管理者じゃないんですか。指定管理者じゃなくて民間ですか。 
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○大谷委員 指定管理者ですよね。 

○大竹会長 そこはわりとよさそうなんですか。私はちょっと、全然わからないので。 

○村松委員 広場に近いんですか。 

○池田委員 隣です。 

○村松委員 絶対、いいですね、そうしたら。広場と。 

○大竹会長 いいですね。じゃ、まず第１候補はそこでお願いする。 

○村松委員 建物の中なんですね。 

○三笠委員 そうしたらリスクをしょわない。 

○村松委員 梅雤の時期なのでね、６月って。 

○池田委員 そこからだと、福祉会館、本町公民館も近いですしね。 

○三笠委員 交流センターを使えばベストです。 

○大竹会長 ベスト。じゃ、そこでやるということを念頭に、借りられるかどうかちょっとわかりませ

んけれども。 

○事務局  非常に申し上げづらいお話なんですけれども、現時点で市民交流センターというのは、市

であっても使用に当たって使用料が必要なんです。要するに我々主催でやったとしても使用料がかかり

ます。で、このイベントに関しての予算措置を、借上料としてとっていないんです。６月の議会で補正

予算を上程したとしても、議決されるのは６月の下旬ですから、今年度、市民交流センターというのは

難しいかと。 

○大竹会長 今年度は無理なんですね。 

○村松委員 今の時点では、予算はどのぐらいとっているんですか。 

○事務局  食育全体ですか。 

○大竹会長 これの月間のための、イベントの予算。とっていないわけじゃないでしょう。 

○村松委員 いろんな割り振りがあるでしょうけれども、おおよそ。 

○事務局  イベントで具体的に何をやるというところまで決めていないわけですね。ですから、具体

的な予算措置としては、そんなに大きな金額ではないです。 

○村松委員 そうやっていくと永遠にいいものができなくなっちゃうわけですよ。予算もない、やるも

のが決まっていないから予算がとれなかったみたいに、いたちごっこで結局、いつまでもできなくなっ

ちゃうのでね。もしここで、いい企画を立てたら何とか予算をつけて……。 

○事務局  つまりは、申しわけございません、こういったイベント、６月のイベントでございますけ

れども、私どものほうからお話をするのが遅いというのが端的なことでございます。来年の６月のイベ
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ントはどういうことをやっていこうというものを考えれば、当然それに基づいた執行をする予算が必要

