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平成２４年度第３回小金井市食育推進会議 会議録 

 

・日  時  平成２５年３月２１日（水）午後３時～午後４時 

・場  所  前原暫定会議室 

・出席委員   ６人 

会 長   大 竹 美登利 委員 

委 員   松 井 眞佐子 委員  雀 部 かおり 委員 

三 笠 俊 彦 委員  藤 田 とよみ 委員  

大 坪 美津枝 委員 

・委任状提出  ３人 

池 田 多鶴子 委員  酒 井 文 子 委員 

佐 竹 真由美 委員 

・欠席委員   ４人 

廣 野 惠 三 委員  村 松 真貴子 委員 

井 上 誠 一 委員  萩 原 哲 男 委員  

・事務局職員 

福祉保健部長         佐久間 育 子 

健康課長           阿 部 智 美 

健康課            中 島 明 美 

健康課            千 葉 祐 生 

健康課            田 中 昌 子 

・傍 聴 者   ０ 人 

・会議次第 

⑴ 食育推進計画進捗状況調査報告（平成２３年度）について 

⑵ 小金井市食育推進基本条例について 

⑶ 食育推進計画（素案）（平成２５年～２８年度）について 

⑷ その他 

① 平成２５年度食育月間行事について 

② その他 
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（午後３時 開会） 

 

○事務局  今日は出席者が少ないんですけれども、とりあえず今の段階ではおそろいですので、始め

させていただきます。 

○大竹会長 今、成立する人数はいるんですか。 

○事務局  本日の委員の方の出欠ですけれども、事前に池田委員と酒井委員と佐竹委員から欠席のご

連絡がありまして、委任状をいただいております。本日、萩原委員と井上委員と廣野委員から欠席のご

連絡が入りました。あと、三笠委員と村松委員につきましては、おくれるか、もし間に合わなければ欠

席ということです。したがって、出席委員と委任状を合わせますと、過半数ということで会議は成立し

ております。 

○大竹会長 そうですか。わかりました。 

○事務局 では、始めさせていただきます。会長、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 お忙しい中、どうもありがとうございます。ほんとうは桜を見に行きたい気分でしょうけ

れども、すみません、集まっていただきまして。ちょっと今日は出席少ないようですけれども、これで

始めさせていただきます。平成２４年度第３回目ということになります。本年度の最後の会議というこ

とになりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

○事務局  それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。次第と小金井市食育推進計画進捗

状況調査報告という横長の物です。それと事前にお送りしております計画案、それと計画案に係る変更

内容の一覧でございます。あと、食育月間のチラシと、お弁当フェアのチラシを置いてあります。それ

と、前回の会議録について事前に送付して、修正をお願いしていたところですけれども、もし何かあれ

ばこちらのほうに申し出ていただきたいと思います。もしなければ再度会長に最終確認をいただきまし

て情報公開の手続をとらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 では、議事のほうに入ります。まず、現在の計画進捗状況報告につきまして、事務局からご報告をお

願いいたします。 

○事務局  食育推進計画の平成２３年度における進捗状況と、平成２４年度と２５年度の方向性につ

いて調査をし、まとめたものでございます。事業については、概ね実施されているところであります。

今後の方向性ということで、平成２４年度と２５年度について各課に書いていただきました。継続、充

実、拡大というところは、基本的に引き続き計画に載せていく事業でございます。縮小・見直しという
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ところにつきましては、そのあり方をこの改定作業の中で検討しているところでありまして、事業とし

て行っているものでも、審議会のご意見や作業部会の検討の中で、項目を統合したり、対応を変更した

りしているところでございます。それは、現在の改定作業の中で反映しているところでございますので、

そのように見ていただければと思います。説明は以上でございます。 

○大竹会長 はい、ありがとうございます。今年度２４年度小金井市でどのような食育に取り組んでき

たか、拡充したところ、あるいは実施しなかったところで今後縮小していったほうがいいではないかと

いうようなところの報告が出ておりますが、ちょっと見ていきましょうか。 

まず啓発活動の充実ですが、食育シンポジウムは発足のときにやりましたけれど、その後は食育月間

の中で、いろいろ広報しているということで、このシンポジウムのほうは、２３年、２４年はしていな

いので、今後も縮小・見直しでいいのではないかということです。それから、農業祭での啓発活動は今

後充実していきましょうということですが、啓発活動はこんなところでよろしいですかね。 

 次に、情報の整備ですけれども、アンケートは２回実施いたしました。今後実施するのかどうかはち

ょっとまだ未定で、とりあえず２５年度は実施しないということだと思いますが、既にやったアンケー

トについては、活用していくということになるかと思います。ホームページは、ホームページ委員会も

ありますし、充実してそのまま継続。それから、地場野菜の情報提供も今後とも継続するということで

すが、よろしいでしょうか。 

 次に、子どもへの食育の充実というところで、保健センターを中心にマタニティクッキングは充実・

継続する。それから、両親学級、これは拡大していきたいということで、あとは大体継続ということで

すが、よろしいですか。 

 次に、保育所・幼稚園につきましては、離乳食講習会（教室）については充実していきたいというこ

とですので、これはある意味では発展していくというところです。あとは、これまでと同じようにこの

点については、ふれあい農業、給食だより、クッキング保育、アレルギー相談、栄養士による出前講座、

交流給食、地域向け食育相談、地域連携の推進については、これまでどおり継続ということです。よろ

しいですか。 

 次に、小学校・中学校ですが、ほぼ継続です。ただし、弁当の日については、２３年度は未実施で、

今後は引き続きＰＴＡや学校で協議をしていく必要があるということです。これは、学校やＰＴＡなど

への協力が必要なので、もし藤田委員あたりが何かいいアイデアがありましたら、ぜひ進めていただけ

ればと思いますが、なかなか一つの学校だけというのも難しいでしょうし、何かいいアイデアが浮かん

で何かそれが実施できそうでしたら今後また継続に直していけると思いますが、一応今のところは縮

小・見直しということでよろしいですか。あとその次のページです。保護者に対する食育支援、それか
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ら地域向けの食育教室も小学校・中学校で栄養士の方々が取り組んではくださっているかと思いますが、

