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第３期小金井市食育推進会議第２回会議 会議録 

 

日  時  平成２４年２月１０日（金）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 

  委 員   雀 部 かおり 委員  酒 井 文 子 委員 

        池 田 多鶴子 委員  井 上 誠 一 委員 

        廣 野 惠 三 委員  三 笠 俊 彦 委員 

        大 坪 美津枝 委員  村 松 真貴子 委員 

        萩 原 哲 男 委員  松 井 眞佐子 委員 

 欠席委員   ３人 

        大 竹 美登利 委員  藤 田 とよみ 委員 

        佐 竹 真由美 委員 

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

事務局職員 

 健康課長                  阿 部 智 美 

 健康課健康係長               天 野 千 枝 

 健康課健康係主任              大 関 洋 子 

 健康課健康係主事              安 田 芳 和 

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

傍 聴 者  １人 

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局  皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しい

中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 本日の出欠ですけれども、大竹会長、藤田委員、佐竹委員、松井委員からご欠席の連絡をいただいて

おります。委員１３名中９名のご出席をいただいておりますので、過半数に達しているということで、

会議は成立いたします。本日、会長がご欠席のため、会の進行は酒井副会長にお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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○酒井副会長  今日はお寒い中、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。今日は

大竹会長が欠席のため、代行いたしまして会議の進行をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 では、平成２３年度小金井市食育推進会議の第２回の会議を開会させていただきます。事務局、お願

いします。 

○事務局  それでは、まずお手元の資料をご確認いただきたいと思います。本日机上に、平成２３年

度第１回食育推進会議の会議録、キッズ・カーニバルＫＯＧＡＮＥＩ ２０１２の会議資料、国の第２

次食育基本計画、計画策定のスケジュール表、それと次第を置かせていただいております。あわせて、

前回お配りした資料ですけれども、皆さんお持ちいただいていますでしょうか。もしお手元になければ、

事務局のほうにお申し出いただければ、こちらのほうに何部か用意してあります。 

それでは、会議録ですけれども、前回最終的に会長が確認して承認という形とお話ししましたが、会

長が前回ご欠席だったために、皆さんに修正していただいたものを、事務局で修正いたしましてお配り

してあります。もし何か変更点があれば、お申し出いただきたいんですが、なければこれで情報公開の

手続を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○酒井副会長  それでは、早速議題に入ってまいります。１番は食育月間について、キッズ・カーニ

バルとコラボしてやることに前回の会議で決まりましたので、その会議が１月２９日にありまして、そ

こに担当課の田中さんと私と三笠委員が出席しておりますが、これはいいですか、田中さんがいらっし

ゃらないので、私のほうから。 

○事務局  よろしくお願いいたします。 

○酒井副会長  お配りの資料の中に「キッズ・カーニバルＫＯＧＡＮＥＩ ２０１２」というのがあ

ると思うんですが、この資料を。こちらは、この間２９日に会議がありました。今回は参加者とか参加

団体自己紹介というのがありまして、その後コンセプトを決めるという内容で進んでいったんですが、

昨年は、基本的なコンセプトが参加型ということで、「遊ぶ」・「学ぶ」・「運動」・「見る・聴く」・

「食べる」という５つのテーマを設定しまして、一般来場者への情報発信を行ったということで、今回

も参加型ではあるんですが、テーマとキャッチコピーを決めたいということで、最終的には「みんなわ

くわく、どきどき」というキャッチコピーというか、テーマに決まりました。 

 細かいところは事務局のほうで調整をすることになっておりますが、食育のブースについては、昨年

度リユース・フェスタを行った場所ということで、ＪＣが行った場所なんですが、学芸館の２階スペー

スＡ、Ｃという、一番下の図に間取りが書いてあるんですが、これの一番後ろのページです。下の図で、
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スペースＡとＣという部分を使ってほしいという要望がありました。ここでどういうことをしてほしい

