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第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

・日  時  平成２５年７月３０日（火）午後２時～午後３時５０分 

・場  所  保健センター大会議室 

・出席委員  １１人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  委 員   松 井 眞佐子 委員  酒 井 文 子 委員 

        雀 部 かおり 委員  村 松 真貴子 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 

        齊 藤 幸 穂 委員  佐 竹 真由美 委員 

         

・欠席委員   ２人 

        池 田 多鶴子 委員  廣 野 惠 三 委員 

・事務局職員 

 福祉保健部長         柿 崎 健 一 

        健康課長           高 橋 啓 之 

        健康課            中 島 明 美 

        健康課            千 葉 祐 生 

        健康課            田 中 昌 子 

        健康課            西 川  恵 

･ 傍 聴 者   ０ 人 

・会議次第 

⑴ 小金井市食育推進計画改定スケジュールについて 

⑵ 食育推進計画（素案）（平成２５年～２８年度）について 

⑶ 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２時 開会） 

 

○大竹会長 では、２人まだ来ていませんけれども、それぞれ遅れるという連絡が入っているようです

ので、この会議、少し時間前ですけれども既に皆さんお集まりいただいていますので、始めたいと思い

ます。 

 ２５年度第１回になります。しばらくぶりという感じですけれども、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 初めに本日の出欠及び資料の説明を事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局  それでは、本日の委員の方の出欠でございます。池田委員、廣野委員から欠席のご連絡を

いただいております。なお、井上委員と佐竹委員は若干遅れるということでご連絡をいただいていると

ころでございます。定足数は満たしているので、委員会の開催については問題ないというふうに考えて

おります。 

 それから資料についてでございます。お配りしている資料は、まず本日の次第でございます。それか

ら当日配付の資料として「小金井市食育推進計画改定スケジュール」、それから事前に送付させていた

だいたものとして、推進計画の素案、今年の３月に一旦確定したものから若干、庁内でもう１回たたき

直して検討を加えたものでございます。それと、その検討を加えた内容変更一覧ということになってお

ります。過不足等ございましたら事務局のほうにお願いいたします。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。 

○事務局  すみません、もう１点よろしいですか。事前にお送りさせていただいたものとして、平成

２４年第３回、３月に開催したものですけれども、会議録をお送りさせていただきました。皆さんご確

認いただいた内容に訂正等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 もしよろしければ、こちらのほうで情報公開の手続をとらせていただきます。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。もしあったら、今日の会議の終わりまでにということで、なければ

このまま公開ということにさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは議題に入る前に、委員と事務局に変更があったようですので、まず委員のほうですが、保健

所からこれまで大坪委員にご出席いただいておりましたけれども、それにかわって齊藤委員になったよ

うですので、一言ご挨拶をお願いいたします。 

○齊藤委員 人事異動で４月から多摩府中保健所生活環境安全課保健栄養係に参りました齊藤と申しま

す。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。続いて事務局のほうにも変更があったようですので、ご紹介を
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お願いいたします。 

○事務局  まず、福祉保健部長についてですが佐久間から柿崎に変更しました。 

○事務局  ４月から福祉保健部長になりました柿崎と申します。３月までは環境部長だったんですが、

この４月に福祉保健部に異動になりました。よろしくお願いいたします。 

○事務局  続きまして健康課長にも変更がございました。阿部から高橋です。 

○事務局  ４月から健康課長に着任いたしました高橋と申します。既に、６月に開催いたしました食

育月間のイベント、キッズカーニバル等でお会いさせていただいた方、また私が健康課に来る前に企画

政策課、その前は地域安全課というところで防災を担当しておりまして、そこでのおつき合いをさせて

いただいた方、何人かお顔を見知った方がいて心強く思っているところでございます。福祉の分野につ

いては全くの初めてということで、この４カ月間、慌ただしく過ごさせていただいております。今後と

もよろしくお願いいたします。 

○事務局  続きまして、事務職も１名追加がございましたので紹介いたします。西川です。 

○事務局  こんにちは。４月から健康課に参りました西川と申します。３月までは保育園で給食の関

係の仕事をしておりました。今回、健康課に来て、食育という分野はもともとすごく好きな分野ですの

で、この仕事に携わることをこれから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局  以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。 

 それでは議題に入りたいと思います。次第に沿って進めていきたいと思いますが、まず１番目、小金

井市食育推進計画改定スケジュールについてということで、事務局からご説明いただけますでしょうか。

今、配付されたものですよね。 

○事務局  それでは説明させていただきます。本日の資料としてお配りしました横長の「小金井市食

育推進計画改定スケジュール」に沿って説明いたします。まず、これまで庁内の検討をしてきたところ

なんですけれども、後ほど食育推進計画の改定の中でも説明いたしますが、関係課を追加して６月下旬

と７月下旬に改めて食育推進計画の見直しを行いました。そして本日７月３０日、食育推進会議でこち

らの素案の承認をいただきまして、８月７日に庁議で市長を初めとする理事者に対してパブリックコメ

ントの実施について説明したいと考えております。そして、８月１９日から９月１８日までの１カ月間、

パブリックコメントを実施し、その中で出た意見について、また１０月上旬、庁内の検討委員会のほう

で、回答をする内容ですとか計画への反映を確認させていただきまして、１０月中旬にもう一度こちら

の食育推進会議で審議いただいた後に公表させていただくということになります。また、１０月中旬に

開催されます食育推進会議の中では、パブリックコメントの内容も踏まえて小金井市食育推進計画の内
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容を確定いたしまして、市長への答申も行いたいと考えております。 

 また、それとは別になりますが、３月に公布されました食育推進基本条例に伴いまして、議員提案で

上げられたものとなっているんですが、８月９日に具体的な施行に向けた健康課と食育推進議員懇談会

との打ち合わせを予定しております。また、議会への報告ですけれども、９月以降にこのパブリックコ

メントの実施について、１１月以降には食育推進計画の内容の確定したものを厚生文教委員会にて報告

させていただく予定になっております。 

 以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。何かご質問とかご意見、ありますでしょうか。 

 私のほうからお伺いしてよろしいでしょうか。食育推進議員懇談会のほうと調整するというか、そち

らのほうのお話を伺うというのは、私たちの答申とはかかわりなくということですか。それともこの素

案についてのご意見を伺う。 

○事務局  まだ、具体的に決まっているわけではないんですけれども、昨年度の条例の制定からこの

間の動きというところを、まず議員の皆さんにもご説明しなくてはいけないのかなと。本来であれば４

月か５月ぐらいに改定計画の策定ということに至っていなくてはいけないというスケジュールなわけな

んですけれども、この間、庁内調整をもう１回とり直している関係もあって若干遅れ気味になっており

ます。その辺の説明も含めて８月９日に議員懇談会をやる方向で、議員さんのほうで日程調整をしてい

るということなので、計画改定の素案という形でお示しして、何かご意見があれば、パブリックコメン

ト期間中にも当たりますので、そこで一緒にご意見を頂戴してもよろしいのかなというふうに考えてい

るところであります。 

○大竹会長 ９日で、１９日からパブコメのスケジュールということであると、懇談会で出た意見を反

映して１９日から行うのかなと思ったけれども、そういうことではなくて、今日、もうほぼ確定したら、

それでパブコメは募集すると。そこに議員さんのご意見も、もし出てきたらそこで反映して最終的な検

討を行うというスケジュールですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 わかりました。 

○事務局  私としては議員さんの意見を９日に聞いてそれを反映させてしまうと、推進会議のほうを

通らずにそのままパブリックコメントという形になってしまう、それはよろしくないなという思いがご

ざいまして、今日の段階のところでよろしければ確定をさせていただいてパブコメに臨みたいという考

えでございます。 

○大竹会長 ほかに何かご質問はありますでしょうか。よろしいですか。 
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 それでは一応、このスケジュールでご承認いただいたということでよろしいでしょうか。ありがとう