特にここの計画に絡めてというところまでは至っていないということで、それぞれのできる範囲内では

していただいているというところにとどまっていますので、今のところはやはり栄養士の方に、そのと

ころをお願いしていくぐらいにとどまるということですが、よろしいですか。 

 次に、学童保育、それから児童館につきましては、食育月間及び食育の日の取組、箸の持ち方の指導

については、今後も継続はしますけれども、この計画の中で特に項目出しして取り組むというふうには

しないと考えていますので、縮小・見直しで。多分、箸の持ち方は最初に、データのときに、そういう

データしかなかったので、食育の一つの指標としてこれが入っていたかと思いますが、別のデータも出

てきていますので、特にこれは取り上げなくてもいいかなと思っています。それから、間食指導は、学

童保育ではそのまま継続。それからおやつづくり・昼食づくり・食事会というのも間食指導の中で取り

組む程度でさらにプラスアルファってなかなかできにくいようですので、これは縮小・見直し。それか

ら、野菜づくりも、地域の農家の方たちと連携というようなところまではいかないので、学童保育の中

で、プランターなどでできる範囲内でという意味では、縮小・見直しをしていきます。それから、子育

て相談会はこれまでどおりの継続。それから次のページ、乳幼児食事会は、これは児童館で取り組んで

いるので、継続です。それから料理教室も同じように継続していくということになっておりますが、よ

ろしいですか。 

 次に、生産者の食育活動に対する促進策として、親子農業体験の推進、これは、２４年度拡大してい

ますので、そのまま継続、拡大して、さらに継続していただくということです。それから、学童収穫体

験の促進、これは小学校でやっていますので、そのまま継続する。それから、農家見学会の促進も、こ

れは充実して継続していただくということで、特に農家の、生産者の方たちにご協力いただいているか

と思います。地場野菜の販売促進も継続です。それから、地場野菜の情報提供も、ホームページで大分

充実していますので、そのまま充実した形で継続。料理講習会も継続です。それから、農業祭での販売

促進、これも大分人気があるようですけれども、これもそのまま充実して継続。交流給食への協力とい

う形で、栄養士の方たちと今後できればやっていければと思っていますので、よろしくお願いいたした

い。生産者とのかかわり、こんなところでよろしいでしょうか。 

 それから、事業者の食育活動に対する促進策として、ミニパンフレットの配布、これはもうできてお

りますので、今後それを活用して配布していく。それから地場野菜の販売促進も先ほどと同じです。 

 それから、コンビニエンスストアやファミリーレストランとの連携というのも、これはパンフレット

等を配布ということでチラシをいろいろ置いていただいておりますので、これを継続していく。それか

ら、栄養表示の推進というところでは、大体今、それぞれの事業所というんでしょうか、その辺がこう
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いうことにも取り組んできているので、そこにある意味では依存していくという形になりますので、本

市では特に改めてというところでは縮小・見直しになっていく。それから、食育教室での連携推進とい

うことでは、エコクッキング等、特に東京ガスさんなんかがいろいろご協力いただいておりますので、

これも今後とも継続ということになります。よろしいですか。 

 それから各種団体の食育推進に関する促進策ということで、高齢者・障害者向けの取組の推進という

ことで、市民の団体が幾つか取り組んでくださっているところをそのまま継続していただくということ

だと思いますが、この辺はそれぞれの団体からいろいろ要請があれば、市のほうも協力できる範囲内で

拡充していけばと思いますが、そういう意味ではちょっと市民のほうに、何ていうのでしょうか、依存

しているところがあるかと思います。特に、市民の代表でここの委員になってくださっている方々も、

もし周りでできましたらぜひその周りで少し取り組んで広めていただければ、ここのところはさらに充

実するかなと思いますので、今後ともご協力等よろしくお願いします。ということで継続。それから、

食育関連団体の活動調査というのは、特に今のところはやっていないので、その後の登録制度あたりで、

大体、もちろんここの場合には積極的にこちらの市のほうに、情報提供をしてくれる方でないと載せな

いんですけれども、多分その範囲内で一定程度、どういう方たちが活動しているというのがわかるとい

うことで、それ以上の悉皆調査はしないということで、２のほうは、縮小・見直し、あとは、継続して

いくということですが、よろしいですか。 

 それから、専門家等との連携ということで、モニター事業については、これまで未実施になっていて、

栄養士会等の協力というあたりも必ずしもそれぞれの仕事のところではやっていただいているんですけ

れども、またプラスアルファでというところはなかなか難しいので、これまで未実施でしたが、今後と

もその可能性が高いので、縮小・見直しをしていくというところです。先ほどの大学との連携推進とい

うことでは、特にアンケートについて行っているわけですけれども、今後可能な範囲内でそれを活用し

ていく。それから、企業との連携というところでは、特に独身寮を持つ企業というのがだんだん今なく

なってきているので、そういう意味では何かこれに特化してするというのがしづらくなってきていると

いうところでは縮小・見直しということになります。よろしいですか。 

 それから、施策の推進体制ということで、推進会議、食育推進検討委員会、それから食育懇談会等は

そのまま継続になります。よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、小金井市食育推進基本条例につきまして、ご説明を事務局からお願いできま

すか。 

○事務局 それでは、小金井市食育推進基本条例についてご説明をいたします。 

 お手元の計画の素案の３２ページに基本条例が載っておりますのでごらんください。前回の推進会議
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でも、その時点での条例案をお示ししましたけれども、最終決定がされましたので、ご報告いたします。