かというと、お母さんたちに向けた食育相談であったりとか、やはり去年行ったような料理の試食であ

ったりということを、ＪＣのほうとしては期待されているということなんです。もちろんスペースが壁

際にありますので、そちらに展示物も張っていただいて結構ですというお話がありました。 

 中で飲食をしていいかという問題なんですが、一応これは、そこに参加されていた学芸大学のこども

未来プロジェクトの方に、学芸大のほうに確認していただくということで、事務局に連絡をしていただ

くことになっています。 

 ただ、皆さん全員口をそろえて、食育なんだから何か食べなきゃとおっしゃっていたんですけど、そ

れが会場の都合でうまくいくかどうかわからないんです。これは余談で出たことなんですが、もしだめ

だとなった場合に、例えば東京ガスさんに協力をお願いして、外で何かイベントをやるとかは可能かど

うかというのを私が持ち帰って、こちらで伺おうと思っていたんですが。 

○萩原委員  イメージ的にはどういう感じで、外でやるって。 

○事務局  外でテントを張って販売等もできるようなことをおっしゃっていましたので、テントで何

か催しをすることもできるかと思います。 

○酒井副会長  すみません。雀部委員、去年は外の飲食のブースってどんな感じだったんですか。 

○雀部委員  玄関を出てすぐのところで、お昼ご飯だったりパンだったり、飲み物だったりというの

を市内の飲食店の方が開いているのと、あと、玄関を出て階段を何段か下がったところにちょっとした

広場的なものがあるので、そこでＦＣ東京のイベントで、ボールをけってストラックアウトみたいな感

じのことはやっていたので、場所自体はあると思います。 

○村松委員  １階のところの屋外休憩所とありますが、飲食もこちらでお願いしますという、ここの

スペースですか。 

○雀部委員  それではなくて、玄関を出てすぐ前のところです。「階段下に馬路音さんの車」とちょ

うど書いてあるところの前。 

○村松委員  ここにテントを張って。 

○雀部委員  そうですね。ＦＣ東京はテントを張ってイベントをやっていました。 

○酒井副会長  ただ、これはまだ未定なんですが、実際は２階のＡ、Ｃのスペースの食育関連のイベ

ントの中で飲食というか、試食をできればいいなという話が今は出ている。 

○村松委員  できなかったら屋外ということになると、候補としてはそこなんですね。 

○酒井副会長  それを確認しないと。 

○萩原委員  消防法により、中で今までできなかったんです、うちのほうも。室内でガスを、プロパ



－４－ 

ンボンベを持っていって火を使って、調理するというのは禁止になっているんです。だから多分今回も

だめだと思うんです。 

 屋外でということなんですけど、あまり食べ物の販売は私どもでやっていないので、ここにあるよう

にキッズですから、子どもさんが対象ということなので、そういった方たちを、例えば学校の出張授業

でやっている冷熱実験だとか、燃料電池を実際に動かしてみようとか、そういった実験的なことは多分

テントの中でできるんじゃないか。あるいは、ぺレットペンダントといいまして、いろいろ動物をつく

ったり、お花をつくったりといったことは可能じゃないかと思うんです。 

○池田委員  ちょっといいですか。キッズ・カーニバル、対象は子どもですよね。 

○酒井副会長  はい。 

○池田委員  主役は子どもであれば、食育相談だとか、キッズ・カーニバルというのは子どもたちも

来て楽しく……。 

○酒井副会長  楽しくなんです。 

○池田委員   そういうような内容にしてほしいんですね。 

○酒井副会長  なんですが、要するにお子さんを連れてくるお母さんもセットなので、悩みとかがあ

ったりするお母さんもいるだろうから、それに答えてもらうとかいうことをしてほしいという話なんで

す。 

○池田委員  そういうご要望なんですか。 

○酒井副会長  そうです。そういう要望がありました。ただ、第１回で、具体的なことはまだ決まっ

ていませんので、結局は「みんなわくわく、どきどき」というキャッチフレーズが決まっただけで終わ

ったのが現実なので、今後また何回かの会議のときに具体的な内容が決まっていくと思います。 

 それで、このキッズ・カーニバルに食育月間のイベントをあわせてやることになったわけなんですが、

前に、要するに食育推進会議とは別のところに実行委員会を立ち上げてイベントをというお話になった

と思うんです。一応募集をしていただいたんですけど、事務局さん、その結果を。 

○事務局  １月１５日号の市報で募集をいたしました。１名の方だけですけれど、お申し込みがあり

まして、この会議後、詳しいことが決まり次第ご連絡しますという話になっています。 

○酒井副会長  そうしますと、市民の方が１名手を挙げてくださったんですが、実際食育月間のイベ

ントをやろうとしたときに、それではどういうふうにやっていったらいいのかということが問題になっ

てくるんですが、そのことについては……。 

○事務局  事務局のほうから栄養士と職員を１人ずつ出します。それと応募していただいた方１名、

できれば推進会議の中から、２名ほど手を挙げていただいてご協力いただければと思いますが、いかが
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でしょうか。 

 今すぐ決まらないということであれば、また後日でも構わないと思うんですけれども、事務局として

申請を出すにあたって案を考えました。内部で話し合いをしまして、その案についてお話ししたいと思

います。内々で確認したところ、やっぱり会場での飲食は禁止ということなんです。 

○酒井副会長  そうですか。 

○事務局  飲食はできないということで、それに基づいて案を考えました。事務局で考えた案ですけ

れども、まず展示です。今年度行ったような形で、関係団体の展示とか、保健所からパネル等をお借り

して、食育の関係の展示をしたいと思います。 

 それと、食育ミニ講座という感じで、小さなブースを設けまして、いすを何脚か並べてテレビみたい

なものを置きながら、食育について午前、午後、時間を３０分ぐらいずつ区切って、ミニ講座をしたら

どうかという話がありました。講座以外のときには、何か食育関係のＤＶＤをずっと流しっ放しにして、

そのスペースに皆さんが気軽に座って休めるような形にできればいいなと思います。 

 あとは、やっぱり食育の相談ですね。お子さんの食の悩みとかに関して、お母さん方でもいいし、大

人の方でもいいんですけれども、食育の相談のスペースをつくって、午前、午後、時間を区切ってです

けれども、１時間ずつぐらい相談員が１人張りついて、相談を受けたらどうかという案がありました。 

 試食等ができませんので、参加していただいた方に何か差し上げたいなと思いますので、こちらでク

ッキーみたいなものをつくって、小さな袋に入れて、参加していただいた方にお配りできるようなこと

も考えていきたいと思っております。また今年度、ＪＡにご協力いただいて、地場野菜の販売をいたし

ましたので、できれば会場の外ですけれども、野菜の販売のご協力をいただければありがたいなと事務

局では考えております。 

○酒井副会長  それは毎年やっているみたいですね。 

○事務局  そうですか。 

○酒井副会長  ＪＣのメンバーで、農協のＪＡの方がいるので、それは何か毎年やっていると言って

いたような気がします。 

○井上委員   やっていない。 

○酒井副会長  何かほかに補足するところがあったら、会議に出られたので。 

○事務局  従来やっていないということであれば、できれば来年度ご協力いただいて、地場野菜の販

売みたいな形でやっていただければありがたいなと思っております。 

 これはあくまでも事務局の案ですので、今後実行委員会の中で具体的な内容を詰めていっていただく

形になると思うんですけれども、ただ、申請書に大まかな内容を書かなくてはいけませんので、大体の



－６－ 

方向性、食育相談はいいと思うんです。ミニ講座も、もしご協力いただければいいかと思うんですけれ

ども、その辺は皆さんで何か案があればお出しいただければと思います。 

○井上委員  野菜の販売のほうなんですけれども、ＪＡの直売会がありまして、そちらのほうの年間

行事の中では、食育イベントという形で入れていますので。 

○事務局  そうですか。 

○井上委員  今回は５月にキッズ・カーニバルがあることを、４月に総会がありますので、その件で

資料的には組み込んではいるので、多分協力はできると思います。 

○事務局  ぜひお願いしたいと思います。 

○池田委員  何かやはり、その場で体験できるような内容、親も子も簡単に、例えば小金井では野菜

を食べることも推進していますので、１日３５０グラムというのはどのぐらいかというのを、お母さん

たちにその場で、実際のお野菜を使ってもいいし、何でもいいんですけど、ただ、見たり聞いたりする

だけだと、どこに行ってもそういうのはございますので、やっぱり体験というのを重視していただけれ

ばと思います。 

○酒井副会長  野菜をはかってみるとかね。 

○井上委員  じゃあ、例えばプランターで野菜をつくることの実演であるとか。 

○池田委員  そういうことも体験ですけど、この時間内で、その場で食育に関する何か、食育に役に

立つ、実際の生活に役に立つような、あそこでこういうのを教えてもらったからうちでもこうしてみよ

うとお母さんたちにも思っていただける内容の、やはり体験がないと。キャベツにしても何にしても。

この前、書いて展示しましたけど、実際目で見たり、自分ではかってみたりとか、野菜ってこんなに重

いんだとか、こうなんだというのを実際に親子で当てっこして、子どもがあれしたら褒めてあげるとか、

何かそういう体験として食育に興味を持っていただけるようなコーナーが欲しいです。今回できなくて

も、いつでもいいですけど。 

○事務局  そうしたら、具体的に体験コーナーみたいなコーナーを設けて、内容は具体的には……。 

○池田委員  内容は、それは検討なさって下さい。 

○事務局  結構スペースが広いようです。ですから、体験コーナーも設けて、内容に関しては後日で

もいいんですが、何らかの体験ができるようにすればいいかなと思います。ただ、飲食ができないので。 

○池田委員  食べなくても、ただ野菜にこんな種類があるんだとか、ルバーブでも、この前児童館で

したんですけど、子どもたちはどんなのか知らないんです。だから、この時期でしたら、もうルバーブ

が出ていますし、ルバーブってこんなのだよ、小金井のここでつくっているんだよとか、実際物で示す、

それから触ってみるとか、この野菜、何だといって、クイズでもいいんです。 
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○酒井副会長  クイズもいいですね。 