ございます。 

 それでは議題の２になります。今日の中心的な議題になりますけれども、食育推進計画の素案が最終

的な段階に来ております。一度、この会議ではこれでいいんじゃないかというふうになりましたけれど

も、改めて庁内の検討委員会のほうでいろいろご検討いただいて、幾つか修正したほうがいいのではな

いかというご意見をいただいておりますので、このことについてまず、変更箇所について説明をお願い

いたします。 

○事務局  では、計画の改定について説明させていただきます。まず、事前にお送りさせていただい

た「変更内容一覧」と、「小金井市食育推進計画（７月２５日健康課改訂）」に沿って説明させていた

だきます。 

 まず、今回の改定を行いましたものなんですけれども、「変更内容一覧」をご覧いただくと、ほとん

どのページに変更が入っております。大きく分けて３つの観点から変更を行いました。 

 まず大きな１つ目が、昨年度、平成２４年度第３回食育推進会議でいただいたご意見、また３月７日

に公布されました食育推進基本条例の内容を踏まえた内容の補強を行ったということです。２つ目とし

まして、昨年度も庁内の関係各課による改定作業を行ってきたところではあるんですけれども、”Koga

nei-Style”のキーワードでもある環境やふれあいに関連したところがちょっと弱かったので、そちらの

課を追加して再度見直しを行って、後にも個別に見ていきますが、事業を幾つか追加いたしました。最

後に３点目ですけれども、本計画については今後、パブリックコメントを実施するわけなんですけれど

も、市民の方に見ていただいたときにわかりやすい文章、レイアウトに変更を行いました。ざっと分け

ると３点なんですが、個別にどういった経過で改定をしたか説明させていただきたいと思います。いろ

んなところに行ってしまうと見にくいので、食育推進計画の素案についてページを追って説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、目次の次の１ページ目、「食育推進計画の策定にあたって」というところですけれども、これ

までこちらについては年次ごとに各計画を列記させていただいていたんですけれども、内容がわかりに

くくかったので、国、東京都、小金井市ごとの内容に整理を行いました。そして２ページ目の関連計画

との図ですけれども、小金井市食育推進計画を中心として国、都の計画、その他の小金井市の基本構想

ですとか関連計画の図に変更いたしました。 

 続いて３ページ目、「小金井市の食をめぐる現状と課題」についてですが、３ページ目の一番下、“K

oganei-Style”のキーワードのところについて、前回の審議会で意見をいただきましたように、３つに

なっていたものを４つに分けて、それぞれが重なり合うような形のレイアウトに変更しました。続いて
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４ページ目から１０ページまで、平成２０年と平成２２年に実施しました食育市民アンケートの結果に

ついて、図を白黒で印刷しても見やすいような形にレイアウトを変更いたしました。こちら、学芸大学

のほうで調査いただいた内容をもとに変更を行いました。そして、こちらのアンケートの分析結果を踏

まえた課題を９ページに追加させていただきました。その中で「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これまで食育ミニパンフレットとして掲載してきたこともありますので、

１０ページにそのパンフレットの内容を追加いたしました。続いて１０ページと１１ページ、食育関連

事業と小金井市における情報収集の現状と課題につきましては、若干内容を変えさせていただきました

が、おおむね構成は今までのとおりです。 

 続いて１２ページ、「食育推進の基本的な考え方」についてです。こちらは、以前は市の第４次基本

構想、前期基本計画の説明が大部分を占めていたんですけれども、そちらの内容を簡略化してページの

中ほどに食育推進基本条例を策定した経緯ですとか、策定された内容を追加いたしました。こちらは前

回の審議会でもご意見をいただいたとおりの訂正となっております。続いて１３ページの「取組の指標」

も若干変更を加えました。項目の１については食育月間や食育の日を知っているかという内容だったん

ですけれども、以前の審議会の中でもご意見いただいたとおり、こちらについては市民アンケートの食

育という意味や言葉を知っているかという内容でしたので、項目の文言も訂正させていただきました。

また、項目６の小金井らしい食生活の推進のところを、地産地消を取り入れるという内容に、指標とそ

ろえた形に変更しました。数値目標が、食育市民アンケートの結果によると現時点で６０％程度の方が

市内でとれた野菜をいつも買うですとか、たまに買うと答えていただいていましたので、目標を８０％

というふうに改めて高く設定し直しました。 

 １４ページから２２ページまでの「具体的な施策の展開」についてですけれども、こちらは先ほど、

庁内の検討委員会の中でも意見が出たという話をしましたが、幾つか追加させていただいております。

まず１５ページ、啓発活動の充実のところですけれども、こちらの４番と５番、循環型教室の推進、夏

休み生ごみ投入リサイクル事業ということで、ごみ対策課の事業を追加いたしました。こちらは小金井

らしい食生活の４つのキーワードの中の環境に当たる項目として追加いたしました。続きまして１７ペ

ージから１８ページ、「保育所・幼稚園」の部分ですけれども、１８ページ目の項目１１番、こちらは

地域とのふれあいということで、家庭と協働した食育支援の内容を保育課の事業として追加しました。 

 続きまして１９ページ目の項目③番、これまでは成人・高齢者という項目だったんですけれども、そ

れだと中学生から成人の間までの内容がほとんど飛んでしまってわかりにくいということがありました

ので、東京都の食育推進計画にも準じまして、「高校生から成人・高齢者」という項目に変更しました。

それに伴いまして③の前文、網がかかっているように、高校生以降についてはこれまで身につけてきた
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基礎的な食習慣や食に関する知識等で自己管理を行っていく時期だという内容に変更させていただきま

した。また２０ページ目、同じ成人・高齢者のところの内容になりますが、イの「高齢者、障がい者の

食育推進」の中に配食サービスという自立生活支援課と介護福祉課の事業を追加いたしました。 

 続きまして２１ページ、「生産者の食育活動に対する促進策」ということで、野菜収穫体験、子ども

のための農家訪問ツアーというごみ対策課の事業を追加いたしました。２２ページ、こちらは「事業者

の食育活動に対する促進策」ということで、３番、これまでは栄養表示の推進という事業だったんです

が、新たに食品の情報発信ということで、これまでの審議会で保健所の方からもご意見をいただきまし

て内容を変更させていただいたところなんですが、これまで保健所と連携してというところが漏れてし

まっていたので追加いたしました。③の「各種団体の食育推進活動に対する促進策」として環境学習、

環境市民会議による講座ですとか、環境と食を踏まえた講座を環境政策課のほうで実施していましたの

で追加させていただきました。続いて２３ページ、「計画の推進に向けて」のところには、今回、条例

で新たに規定されました食育コーディネーターについて説明文と事業を追加させていただきました。最

後に２４ページと２５ページなんですが「関係者の役割」、こちらは新しく公布された条例の中で大部

分を占めるものとなっておりますので、条例にそろえた形で追加をさせていただきました。 

 ちょっと駆け足でしたが、以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。大分幾つか、丁寧に見ていただいて修正していただいたようで

すが、いかがでしょうか。全体で、特にどこというふうに決めないで、皆さんからご自由にご意見をい

ただきたいと思います。 

○萩原委員 １８ページの下段の表ですが、ここは学校、地域、家庭ということでそれぞれの分野で推

進する内容が載っていますけれども、２番と６番の望ましい食習慣という表現があるじゃないですか。

これはどういうふうにとらえたらいいかと、ちょっとわかりにくいんじゃないかと思っているんです。

この辺をもっと具体化することができればよりいいんじゃないかと思います。今、結構、共食と言われ

ていますよね、お母さんと一緒に食べる、あるいは家族と一緒に食べることが非常に大事だと。例えば

そういう表現にするとか、具体的に入れたほうがいいかなという気がします。 

○大竹会長 そうでしょうね、望ましいと言うと多分、共食だけではなくて栄養バランスがとれたり、

安全な食事とか、環境に配慮した食事とか、さまざまな要素を全部含めた望ましいですよね。それを一

言であらわすのはどうしたらいいんでしょう。 

○萩原委員 ちょっと表現を変えちゃうとか、どこかにうたってあればいいと思う、望ましいというの

がどういうことかというのがあればこれを見ていてわかると思うんですけれども。 

○大竹会長 表のすぐ上に、「児童生徒が発達段階に応じた望ましい食習慣を身につけ」というときに、
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「応じた、何々、何々、何々などの望ましい食習慣を身につけ」と、ここに書きますか。一番書きやす