食育条例につきましては、超党派の議員や関係者による食育に係る勉強会が平成２２年に立ち上がりま

して、平成２３年５月には、食育推進議員懇談会が発足した中で、食育をさらに推進するためには、計

画だけではなくて条例が必要であるということから、検討が重ねられてきたわけですけれども、その結

果、議員提案の食育基本条例がこの平成２５年の第１回市議会定例会に上程されまして、最終日の３月

６日に議決されました。ですので、条例として成立したということになります。 

 この条例は、このときから６カ月を超えない範囲内で施行するということになっておりますので、概

ね９月ごろまでには施行される予定となっております。ただし、食育推進会議に関する規定であります

第１４条につきしましては、食育推進会議の委員の任期が切れる平成２５年１０月２９日からの施行と

なっておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。現在の推進会議設置条例は廃止される予定

となっております。以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。小金井市が食育推進条例をつくったというところで、これは必

ずしもすべての市にあるわけではなくて、ある意味では小金井市は最初推進会議ができたのは遅かった

ほうなんでしょうかね。だけど、こういう条例ができた市としては、そんなにたくさんあるわけではな

いので、わりと先駆的にこういう取り組んだということのようです。特に、超党派の議員の方たちが非

常に熱心に取り組んでくださっているということでは、小金井市は非常に食育に関心が高くて食育に前

向きに取り組もうという結果のあらわれかなというふうには思うので、そういう意味では非常に期待さ

れるところではないかなと思いますが、いかがでしょうか。何かご質問と言われても、私も条例つくっ

たわけではないので、わかんないんですけれども、でも、もしかしたらちょっと事務局の方のほうで。 

○雀部委員 いいですか。 

○大竹会長 はい。 

○雀部委員 次第のほうには、「小金井市食育推進基本条例」と書いているんですけれども、３２ペー

ジの題名が「小金井市食育推進条例」になっていて、「基本」が抜けているんですけれども、これ、多

分、ちょっと見てみたんですけれども、素案については全部「基本」が抜けていたんです。 

○大竹会長 今度全部入れたんですね。 

○雀部委員 そうですね。 

○事務局  すみません。基本条例です。 

○大竹会長 そうすると、この３２ページから書いてあるのも、全部「基本」が入るということですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 そこは修正してもらう。 
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○事務局 はい、修正いたします。 

○雀部委員 それと、すみません、続けて申しわけないですけれども、主に３２ページに書いてある条

例の前文の前の段階のものというのは、前回の設置条例のことを書いているということですか。私も、

ちょっと食育推進基本条例には少しオブザーバーとしてかかわったんですけれども、議員さんたちに見

せていただいたのは、大体３３ページの前文からなんですね。その前の段階のものというのは、どこか

らとってきたものなのかなと思ったんですけれども。一番最初の。 

○大竹会長 そうね。普通、前文から始まりますよね。 

○雀部委員 そうなんですよね。だから、これはどこにあった文章かなと思ったんで、見てみたら、も

しかしたら、設置条例のものとミックスされているのかなと思ったんですけれども。 

○大竹会長 設置条例がもともとこの計画の中に入っていたのを、もとの設置条例を修正していって、

設置条例が残ってしまったのかもしれないですね。 

○事務局  ３３ページの４行目からが今度新しくできた小金井市食育推進基本条例になります。申し

わけありません。 

○大竹会長 その前のところはやっぱり全部削除ですか。 

○事務局  そうですね。削除です。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○事務局  そうですね。申しわけありません。 

○大竹会長 これで議会がとおり、それで施行するのは、この市民に公表して市民のほうから意見をい

ただいてから公表するという形なんですか。先ほど、半年後の、９月ぐらいに施行される見通しだとい

うふうにおっしゃっていましたが。 

○事務局  議決されましたので、今後公表される予定となっております。 

○大竹会長 半年ぐらいずれるというのは。 

○事務局  ６カ月以内に施行するということになっておりますが、第１４条の推進会議のところだけ

現在の委員の任期（１０月２９日）以降の施行となっております。 

○福祉保健部長  ６カ月を超えない範囲内ということが、条例の附則の１に書かれていて、この間に

範囲内において、規則で定める日から施行するということで、この条例につきましては、何ていうんで

すかね、大綱的な形で書かれていて、今度はこの中身について細かい内容について規則を定めなければ

いけないんですね。 

○大竹会長 これを受けて規則を定める形ですね。 

○事務局  そうです。この６カ月を超えない範囲内において、規則をつくり、それができたときから
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施行すると、そのようにお読みいただければと思います。 

○大竹会長 ここに書いてあるのは、わりと、それこそ大綱的なことしか書いてないので、具体的にこ

の条例に基づいて市として何に取り組むかというところが規則で書かれて、それができた段階で、この

条例も施行ということなるんですね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 わかりました。よろしいでしょうか。非常に大まかなことしか書いてないので、これまで

推進会議で取り組んできたところとあまり大きな違いはないような気もしますので。 

○事務局 違いがあるところは、やはり第１４条の推進会議のところでして、委員が１６人以内という

ふうに拡大されています。 

○大竹会長 増えたんですね。 

○事務局  増えています。 

○大竹会長 今までは、１２人だったのが。 

○事務局  そうです。 

○大竹会長 市民が今まで３人だったのが、今度５人になっているんですね。 

○事務局  そうですね。市民とあとは関係機関の役員または職員が増えています。食育推進会議の回

数を、第１４条の１０で「年４回以上開催し」となっていますので、４回は開催する必要があります。

それと、９のところで、食育コーディネータ１人を置くことができるということで、今まで食育はそれ

ぞれの機関で行っていましたけれども、横の連携がなかなかとりにくいということで、コーディネータ

の方を置いて、連携をとっていくという、そういうことができるとうたっております。 

○大竹会長 そういう意味では、いいんですけれども、食育推進会議、今までも市の職員も入っていた

のか、誰が市の職員で。 

○事務局  学校の栄養士さんです。 

○大竹会長 そうか。それが、市の職員になったんですね。 

○事務局 はい、そうですね。 

○大竹会長 では、それは、今までどおりと同じなんだ。 

○事務局  そうです。 

○大竹会長 わかりました。あと「４回以上開催し」というところでは、予算ちゃんとつけてくれるん

でしょうねという感じなんですけど。 

○事務局  条例が決まりましたので、補正等で要求していきます。 

○大竹会長 今までわりと会議もあまり予算がついてなくて、回数が制限されていたりして、市の方、
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事務の方が大分工夫して捻出をしてくださったんですけど。わかりました。それから、こういういろい