○池田委員  何かそういう内容のものが欲しいですね。ただ展示とかご相談といったら、もう結構…

…。だからやっぱりカーニバルですから、楽しかったねと、うちに帰って、じゃあ、この野菜はかって

みようかと親子で話すとか、何かそういうものがあるといいなと私は思います。 

○酒井副会長  そういうことで、要するに実行委員会みたいなものを立ち上げるという……。 

○事務局  そうですね。実行委員会の中で、具体的に話していただくことで、できれば推進会議は、

今後計画の改定がありますので、そこに重点を置いてやっていただくということで、食育月間について

は別に実行委員会という形で具体的な内容を詰めていただければありがたいんですが。 

○酒井副会長  それと、食育ホームページ編集委員会ってありますよね。 

○事務局  はい。 

○酒井副会長  去年はそちらに正式にお声がけをしなかったんです。ですから、今回担当課のほうか

らもお声がけをしていただいて、ホームページ委員会の中でも参加してくださる方があれば、実行委員

会に入っていただくように働きかけていただければと思います。 

○事務局  わかりました。事務局のほうでそれは声をかけて、どなたか参加していただく方向でお願

いします。 

○酒井副会長  それでは、食育月間のキッズ・カーニバルについては今、事務局のほうがお話しされ

て、委員さんたちがご意見をくださったような内容で実行委員会を立ち上げて、そちらのほうで具体的

に推進していただくことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○酒井副会長  じゃ、次に食育推進計画について、事務局のほうから。 

○事務局  食育推進計画については、前回お話ししましたけれども、現在の計画が平成２０年度から

２２年度までの３年間で、２２年の９月に２年間延伸するということで、平成２４年度までの計画とな

っております。前回大枠のスケジュール表をお示しすることでお約束していましたので、ざっと案とい

うか、予定ですけれども、一応スケジュール表をつくってみました。 

 市の最上位計画「第４次基本構想」というのがあるんですけれども、それが平成２３年度から３２年

度の１０年間の期間の計画となっておりまして、前期計画が２７年度までとなっております。前期計画

の中に取り組みとして、食育の充実ということがうたわれています。その中で健康的な食生活の実践や、

地域における食育活動など、市民みずからの意思で行う活動の支援に努めるとしています。 

 今、健康課のほうで、別に健康増進計画というのを策定中でありまして、これは平成２４年度から５

年間、平成２８年度までの計画となっておりまして、基本理念を「自然と触れ合い、みんなで楽しむ健
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康づくり」としています。健康づくりの重点事業として、小金井らしい食生活の推進ということで、Ｋ

ｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅとして事業を地域に展開していくことをうたっております。健康増進計画に

ついては、今、パブコメと市民説明会を行ったところですけれども、それが終わりまして、今後計画の

策定に向けて進めているところです。その中で食育の推進ということは、幾つか具体的に施策を挙げて

おりますので、それも鑑みて食育計画をつくっていく形になるかと思います。 

 素案について、皆さんごらんになったことはありますか。パブコメで各施設に置いてありまして、自

由に持っていっていただける形になっているんですけれども、もしごらんになっていなければ素案があ

りますので、ごらんいただければと思います。 

 今回の食育推進計画改定のスケジュールですけれども、食育推進会議の開催回数増の要求が通らなか

ったので、今後、回数が足りなければ何らかの形で対応したいと思います。できるだけ庁内の関係課の

集まりで具体的なところを詰めて、それで推進会議のほうにお諮りするという流れにしたいと思ってい

ます。庁内では関係課長の検討委員会というのがあるんですけれども、課長職だとなかなか具体的なも

のがわかりませんので、その下に作業部会をつくって、係長職ぐらいの職員を集めてその中で具体的な

ものを練っていきたいと考えております。 

 スケジュールとしては、作業部会で月１回程度協議をして、その協議結果を課長職の検討委員会に投

げて、そこで協議したものの結果を推進会議のほうにお諮りするという流れでいきたいと思います。 

 具体的な進め方ですけれども、前回お配りした計画の進捗状況に、今後の実施の方向性という欄があ

りますが、そこに各課が回答しておりまして、継続とか充実とか拡大という事業については基本的に改

定の計画のほうにも載せていきたいと思っております。縮小、見直し、事業自体を見直したほうがいい

という各課の回答もありますので、その辺については担当課の今後のあり方を考えていただいて、検討

していきたいと思っております。 

 それと、前回お配りしましたが、市民に対してアンケートをとった結果の報告書が出ていますので、

これを何らか生かす形にしたいと思いますので、参考になる部分、表とかグラフを一部取り入れて計画

に載せていきたいと思っております。全部は載せられないので、こういうものを載せたほうがいいとか、

そういうご意見は委員さんのほうで出していただいて、何個か代表的なものを載せていきたいと思いま

す。計画の改訂の進め方については、そんな感じで事務局としては考えております。 

 以上です。 

○萩原委員  酒井さん、いいですか。 

○酒井副会長  はい。 

○萩原委員  前回、私お休みいただいたんですけれども、ここの進捗の中で、後ろから２０行目、事
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業者の食育活動に対する促進という一番下の５番目です。事業者の食育活動に対する推進。５番目が、

食育教室等との連携、推進と。ここは未実施になっているんですけど、東京ガス、うちとしては、今月

の２月１６日と２３日に、小金井市の緑小学校の６年生を対象にエコクッキングを２回ほどやるように

なっているんです。６年生を２つに分けて、約６０、６０で１２０名になります。ですから、中には保

護者の方も来られるので、ある程度試食などもできるんですけど、一応そんなところで、今まで１月ま

でなかったんですけど、急に今年度中の２月に実施するということになりましたので。エコクッキング

は学校の出張授業ということで、増えている傾向にあるんです。ですからここは、一応、見直しはして

いただけないかと思っていまして。 

○事務局  そうですね。これはうちのほうでも確認が必要だったんですけれども、学務課と児童青少

年課と両方になっているので、児童青少年課では、多分やっていないと思うんですけれども、学校関係

は何らかやっているんじゃないかと思うんです。その辺は事務局で再度確認します。これは、見直しと

いうところなので、必ずしも縮小じゃなくて、今後やっていく方向をもっと具体的にするとか、そうい

う見直しのことですので、そういう事業をやっていらっしゃるということであれば、記載方法をちょっ

と変えるとか、わかりやすくするとか、そういうことが必要かと思います。ありがとうございました。 

○酒井副会長  質問していいですか。今さらごめんなさい。今の事業者の食育活動で、事業者という

のは、どういう人たちというか団体、例えば、食育関連団体の人たちの協働という……。 

○事務局  そうですね、そういうような位置づけだと思います。 

○酒井副会長  ということであれば、児童館でもやっているんですよ。私がちょっと前にやったばっ

かりですし、その前に雀部さんもやっています。雀部さんはずっとやっていますね、これは。 

○雀部委員  今回、事業者というとらえ方をされているのは私たちなのかどうか、ちょっとわからな

いんですけど。 

○酒井副会長  そうなんです。そうすると、池田さんもされていますし、松井さんも……。 

○池田委員  事業者ではない。 

○酒井副会長  ない。事業者……。 

○池田委員  東京ガスとか、そういう企業ですね。 

○酒井副会長  企業の。 

○村松委員  個人じゃないですよね。 

○酒井副会長  個人じゃない。 

○村松委員  このくくりとしては、事業者なので。 

○酒井副会長  じゃ、例えばＮＰＯが関連してやった場合は、それは？ 
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○村松委員  事業者じゃないですね。 