になるわけであり、その予算を考えるのは秋口からなんですね。ですから、次の年にどんなことをやろ

うというのも、今のタイミングに話すのではなく、こういったイベントは非常に長い期間がかかるとい

うお話も、委員の皆様からいただいたように、もうちょっと我々のほうからの準備、アナウンスを早目

にしなくてはいけないと反省しているところでございます。ただ、市民交流センターの関係も含めて、

今度の６月に大々的なことをやるのは、なかなか難しいというのが正直なところです。 

○池田委員 じゃ、次の年に向けて今年度……。 

○大竹会長 助走期間のイベントにするには、どうしますか。緑センターなら、ちょっと遠いですけれ

ども可能。 

○雀部委員 コンペ的なことをやるんだったら緑センターですけれども、イベント的なことをやるんで

したら、やっぱり場所的に不利なので、もっと近いほうがいい。何をやるかによって、コンペなら緑セ

ンター、オーブンがあるかどうかということにかかわってくるのであれば、緑センターは使えると思う

んですけれども。 

○池田委員 広場だったらわりとすぐ借りられるわけでしょう、６月のときに。 

○三笠委員 ちょっとわからないです。申しわけないですが。 

○池田委員 早目に予約して。 

○大竹会長 コンペというふうにするのか、そのＢ級グルメも含めて皆さんに試食してもらうというの

は、コンペしても無理なんですよね。 

○三笠委員 量がつくれないでしょう。 

○雀部委員 いつもなくなってしまいますよね。ある一定の、限られたものだったら。この間も、つく

られている方はすごく大変そうだったので。そうするとやっぱり限られた人数というふうになってしま

いがちなので。 

○大竹会長 例えば、どのぐらいつくるかわかりませんけれども、１０人分をつくって１００人で食べ

るぐらいはできるかなと思うんですけれども。味見だけでしょう。１００人に参加してもらうイベント

を考える。そうした場合、つくったものをその場で試食してもらうというのは可能なんですよね。 

○事務局  前回も同じでしたけれども、同一建物の中でつくって試食をしていただくのであれば保健

衛生上、いいんですけれども、例えばどこかから運んでくるのであればそれなりの、保健衛生のものを

きちんとした形でないと試食まではいかないと、保健所さんからお話をいただいておりますので、その

部分がクリアできれば。 

○大竹会長 じゃ、同一建物の中でつくって試食してもらうという形で、コンペをするということを前
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提にちょっとイメージをしたらどうですか。それが、Ｂ級グルメが１つの提案ということですよね。 

○三笠委員 何かそういう、今はやっているじゃないですか。そこに何か食育をひっかけて、宣伝の意

味も兼ねなければいけないし、ごく一部の人たちがというと、先ほどの、せっかく学生さんがまとめて

くれたアンケートの、これも反省材料として、ああそうなんだと踏まえれば、知らしめることも必要じ

ゃないですか。かといってイベント的な要素も多尐、含まれていないと人々も、皆さん集まってこない

から、難しいところなんですけれども。 

○池田委員 去年の食育フェスタで、府中の伊勢丹の前にテントを出して、お料理のデモや試食とか、

ありましたでしょう。 

○大坪委員 あれは全然別のところから、見せているのと試食しているのは全然、別のものなんです。

きちんと別なところでつくってきた製品を皆さんに試食してもらったという形で、見せるものとは全然、

別です。 

○池田委員 テントが幾つか。 

○大坪委員 あれは特別、２０年から３年間計画で独自事業という形で特別予算をいただいてやった事

業ですので。 

○池田委員 府中市で？ 

○大坪委員 保健所でです。いわゆる食育を進めよう、またそれぞれの地域も連携しようという形で、

一忚、モデル事業という形で進めていましたので。今お話ししたみたいに、外の料理実演をしていても、

見せるものと試食したものは全然、別のものです。衛生上の問題もありますので。 

○大竹会長 その場でつくって、限定された方がその場で試食するなら可能ということ？ 

○大坪委員 試食するものは全然、別のところから製品を持ってきて。 

○大竹会長 もしここで、小金井市でやるとしたら、つくったところでその場で試食してもらうなら可

能ということですね。 

○池田委員 テントの中でつくってとか、そういうのもだめなんですか。 

○大竹会長 テントは無理ですね。建物で、調理ができる場所で。 

○村松委員 例えば、私が「きょうの料理」を担当していたころは、１年前ぐらいに来年度の放送計画

を立てるんですけれども、小金井市でこういうイベントをするのであれば、小金井市の地場野菜、東京

野菜を使った料理を考えてほしいということを、ＮＨＫの「きょうの料理」のプロデューサーに連絡を

して、頼んで、もし双方の思惑が合致すれば、例えば小金井のどこかの会場を、お客様が入れるような

ところを借りて、そこで小金井市の地場野菜を使った料理を教えていただくということはできますよね。

今もそういうのをやっているかどうかはちょっと確認していないですけれども、そうすると、例えばお
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客様が６０人入れる会場だったら、６０人分の試食はそこでしっかりつくって、皆さんに召し上がって