ろな取り組みをするのも、やはりいろいろ費用かかりますよね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 フォーラムをやったり何か、月間や週間やったり、あるいはいろいろな、先ほどの調査で

こんなところをやっていますということで、大分実際にはできなかった縮小・見直しもありますけど。

こういうのをほんとうはやっぱしやっていったほうがいいので、そうすると多少市のほうからの予算を

組んでおかないとできないというのがありますので。それが今度は保証され、保証ってもちろん何でも

っていうことじゃないけれども、多少は少し。 

○事務局  そうですね。少なくともこの条例に載っているものについては保証されるということにな

ります。 

○大竹会長 そうですか。じゃ、少し前進でよかったです。よろしいでしょうか。ありがとうございま

した。 

 では、それも受けましてということになるかと思いますが、食育推進計画、これはほんとうはもっと

早い時期から改定しなくてはいけなかったんですけれども、ちょっとここの会議もなかなか開けないで

いるんで、少し改訂作業がおくれていました。逆におくれていたので、条例ができた後に、この改定も

その条例を盛り込んだ形で検討することができたという意味では不幸中の幸いだったかなというふうに

思いますが、２５年度から２８年度の食育推進計画、前回ご議論いただいたところを修正して、今日最

終案という形で出していただいています。素案ですけれども。これをご説明、お願いしてもよろしいで

すか。 

○事務局  はい。では、食育推進計画の改定につきまして、前回からの経緯等も含めてご説明いたし

ます。計画改定につきましては、前回の審議会でご意見をいただきまして、それを持ち帰って食育計画

検討作業部会で修正等を再度検討しました。また、現在実施している事業で計画に新たに載せたものに

ついて、その担当課に確認等を行いまして、でき上がったものが皆さんのお手元にある素案でございま

す。前回からの変更内容につきましては、別紙の一覧にまとめてあります。直前になってお送りしてま

ことに申しわけありませんでした。気がついたことや修正したほうがよいと思われるようなところがさ

らにございましたら、ご意見をいただきたいと思います。 

 それで、概ね計画の原案を完成したいと考えておりまして、その後、パブコメを実施しまして、市民

の方から広くご意見を募集いたします。ご意見をいただいたものを再度まとめまして、修正できる箇所

は修正し、そうでないところも回答一覧にして、市民にお返しいたします。市民からいただいたご意見

を反映しまして最終的な素案を完成して、それをできればもう一度新年度に審議会というか、推進会議
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の皆さんにご確認をいただきたいと思っております。ご確認いただいた後、議会の関係委員会、厚生文

教委員会に行政報告をして、計画を決定したいと思っております。以上です。 

○大竹会長 はい、ありがとうございました。ということで、何度か見てはいただいていますが、いか

がでしょうか。 

○雀部委員 先ほどに関連して言うと、４ページの資料の部分の（３）推進会議設置条例になっている

ところが、基本条例に変更っていう、目次の部分です。４ページです。４ページの一番。 

○事務局  そうですね。 

○雀部委員 これが変わりますね。 

○事務局  はい。「小金井市食育推進基本条例」になります。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。あとは、ございますですか。 

○雀部委員 すみません、立て続けで申しわけないんですけれども、２ページのほうの図１に、「食育

推進計画と関連計画」という図が載っているんですけれども、条例というのはこれとはまた別個に考え

たほうがいいんですか。それとも、この図に組み込まれるべきものなのか、ちょっとどういうスタンス

なのかなって。条例はちょっと後で出てきたので、これは多分今までの図に新たにですよね。 

○大竹会長 別ですよね。 

○雀部委員 なので、条例のスタンスはどういう感じ。一番最後には条例として、資料として載っては

いますけど、でも、この文章中に条例のことはほとんど出てないので、どういう絡みで載せたらいいの

かなっていうのが。 

○事務局  まず計画は、東京都においても国の食育基本法に基づいて定めるとされているので、図１

のところについては、計画はどのような仕組みで上位計画が何で、どの計画に基づいて計画ができてい

るかという関連図になっています。 

○雀部委員 計画のみですね。 

○事務局  この中には「条例」という言葉は入ってこないという考え方になります。 

○雀部委員 はい、わかりました。 

○大竹会長 よろしいですかね。なかなか難しいですね、その辺の位置づけが。 

○雀部委員 難しいですね。全然、一般市民にはどういうスタンスのものなのかもちょっとわからない

ので、難しいですね。 

○大竹会長 文章の中には基本法が書いてありますね。これはこれで、基本法１８条に基づいてと書い

てありますので。でも、そうすると、文章の中に、基本法に基づいて小金井市の計画ができた。 

 そうすると、文章の中に入れたほうがいいのかな。 
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○雀部委員 何かどこでもいいんですけれども、どこかに条例ができてさらに進められる的な明るい展

望みたいな文章が、一文があってもいいのかなとちょっと思ったんですけれども。計画だから、そうい

うのって、入れるものではないんですか。 

○大竹会長 ４ページの（３）の上の３行のところに国の基本計画及び都の基本計画を基本としつつ、

第４次基本構想・前期基本計画に基づいて、各計画との連携を図りながらという、小金井市で策定した

食育推進基本条例を踏まえて本計画を改定するものですとかって、ここに踏まえてみたいな形で条例入

れますか。そうすると、入るけど、図には入れないけれども。ここのところに。 

○事務局  そうですね。計画を改定するのは条例とは直接は関係ないんですけれども。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局  食育をさらに推進させるために条例が制定されましたみたいな文言をどこかに入れましょ