○酒井副会長  それは事業者じゃない。各種団体になる。 

○村松委員  その生産者とか、このくくりを見るとね。ＮＰＯだと生産者でもないし、各種団体でし

ょうね。 

○酒井副会長  各種団体ですかね。じゃあ例えば、私たちがやっているのはどういうくくりに。 

○雀部委員  前も言ったんですけど、ないんですよね。想定されてなかったんですよ。 

○酒井副会長  ああ。そうか。 

○村松委員  各種団体じゃないですかね。各種団体。個人。 

○酒井副会長  個人？ 

○池田委員  個人のボランティア。 

○酒井副会長  というところに入るんですかね。 

○池田委員   枠が何もないんです。 

○酒井副会長  枠がないんです。 

○事務局  各種団体等になっているので、もしかしたらそこに含まれるような解釈はできると思いま

す。 

○村松委員  そういう意味で言いますと、今、ご発言があったように、事業者というのは、東京ガス

さんのような……。 

○酒井副会長  というところですね。 

○事務局   この表現もやっぱり、わかりにくいかもしれないので、そういうところにも改訂の一つ

の考え方ですね。 

○事務局  そうですね。 

○酒井副会長  はい。 

○事務局  ぜひその辺をもうちょっと考えていただいて。 

○酒井副会長  そうですね。わかりやすくということですよね。はい。 

○村松委員  「縮小、見直し」という表現は、やっぱりちょっと気になるような。 

○酒井副会長  そうですよね。 

○村松委員  ここの食育教室などで連携、推進というのは、ぜひ推進していったほうがいいことです

よね。ですから、充実とか拡大とか、継続という方向で進めていくことだと思うので、縮小、見直しと

いうところにマルがついていると、これは大きな誤解を生む可能性もあると思いますので。 

○事務局  そうですね。健康課としては、やっぱり未実施なので、きちんと見直して事業を進めてい
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かなくてはいけないというスタンスで、そうなっていると思うんですけれども。 

○酒井副会長  削除するという意図ではないんですね。 

○事務局  はい。課によっては、そういう考え方でマルをした課もあるかもしれませんので、その辺

は話し合いの中で検討していくところだと思います。これは、挙げたけれどもできないという課もある

かと思います。この計画が、平成２０年度に健康課でつくったものではなくて、企画政策課というとこ

ろでつくったものなので、その当時と今とはまた状況が変わっていると思いますので。その辺は各課に

投げて検討していただきたいと思っています。 

○酒井副会長  ほかに何かご意見等ありましたら。 

○萩原委員  今の事業者の関連で、これをちょっと情報提供させていただきたいと思いまして。これ

は、食育ウィズガスといって、日本ガス協会の中にあるんですけど、全国のガス会社が連携して、全国

親子クッキングコンテスト。これは毎年、今年で５回目で、もう終わったんです。来年は第６回になる

んですけれども、内容的には、おいしい笑顔が広がる我が家の人気メニューを親子でつくろうという形

で、親と小学生の１年から６年生で、これは２名１組になって、我が家の自慢メニューだとか人気メニ

ューをつくって、調理方法だとか盛りつけとかを書類審査するんです。そのための用紙に書いて。書類

審査を通ると、実技の地区大会がありまして、参加、応募してから、そのプロセスで地区大会で勝ち上

がったのを、東京ガスの銀座にあるんですけど。そこで、優勝が決まるんです。 

 それで、この一連の取り組みの中で、実は小金井市の東小学校が、去年、今年と１０１件の応募があ

ったんです。だから、１０１件は親子ですから、２０２名になりますよね。その親子のメニューが応募

されて、地区のほうまではいけなかったんですけれども、かなり多い応募件数ということで、東京ガス

多摩支店で、学校賞をあげているんです。昨年と今年と２年連続なんですね。それで、全国で、ここに

書いてあるように、２万８３７通ですから、年々、増加傾向にあるんです。町おこしとしての一つの食

育の取り組みの一環なんです。ですから、こういった取り組みを私どもとしては広げていきたいという

ことで、各小学校にＰＲを去年あたりから積極的にしているんです。そういった意味で、食育の推進計

画の、今の事業者のところに、健康課とタイアップでもいいんですけれども、ぜひ入れてもらったらい

かがなものかなと。 

○酒井副会長  そうですね。 

○萩原委員  ということで、ぜひお願いします。 

○酒井副会長  これはもう、恒常的な事業ということで毎年やっていらっしゃるんですよね。 

○萩原委員  そうですね。ちなみに、結構ばらつきありまして、参考のために、七百数件出している

小学校もあるんですよね。 
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○酒井副会長  どちらの小学校ですか。 

○萩原委員  板橋区立の前野小学校、２１６ですとか、板橋区の成増ケ丘小学校２２２件とか、結構

数が上がっている学校もあるんですね。多摩支店のほうも、小金井の東小と、立川の第八、八王子のみ

なみ野君田小学校、八王子市立由井第二小学校、あと稲城ですね。５校ぐらいあって、去年より増えて

いるんですよね。まさに親子で料理をつくりますから食育なんですよね。そういった活動もこの計画の

中にちょっと入れてもらって、ＰＲできたらなと思います。 

○事務局  そうですね、ぜひ。 

○雀部委員  うちの子どものときは、これが学校の宿題でした。冬休みとか。 

○萩原委員  それで、東小学校は、去年、学習要領が変わって、新学習要領の中に食育が入ったんで

す。その食育について、夏休みの課題研究の宿題にしましたということで非常に……。 

○雀部委員  何年か前？ 

○萩原委員  緑ですか。 

○雀部委員    何年か前に、宿題という形で、任意かもしれなかったんですけど、一応、宿題とい

うことで。ただ、家庭科の先生の意向によるんですよね。 

○萩原委員  そうですよね。そういうふうに自由研究の課題として出していただくと。ご報告してお

きます。 

○雀部委員  食育ホームページのほうに、そういうものは載せられない……。 

○酒井副会長 ああ、載せられますね。 

○雀部委員 ブログでアナウンスはできます。 

○萩原委員  そうですよね。 

○事務局  はい。教えていただければ、アナウンスはできると思うんですが。健康課を通じてご連絡

いただければ、ホームページに載せるようにしますので、東小で学校賞というのは、私も今初めて知っ

たんですけれども、皆さんにそういうのはお伝えしたほうがいい情報ですよね。 

○酒井副会長  ごめんなさい、これはいつ……。 

○萩原委員  毎年６月から募集になるんです。 

○酒井副会長  この結果が出たのは。 

○萩原委員  先月２月３日か４日で、全国大会、決勝があったんですね。 

○酒井副会長  じゃあまだ記事的にオーケーですね。 

○雀部委員  東小が学校賞もらいましたみたいな記事を載せます。 

○萩原委員  そうですね。 
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○雀部委員  それはアナウンスしたほうがいいと思いますね。 