いただくことはできるんですよ。しかも料理の先生方が食育の話もできますから。 

○池田委員 そういうふうになれば、実現すればいいですね。 

○大竹会長 そのほうが人が集まりますよね、市民のコンペよりも。 

○村松委員 そうすると、市民の方たちのリアクションみたいな、おいしいとか、そういうのがちょっ

と映る可能性もあるし、ちょっと聞いてみます、今そういうことをしているのかどうか。もし、してい

るのであるならば早目に事務局さんに動いていただいて、そういった企画書みたいなものを出していた

だくような形になると思いますので、何とか来年。 

○大竹会長 今度の６月の話ですか。じゃなくてその次ですね。 

○村松委員 今年は決まっていますね。来年。 

○池田委員 去年、井上さんの地場野菜のあれがＮＨＫで放送されましたでしょう。あれの延長じゃな

いですけど、今度は駅の回りでそれをと、何かつながるといいですね。 

○酒井委員 ６月は野菜がね。 

○村松委員 あまりないんだ。 

○酒井委員 江戸東京野菜はちょっと端境というか、キュウリぐらいが出てくるぐらいかしら。 

○大谷委員 ここで言っていてもなかなか結論が出ないんですが、健康課さんが今、今年のイベントで

何をするか、全く考えておられないわけではないんでしょう。何かちょっと……。 

○大竹会長 そうなんですか。どっちかというとノーアイデアで皆さんよろしくということだと思いま

す。 

○大谷委員 でも、時間から考えたら、ちょっと難しいですね。 

○池田委員 ちょっとそれの、実行委員じゃないですけれども、そういうのが必要だと。ただ行き当た

りばったりではね。 

○酒井委員 ６月のイベントはいつも保健所さんと一緒にやっているイベントですよね。 

○事務局  保健所さんというか、食育月間そのものが本来、決められているので、保健所さんが管轄

している６市のところにすべての協力をしていただけるんですよ。その中で小金井市がこういうことを

やるとなったときに、協力をいただくという形になっています。 

○大竹会長 今のところは、この時期で提案なさっているということなので、去年の食育月間をある程

度イメージなさって、いろんな場所を押さえてくださったわけですね。 

○事務局  そうですね、前回の食育月間と同じ様に。 

○大谷委員 若干の予算はとっている。 
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○大竹会長 そういう意味でのイメージを持っている。 

○酒井委員 料理関係ということですね、講演会をやるとかではなくて。 

○大竹会長 講演会を入れてもいいですよ。 

○酒井委員 それでも構わない。 

○雀部委員 料理をする部屋ではない部屋がとれるのであれば、講演会もできますよね。 

○大竹会長 そうです。 

○雀部委員 講演会だとお金が、そういうものが発生しないので……。 

○大竹会長 講師謝金？ 

○雀部委員 例えば試食で何人分ということが発生しないので、人は入れやすいですよね。 

○三笠委員 かなり有名な人じゃないと、人は呼べないですよね。 

○村松委員 服部先生、謝礼が他のとは違いましたよ。ちなみに服部先生のギャランティーは……。 

○三笠委員 違いますよ、この人を呼ぶんだったら相当な裏付けがないと。 

○酒井委員 雀部さんが、お弁当の日の話があったんですけれども、お弁当の日を全国に広めている先

生もいらっしゃるので、そういう先生の講演会もいいかもしれないですけど、ギャラということになる

と……。 

○大竹会長 今、ここで具体的にというと、なかなかもう時間もなくて決まらないと思いますので、で

きれば市民から選ばれた４人の方が中心になって、実行委員会という形でアイデアを出していただいて、

ほかの方たちにご協力いただくという形で具体的な企画書をつくって進めていただいてよろしいでしょ

うか。イベントを何をやるか、それで場所は……。 

○酒井委員 大変。（笑） 

○大竹会長 大変です。 

○藤田委員 今、その話を聞いていて思い出したんですけれども、以前、聖霊幼稚園だったんですけれ

ども、聖霊幼稚園で会長をやっていたときがあって、そのときに幼稚園のお母さんたちのイベントで、

築地のある料理屋の料理長をお呼びして、幼稚園のホールに調理台をつくって、ガスコンロで料理をし

ていただいて、それこそ３枚おろしのやり方とか、そういうのを見せていただいて、１品つくってみん

なに食べてもらうという企画をしたことがあったんです。今、急に思い出したんですけれども、それも

ＰＴＡの予算の中から出たので、そんなに高額なものではなかったので、すごく好評で、喜ばれました。

すごく集まったんですね、人も。 

○酒井委員 あと、今、農水省の方でお魚の……。 

○大谷委員 さかなクン？ 
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○酒井委員 いや、さかなクンじゃなくて、魚のさばき方とか、いろいろそういうことを教えていらっ