うか。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 今までは食育推進会議の設置条例ということなので、それを、食育を今、課長が申し上げた

ように小金井市における食育の推進をさらに図るため推進基本条例を策定しましたみたいな形になると

わかりやすいかなと。文言で入るならという感じはしますけれども。 

○大竹会長 そうですね。じゃ、そういうふうに。 

○雀部委員 そうすると、何かかかわりがある感じが出てくると思うので。 

○事務局  はい、わかりました。 

○大竹会長 では、そこはそういうふうに変えていただくということで、よろしいでしょうか。ほかに

何かございませんか。 

○大坪委員 すみません、細かいところなんですけれども、保健所のほうから出した１８ページのとこ

ろの表がございます。「学童期の食育推進」のところの表の中の５、６、７のところで「家庭と協同し

た」のところの、「どう」が、「同じ」ではなくて、「働く」っていう字に案は出てきたと思います。 

○事務局  そうですね。はい。 

○大坪委員 「同じ」ではなくて、「働く」という字ですよね。 

○事務局  申し訳ありません。訂正いたします。 

○大坪委員 それと、あとグラフのところなんですけれど、いろいろな表現がしてあるんですけれども、

すぐ見たときにわからないので、図幾つとか、そういうものがついていると、表題ですか、わかりやす

いと思うんですけれども。読んでみまして、どの説明なのかという部分のところがわからない部分があ

りますので、そのあたりのところ、見やすい方法にしていただくとわかりやすいかと思います。 
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○事務局  はい、わかりました。 

○大坪委員 特に、８ページあたりの⑧の食事の栄養バランス及び改善意欲のところ、表４っていうの

だと、表４はどこにあるのかしらみたいな形になるので。一体どこが表４なのか。 

○大竹会長  きっと前、表４があったのがこう全部とっちゃったところで、こうなっちゃったんです

よね。 

○雀部委員 ３ページの３つのキーワードということで、今までのKoganei-Styleの４つのキーワードか

ら３つになっているんですけれども、基本条例のほうは４つのままなんですね。以前の議事録をちょっ

と見返してみたんですけど、大竹先生の会話の中にあんまり団らんというのを家庭のない方もいるので、

団らんを前面に打ち出してはということで、会話の中で３つということで、あまり正式に議決を採って

今まで４つだったのを３つにしようかって話までは進んでいなかったと思うので、あくまで会話の中で

３つということだったので、ちょっと条例のほうの数とこっちの数が乖離してしまっているかなと思っ

たんですけれども。どちらに統一というふうに考えていらっしゃいますか。 

○大竹会長 条例は、直せないので。 

○雀部委員 可決されちゃっているのが、確かに４つのKoganei-Styleと書いてたと思うんですけど。 

○大竹会長 そうですね。こちらも４つにしますかね。 

○雀部委員 今までどおりっていうことですよね。戻す感じになる。 

○大竹会長 多分この小金井市らしい食生活とはという文章の中は、カギ括弧を入れればいいから簡単

ですけど、この図になっているほうを４つのキーワードとしたときに、４つを何ていうのかな、ばらば

らにこの円にするっていうのはちょっとどうなのかな。 

○雀部委員 何かつながっている感じの図を。 

○大竹会長 つながっているほうがいいですよね。 

○雀部委員 そうすると、団らんやふれあいって、団らんが必ずしも自分に当てはまらなくてもってい

うふうに考えてもらいたいっていう意図があれば。 

○大竹会長 この絵のきっと、円の何か位置をちょっともう、これは単にこうワードでぽんぽんと置い

ただけなので、そうじゃないもっとイラスト的なちょっとデザインを考えたほうがいいかもしれないで

すね。 

○事務局  はい、わかりました。 

○大竹会長 これは多分この２つを少し重ねたほうがいいと思います。この４つ。この２つは重ねる。

だけど、別のキーワード。ちょっとその辺は考えて。 

○事務局  はい、考えます。 
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○雀部委員 図の形ですね。 

○雀部委員 考え方としては多分それ、出発点はそれなんだと思います。 

○事務局  重ねるように変えます。 

○大竹会長 ほか、いかがでしょうか。それぞれの関心の高いところだと、気がつきやすいかと思いま

すので、ちょっとその辺で何かありましたら。大体よろしいですか。では、今の訂正、ちょっと私の頭

の中に入っていないんですけれども。 

○事務局  はい、わかりました。 

○大竹会長 そこを訂正していただきたい。あとはもうお任せでいいですね。そこで決まったものはこ

こで承認されたものとして、改めてこの会議とかではなくて。 

○事務局  パブコメを行った後、さらに修正したものを皆さんに見ていただきたいと思います。それ

でよろしいでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。はい。 

○事務局  よろしいでしょうか。 

○大竹会長 はい。 

○事務局  わかりました。 

○大竹会長 ＰＤＦか何かで送っていただくとかできますか。 

○事務局  メールかあとは紙ベースで修正したものをお送りしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。再度何か気がついたことがあれば早急に事務局に言っていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○大竹会長 はい、わかりました。よろしくお願いします。では、３についてはよろしいでしょうか。

そういう形でもう一度確認ですが、できた後、いつ頃パブコメに流すんでしたっけ。 

○事務局  とりあえず４月になってから。 

○大竹会長 ４月になってから。 

○事務局  １カ月間の間にパブコメの募集をして、それで、意見をいただいたものをまた返すという

ような形になりますので。 

○大竹会長 では、４月ということで、ちょっと今の修正が入ると少し大変かと思いますけれども、よ

ろしいですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 では、よろしくお願いします。そうすると、次回また５月か６月に集まるということにな