○萩原委員  募集のアプローチは、多摩支店の学校教育チームで、６月前には一斉に巡回するように

しています。今年からそういうところに力を入れている感じになっています。 

○事務局  健康課のほうにもお知らせいただければ、募集要項等をホームページを通じて載せられる

かと思います。 

○萩原委員  そうですね。 

○酒井副会長  ほかに何か。 

○大坪委員  すいません。今回の進捗状況の報告の中に、一番の（１）の啓発活動の充実というとこ

ろの、３番目に小金井版の野菜が載っています、やはり縮小見直しになっていますけど、先ほど事務局

さんのほうから縮小見直しについては担当課から今後どうするかを決めていくとされましたが、今、小

金井市が江戸東京野菜もつくりたいということですので、このあたりのところも、やはり縮小、見直し

ではなくて、なかなか１日３５０グラムって一般の方はわかりづらいので、１日５皿というような具体

的なものだとわかりやすいかと思いますし、今まで多摩府中保健所では野菜をとろうという形で勧めて

いますので、そのあたりも、一般の方に周知してほしいです。 

○酒井副会長  はい。 

○事務局  この進捗状況の回答の仕方も、この事業の内容が米国推奨の「ファイブ・ア・デー」とい

う……。 

○大坪委員  というイメージ。 

○事務局  ですか。というふうに載っちゃっていると、それに沿った……。 

○大坪委員  それは、ぴったりそのような名前を使ってというふうな。 

○事務局  そうですね。だから、この表現の仕方、事業の内容もちょっと変えたほうがいいかもしれ

ないですね。 

○酒井副会長 小金井版とついているので。 

○事務局  そうですよね。ですから、ここは、小金井版ファイブ・ア・デー。 

○酒井副会長  ファイブ・ア・デーじゃなくて、じゃあ５皿食べようと、何か……。 

○事務局  そうですね。 

○酒井副会長 これは、前やってなかったのに、やっているとなっていたので、下にこうやって戻した

んですね。だから、やるのであれば、ちゃんと推進して。 

○事務局  これはやっていかなければいけない事業だと思いますね。はい。 

○ 大坪委員  ５番、推進計画のところにも、小金井版のファイブ・ア・デーという形で、野菜を食
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べるキャンペーンを行うという形で、もうやっていらっしゃるんですよね。 

○事務局  そうですね。 

○大坪委員  せっかく、やっているのにね。 

○池田委員  野菜を食べようという中に、いろいろな食べ方もあります。 

○池田委員  まだ全然、そういうことが。 

○村松委員  ファイブ・ア・デーがアメリカで誕生したときに、ちょうど農務省に行って取材をして

きたんですよ。あのときは、ほんとに肥満ということが大きな問題になっていて、国を挙げて取り組ん

だんです。それを日本に導入したんですが、ファイブ・ア・デーという、１日５スコアの野菜をとろう

ということが、特にお年寄りなどにはわかりにくいということで、その後、青果物推進協議会（健康推

進協会）が、「ベジフルセブン」というのを打ち出したんです。野菜とフルーツ、ベジフルーツ。野菜

を５皿、フルーツを２つということで、ベジフルセブンというのを生み出して、これも歌をつくって、

紅白歌合戦に出ようとか頑張っていたんですが、結局これも何となく下火になってしまったんですね。

何かぴたっとくるような野菜を食べようという、そういうキャッチフレーズが小金井版でつくれるとい

いですね。ファイブ・ア・デーも、ちょっと下火になってしまったような気がしますね。 

○事務局  そうすると、事業の名称そのものを変えていく形のほうがいいですよね。わかりやすく野

菜をとろうというような、表現がわかるようにしていったほうが。 

○雀部委員  小学校の取り組みのページがあるんですけれども、できれば新たに入れていったほうが

いいかなと思うのが、放課後子ども教室というのを小学校ではやっていまして、主に放課後と名称はつ

いているんですけど、基本的には土曜日にいろいろ、地域の方が先生になったり、そういうことをしな

がら、子どもたちといろいろ交流をするという場があるんですけれども、それに食育を入れるのはどう

かなと考えていたんですが、今、私の知っている範囲で、放課後子ども教室でどんなことをやっている

かというと、手芸ですとか、生け花。これを子どもにやってもらうんですけど、折り紙とか、項目には

ないです、放課後子ども教室なんですけれども、そういうことをやっているので、それに家庭科室を使

わせてもらって、学校のセットをうまく利用して料理教室、子ども料理教室ですとか、親子でもいいで

すし、地域の方をまじえてでもいいですし、そういうので学校の施設が使えるということで、結構ほか

の市でも、放課後子ども教室の場を利用して、食育をやっているところが多いのと、あと授業にどうし

ても、授業数が短い関係で取り込むことができづらいという話をよく聞くので、新たになんですけれど

も、そういうことを活用していくということなんです。 

 あと、二小は、サマースクールのときに料理教室みたいなことをやっているという話も聞いていて、

授業が終わったら、出たところでそういうものを入れていくというのはどうかなというのも思いました。 
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○酒井副会長  地域向け食育教室の話ですか。 

○雀部委員  とはまた違う。これは環境に配慮してというので、かなりエコクッキング的な要素が多

分強いと思うんですけど、そういうものだけにはこだわらず……。 

○酒井副会長  これは、学校内でやるんですか。 

○雀部委員  学校の施設を借りてやる。 

○池田委員  二小もやるんですって。 

○酒井副会長  課は学務課ですね。 

○事務局  これはどうですかね。小学校、中学校の中に入るか……。 

○雀部委員  そう。どこに入れたらいいのかなと思ったんです。 

○事務局  そうですね。学童……。放課後子ども教室……。 

○酒井副会長  実際には、放課後子ども教室をやられているんですね。 

○雀部委員  今やっていますね。 

○酒井副会長  それが学務課なのか、児童青少年課か。 

○雀部委員  青少年課ではないですね。学校で一緒にプリントを配るようなこともしているので、学

校は必ず関係していくと。 

○酒井副会長  じゃ、ちょっと確認していただいて。 

○事務局  そうですね。わかりました。 

○酒井副会長  もし担当もそこでしたら、ご提案をしていただければと思います。ほかに何か。 

○雀部委員  地場野菜を給食に使われる小学校が増えてきていると思うんですけれども、その地場野

菜について、栄養士さんにレクチャーする機会がないと思うんです。レクチャーするとどういう効果が

あるかというと、例えばこちらから提供できる資料を栄養士さんにお渡しして勉強していただくとか、

もしくはそこから一部とって、給食だよりに、より詳しい内容を載せていただけるというメリットがあ

るので、給食だよりを見た親への啓蒙になると思うので、農家さんのほうから直接お話を聞く機会です

とか、食育関係者もまじえてレクチャーする機会を設けたほうがいいのではないかと思います。どうし

てもこれをやると、小学校と自校式の中学校ぐらいしか入らないんですけれども、できれば現在委託さ

れている中学校の給食の栄養士さんにも来ていただいて、小金井の地場野菜を使うようなレクチャーが

開かれればいいなとは。 

 かなり、給食だよりは見られている親御さんは多いんです。冷蔵庫の横なんかに張ったりされている

方も、自然と目がいくものですから、もっとプリントを活用する。全員に配られるものなので、そうい

うレクチャーをする機会を設けるのはどうかなと思います。ただ、これがどこで考えているか。 
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○酒井副会長  これは学務課ですね。 