いと思います。表に入れちゃうとちょっと。 

○萩原委員 そうですね、上にあるんですね。 

○大竹会長 そのときに、何が望ましいにしますか。すぐ上にグレーで、変更したところの中に「望ま

しい」があるので、そこに書き込む。例えば今出ていたのは共食ですよね、それから栄養バランス、環

境、食の安全。あとは何かありますか。 

○酒井委員 学校における、ですよね。 

○萩原委員 小中学校は非常に大事な時期だと思うんですね、食育を進める上で。ですからここはちょ

っと具体的なものを入れたほうがいいかなと思います。 

○大竹会長 ３ページの小金井らしい、“Koganei-Style”は４つ挙げているので、そこで栄養バランス

ですよね、それから団らんというのは共食につながりますね。それから安全・安心、それから地産地消、

ふれあい。 

○萩原委員 いいですね。 

○大竹会長 安全・安心が環境になっている。環境、安全・安心。そうすると、ふれあいと入れますか

ね。あるいは地産地消を入れますか。などを追求した望ましい、でいいですか。 

○村松委員 食事マナーのことは。 

○大竹会長 マナー。ほかに何かあるでしょうか。 

○酒井委員 学校でマナーはやっていますか。 

○大竹会長 やっているけどね。 

○萩原委員 マナーとか、しつけみたいなものをやっている。 

○酒井委員 ほんとうは家庭なんですよね、その前の段階なんですよね。 

○酒井委員 今のは学校の給食でのですよね、この欄は。給食を通じた食育ですよね。そこまで書いち

ゃうのもどうかなと。 

○事務局  よろしいですか。現行の食育推進計画の中では、箸の持ち方指導ですとか朝食の欠食や補

食についてというふうに具体的な項目になっていたところなんですけれども、これまでの審議会の意見

の中でそのように限定してしまうのではなくて、包括的な言葉のほうが計画としてなじむだろうという

ご意見があって、望ましい食習慣というふうになった経緯がございます。 

○大竹会長 この３ページの４つの部分を入れるというのは、“Koganei-Style”にのっとってだからい

いと思うんですよ。そういう意味で包括的な内容ということで、それにさらにプラスすべきこと。この

大前提の４つだけでいいでしょうか。そうじゃないと、もっと今、気がつかないことがいっぱいありそ
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うな気がして、マナーだけ入っているとどうかなというふうに出てきちゃうので。 

○村松委員 ３ページの４つの小金井市の取り組みですね、小金井らしい食生活とはというところで、

食生活とか食習慣ということに配慮した上で、例えば食事をするときにテレビをつけているのが当たり

前という習慣のご家庭が多いかと思うんですけれども、そのあたりも一言、たまにはテレビを消して家

族で語らいながら、両親と子ども、あるいは夫婦、ひとり暮らしの人はちょっと寂しいですけれども、

テレビを見ながらということが多くなるかと思いますけれども、家族がいる場合はたまにはテレビを消

して語らいながら食事を楽しみましょうというような文言があってもいいのかなと思いました。 

○大竹会長 それはこの団らんに含まれていると思うんですね。小金井らしい食生活の２つ目の「●」

の下のほうが「親しい友人や知人と食事を共にし、楽しく語らう時間を大切にする」というので、テレ

ビを消して語らう時間を大切にしましょうと。 

○村松委員 でも、いろんなところで調査すると、テレビをつけたまま食事をするのが当たり前という

家庭が多いですよね。お客様をお招きしたときは別ですけれども、家庭で食事をするとき、朝ご飯のと

きなどはテレビの情報というのは必要ですけれども、たまにはそういう、食習慣ということを見直す上

ではテレビを消して食事をしましょうということがどこかに入ってもいいのかなと思います。語らうと

か、団らんとか、それはぼんやりと皆さんわかると思うんですけれども、そのためには例えば食習慣を

見直す一つの手段として、テレビを消して食事を味わってみましょうというようなニュアンスのことが

入るといいかなと思います。 

○大竹会長 どうしましょうか。先ほどのマナーというのも決して否定すべきことではないけれども、

そういうのをいろいろ入れていくと、例えばテレビに特化するというところもありますよね。 

○村松委員 いろいろなところで取材をしますと、テレビを消して食事を親子ですることによって、子

どもの食べ方とか反応とかが変わってくるということを伺いました。だから私はそれを入れたほうがい

いのかなと思ったんですが。何となく食事のとき、家族で食事をするときテレビをつけているのが当た

り前という家庭が多いのではないかと感じています。 

○大竹会長 そうすると多分、テレビだけじゃないような気がして。新聞を読みながら食べるとかね。 

○村松委員 携帯をしながらとか。 

○大竹会長 そうそう、携帯をしながら食べるとか、始まるかなと思ったので。だからそういうふうに

個別の文言が入っていくと、違う意見がどんどん出てくるかなと思ったので、もちろんこれではまだま

だ弱くて、もっとちゃんとテレビを消してということを入れたほうがいいというご意見はわかるんです

けれども、一応、小金井らしい食生活の中の団らんを大切にした食事の中に、楽しく語らう時間を大切

にするということが書いてあるので、そこでは携帯をしないとか、テレビを見ないというようなことを
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して、別のことをしないで食事をしながら楽しく語らうことを大切にしましょうということが入ってい

るということでいいかなと思ったんですが。 

○村松委員 ちょっと無理があるような気がしますけれども。そこまで皆さんが読んでくださればいい

けれど。これでも構いません、反対なわけではありませんけれども、楽しく、団らん、食卓を囲むとい

うことは具体的にどういうことなのかということを示唆する上でちょっと私は、たまにはテレビを消し

て食事をしてみたらということを入れたらいいのかなと。 

○大竹会長 そうしたらここに、「何々、何々を追求した望ましい食生活」としないで、食生活の右肩

に注をつけてもっといろいろ書きますか。 

○酒井委員 多分、村松委員が言われたのはこちらですよね。３ページのところに書いたほうが。 

○大竹会長 ３ページに。 

○酒井委員 こっちに書いてあれば、こっちはもう「望ましい」でいいので、こちらの方に、もうちょ

っと入れたほうがいいというご意見ですよね。 

○松井委員 この参考の、「小金井らしい食生活とは」ってありますよね。その中の家の人や友人とい

う、さっきの団らんのところですね、そこにもし入れられればそういうことを、ながら食事じゃないで

すけれども、そういうものをやめてみたいなことがここの項目に入って、それが全ての“Koganei-Styl

e”ということで、望ましい習慣という言葉ではなくて、せっかく“Koganei-Style”という言葉を出し

たのでしたら。 

○大竹会長 ３ページのほうに加えるということですか。 

○村松委員 そうです。今の、ながら食事っていい言葉だと思うので、テレビを見ながら、新聞を読み

ながら、携帯をしながらという、ながら食事をやめようということを具体的に入れたほうがわかりやす

いと。 

○大竹会長 「食事を共にし、ながら食事をやめて楽しく語らう時間を大切にする」というふうに入れ

ますか。 

○酒井委員 すみません、３ページが出たので、ずっと表も図も“Koganei-Style”はキーワード４つで

来ているので、この「●」も３つではなくて４つに、下の「地域のふれあいを大切にし、環境に優しい

食生活」というのを、ふれあいと環境を分けて「●」を４つにしたほうがわかりやすいんじゃないかと。

今まで意見を出していなくてごめんなさいという感じなんですけれども、そのほうがぱっと見たときに、

上でも文章が４つあって、「●」も４つあって下の図も４つあってわかりやすいのではないかなと思い

ました。 

○大竹会長 ちょっとここを変えないとだめですね。「地域のふれあいを大切にした食生活を実践する」
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というのと「環境にやさしい、安全・安心を追求した食生活」とかと書きますか。 