りますね。 
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○事務局  そうですね。また皆さんの日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○大竹会長 はい、わかりました。では、３番はこれでお認めいただいたということで、終わりにさせ

ていただきます。ありがとうございます。 

 その他というところで、①にそのうちの一つとして、平成２５年度食育月間行事が挙がっております。

これについて、事務局で提案があるようですので、お願いします。 

○事務局  昨年度も５月の終わりに学芸大学で実施いたしましたキッズカーニバルでの食育月間行事

についてですけれども、平成２５年度の日程が商工会のほうから示されましたので、まずご案内ですが、

今年は５月２６日の日曜日、時間が午前１１時から午後４時まで、会場は昨年度と同様東京学芸大学の

芸術館となっております。前々回の会議で実行委員会の募集のチラシをお配りしたかと思います。その

応募状況ですけれども、昨年ご協力いただいた公募の市民の方、今年度も参加いただけるということと、

あとは新たにお申し込みがございまして、もう一名ご参加いただけることになりました。食育推進会議

からは、今回欠席のご連絡をいただいた方の中で酒井委員、あとは井上委員のほうから今年度もご協力

いただけるというご返事をいただいたところです。しかし、昨年７００名を超える方の参加がございま

した。スタッフの方で、もう何名かご協力いただけると助かります。 

 また、より多くの児童、保護者の方にもいらしていただくと、充実した内容になります。そういった

周知について、私どものほうでチラシを作成いたしますので、お配りいただくですとか、当日会場にい

らしていただくですとか、どういった形でも結構ですので、ご協力いただけると助かるんですが、いか

がでしょうか。 

○大竹会長 では、まずそのチラシのほうですけれども、それをどういうルートを通じて配布をお願い

することになりますか。 

○事務局  昨年度は広報掲示板、あとは保育園、児童館等を通じてチラシを配布いたしました。大体

完成の時期が４月に入ってからになろうかと思うんですけれども、健康課のほうで一定部数はご用意し

ますので、何部でもご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ご連絡いただければと思います。 

○大竹会長 まず、例えば、保育園に配るという場合には健康課のほうから保育園のほうに送ってもら

えるということですか。 

○事務局  そういうことです。 

○大竹会長 そうですか。そうすると、学校のほうにも健康課のほうから市内の学校全部に送ってもら

えるんですか。 

○事務局  はい、可能です。 
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○大竹会長 そうですか。 

○藤田委員 学校のほうだと、多分指導室を通さないと配布できないと思うので、指導室を通していた

だいたほうがいいと思います。以前、やっぱり配布していただきたいものということで、指導室を通さ

ないのでは配れないという学校もありますので、学校によって違うと思うんですけれども、指導室を通

していただくと配布は可能だと思います。 

○大竹会長 そちらを通して配布していただけるということですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 そうすると、ＰＴＡのほうには、配布とかは協力いただかなくてもそちらのルートで配布

できるということですよね。 

○事務局  すみません、申し上げるのが漏れてしまいましたが、昨年は学務課を通じて、全校生徒に

となると枚数が相当な数になってしまいますので、学校にいらした方用にということで、チラシをある

程度用意して配布したところです。 

○大竹会長 ああ、そうですか。 

○事務局  あとは、公民館も一定部数置いていただきました。 

○大竹会長 置いておいて持っていってもらうっていう。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 そういうことですか。わかりました。で、ＰＴＡのほうには、どういうふうにするんです

か。どういうふうにしてくれるのかによってどういうふうに協力すればいいのかが、見えてくるので、

ちょっとどういうふうに協力するか。 

○藤田委員 個人にお任せするのか、例えば、何人学校から人数を出したほうがいいのかとか、それに

よって、私の役目も違ってくるので。 

○大竹会長 そうですよね。 

○藤田委員 はい。 

○大竹会長 市のＰＴＡの協議会等、連絡会ありますよね。そこにそのチラシが行って、ご協力お願い

しますとなるのか、あるいは各学校のＰＴＡに行ってお願いしますとなるのか。 

○事務局  昨年具体的に協力いただいた方全部で、１２名いらっしゃいまして、まず食育月間の実行

委員として６名、今のところ応募いただいているのはそのうち２名だけとなっております。健康課から

４名、あとはＪＡ東京むさしの井上委員のほうにご協力いただいたのとあと保健所の大坪委員にご協力

いただきました。 

○大竹会長 逆にいえば、今おっしゃったのは、どちらかというと、実際に動いていただいた実行委員
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のメンバーというイメージで。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 ですよね。そういうことを何、ＰＴＡの方たちでご協力いただけませんかと声をかけてい