しゃる方が、ちょっとお名前は忘れましたがいらっしゃる、普及するために、有名な方がいらっしゃる

ので、ああいう方だったら公務員だから……。 

○大竹会長 安いですよね。 

○村松委員 築地にお魚普及センターというところがあって、そこがお魚マイスター協会を兼ねている

んですね。そのお魚マイスター協会では、無料でそういうことをしてくれます。 

○藤田委員 すごくいいですね。 

○村松委員 今、希望があった小学校に行って、実験的にやっているんですけれども大好評です。子供

たち向けには、魚には骨があるという授業をしています。魚はどんなふうに生まれて、どんなふうに一

生を終えて、魚の構造ですとか食べ方、種類とか、名前はどうやって決まるのかとか、そういうことを

子供たちに教えています。大人向けにはさっきおっしゃったような、実際に築地から新鮮なお魚を運ん

できて調理実習室で、親向けに魚のさばき方、焼き方、煮方、そういうことを教えてくれます。国分寺

の七小でそれをしまして、もう大盛況でしたね。これは、ただでやってくれるんですよ。 

○池田委員 魚離れにもいいんじゃないですか。 

○村松委員 念のため電話番号をお伝えしておきましょうか。 

○大竹会長 そうですね。そういういろんな情報を、ちょっと集めることも含めまして、多分、今ここ

ではまとまらないと思うので、皆さんそういう情報があったらぜひお伝えください、市のほうに。市の

方と一緒にもう尐し具体的な企画にしていただいて、それにあわせて今、押さえていただいている会場

でできるのであればやっていただくということで、もう尐し、例えば駅前のほうでもっと適した場所が

とれそうだったら、それも含めてちょっと相談していただくということで、そこで何かつくるというこ

ともある程度、念頭に置いて考えていただく。 

○池田委員 ただ、４月１日の市報に告知するんですよね。 

○事務局  枞をとっているだけなので、中身的なものは……。 

○池田委員 いや、４月１日号に告知するのであれば時間がないですよね、もう。いつまでに内容を決

めなければいけないか、大体、１カ月ぐらい前ですよね。というと、もう時間がないんですけれども。 

○大竹会長 １週間か２週間で決めなくてはいけないということですね、そうしたら。 

○酒井委員 何をするにしてもそうですよね。 

○大竹会長 だから、どなたか講演をお願いするというのはまず不可能に近いと。 

○酒井委員 どうでしょう、聞いてみればいいかな。 

○村松委員 お魚マイスター協会ですか。もし、あれだったら今、聞いてみましょうか。 
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○酒井委員 はい。 

 皆さんはどうでしょう。 

○村松委員 あと、もう一つ私は思ったのは、この多摩食育フェスタを見て、裏側にスパイスとハーブ

って何だろうとありますよね、ヱスビー食品さんの協賛を得ていると思うんですが、スパイスとかハー

ブを使うと、食塩を尐し減らすことができますよね。だから、生野菜なども置いて、スパイスとハーブ

で食べてみようみたいなことを、ちょっと皆さんにしていただくといいんじゃないかと思ったんですよ。

それだと農家の方にご協力いただいて６月に生野菜、春野菜にしてもいいんですけれども。 

○大竹会長 トマトとキュウリでもいいですものね。 

○村松委員 塩じゃなくて。 

○池田委員 ハーブだったら家庭でも育てられますし。 

○村松委員 そうしたら、そのハーブをそこでちょっと販売とか、できるかなと思って。それをあわせ

てやってもいいかなと思いました。 

○池田委員 魚にもハーブはいいですよね。 

○村松委員 とりあえずお魚マイスター協会に連絡をして、協力していただけるかどうかということを

聞いてみます。いろんな可能性を探るために。 

○大竹会長 そうですね、今から１週間で考えるというのはなかなか大変なので、可能性をすべて当た

って。 

○酒井委員 それで、６月の日程を……。 

○大竹会長 １１、１２と……。 

○事務局  保健センターと福祉会館とあるんですけれども、６月１１日から２６日の間で、福祉会館

は１９日がだめなんですが、保健センターでしたら６日間、３週間の土日、１１日からの。 

○村松委員 もう１回、おっしゃってください。緑センターが６月１１、１２？ 

○事務局  いや、緑センターではなくて福祉会館ですね。６月１１日、土曜日ですね。それから１２

日、日曜日。 

○池田委員 家事室ですか。 

○事務局  家事室ではなくて、上の５階のところです。 

○村松委員 調理室があったほうがいいですね。 

○事務局  そうですね、もし日にちが決定されていれば調理室のほうもこちらのほうで確保するよう

にいたします。 

○村松委員 聞いてみますね。 
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○大竹会長 １１、１２と、１８、１９と、２５、２６が押さえてあるということでした。 