○雀部委員 項目別にしたらどうでしょう。野菜、何とか何とか、団らん、何とか何とか、ふれあい、

何とか何とかと。ほんとうはかぶる部分ももちろんあるんですけれども、わかりやすくするためにはば

らばらで書いたほうがいい。 

○村松委員 最初のところも、野菜というテーマ、項目をつけたら「地場を中心とした新鮮な野菜を楽

しみ、低農薬」というふうにつけていく。で、４つの「●」にしたほうがわかりやすいと私も思います。 

○大竹会長 そうすると、４つの「●」にしてこの４つのキーワードを表題みたいにしてつける。最初

の「●」は「野菜」と書いて、その次に「地場を中心とした新鮮な野菜を楽しみ」というふうに。 

○酒井委員 「●」じゃなくて表題にしちゃって、かぎ括弧でも何でもいい。 

○大竹会長 「●」を取るかどうかはちょっと、見た目を見て。じゃ、それを入れると。そうしたら、

ふれあいと環境は別にしなくてはいけない。別にした場合にちょっと文章は変わりますよね。その文章

はちょっと事務の方と相談して決めさせていただいていいですか。 

○酒井委員 はい。 

○大竹会長 全部、下位の項目が２つずつになっているんですけれども、それはいいでしょうか、１つ

で。 

○雀部委員 はい。別にそれはこだわらない。 

○大竹会長 もう一つぐらい書ければ書いて。では、３ページのほうは少し修正する。よろしいですか。 

○藤田委員 すみません、先ほどおっしゃっていた「ながら食事をやめて」というのが入るのは、「親

しい友人や知人と」とさっきおっしゃったような気がするんですけれども、「食事を共にし、ながら食

事をやめて楽しく語らう時間を大切にする」とおっしゃった。 

○大竹会長 そうです。 

○藤田委員 そうすると、友人や知人と食事をするときというのはあまりテレビとかは見ないのかなと

いう気がして。 

○大竹会長 でも、携帯をやりながら食べている人がいますよね。 

○藤田委員 どちらかというと上のほうなのかなと、家で食卓を囲むという。 

○大竹会長 これは食卓を囲むのが中心で、共にして語らうときにながら食事をやめるということ。 

○藤田委員 さっきおっしゃっていた村松さんは、家でのことを強くおっしゃっていたような気がした

ので、上の項目のほうかなと思ったので。 

○村松委員 確かに言われると、友人が来ているときは。 

○藤田委員 テレビはつけないですよね。携帯もちょっと遠慮するのかなと。 
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○村松委員 ふだんの食生活の中で。 

○藤田委員 さっきのだと、子どものこと、小学校、中学校のところから出た話だったと思ったので、

お子さんを見るためにだったらやっぱり家でということなのかなと、ちょっと思ったものですから。 

○大竹会長 上の段に入れるということですか。 

○村松委員 どちらにも当てはまるんですけどね。 

○酒井委員 朝は何となくテレビをつけて、時間を見ながらやっちゃったりしていませんかね。 

○村松委員 だから、「たまには」みたいにやわらかく。食育ってやはり、何々しなければいけないと

なると。 

○大竹会長 朝夕せめてどちらかは家で食卓を囲み、交流を深めるというふうにすれば。 

○酒井委員 ながらをやめるという文言が必要なんですよね。 

○大竹会長 でも、あまりそうやって限定しちゃうとどうなのか。交流を深めるぐらいにすれば、交流

を深めるにはどうしたらいいかがわかる。で、２行目は「ながら食事をやめて」は書かないということ。 

○酒井委員 今のご意見は、２番目に書くよりも１番に書いたほうが。 

○藤田委員 先ほど村松さんがおっしゃったのが、そこをおっしゃっていたような気がしたので。私は

どちらでもいいんですけれども。 

○松井委員 この「●」に書いたらだめですか。 

○酒井委員 ただ、友人や知人と食べるときは大体、テレビなんかつけないでしょうという。 

○大竹会長 では、２つ目の矢印みたいなのの前に「家の人や」を入れる。「家の人や親しい友人知人

と食事を共にし、ながら食事をやめて楽しく語らう時間を大切にする」。こちらはどちらかというと語

らう時間を中心に言っているんですよね。上は朝夕どちらかは一緒に食べましょうということを言って

いる。 

 では、「家の人や親しい友人知人と食事をともにし」にする。 

○酒井委員 どこに「ながら」が入るんでしたっけ。 

○大竹会長 「ながら食事をやめて楽しく語らう時間を大切にする」。 

○酒井委員 はい。 

○大竹会長 よろしいですか。 

○酒井委員 さっきの１８ページはどうしましょうか。 

○大竹会長 １８ページ、望ましい食習慣はこれにあわせて４つの、栄養バランス、団らんは共食とし

たらいいですね、それから地産地消、食の安全を追求した望ましい食習慣。あるいは、食の安全で環境

と重なる感じだから、食の安全や環境と、ここは入れてもいいですね。で、４つ。栄養、共食、食の安
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全・環境、地産地消の４つを追求した望ましい食習慣を身につけるとする。 