○事務局  そうですね。 

○酒井副会長  これは、小学校、中学校の中で……。 

○事務局  か、もしくは農業関係からアプローチしていただくか、どちらか。 

○酒井副会長  今日、栄養士さんは見えていませんが、多分、栄養士さん向けに。今年の東京都の新

しく去年できた推進計画にも、専門にそういう食育を何かのときに伝える学校の先生とか栄養士さんを

育てるというのが計画書の中にありますので、そういうところで農業者とか関連団体の専門家の人たち

が入って、そういうことをできるようなこともあってもいいかもしれないですよね。 

○事務局  そうですね。具体的にあれするとなると、生産者の食育活動に対する促進策というのが、

３番、Ｋｏｇａｎｅｉ－Ｓｔｙｌｅの地域展開というところの①にあるんですけれども、そこら辺で地

場野菜等の中の項目に入れるとか、そういう形もできると思うんですよね。どこら辺に入れたらいいか、

ちょっとなかなか難しいところですけれども。 

○雀部委員  結局、連携なので、どっち側に入れるかという感じかと。 

○事務局  そうですね。ただ、生産者、事業者、団体の連携強化。連携強化という点でいえば、こっ

ちに入れていったほうがいいかもしれないですよね。 

○酒井副会長  あとは、農家さんは野菜に詳しいですけど、こういう野菜に詳しい食育をやっている

人たちもいますので、そういう人たちが呼ばれていって話をするのもありだと思いますね。 

○酒井副会長  ほかには何か、この辺はつけ加えたほうがいいとか。事業者の食育活動に対するとこ

ろで、食育ミニパンフレットの配布というのがあって、ミニパンフレットをつくる、つくらないという、

何かやっていましたよね。 

○事務局  その辺は今、作成中でありまして、学芸大の大竹先生のところと調整して、今、やってい

る最中です。 大竹先生のほうには了承を得まして、あとは印刷にかけるところです。 

○酒井副会長  一応、２３年度の予算計上で、これは予算がとってあるということですよね。 

○事務局  これも恒常的に頼んでやっていければと思います。 

○酒井副会長  ちょっと今のこのページを読み込んではきていると思うんですけれども、なかなかぱ

っと出てこないんですけれども。 

○事務局   こういうお話をされた上で見ていただくと、また違った目で見られると思うので、もう

一度、再度よく見ていだたいて、あと国と都も変わっておりますので、その辺どういった変更があるで

しょうか。 

○大坪委員  国は、今回の資料にも出ているように、第２次食育計画は今までの周知から実践へとい
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う形。知ってもらうだけじゃなくて、実践してもらうというようになっていると思いますし、やはり、

共食、一緒に食べるということをすすめております。都は、日本食について積極的にとりいれていくと

いうのがあって、実際に行ってくださいということですね。 

○事務局  その辺のことも参考にしていただいて、小金井の計画の中では、多分、取り入れられてい

るとは思うんですけれども。 

○池田委員  児童館の先生の活をきいて、うれしいなと思ったのは、小金井市が食育にとても力を入

れているから、食育に関する内容のものに増やしていきたいとおっしゃいまして、実際にそういう内容

のものもどんどん取り入れて、やり始めているんですって。協力できることでさせていただいているん

ですけどね。ほんとうに、子どもたち、小学生とか乳幼児のお母さんとか、嬉しいなと思いました。先

生自身が、やっぱり食育に関することをやらせていただきたいとおっしゃっていましてね。そういうふ

うに反映していかれている先生がいるんですけれども。 

○事務局員  職員の意識というところですよね。これは健康課でも啓発に努めていかないと 。 

○池田委員  はい。小金井市が力を入れていくからっておっしゃってます。 

○松井委員  私、何もわからなくて、どんな発言をしていいかわからないのですが、私は漠然とこう

いうのを見ていまして、この４番目の、学童保育児童館のところに、２番の、はしの持ち方の指導とい

うところ。こういうことがとても大事なんじゃないかなという、食べることだけではなくて、日本の食

事のあり方みたいな、基本的なものが大分薄れてきているんですね。何か、そういうものを、保育所、

小学校、給食の場でも何でも、おはしの持ち方から始まって、あと、食器の並べ方も今、お味噌汁とご

飯の置き方すらわからなくて、テレビの画面でも、お料理の量とかも、何か、番組でも違う置き方をし

てあったり、結構そういうことからも乱れてきているし、あとは、食器の持ち方。あとは、今、携帯電

話というものが邪魔をしますでしょう。何かそういうこと、ほんとうに基本のことを、食べることばか

りではなくてやっていかれたらいいんじゃないかなってちょっと思ったものですから。そういうことも

組み入れていただけたらと思いますね。 

○事務局 マナーは大切だと思うんですよね。日本の食べ物の食べ方というものが、今、いろいろなも

のが出てきていますよね。 

○酒井副会長  洋食が入ってきてしまっているので、洋食のマナーと日本食のマナーって違いますか

ら、多分ごっちゃになっている部分もあるし、例えば、給食なんかだったら、日本食の、口内調理をす

るようなものじゃないものも出ますよね。だから、三角食べができない状況もあったりするので、何か、

難しいとは思うんですが、おっしゃったこういうことも大事で。 

○松井委員  食べるものばっかりに食育、食育って思わないで、そこの地固めみたいなものも大事な
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んじゃないかな。 

○酒井副会長  でも、お母さま方も結構気にしてらっしゃって、はしの持ち方とか、おっしゃいます

よね。マナーとか、そういうこともですね。 

○事務局  そうですね。どこら辺に入れ込んでいくのかなと思うんですけれども、私個人としては、

マナーそのものは家庭で行うのが第一だと思うんですが。 

○松井委員  そうですよね。 

○事務局  だから、その辺をどこに入れ込むのかというか、健康課でも、もちろんそういうところは

やっていく必要があると思いますので、保健センターの事業の中でも盛り込めるかどうか、ちょっと検

討してみます。 

○酒井副会長  はい。東京都のほうも、家庭でやらなければいけないという機能が低下しているので、

家庭に対してもっと力を入れようという内容のことが書いてあったので、その辺もどこかで組み入れて

いただく方向と。 

○事務局  そうですね。はい。 

○酒井副会長  そうなると、やっぱり学校とか、保育園とか。 

○村松委員  学校もね、今、忙しいから、それでっていうことになっちゃうんですよね。そういう意

見も出ていて、だから、やっぱりみんなが工夫しなければいけないですね。 

○酒井副会長  みんなが協力してですね。 

○村松委員  ただ、さっき池田さんがおっしゃったみたいに、キッズ・カーニバルだっけ。そこで磁

石を使って、ごはんと、お味噌汁と、おかずと、おはし……。 

○酒井副会長  ああ、いいですね。 

○村松委員  あとは、お豆を拾う。 

○酒井副会長  ああ、お豆を拾う。そうしてもいいですよね。 

○大坪委員  給食施設用にお貸ししているので。結構、保育園で借りにいらっしゃって、豆つかみゲ

ームは、競争して、きちんとおはしを上手に持ったほうが早く、貸し出し用に。 

○事務局  そうですか。じゃあ、お借りできればですよね。 

○大坪委員  はい。そうですね。 

○村松委員  母親たちも、今、知らない世代が増加しているので、親子でちょっと楽しめるようなこ

とが一番意味があるかなと。 

○大坪委員  あと、イベントのときに借りたいという保育園の方もいらっしゃるし。 

○事務局  ぜひお借りするように手配します。はい。 
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○酒井副会長  ほかに、何か。 