○三笠委員 日にちだけは決めちゃったほうがいい。 

○大竹会長 そうですね、日にち。 

○雀部委員 こうやってあわてて決めるのは、毎年こんなことを繰り返してもしようがないので、でき

れば、ほんとうは今回からがいいんですけれども、もしくは９月の、次の食育推進会議のときに、もう

６月のことを決めるですとか、３月の食育推進会議で来年のこと、再来年のことというふうに早目に決

めたほうがいい。あわてるとろくなことがない。 

○大竹会長 そう、ちょっと今から６月のを決めてくださいというのは、私も今、驚いたんですけれど

も、まず、それは無理ですよね。だから、ほんとうはやらないという姿勢なのかなと思えちゃいますよ

ね。 

○酒井委員 ちょっと、もう入っているんですね、スケジュールが。６月ってそれぞれ皆さん、入って

いますよね。 

○大竹会長 そうですよね、皆さん入っていますよね、予定が。私ももう入っているなと。 

○池田委員 これを機に、ことしはもうこれで。 

○大竹会長 どの日にちにも決められないということですよ。今ここでは、日にちは決められないとい

うことです。 

○酒井委員 来年度の予算というのはいつごろ、例えば決めるんですか。 

○事務局  来年度の予算は１０月ごろに。 

○酒井委員 じゃ、例えば９月に次年度の、６月のことを決めればその予算はもしかしたらつけていた

だける……。 

○事務局  とれる、とれないはあれですけれども、要求することはできます。 

○酒井委員 提案していただくことはできるということですよね。やっぱり９月にやらないとだめとい

うこと、次の年の。 

○雀部委員 規模が小さいと、ぎりぎりでもいいのかもしれないんですけど、これから先、大きくして

いこうとか、周知させていこうというのであれば、やっぱり早いほうがいい。 

○大竹会長 そうですよね。それに、例えばこの多摩も、小学校、中学校、大学を巻き込んでいたりし

ますよね。こういうのはぜひ、地域ですのでやったほうがいいかなと思うんですけれども、その辺のと

ころも今からだとちょっと厳しいですね。可能な範囲内で。 

○池田委員 今年度はちょっと厳しい。既に一小とか、いろいろ食育もやっていらっしゃるところが協

力してくだされば。 
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○雀部委員 こういうふうに、色々教えていただける範囲で。 