 ３ページと１８ページはそれでよろしいでしょうか。あと、ほかはいかがでしょう。 

○雀部委員 １ページの「計画の位置付け」のところに食育推進条例のことは、「計画の位置付け」な

んですけれども、食育推進条例とは、どうやっていくのかということが、確かに後のページ、１２ペー

ジのほうには入っているような状態なんですけれども、最初のほうにも少し、一文でもうたったほうが

いいのかなと思ったんです。例えば「小金井独自の食育推進条例とともに」とか、そういう一文があっ

てもいいのかなと思ったんですが。 

○大竹会長 「小金井市においても計画を策定し、取り組んできました」の後に、「何年には食育推進

条例も制定しました」と、ここに１行入れますか。 

○雀部委員 一文、入ったほうが。これからは同時にやっていくような、今まではなかったんですけれ

ども、同時にやっていくような形になると思うので、独自のと言ったほうがいいかなと思ったりしたん

ですけれども。 

○大竹会長 「独自の」を入れますか。 

○雀部委員 何か小金井らしいかなと思うのは、食育条例をつくったということも小金井が食育を進め

ているという感じが出ていていいのかなと思ったんですけれども。 

○大竹会長 「何年には小金井独自の食育推進条例を策定しました」でいいですか。 

○雀部委員 それとも結局は整合性を図っていかなくてはいけないので、下にほかの基本構想とか基本

計画とは整合性を図ると書いてあるんですが、条例とも整合性を図っていかなくてはいけないので、そ

の一文はあったほうがいいかなと。 

○大竹会長 ただ最後のパラグラフは、食育と関係ないものという言い方はおかしいけれども、との関

連ですよね。だから条例との関連を図るということであれば、その次の行、２３年以降は計画を延伸し

て、踏まえた検討を行うというところに、国、東京都の計画の改正並びに条例も踏まえたというふうに

しないと。そこへ書き入れますか。 

○雀部委員 どういう形で入れたらいいかわからないんですけれども、条例の一文があってもいいかな

というふうにはちょっと思ったんですけれども。 

○大竹会長 そうすると、あまり大きな変更がなくて入るかなと。まず、「小金井市においても」のパ

ラグラフの後ろに、「また何年には小金井市独自の食育推進条例を策定しました」と書き、なおかつ「２

３年度以降は」のセンテンスのところに、「国、東京都の計画改正並びに小金井市の食育推進基本条例

も踏まえた検討を行い」と、そこに入れるということでよろしいですか。そうすると、コーディネータ

ーを入れた改正というのは整合性がつきますね。 



－１４－ 

 ほかはいかがでしょう。 

○雀部委員 １５ページの啓発活動の充実の部分で、今回、新規でごみ対策課から２つ、啓発活動につ

いて出たんですけれども、その上の１、２、３の文章と４、５を比べたときに、４、５はかなり具体的

なことが書かれているんですけれども、１、２、３は結構ざっくりした書き方、関係各課にわたるせい

もあるんですけれども、ちょっとバランスが悪いかなと思ったんですね。どちらかに統一した書き方に、

細かくもうちょっと突っ込んだ内容で書くのか、それともざっくり書くのか、どっちかにしたほうがい

いかなと思ったんです。例えば２番の小金井らしい食生活の推進は、野菜を中心としたバランスのよい

食生活を推進するというのは、ちょっとでもやっていればオーケーみたいな感じになっちゃうんですけ

れども、４番の書き方はかなり、それに対しては細かい書き方をしているので、ちょっとバランスが悪

いかなと思ったんですが。後で、新規で入ったのが細か過ぎるという傾向もちょっとあるのかなという

気はする。 

○大竹会長 例えば４番も、土づくりとか云々の具体的なところはやめちゃって、「環境に配慮した料

理教室の一連の流れを実際に体験し、循環型社会について学ぶ」だと、まだほかとのバランスがとれる。 

○雀部委員 どっちかにそろえたほうがいいと思ったんです。 

○村松委員 ただ、やはり循環型教室の推進と言われてもわからないので、具体的に書いてある、提示

してあることは非常にわかりやすいと思います。 

○大竹会長 そうすると上のほうをもうちょっと具体的にせざるを得なくなっちゃうんですけれども。 

○雀部委員 例えば１番の食育月間・食育の日の取組としては、キッズカーニバルで食育イベントを実

際にやっていて、今後も好評なのでやり続けようとしているので、それを書き込むとか、そういう書き

方だと逆に下とそろうかなという感じなんですけれども。 

○大竹会長 キッズカーニバルでというのは書かなくてもいいけれども、「食育に関するイベントを実

施し」というのは書く。啓発活動を行う。少し細かくしますか。１番のほうは食育に関するイベントを

行い。 

○雀部委員 実際、やっているわけですし、書いてもいいのかな。 

○酒井委員 ２番だったら健康課が実施しているいろんな講座というか、ありますよね。それと食育ホ

ームページでのバランスのよい食生活を送るためのレシピ提案とか。 

○大竹会長 健康課のほうでいろんなパンフレットをつくって配ったりしていませんでしたっけ。 

○事務局  食育ミニパンフレット以外は、パンフレットというよりは教室の講座の資料という形で配

布しています。 

○大竹会長 逆に言えば教室を開催したと。 
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○事務局  そうですね、講習会とか教室で内容と対象者を分けて配布しています。 

○大竹会長 では、「幼児や何とか、何とかなどの対象者ごとの講座を開設し」というふうに、頭に具

体的なものを入れるといいのではないですか。 

○事務局  会長、よろしいですか。ここは全般的に事業のところは、今、委員がご指摘されたように

事細かく具体的な事業を指し示しているものと、ざっくり書いたものが全般的に混在しているんですね。

細かく具体的に書くのかざっくり書くのか、両方ともメリット、デメリットがあるわけでして、具体的

に書き過ぎてしまうとそこから少しもずれられないという弊害も出てきますし、ざっくりと書けば少し

表現の中で、新しい事業とか内容に対しては行政側としては運用が効くかなと。今ご紹介のあったキッ

ズカーニバル等についても非常にいい取り組みだと思っているんですけれども、今後ずっと続いていく

のかどうかというのはわからない部分もあって、なくなってしまったときにそういう文言が残っている

ことによって、何かそこに縛られてしまうことがないのかということは私としてはちょっと心配な部分

もあります。若干ばらつきがあるのは正直、そのとおりであって、これをどちらかにそろえたほうがい

いという話になってくると、難しい部分もあるのかなと感じたところなので、その辺ももしよろしけれ

ば留意していただいた上で進めていただければと思います。 

○大竹会長 いかがでしょうか。 

○村松委員 具体的に書くことによって縛られてしまうというのはよくわかります。ただ、市民の方が

これを見たときにイメージできるようなものが書いてあったほうがいいと思います。ですから今の１番

のところには「食育に関するイベントなどを行い」というような一文を入れるといいのではないかと思

います。 

○大竹会長 「など」と入れるとそれだけにとらわれなくて、もうちょっと幅広いものが含まれると。 

○雀部委員 今まではあまり、市民に食育推進計画が知られていたかというと、正直、ほとんど知られ

ていなかったような気がするんですね。もっと計画自体を知ってもらうとか、市でどういうことに取り

組んでいるか知ってもらうというのがこれからやっていくことじゃないかなと。これだけ立派なものを

つくって、練られて、これだけの課がこれだけの事業をやっているということを市民の方に知っていた

だくというのは、そういう取り組みをやっているんだと気づくことでより協力的になったりですとか、

自分の市を愛するじゃないですけれども、小金井市はこれだけやっているんだという形がわかりやすい

のは多少なりとも、具体的に書ける部分だけについては書いてあったほうがいいのかなと思います。も

っと、ＰＲというわけではないですけれども、これ自体を知っていただく、もっと目に触れる機会を増

やすというのは、例えばこの表もどこでも使い回しができてもいいと思うんです、食育イベントで掲示

したり、ちゃんと決まったものが施行されたらこういうことをやっていますというのがわかるような形
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になったほうがいいのかなと。 

○大竹会長 多分、キッズカーニバルと書いちゃうと限定されるので、それは今後、継続するかどうか

わからないのでそういう書き方はしないほうがいいと思うんですけれども、例えば「食育の啓発に関す

るイベントなどを行うとともに」というふうに書けば、何かイベントをやりましょうというぐらいの枠

ははまりますよね。そのぐらいは市民としてはやってほしいという気持ちがあるんじゃないでしょうか。 

○雀部委員 実際、何年ももうやってきているというのもあるので。 

○大竹会長 では、それは書きましょう。よろしいでしょうか、１番は。２番目の、先ほど既に健康課

のほうでされているものを「幼児や成人を対象にした何とか講座などで」というふうに頭に入れる。そ

のぐらいは入れても多分、なくならないですよね。どういう講座なんですか。 

○事務局  幼児対象だったりパパママクッキング、親子で子どもを中心とした調理実習だとか、成人

対象だといわゆる生活習慣病をテーマにして、例えば糖尿だとか高脂血症を予防する食生活ということ

で、栄養講義だけの講座だったり、調理実習の教室があったりします。 

○酒井委員 高齢者向けなんですよね。 

○事務局  高齢者には限定していないんですけれども、成人向けは特に対象は何歳までとは決めてい

ないので、３０代の方から８０代の方までご利用いただいています。 

○酒井委員 男性限定とかもないんでしたっけ。 

○事務局  生活習慣病予防の事業で男性限定の教室も。 

○大竹会長 あるんですか。 

○雀部委員 「さまざまな年齢層の市民に向けた」という書き方はだめですか。講座をやっていますと

いうことがもし大事だったら、幼児期だったり成人だったりという。 

○酒井委員 「さまざまなライフステージに応じた」とか。 

○雀部委員 応じた講習とか講座。これ、書いていますよね、「生涯にわたるライフステージに応じた」。 

○大竹会長 どうしましょうか。「さまざまなライフステージを対象とした講座を開催するなどを通じ

て野菜を中心としたバランスのよい食生活を推進する」とするか、「幼児や親子、成人などを対象にし

た講座を開設するなどして」という、頭をどっちにするか。 

○村松委員 やはりなるべく日本語で書いたほうがいいです。 

○大竹会長 「幼児や親子、成人」、そのぐらい言ってもそんなに限定されるわけではないから、いい

んじゃないですか。「幼児や親子、成人などを対象とした講座の開催を通じて野菜を中心としたバラン

スのよい食生活を推進する」というふうに書くと。そのぐらい書き込めば４、５とのバランスがとれま

すかね。 
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○萩原委員 会長、３番の農業祭ってあるじゃないですか。農業祭というのは１つのイベントなんです