ただいて入っていただくという意味ですか。 

○事務局  興味のある方がいらっしゃいましたら、スタッフのほうにも入っていただきたいんですけ

れども、チラシとかお配りいただけるようであればこういった活動をやっていますので、当日いらして

くださいという案内をお願いしたいと思います。 

○藤田委員 今の話で２つ、実行委員と、お手伝いという形だと思うんですけれども、実行委員となる

とやはりきちんと。 

○大竹会長 ちょっとハードル高いですよね。 

○藤田委員 そうですね。多分去年実行委員に参加してくださったＰＴＡというのはそれぞれが興味を

持って自分で申し込んだ実行委員の方だと思うので。 

○大竹会長 お声がけくださったわけじゃないんですか。 

○藤田委員 じゃないです。去年は何もしてないですね。ただ、その辺も必要があるのならしますけれ

ども、どういった形でどういったので、人数何人欲しくていつまでにということであれば。で、後者の

ほうですとチラシを配布して、あとは当日そこに行って手伝ってくださいっていうレベルでありました

ら、こちらとしては配布するだけで特に、何ですか、こちらに人数とかは要らないと思うので、またち

ょっと何か違うのかなと思って。 

○事務局  事務局のほうで想定していたのは、後者のほうです。 

○藤田委員 後者のほうですか。そうですか。 

○事務局  なかなかスタッフとしてということだと難しいというようなお話だったかと思いますので、

先ほども申し上げたとおり学校全児童に配布するとなると大変なので、周りの方にチラシをお配りいた

だくだけでもこの活動とても充実しますので、ご協力いただきたいということで今申し上げました。 

○大竹会長 一応、学校には置くわけですよね。そういう形でチラシを配りますよね。そのほかにＰＴ

Ａのほうに少しチラシを何部かお渡しして、それこそ各学校のＰＴＡの役員さんぐらいには配ってほし

いとそういう感じですか。 

○事務局  そうですね。 

○藤田委員 そうしましたら、５月１８日にＰＴＡ連合の理事総会がありますので、そこに私のほうが

持っていって、そこに各学校の会長に渡すということならできます。 

○事務局  わかりました。その日に間に合うように作成いたしましてお送りいたします。 
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○藤田委員 そうですね。それで、緑中学校藤田あてに送っていただければ。 

○事務局  かしこまりました。 

○大竹会長 なおかつ、参加してくださいだけではなくて、当日お手伝いする人が欲しいってことです

か。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 もちろん強制はできないけど、そういうふうにお手伝いしていただけるとありがたいとい

うお声がけをしていただきたいということですね。 

○事務局  はい。 

○藤田委員 声かけをするだけならできるんですけれども、例えば、じゃあ、何々小、何々中どなたか

って名前を言うようなことになると、前回ちょっと小金井市の小中学校マラソン大会のほうのお手伝い

をＰ連のほうに市のほうから頼まれたときも、きちんとした依頼書が欲しいとか、そういうレベルにな

ってきますので、そうなるとここではちょっと私もお返事ができないという話になってしまうんですね。 

○事務局  そういうことでしたら、こちらをお配りいただくということだけでもけっこうです。 

○藤田委員 いいですか。はい。 

○大竹会長 それで、もしそういうご協力もいただけるんだったら当日来ていただいたときにちょっと

お手伝いいただければありがたいぐらいのことは言っていただくと。 

○事務局  助かります。 

○大竹会長 強制するとやっぱりあれですけれどね。 

○藤田委員 そうですね。 

○事務局  チラシをお配りいただいて、もしご協力いただけるのであれば、健康課にご連絡をいただ

ければということでお話しいただければありがたいです。 

○藤田委員 そうですか。わかりました。では、チラシのほうを。 

○事務局  はい、藤田さんあてにお送りします。 

○藤田委員 各学校何部かによりますけれども、その部数掛ける１４校いただければと思います。 

○事務局  わかりました。 

○大竹会長 そういうところで、当日ＰＴＡのお気持ちのある方に多少ご協力いただける可能性はあり

ますが、でも、あんまり全面的には期待できないというところですが。 

○藤田委員 ゼロも。 

○大竹会長 ゼロもありますよね。その程度でいいですか。あるいは実行委員会、確実なのは、今のと

ころは４人ですよね。 
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○事務局  そうですね。はい。 

○藤田委員 いいですか。例えば、当日何をどのようなことをするのかということも具体的につけ加え

て話しておかないと。 

○大竹会長 そうですね。去年の例から、こういうことをお願いする可能性がある、まだ内容が詰まっ

てないので。 

○事務局  そうですね。まだ内容が詰まってないのでできるだけ内容を詰めてからご連絡するように

します。 

○藤田委員 そうですね。よろしくお願いします。 

○大竹会長 昨年の例だと何かゲームのカードをつくって子どもたちに。 

○事務局  そうですね。スタンプラリーを行いました。 

○大竹会長 スタンプラリーにしたので、いっぱい来たような子どもたちを並んでとか、そのカードを

配るとか、多分そういう、子どもたちを並ばせたり、では、ここよとか次ここよとかっていうふうに。 

○事務局  ボランティアになってしまうんですけれども。 

○藤田委員 では、当日逆に言うと、実行委員の方の指示のもと動いてくれるぐらいなレベルだといい

ですよね。 

○事務局  それはありがたいですね。 

○藤田委員 わかりました。では、ちょっとアバウトな感じに言っておけばいいのかな。 

○大竹会長 そうですね。子どもたちの整理みたいな感じですよね。 

○藤田委員 何か特典があるとか。こういうこと。 

○雀部委員  そうですね。井上さんあたりに声をかけて野菜がもらえるとか、そういうのがあれば。 

○藤田委員 何かね。 

○雀部委員  そうですね。特典があればいいですよね。 

○藤田委員 はい、わかりました。では、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 あと、実行委員会今のところ４人ですけれども、大丈夫ですか。 

○事務局  昨年ご協力いただきました雀部委員、松井委員に、今年度もお願いできると助かるんです

が。 

○大竹会長 実行委員会として。 

○事務局  当日こちらに。 

○大坪委員 当日ですか。 

○事務局  はい。 
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○大坪委員 保健所のほうは食育を進めていますので、例えばチラシをするかというような形で、保健

所の食育推進会議なども田中さんも出ていらしてまた５月にありますので、それぞれの関係機関にはＰ

Ｒしたいと思うんですけれど、当日というのはまだこれからのものですので、昨年に参加させていただ

いたのは、保健所のほうで、「共食」というようなテーマで食育を進めていましたので、そこでＰＲさ

せていただいたんですね。おかげさまで多くの方に参加していただきました。ですので、まだ今年度の

部分のところはまだ煮詰めておりませんので、ちょっと回答は難しいかと思います。 

○事務局  はい。 

○大坪委員 チラシのほうは、いろいろな機会を使って、ＰＲはご協力していきたいと思います。 

○事務局  ありがとうございます。 

○大坪委員 また媒体等、使えるものがあれば、ご利用していただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○大竹会長 お願いしていいですか。すみません。 