○大竹会長 ということで、ちょっとこれ以上進みそうにないので、４人の方に非常にご負担をおかけ

して申しわけないんですけれども、よろしくお願いします。よろしいですか。 

 じゃ、村松先生にちょっと。 

○酒井委員 野菜のことも絡んでくるとしたら、井上委員にお願いしてもいいでしょうか。１人でも多

いほうがいいので。 

○大竹会長 そうですね。いいですか？ 

○井上委員 わかりました。 

○大竹会長 すみません。もしあれなら三笠さんも入っていただくと、地域のことがよくわかる。ちょ

っとお忙しいですか。 

○三笠委員 ちょっと今は。早目にいってくれれば商工会も月１回の会合だし、それから商運協、商店

街の連合会なんかも月１回ぐらいなので、そこのタイミングがうまく合わないと。 

○酒井委員 それは何か、定期的な。第何週とかと決まっているんですか。そうじゃない。 

○三笠委員 今年度は決まっていますけれども、また４月から新しい年度というか、５月に総会があり

まして、そこでまた会長さんが変わったりするので、商店会の。そうすると……。 

○井上委員 商工会のメンバーには会ったりすることも多いので、そこから連絡を。 

○大竹会長 じゃ、それでお願いします。あと提案なんですけれども、ここで今、急に食育推進会議の

メンバーにこの内容を考えて実行してくださいと言われたような感じなので、それはすごく無理がある

かと思うんですね。なので、来年に向けて食育月間事業推進委員会みたいなもので、例えば市民の方何

人かにご忚募いただいて、そこで実行委員会をつくって１年かけて考えていただくという、そういう組

織をつくっていただくことはできないでしょうか。ちょっと無理ですよね、ここで急に振られて……。 

○事務局  今回は本当に申しわけございません、いろいろと期間の短い中でこういうふうになったと

いう部分は、こちらのほうも来年度からの反省材料という形でさせていただきたいんですが、例えば先

ほど提案がありましたように、これから半年後、いつも９月とか１０月にもう１回、年２回の形でやっ

ておりますので、この期間ですけれども、そういったものが崩れなければ、この次のときに来年度の予

算要求も含めた形での、食育月間のあり方をどういうふうにするかという形でやっていくということを

定例的にしていけば、おのずと来年こうしよう、その次の年はこうしようではないですけれども、いろ

んな提案なり、形が出ると思いますので、そういった形でお願いできればと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○池田委員 大竹先生がおっしゃったように、もちろん委員会は公募ですけれども、市民の方たちもご
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一緒にできるような形に何とか、そういう方向性でできませんでしょうか。 

○村松委員 一忚、スケジュール的には６月、オーケーだそうです。ただ、土曜日はお魚マイスターの

授業がある日なので、日曜日だったら可能ということです。それで、私も現場を見たことがなかったん

ですが、基本的には調理を、いらっしゃる方全員に調理してもらうような形で今、進めているんだそう

です。そうすると、魚の材料費とかそういうものはかかってしまうそうなんです。場所によって人数が

変わってきますよね。調理実習だと時間もかかるので、２時間はかかる。もしそれが大変であるならば、

講師を呼んで、そんなに高くない、ちゃんと話のできる講師を呼んでそこで旬の魚の食べ比べのような

ものはできます、皆様に召し上がっていただくことはできますよということで、会場とか人数、形式に

よりますけれども、５万から１０万ぐらいの間でしたらお引き受けできますということでした。 

 お魚普及協会というところは東京都の関連団体なんですね。で、お魚マイスター協会も兼ねているん

です。ですからすごく地に足をつけて、魚の普及活動をしながら食育の活動をしているところなので、

いいのではないかと思います。 

○池田委員 予算は……。 

○村松委員 ５万とか。 

○大竹会長 その辺のところは多分、大丈夫ですね。 

○事務局  この場とは別に具体的なところを相談するというか、協議をさせてください。 

○大竹会長 これからしてくださる、はい。 

○村松委員 今は、小中学校向けに食育の授業としてやっているそうなんですけれども、例えば当日、

子供連れのお母さんとか、ご家族連れとかお年寄りとか、いろんな方対象にももちろんできますからと

いうことを、一忚、お魚マイスター協会の大森さんという方が出て、そのようにおっしゃってくださっ

たので、可能性としては実現の可能性が大きいのではないかと思います。私もかかわっている団体です

が、しっかりしていますし、とてもいい活動をしていますので、ホームページもありますのでごらんに

なってください。 

○池田委員 実現するといいな。 

○大竹会長 ありがとうございます。じゃ、それも含めてご検討ください。 

 ４時までに終わる予定でしたが尐し、あと一、二分しか残らなくなってしまいました。最後に、酒井

さんのほうからご提出、配布していただいたものを簡単に説明していただけますか。 

○酒井委員 ４時過ぎちゃいますけれども、皆さんどうでしょうか。 

○大竹会長 二、三分で。 

○酒井委員 わかりました。 
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 活動報告ということで皆さんにお配りしたんですが、小金井市市議会議員食育勉強会報告ということ