○雀部委員  できることはあれなんですけど、あまりにできなさそうなものは、私、事業は削っても

いいんじゃないかなというふうに思ったんですが、１つは、食育推進モニターの事業は、結局、人数が

少ないところをモニターにしてやることについてのメリットがあまりにも少ないので、これをいっそな

くしてしまってもいいんじゃないかなというふうには思いました。 

 もう１つ、最初はコンビニエンスストアとかと何かコラボしてというふうに言っていたんですけれど

も、この内容を見ると、ミニパンフレットを配布するという程度でとどまっているので、そこぐらいだ

ったらきっとできるのかなというか……。どうしても企業とってなると企業側の意向もあると思うので、

市だけではどうしてもやり切れない部分があって、あまり無理して立派な計画を立て過ぎないほうがい

いんじゃないかなって思います。 

○事務局  それは関係課からも言われていて、これはもうできないというようなところは削りたいと

思います。 

○酒井副会長  さっき、モニターの下の部分で、３番の、企業との連携推進で、市内の独身寮の方に

対してのということなんですけど、これ、実際、独身寮とかも減っているとかっていう話も出ましたよ

ね。その辺も難しいのかもしれない。ただ、２番については、今、一番、２０代から３０代ぐらいの方

で欠食をしている方がすごく多いと、男女とも。そういうことがあるので、やっぱりその辺はやり方を

考えてトライしてもいいのではないのかなというふうに思いますけれども。 

○事務局  事業内容は変えていいと思うんですよね。企業との連携推進も、こういう形でなくて、別

の形の事業内容をすればできることもあると思うので、その辺は考えてみます。 

○松井委員  地場野菜とかの問題って、やっぱり縮小、見直しなんですけれども、１カ月に一遍では

ちょっと多いのかしら。今、マルシェってはやっていますよね。それを小金井の農家の方たちにちょっ

と気にしていただいて、それで何かつくったものを販売するとか、お野菜を販売するとか、どちらでも

いいですけれども、何かそういう形で、みんなわりと同じっぽいと、皆さん出てらして、何か、そうい

うものを口にする機会ですとか、ちょっと言葉を変えて、小金井マルシェとか、何かそういう、マルシ

ェ。 

○酒井副会長  地方から東京に来て、やってますよね。 

○松井委員  今、そういうのやってますよね。でも、小金井の中だけでやって、もっともっと地場野

菜を皆さんに見ていただいて、食べてもらってみたいな、そういう計画ができないかなと、ふと思った

んですけど。 

○井上委員  実は、去年、ＪＡとの取り組みで一度、１１月だったと思うんですけれども、１回、お
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祭り的なイベントをＪＡの直売所のほうで行いました。そのときに、非常に好評、よかったんですね。

通常の価格より１０％引きでという形で、中にはいろいろ屋台を出して、イベント的に行ったら非常に

評判がよかったので、今年の計画的には、できたら、三、四カ月に一度ぐらいの、そういう頻度でやろ

うかという話になってきていて。その１０％を、前回のときは私のほうの直売会のほうで何とか補てん

をしたんですけど、なかなか、直売所も予算をそんなに持っていないものですから、それは今後、やる

予定ではいます。 

○酒井副会長  １０％しなくてもいいんじゃないんですか。 

○井上委員  いっぱいとれたときは、やっぱり還元しないと。 

○酒井副会長  でも、いろいろ、ギンナンつかみどりとか、甘酒とかあるんでしたっけ。それと……。 

○井上委員  あとは、豚汁だとか、わたあめとか、そういったものをやりました。 

○酒井副会長  あとは農業祭であれですね。 

○井上委員  そうですね。あとは、比較的ＪＡの職員がそういったイベントごとというのが非常に好

きなものですから、また前回、非常に喜ばれましたので、今後もやる方向で。やるところも、今までは

直売所のみでやっていたんですが、ＪＡの金融店舗もいろいろありますので、その辺をいろいろ、駐車

場を利用しながら、売店というか、その辺を使えるところもありながらという形で、ちょっと今考えて

います。 

○松井委員  駅に近い、南口のところから、なるべく人が集まりそうなところでやったらもっといい

のかなと思う。 

○井上委員  実は、今年の５月は、ＪＡの東京の本店が武蔵小金井の実は北口にありますので、そこ

が一番広い場所なんですよ。中にはいろいろ行事ができるキッチンだとか、使えるようになっておりま

すので、そういうことを考えています。 

○雀部委員  今の地場野菜関連で言うと、私の周りの方にちょっと伺うと、なぜ地場野菜を買わない

かという話をすると、食べ方がわからないという方が一番多いんですね。小金井は少数多品目でいろい

ろな種類の野菜をつくっているものですから、逆に珍しい野菜も結構多くて、その食べ方がわからない

というふうな声がすごく多いので、これは、本来は農家さんのお一方お一方が意識があって、例えばレ

シピを入れてくださるですとか、食べ方の紙を入れてくださるとか、そういうのも必要だと思うんです

けれども、例えば、食育月間のときに、日数を区切ってもいいですけれども、これは経済課がかかわっ

ているので、経済課のほうに食育ホームページのレシピをこの野菜について入れられれば入れてという

感じでやってもいいのかなと、ちょっと経済課の方に教えていただければ。ずっとじゃなくても、ちょ

っとイベント的にというか。経済課に、食育ホームページのレシピを引っ張ってきて、使ってもらって



－２１－ 

いいので。 

○酒井副会長  ああ、そういう意味ね。 

○雀部委員  ええ。それで、ちょっとその時期だけは入れてもらうように啓蒙してもらうというか。 

○酒井副会長  野菜にね。 

○雀部委員  野菜の袋の中に、ちょっと入れる。 

○酒井副会長  経済課さんから……。 

○雀部委員  でもいいですし、話し合いの上でどっちがというのがいいんですけども。 

○酒井副会長  でも、実際、今、経済センターでは、置いてあるんですけど、あれはどうなんですか。

経済センターに行って、野菜の直売所に、食育ホームページのレシピを置いて、ウォールポケットに入

れてあるんです。あれの、要するになくなりぐあいというか、皆さんがお持ちになる頻度って、何とな

く……。 

○井上委員  非常になくなりが早いですよ。それに対しては募集をかけていますから。 

○雀部委員  経済センターはいいんですよ。 

○井上委員  庭先販売ですよね。 

○雀部委員  庭先販売です。 

○酒井副会長  庭先販売のことね。 

○雀部委員  庭先販売の中に、ちょっと、だから、入れないは自由もあると思うんですけれども、せ

っかく点在しているので。 

○酒井副会長  あっ、そこに置いてもらう？ 

○雀部委員  置いてもらうか、袋に入れてもらうかすると、食べ方がわかるという。 

○酒井副会長  袋に入れるのは、みんな手間って言うかもね。 

○雀部委員  だから、費用はどこから出る      。 

○酒井副会長  また、印刷のみたいなね。 

○雀部委員  それが一番のネックで買えないという話を聞いているので。値段じゃないみたいなんで

すよね。 

○酒井副会長  それって、何か、農業委員会で、そっちの方面で、データを渡しますからそっちでつ

くってくれるとかっていうことって……。 

○井上委員  それは、農業委員会のほうで、多分話をします。 

○事務局  すみません、よろしくお願いします。 

○酒井副会長  あとは、食育市民アンケートなんですが、この間、資料としていただいたんですけれ
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ども、これは、例えば、定期的に何年に一遍とるとかって、そういうふうなことって予定……。 