○三笠委員 はい。 

○大竹会長 できましたら、何かここにいらっしゃる方たちだけが毎年負担されるというのはちょっと

あれかなと思って、もし周りの方でお声を、一度何か参加していただけると来年につながって、広がっ

ていくところがあるかなと思うんですけれども。何か、どなたか、お友達に、もちろん絶対ではないけ

れど、ちょっと関心ある方にお声がけいただいて、参加していただけるといいと思います。三笠さん、

今いらしたばかりで申しわけないんですけれども。 

○三笠委員 すみません、大丈夫です。申しわけございません。 

○大竹会長 もう（３）まで終わっちゃいまして、今度今、（４）の食育月間行事につきまして、この

間お話があったように、やはり学芸大学でキッズカーニバルを行って、そこに参加するという形で今年

もやりましょうということになって、今、それを担ってくれるスタッフの方、雀部さん、松井さんにも

お願いしたんですが、市民のほうに公募したところお二人、プラスここの委員の井上委員と酒井委員と、

だから、雀部委員と松井委員で、今のところ６人なんですが、少しご協力いただけるような人がいたら

と思いまして、周りの方に。三笠さんは忙しいからあれですよね。 

○三笠委員 ５月の上旬ですか。 

○大竹会長 ２６日の日曜日です。もちろん当日もそうなんですが、企画のほうとか、それに入ってい

ただいてもいいんですよね。 

○事務局  そうですね。ご協力いただければということなので。 

○三笠委員 5月のあれですよね、今、青年会議所がキッズカーニバルを実施しようと。 
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○大竹会長 そうです。 

○三笠委員 その中で一つの食育のブースで何を企画するかということですか。 

○大竹会長 ここの小金井市の食育推進で一つのブースをつくると。そこに飾るかとか、ちょっと今、

保健所のほうにもご協力いただけるみたいですけれど、そういう中身を考えていくとか。 

○三笠委員 ああ、企画。わかりました。 

○大竹会長 準備をするという実行委員に、もしどなたかご推薦いただいて、参加していただければ。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 もちろんこれは、絶対というか、強制ではないんですが、一応市民の方に募集はしている

ので、応募されたという形式はとらせていただいて、でも、何もお声がけしないと集まらないので、ち

ょっと商工会議所のほうでどなたかに、関心が高くてやってくれそうな方。 

○三笠委員 わかりました。では、次、理事会があります。理事会では私たちも出向している人は一応、

会議あったら報告をする義務がありまして。 

○大竹会長 ああ、そうですか。 

○三笠委員 そのときに、私も会議に出たときは何回か口頭で言っているんですけれども、もしこれだ

ったら、食育月間の実行委員、募集していますということは理事会に報告します。 

○大竹会長 ありがとうございます。 

○事務局  よろしくお願いします。 

○大竹会長 そんなところで大丈夫ですかね。 

○事務局 はい、そうですね。ありがとうございます。 

○大竹会長 では、その実行委員会のほうにこの月間行事としてキッズカーニバルのほうに参加すると

いうことで企画をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。その

他の中のその他、何かありますでしょうか。 

○事務局 次回の日程はまた来年度の５月ぐらいになると思いますので、調整させていただきます。そ

の前に修正したものを皆さんにお送りするというのと、あとはパブコメもホームページとか市報で載せ

ますので、その辺はよく見ておいていただければと思います。 

○雀部委員 日程なんですけれど、できれば早目に教えていただくと、ここの時間を必ずあけるように

しますので。 

○事務局  はい、わかりました。 

○雀部委員 よろしくお願いいたします。 

○松井委員 この実行委員のあれも５月のもっと前にないと間に合わないですよね。 
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○事務局  そちらもなるべく早くお知らせします。 

○大竹会長 もう３月末なので。 

○事務局  そうですね。 

○雀部委員 前回はもうちょっと早かったと思いますね。実行委員をやっていたのが何か。 

○大竹会長 実行委員会もう３月中にやりましたか。 

○雀部委員 去年の記録を見ると、４月の実行委員会がもう第３回って書いてあったので、その前にや

って、４月５日にやった実行委員会が第３回になっていますね。 

○事務局  キッズカーニバル全体の第１回の実行委員会のが今度の日曜日にあるので、そちらは事務

局が出ますので、それを受けて皆さんにまたお知らせします。 

○大竹会長 出てくださるんですね。 

○事務局  昨年は毎年やっているバザーがなくて、私どもの食育ブースに広いスペースをいただけた

んですけれども、おそらく申し込みの状況によって会場が２階なのか１階なのかというところもまた日

曜日に説明があろうかと思いますので、それを受けて、今日ご協力いただけるという方、さらに増えま

したので改めて来週以降で日程調整させていただきたいと考えております。 

○大竹会長 それは５月２６日に向けての取り組みですよね。そのほかにこの委員会を大体いつごろに

なりますか。 

○事務局  ５月の中旬ごろには開きたいと思っております。 

○大竹会長 ４月いっぱいでパブコメを募集してっていうことですよね。だけど、その４月１日からと

いうのは多分無理ですね。 

○事務局  無理だと思います。 

○大竹会長 だから、４月ちょっと入ってからだと５月のやっぱし連休明けになるまでなだれ込んでし

まうので、それはやっぱし５月中旬以降ということですね。もしかしたら、キッズカーニバルの直前ぐ

らいにこの会議ができるかもしれないですね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 ということで、日程はよろしいでしょうか。その他、ほかに何かありますか。特にありま

せんか。皆さんのほうで何かありますでしょうか。よろしいですか。はい。三笠さんせっかくおいでい

ただいたんですけれども、最後でも、お願いができてよかったです。 

 それでは、今年度最後になりましたけれども、本日の第３回食育推進会議、これで終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