で資料をお渡ししていると思うんですが、昨年５月から２月までの間、食育推進会議の有志で、具体的

にメンバーは大谷さん、私、雀部さん、井上さんということで勉強会をやりました。これは、きっかけ

は複数の議員さんのほうからの要望もありまして、食育についてちょっとわからないところがあるし、

勉強会をやっていただけないかというお話もあったり、いろいろありまして、超党派の議員さんたちに

呼びかけをしてやりました。毎回、多くの議員さんが出席してくださって、延べで６６名の方が出席し

てくださいました。 

 内容としては、ここに書いてありますが１回から４回まで講座をやりまして、第１回は私がやりまし

て、テーマが小金井での食育の取り組みと小金井における食育の意義と可能性ということで、楽しくお

もしろい食育実践ということで、今、小金井でどういう食育の取り組みがなされているかという内容で、

各課がかかわっている内容もお話ししてあります。それと、私が実際にやっている食育活動の事例など

もお話ししました。それと、キュウリの食べ比べとか、お漬け物の試食などをしていただきました。こ

れはやっぱり、実際に食べることの体験というのも大事なので、お話を聞いていただくだけではなくて、

食べることに直接触れていただきたいと思ってやりました。 

 第２回の勉強会は井上さんで、テーマが地場野菜や江戸東京野菜を通した食育の取り組みということ

で、今、実際に井上さんがやられている取り組みについてお話しいただきました。このときもナスの食

べ比べをしていただいたり、それからナスと黒米のぜんざい風も試食をしていただきました。 

 第３回の勉強会は大谷さんにお願いしまして、テーマが食育と食品の安全・安心ということで、これ

はやはり食育の中でも大事なテーマですので、きちんとその辺を押さえていただきたいということで、

大谷さんにお願いして、ほんとうにいろんな内容があったんですが、ぐっと凝縮していただいてお話を

していただきました。このときも大根の食べ比べということで、今の青首大根と江戸東京野菜の大根、

２種類を食べ比べていただきました。 

 第４回の食育勉強会は、雀部さんに講師をしていただいて、雀部さんが実際にやっておられる児童館

における食育活動について話していただいて、その一端でおやつ講習会のメニューであるニンジンのク

ッキーと、マーマレードポテトの試食などをしていただき、一忚、講座として最後ということでしたの

でアンケートを実施させていただきました。 

 それから、意見交換の懇親会という事で、議員さんの方からやりましょうという事で、話がありまし

たので、今後の小金井における食育について、という事などを含めて意見交換をしながら懇親会を行い

ました。次のページで小金井市における「これからの食育」についてという事で、勉強会の中で、私達

講師が至った考えとか、課題等についてがその頁の下に書いてあります。読んでいただければ判るので



－３６－ 

すが、今日推進会議の中でも出たような話も出てきていると思いますので、これを是非、推進会議でも

取り上げていただき、各委員さんも活動の中でアピールしていただきたいと思います。次の頁は議員さ

んに行ったアンケート用紙で、第１回から第４回までの意見・感想はいろいろありましたが、５番、６

番で議員の皆さんがどう考えたのかの内容を、後ろの頁で回答の抜粋という形ですが、主なものを書か

せていただいています。読んでいただければと思います。時間があれば担当した各パートの講師から説

明させていただきたかったのですが、時間が無かったので。 

○大竹会長 ありがとうございました。着々と進行し、議員の方たちも巻き込んでやっていると思いま

した。ぜひ、小金井市の食育の推進の特徴として組み入れていければいいなと思いました。それでは今

回の予定していた議事内容は終了いたしました。事務局の方から次回の日程を、よろしくお願いいたし

ます。 

○事務局  次回の日程ですが、先程のお話の中で９月か１０月になると思うのですが・・・。 

○酒井委員 ９月がいいですよね。 

○大竹会長 ９月がいいですね。先程のイベントを考えるにあたって、早い方がいいと思います。 

○事務局  では９月がいいという事で、細かい日程につきましては、会長と相談させていただき、皆

様にお知らせしたいと思います。 

○大竹会長 はい。 

○事務局  では、そのようにさせていただきたいと思います。 

○酒井委員 出来れば、ちょっと早めに。 

○事務局  ９月の前半という事ですか。 

○酒井委員 １か月半か２か月ぐらい前に知らせていただけると、ありがたいです。 

○事務局  はい、判りました。 

○大竹会長  ではそういう事でお願いいたします。５分ほど過ぎてしまいましたけれども、以上で今

日の会議を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