ね。だからもしかしたら一番上に入れる。農業祭以外でどんなことをやっているかというのがちょっと

見えないんですけど、私もわからないし、もし農業祭だけであれば、先ほどの食育のイベント、農業祭

というのもここに入れちゃえばいいんじゃないかなと思ったんです。 

○酒井委員 担当課が多分。各課だから一緒なのか。 

○大竹会長 でも、上は食育月間・食育の日の取組で、３は月間・食育の日に関係なく別のときにやっ

ています。 

○萩原委員 でも、先ほどイベントなどと入れると言っていたじゃないですか。 

○大竹会長 そうです。でもそれは食育月間・食育の日に鑑み、啓発に関するイベントなどを行い、と。 

○井上委員 関係各課じゃなくて、これは多分、経済課なんですよ。 

○大竹会長 ３番が経済課。 

○井上委員 そうですよね。 

○事務局  はい、前はそうでしたが、例えば昨年度で言えば小金井丼フェアとか、経済課のほうで食

に関する事業を行っていたんですけれども、経済課だけではなくて何か大きなイベントのときに食育に

関連したもの、例えば市民まつり等でほかの課では食に関するテーマを取り扱うことがあるかもしれま

せんし、幅広くという意味でここは関係各課になって、「等」となったんですけれども、今申し上げた

ように単年度の事業もありますので、毎年やっているものとして一番、農業祭というのがイメージ的に

言葉が食育とつながりやすかったので、農業祭という言葉はそのまま生かしているという経過がありま

す。 

○酒井委員 今後、そこで一緒にコラボしてやるかもしれない。 

○雀部委員 事業名を、農業祭等じゃなくてイベント等にしたらどうですか。で、中に入れ込む事業内

容のところで農業祭と書く。事業名を農業祭等と書いてしまわないで、イベント等というと市民まつり

も入ったりするのかなと。 

○井上委員 そうですね。農業祭も１個のイベントですからイベントのほうにしておいて、ブースもつ

くりますし。 

○雀部委員 食育のイベントは別立てと考えるのだったらそこを１番に入れて、３番の事業名自体を「イ

ベント等」というふうにすれば。 

○村松委員 イベントもピンからキリまであるし、農業祭と言われるとイメージがわきますよ。 

○大竹会長 逆に言えば農業祭や市民まつりなどというふうに、市民まつりをもっと。やらないことも

ありますか。市民祭って。 
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○井上委員 いいえ。 

○大竹会長 必ずやりますか。じゃ農業祭や市民まつりなどと言えば、幾つもあるんだなというイメー

ジ。今ここに農業祭しか上がっていないので、「農業祭や市民まつりなどでの啓発」と書いておいて、

それが事業名で。 

○井上委員 市民まつりのほうも関係していますよね。 

○事務局  すみません、今、例えで市民まつりを出させていただいたんですけれども、市民まつりで

必ずしも食育をやっているかというのは今、把握していないです。 

○三笠委員 やっていないです。団体はいろいろ出てくるからそこにはあると思うんだけれども、特に

重立って市民まつりは、昔は商工まつりというのが市民まつりになったんですけれども、いろんな団体

とか、全体を通したイベントになっているんで、農業祭とはちょっとイメージが違うような気もします。 

○井上委員 でも、「等」が入っているからいいのかなという気もしますけどね。「等」か「など」ど

っちにするか。 

○雀部委員 これから農業祭にほかの課がかかわるかもしれないという。 

○井上委員 ですよね。 

○大竹会長 では、市民まつりはやっぱり入れない。 

○井上委員 入れないで「等」か「など」でいいんじゃないですか。「などでの啓発活動」で。 

○大竹会長 では、このままで。 

○萩原委員 これ、ブースをつくるってどういうことなんですか。 

○大竹会長 これ、「農業祭などで」を頭に持ってきたほうがいいと思うんですけど。いきなりブース

って、えっと思うので、「農業祭などでブースを作るなど」。 

○雀部委員 経済課はブースをつくっているんですか。 

○井上委員 経済課でとりあえずやっているのは、昨年度はロータリーのところで江戸東京野菜の。 

○大竹会長 これ、「農業祭等で食育に関する」までを前に持ってきたら。 

○村松委員 そのほうがいいと思います。 

○大竹会長 「農業祭等で食育に関するブースをつくるなど、啓発活動を行う」。 

○齊藤委員 担当課ですので、農業祭であれば担当課はやはり経済課なのかなという気がします。 

○大竹会長 でも、「など」があるので関係各課にしましょう。 

○齊藤委員 食育月間をみんながやるというのとはちょっと違う気がしたんですが。 

○雀部委員 今後かかわっていくかもしれない。 

○井上委員 かかわっていただかないとだめなんですよ。縦つながりが横つながりになっていただかな
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いと。 

○酒井委員 次のページでいいですか。１６ページの上の表の５番、地場野菜の情報提供ということで

「地場野菜等の種類・発売時期・発売場所等の情報を食育ホームページ等で提供する」ということで、

これは経済課だけじゃなくて、ここに健康課も入れていいんじゃないかと思います。 

○雀部委員 食育ホームページは健康課なので。 

○大竹会長 経済課と健康課を両方並べる。 

○酒井委員 そうですね。経済課がホームページを出しているわけではないので。健康課だから。 

○大竹会長 そこは、並べるということでよろしいですか。あとは。 

○雀部委員 １９ページの「高校生から成人・高齢者等の食育推進」、③番のところで、高校生を入れ

て言っているわりには高校生向けの事業が何もないんですけれども、例えば今挙げられている事業の中

に高校生が入り込むかといったらちょっと厳しいのかなというふうに思って、実際、高校生のニーズも

なかったりするのかなと思ったんですけれども、例えば今までやっているもので高校生がかかわってい

て、ちょっと食育と言うには弱いんですけれども、児童青少年課でやっている夏期クラブ、夏の児童館

にお泊まりするときも高校生と小学生や中学生が一緒になって、ボランティアのリーダーになって食事

をつくったりとかということも実際やっていますし、東児童館では高校生の集まる時間というのがあっ

て、そこでもパンづくりをしたり、食事づくりをしたりもやっているので、既存のものを入れるのであ

ればそういうものも入れていいのかなというふうに、「ボランティアを通じて」という形で入れてもい

いのかなと思ったんですけれども。 

○大竹会長 これ、高校生からというのを③に入れないで、②のア「小学校・中学校・高等学校」、こ

っちに入れちゃまずいんですか。 

○事務局  都の計画と整合させた形としておりますが、我々のほうでも議論があって、書いたはいい

けれども高校生、大学生とか、その辺がないじゃないかと、市の事業としてですね。という話は内部で

も出ました。出たんですが、市の事業ということになるとやっぱり義務教育までというのが、部署とし

てはそこまでになってしまうというのと、健康課でやっている事業というと健診とかになると今度は４

０歳以上とか、少し上の年齢層になってしまう、中間が市の事業としては非常に弱い部分があると。た

だ１点だけ、公民館というのが幅広い事業をやっておりまして、成人学校ということで記載させていた

だいたんですけれども、ここが言ってみれば年齢の対象はそんなに絞らずに幅広くやっているというこ

となので、市がやるということであればこういうところぐらいしかないのかなというのが現状なんです

ね。先ほど出ました児童館の関係については、上の段のイの「学童保育所・児童館」のところで一定程

度触れているのかなと思っておりますけれども、ここに書いてあることとは違うことをおっしゃってい
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るんでしょうか。 

○雀部委員 そうですね、どちらかというと中学生以降、特に高校生や大学生は児童館の中ではボラン

ティアリーダーみたいな働きのほうが多いので、やってもらう側ではなくて、一緒にやっていく側で、

立場がちょっと違うのかなと。高校生の事業というか、１つぐらい項目があってもいいのかなと思った

ので、今やっているものであれば私が知っている限りではそういうものがあるよというふうに。新規の

事業をやっていただけるんだったら幾らでもアイデアはあるんですけど、お弁当を持っていく世代なの

でお弁当の講習をどこかが引き受けてやってみるですとか、実際、高校生や大学生が土日に参加しても

いいし、もしくはその子どもたちを持つ親が参加するお弁当の講習をやるとか、新しい考えはいろいろ

あるんですけれども、今やっているものであればそこなのかなとちょっと思ったんですけれども。 

○酒井委員 これは課長がおっしゃっていたイの４番に「小学生から中・高校生まで」と、高校生とい

う文字が入っているじゃないですか。これを１つ抜かして、その下の③のアの表に、児童青少年課の事

業の一つとして入れ込むというのはどうなんでしょう。せっかくライフステージごとで高校生からと分

けられているので、学童とか児童館のところにも入っているんですけど、実際、高校生から成人の食育

推進ということで、イの４番にある高校生の方にやっていることをこっちに追加するというのは。 

○大竹会長 この４番はこのまま置いておいて、もしあれでしたらアの表の成人学級の最後にもう１個

入れて、それこそ児童館で。 

○雀部委員 児童青少年課でボランティアを通じての食育というふうにしたほうがいいのか。何か、さ

んざん高校生や大学生は関心が薄いとか、問題になっているというわりには何もないので、じゃ、また

数年間手を打たないまま終わるのかなという気がちょっとしたので。 

○酒井委員 ただ、ここに出てきていないということは、児童青少年課がそういうふうに認識していな

いのかもしれないので、それはちょっと聞いていただかないとあれだと思うんですけど。 

○雀部委員 私には、高校生や大学生が児童館にいるときにそういうふうに映ったんですけれども、そ

れも食育なのかなと思ったり、一緒に食事をつくることが。 

○事務局  おそらく児童青少年課のほうで、高校生に対する食育として認識しているということでは

なくて、やっぱり対象となる高校生がいわゆるジュニアリーダーという形で、リーダーとして、ボラン

ティアとして入るじゃないですか。対象はあくまでも子どもになっているので、そういう認識だと思う

んですよね。庁内でももう１回確認してみますけれども、おそらく児童青少年課のほうではそういう認

識で、児童館の事業として「学童保育所・児童館」のほうには入れてきているんですけれども、高校生

対象の事業ということの位置づけにはなっていないのかなという気がいたします。 

○酒井委員 ただ、文言としては「小学生から中・高校生までを対象として」というふうに出ているの
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で、ここでは高校生を対象にしているんですね。 