○事務局  予算の絡みもあるんですけれども、基本的には大体、計画の改定前にアンケートを実施す

るという形にはなっていますよね。これが、計画が、２４年度か２５年度かですよね。２６年度か２７

年度ぐらいに実施する方向で考えていきたいとは思います。 

○事務局  そんなに立派なものじゃなくて、ちょっとしたアンケートだったら毎年でもできるかとは

思うんですが、ただ、送ったり回収したりという、そういう予算もありますので、ちょっと予算的に今、

なかなか現状厳しいということになりますけど、基本的には改定前の１年前か２年前ぐらいに行うとい

うことでお願いをします。 

 地場野菜を結構買ってらっしゃる方もいらっしゃるんですよね。常にというわけにはいかないにして

も、買ったことがあるとか、そういう方は結構多いんですね。食育に関心があるという方もかなり多く

て、ただ、市の食育月間の事業についての認知度はちょっと低いかなという感じですね。市として啓発

していかなければいけないという課題もあります。 

○酒井副会長  それと、関連各課に対しても、何か連絡を徹底していただいて、それで、できればや

っぱり見にきてほしいなと。 

○事務局  そうですね。実は、検討委員会、この推進会議の前に関係課長を集めて行いまして、キッ

ズ・カーニバルで行うということをお知らせしましたので、そちらにご協力いただきたいということで、

実は教育委員会も絡んでいますので、学務課とか、そういうところは参加していただけるとは思います。

投げかけてあります。 

○酒井副会長 はい。ぜひ、例えば展示物の中に各課の何かそういうものも出てくるとおもしろいです

よね。 

○事務局 そうですね。何か、給食関係があって、何か、展示ができるとか、何か工夫があるといいか

もしれないですね。 

○酒井副会長  今、いろいろな意見が出ましたけれども、事務局のほうで精査していただいて、一応、

たたき台というか、こういうのをつくっていただいて。 

○事務局  こういうご意見を投げたということを作業部会のほうに投げかけて、作業部会で検討を重

ねて、ある程度の素案をつくりたいと思います。 

○酒井副会長  それは、この推進会議では、できた時点でそれを確認するということもできるんです

か。 

○事務局  ええ。もちろん確認していただきたいんですね。その素案に対してまたご意見をいただき

たいと思いますので。ちょっと、回数が何回とれるかというのが予算的に難しいところがありますけれ
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ども、なるべく多く開催できるように内部で努力してみます。 

○酒井副会長  では、食育推進計画についてはよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○酒井副会長  それでは、３番目の議題の、次回の日程についてお願いします。 

○事務局  スケジュール表でもお示ししましたけれども、内部の検討を重ねて、その結果をお示しし

たいと思いまして、大体６月ごろを予定しております。その間、期間がありますので、もう一度、委員

の皆さんも資料等をご確認いただいて、ご意見等がまたあれば、そのときにも出していただくような形

でお願いしたいと思います。日程の調整については、また事務局のほうで調整表を……。 

○酒井副会長  今、どうですか。 

○事務局  あっ、そうですか。はい。じゃあ６月。ちょっと待ってくださいね。ここの会場の都合も

ありますので、すみません。 

○酒井副会長  そのほうが早いね。 

○事務局  そうですね。ちょっと６月だと、皆さん予定がわからないような。 

○酒井副会長  でも、一応そこを入れておいていただいて。 

○事務局  曜日で絶対だめとか、そういう方はいらっしゃいますか。 

○村松委員  時間はこの時間帯ですか。 

○事務局  そうですね。でも、ご希望があれば時間帯を変更することは可能です。皆さん……。 

○酒井副会長  ちなみに、例えば。火曜日がだめ。じゃあ、火曜日以外にして。 

○事務局  そうですね。火曜日以外ということで。 

○酒井副会長  ほかの方で、この曜日はちょっとまずいという方はいらっしゃいますか。 

 それと皆さん、今回の食育月間は５月の最終日曜日にキッズ・カーニバルと一緒にやるということな

んですが、実際、６月が食育月間ですので、食育月間の期間に何をやるかということ、これはもう、こ

こでというよりも、もう実行委員会のほうにお任せしていいでしょうかね。ここで何がよいのか決めな

くても、あわせてキッズ・カーニバルと食育の月間イベントというのは、こちらのほうにお任せすると

いう形でよろしいですかね。 

○各委員  そうですね。 

○酒井副会長  何かその中で、６月、そんなふうにしたらどうかなって、前にちょっと市役所にパネ

ル展示をしたらどうか、１カ月パネル展示をしたらどうかななんていう意見がありますが、何か特にそ

の件でご意見があれば、伝えておきますが。 

○事務局  ちょっと会場の都合で、１４日以降、２２日あたりまでのところで開催していただければ
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と思います。 

○酒井副会長  議会かなんかも絡むか。 

○事務局  いや、この会場ですね。議会はちょっと、まだ６月の議会の日程がちょっとわからない。

ただ、一般質問は最初のほうなので、中旬は大丈夫だと思います。 

○大坪委員 また、スケジュールについて、食育で１９日があるんですけど、そちらのほうも、何か 

     で。 

○事務局  一応、月間のイベントという形ではキッズ・カーニバルという設定にしたので、ただ、６

月中に何かできるかどうかというのは、ちょっとまた、実行委員会の中で話をしていただくんですけれ

ども、ここで特に何かやるということではないです。 

○大坪委員  日にちが決まってからですね。 

○事務局  そうですね。はい。大丈夫です。保健所のほうで、何か重なることとかは。 

○大坪委員  まだ……。 

○事務局  まだですか。 

○大坪委員  まだ、６月なので。 

○事務局  じゃあ、そこら辺で、もし今わかっているご都合の悪い日があったらお知らせいただきた

いんですが。 

○大坪委員  はい。わかりました。 

○酒井副会長  でも、決めちゃうには早過ぎますか。私としては決めていただいたほうが、ほかの都

合も、いいんですけど。事務局のほうも、行ってこいが少なくて済むので、ここで大体決めておいてい

ただいて。 

○事務局  じゃあ、１５日、１８日、２０日あたり、いかがですかね。 

○酒井副会長  じゃあ、挙手で。１５日、ご都合の悪い方。１８日、月曜日、ご都合の悪い方。２０

日の水曜日。皆さんどれもオーケーなので、事務局としてどこがいいですかね。 

○事務局  あと、大竹先生の都合もあるんですけれども。 

○酒井副会長  じゃあ、何日かは。 

○事務局  そうですね。 

○酒井副会長  皆さんはこの日にちはオーケーということで。 

○事務局  そうですか。わかりました。１５と１８と２０日で皆さんの調整をしたいと思います。 

○酒井副会長  それで、早いうちにお知らせください。 

○事務局  そうですね。はい。わかりました。調整を早いうちにさせていただきますので。 
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○酒井副会長  それでは、その他、何か皆さんにお知らせ事項とかございましたら。 

 特にないようであれば、今日の推進会議はこれで終了させていただきたいんですが、よろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○酒井副会長  どうも、お疲れさまでした。 

○事務局  ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