○事務局  そうですね。そこもあわせてちょっと確認させてください。 

○大竹会長 では、もしそれが１項目、ここに加えられれば加えてもらうということにしましょう。ほ

か、よろしいですか。 

○酒井委員 ２３ページの下のほうの表で、新規で食育コーディネーターの設置ということで、事業内

容が「食育に関する関係機関との連携を促進する」と書いてあるんですけれども、これは機関との連携

だけなのか、それとも例えば市民も入れるのかとか、その辺がちょっとよくわからなかったので、関係

機関の間の連携をするだけなのか、市民も含めたものなのかというのがよくわからなかったので、ちょ

っと確認したかったんですが。 

○事務局  ここは内部のほうで議論していまして、条例制定の中にコーディネーターの設置というの

が義務づけられております。ただ、我々のほうである程度役割を限定してしまったほうがいいのか、そ

れとも少しゆるい書き方にして、推進会議の皆さんのご意見を聞きながらコーディネーターの任務、役

割について決めていったほうがいいのかという思いもございまして、ここの中では少しゆるい書き方に

させていただいていると。ですから今、酒井さんがおっしゃったどちらかなのかというと、まだどちら

とも方向性は出ていないというのがお答えになっています。 

○酒井委員 じゃ関係機関、また上手に「等」とかを使って。 

○事務局  「等」を入れてもいいと思います。 

○大竹会長 そうですね、「関係機関等との連携を促進する」。 

○酒井委員 そうしたら、もしかしたらここに市民が入るかもしれない。 

○事務局  条例制定の議会の議論の中の過程でも、かなりコーディネーターの役割というのはいろん

なイメージがあって、幅広だったというふうに思っているんですね。では実際にそれをほんとうに幅広

に規定したときにどこまでやり切れるのか、やり切れないのか、どれだけの負荷がかかってくるのかが

わからないので、そういうところはやはりこの審議会の中でご議論いただいた上で方向性をつけていく

というのがいいのかなというふうに、私どもとしては考えているところであります。 

○大竹会長 ということで、「等」を入れるということでよろしいですか。ほかはいかがでしょう。 

○萩原委員 ２４ページの「関係者の役割」、結構増えていますよね。ちょっと気になったのは②の「市

民」のところなんですけれども、いろいろ受けて立つ側の市民ということなので、最初の「食に関する

知識及び云々」とありますよね。こういった表現が適切かどうかというのがちょっとあるんですよね。

２番目の「・」と３番目の「・」は非常に具体的に書かれているという中で、１番目はややもすると市

の役割のような、市の役割の３つ目の「・」に包含できるような内容じゃないかなとちょっと感じたん
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ですけれども、どうでしょうか。 

○事務局  これはちょっと文章が確かにかたい部分もあるかと思うんですけれども、実は新しく制定

されました条例のそれぞれの責務というところをほぼ抜粋している形になっているんです。計画という

中では、条例事項の抜粋ということになるとあまり適切ではないかなという思いもあったんですけれど

も、勝手に条例を解釈して書くというのもいかがなものかという部分もありまして、まずは条例に規定

されている事項について関係者の役割ということで記載しております。この最後のページのほうに資料

として条例をつけているんですけれども、そこを見ていただきますと、ほぼここの「関係者の役割」と

かぶってくるというのがおわかりになるのではないかと考えているところであります。 

○大竹会長 これは３３ページの第２条（１）、「食育 様々な経験を通じて」というところがそのま

ま市民になっているんですか。 

○事務局  ３４ページの５条のところです。 

○大竹会長 ５条のほうは団らん・ふれあいですよね。 

○事務局  第５条の第１項ですね。「市民は、食に関する知識及び適切な判断力を養うよう努めるも

のとする」。あと２項、３項というのが続けて書いてある形になっている。だから、これを入れるか入-

れないかという議論もあったんですけれども、今回、内部で検討した中では、一旦ここに入れた形で残

しておいて、今回の推進会議の中でご意見があればということでございます。 

○酒井委員 食育基本条例でも国民の役割というか、そういう意味で似たような文言が入っているので、

あってもいい、要するに自分でちゃんと知識を身につけて、判断できるようにして自分の身は自分で守

れるように努力しましょうよということだと思うので。 

○雀部委員 これ、「こと」という言葉を全部外したらどうですか。「こと」と入れるとすごく、やら

なきゃいけない感が前面に出ている。「努める」ぐらいで終わりにしたらどうでしょう。条例のほうで

はかたくていいと思うんですけれども、「実施する」とか「努める」ぐらいで、全部に「こと」が入っ

ていて、若干くどい感じとやらなきゃいけない感が結構。やらなきゃいけないんですけど。 

○村松委員 全部とっても通じますね。 

○雀部委員 「こと」「こと」とやるとちょっと、条例にほんとに近い感じになっちゃう。 

○大竹会長 では「こと」を全部とる。「努める」「実施する」というふうにする。「こと」をとるの

はいいんですが、ただ私、「市民」の一番最初のところ、「判断力を養うように努める」というのに多

分、ここだけ抜き出すと違和感を感じているんだろうなと。ちゃんと勉強しなさいと言われているだけ

という感じでしょう。「判断力を養い、望ましい食生活を実践する」とか、実践に結びつかないとだめ

なんだろうなと。 
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○村松委員 そうですね。 

○酒井委員 今のをつけちゃいますか。 

○大竹会長 条例と関係なくてもいいでしょう。「判断力を養い、望ましい食生活を実践する」。 

○雀部委員 多分、「市民」のところも結構書かれているのは、小金井市ばかりに押しつけないで自分

の家庭でもちゃんとやってよという意味だとも思うんですけれども。だから「市民」を入れ込んだんだ

と思うんですけど。 

○酒井委員 何か、学校の役割とか市の役割とか、そういうところに責任を押しつけるのではなく、市

民も自らきちんと考えていかなきゃいけないんじゃないかなというところを入れ込んだんだと思うんで

す。 

○萩原委員 家庭だとか地域の役割みたいなものなんですよね、ここは多分。市民といっても幅広いで

すよね、独り者から高齢者までいろんな人がいるじゃないですか。そういう意味ではちょっと違和感が

あるかもしれないですね。今、会長が言ったように１項目はちょっと言葉を添えてあげれば、多分通じ

ると思うんですよ。 

○大竹会長 今、私は消費者庁で消費者教育推進会議に出ているんですけれども、あそこでは消費者教

育、消費者市民社会、消費者市民をつくるというのが全面的に出ているんですけれども、その場合には

自分の消費の行動を変えるというよりも、自分が社会に参画して社会を変えていきましょう、そういう

市民になりましょうという書き方なんですよ。ちょっとここと違うなと、これは自分自身が変わりまし

ょうとなっちゃっているので。今は、国とかそういうところだけに頼るんじゃなくて、市民自身も変わ

っていって、まちづくりに参画しましょうという方向が出てきているので、そういう意味での市民の責

務というのはあるかなと思いますけれども。 

○酒井委員 これで通じると思うんですけれども。 

○大竹会長 多分、第５条の３ぐらいは多少、「環境づくりに努める」という意味では、環境を町とか

行政とかに読みかえれば言えなくはない。だけど１項目と２項目は必ずしもそこが全面に出ない。でも

いいです。では、市民の１番目だけは「養い、望ましい食生活を実践する」というふうに、そこだけ書

き込むということでいいでしょうか。ほかにありますでしょうか。 

 農業関係者や食品関連事業者等も書かれていますが、よろしいですか、こんなところで。 

 大体それで全体、最初から見たかと思いますが、ほかに何か全体を通じてありますでしょうか。よろ

しいですか。 

 では、今のところ、ほぼみんな具体的に修正案が出てきていると思いますので、それを修正して、あ

と少し文章をつくらなくてはいけないところだけ事務局にお願いいたします。 
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 以上でよろしいでしょうか。 

 それでは議題の３に行ってよろしいですか。その他ですね。２５年度食育月間行事についてというこ

とで、説明をお願いいたします。 

○事務局  平成２５年度についても食育月間行事のほうを、先ほどから話が出ているキッズカーニバ

ルに参加させていただくということで実施いたしました。今年は５月２６日の日曜日に、会場は昨年度

と同様、東京学芸大学の芸術館で開催いたしました。今年は昨年の経験を踏まえてブースの数をちょっ

と減らして、去年は人が来たらさばくだけというような状況だったんですけれども、それぞれのブース

ごとに説明する時間を設けるという形で実施いたしました。参加者数は大人、子ども合わせて６６０人

と、去年の７６０人からは少し減ってしまっているんですけれども、特にあいた時間があるわけではな

く、充実した内容だったと考えております。 

 また、今年も食育ブースとあわせて井上委員の協力により地場野菜の直売所も設けさせていただきま

した。あと、市内の農家の方からご協力いただきまして、来場した方に江戸東京野菜の種を配布いたし

ました。その例として食育ホームページのほうで発育日記を掲載していますので、よろしければそちら

もご覧いただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。何かご意見、ありますでしょうか。 

○酒井委員 キッズカーニバル全体の人数って。 

○事務局  まだ、集計が出ておりません。 

○酒井委員 まだですか、はい。 

○大竹会長 今度、場所がばらけたんですよね。だから芸術館のところに人が、この間はわーっと集ま

っちゃったのが、今回はちょっと少ない感がありました。もし、感想とかありましたらどうぞ。来年に

向けての感想がありましたら。 

○雀部委員 ２年目なので少しなれてきた部分もあって、人のさばき方もうまくいったのかな、人数も

あるんですけれども。手をかえ品をかえいろいろやらなくても、例年好評なものは続けても、ここでこ

れをやっていると期待して来る親子もいるので、それでもいいのかなとは思います。今年はそんなに大

幅に変えたものをやったわけではないですけれども、変えたものといえば野菜のお花を見て、その野菜

は一体何かなと当てるクイズをしたりですとか、お豆つかみについては保健所のほうからいつもお借り

しているんですけれども、大好評で、今年は記録を書いてくださったので、それを見てますます燃える

親子が、親と子がほんとうにともに楽しんでいる姿が見られたので、すごく楽しかった。 

○村松委員 お箸でですか。 
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○雀部委員 お箸でお豆をつかむ、１分でどれだけ。結構、子どもに負ける親がいたり、お母さん同士

で対抗だったりとか、熱いバトルが。 

○大竹会長 大人が楽しんでいましたよね。 

○雀部委員 さまざまな年齢層が来るということと、若干年齢が低目なのでちょっと理解しづらいもの

も、例えば野菜を３５０グラム、大人は３５０で子どもは年齢に応じて違うんですけれども、食べても

らうかというのも、子どもには親がついてくるので、どちらかというと親に啓蒙するようなブースがあ

ったり、全部が小さい子向けというわけではないんですけど。小さい子は小さい子で野菜のスタンプを

押したり、やる側も心に余裕を持ちながらできましたし、やっている皆さんも楽しんでくださったよう

なので。江戸東京野菜の種は皆さん喜んで持って帰った、今年は特典が、去年はクリアするとメダルを

プレゼントしていたんですけれども、それに今年は野菜の種も全員にプレゼントだったので、どれを選

ぶか真剣に、いろいろ種類があったので悩んでいました。それも全部、袋詰めをして何百セットも、健

康課の職員の方にもたくさん、内職のように手伝っていただいてやりました。 

○村松委員 それぞれ播種、種蒔きの時期とか。 

○雀部委員 全部説明つきで、農家さんがつくってくださったので。持ってくればよかったですね。す

ごく丁寧な。反響があったと思います。 

○村松委員 例えばそこでいただいた種をまいて野菜ができたみたいなお便りを市民から寄せてもらう

とか、そういうこともあるといいですね、ホームページで紹介できると。 

○酒井委員 さっき話がありましたが、ホームページで成育日記をつけているので、それを見ていただ

ければ。 

○雀部委員 ブログで載せているので井上さんにもコメントをいただいたりして、農家さんからのアド

バイスももらえるというのがリアルタイムで見られて。 

○井上委員 すみません、最近ちょっと見ておりません。またコメント入れます。 

○雀部委員 そうすると、一般の市民の方が育てたとしても、こういうときはこうすればいいんだとか

というのがわかるので、それを実験的に紹介、ホームページのほうでやっています。 

○大竹会長 好評だったようなので。 

 いかがですか。 

○松井委員 そうですね、私も２度目だったので何となくなれたというのと、あとやっぱり数があのぐ

らいのブースがいいですね。あまり多くても中の人数があふれ返っちゃって、どこの列に並んでいるか

わからないような感じがありました。 

○酒井委員 去年はすごかったですものね。 
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○松井委員 そんな感じでしたし、こちら側のやり方も少し改良されてよかったんじゃないかと思いま

す。 

○雀部委員 さっきの話じゃないですけれども、高校生や大学生、もしあれだったらボランティア募集、

募集はかけてもらっているんですけれども、例えば児童館で実際に活躍している子にもちょっと声をか

けてもらうとか、大学との連携という事業もあったので、そこの中でちょっと声をかけてもらうとかし

て、事業としてはそんなに上がってこなかったとしても、かかわっている感はどこかで出ればいいのか

なというのはすごく思いました。個人のつてを使ってでもそういうのがあると、実際やる側だと勉強し

ないと、ある程度知識がないとできないので、一生懸命やってくれるかなと思うんです。 

○村松委員 そうやって児童館とかにボランティアに来てくれる高校生はオーケーなんだけど、ほとん

ど、その他の大半の高校生が問題なのよね、食育は。 

○大竹会長 そうですね。 

○酒井委員 でも、健康課の方たちもたくさん出ていただいているので、すごく楽しかったですよね。 

○雀部委員 総動員ですよね、健康課はほんとうに。 

○事務局  昨年と比較して、いらした方と、お子さんと親の方とお話ができる時間があったというの

がとても充実した要因かと思っています。 

○大竹会長 そうか、去年はそんなゆとりもなかった。 

○酒井委員 もう、並んじゃってすごかったですから。 

○雀部委員 大声でさばいたと。 

○大竹会長 では、ちょうどよかった人数だったかもしれないですね。 

○事務局 親子で種のとり合いじゃないんですけれども、結構、物のとりっこで。 

○大竹会長 私はこっちがいいとか。 

○事務局 そうなんです。親御さんのほうがお子さんにどれにすると聞きながら、もう子どもがそれと

言ってこれが欲しいって、親がなだめすかして違うのを持っていったり、子どもので渋々帰るとか、い

ろいろバトルがあっておもしろかったです。 

○酒井委員 小学生なんかもう１回来たりしていましたよ。あとあのメダルは結構人気が、去年よりバ

ージョンアップしているんですよね。 

○雀部委員 形もちょっと変えた、バージョンアップした。 

○村松委員 それはつくったんですか。 

○雀部委員 健康課の方たちも、市民とか。 

○酒井委員 去年は私たちもつくったんですけど。 



－２７－ 

○雀部委員 事業の合間につくってくださった。手作りの折り紙のメダル、何百個という単位なのでほ

んとうに大変。 

○大竹会長 ちょっと凝っている形でしたよね。 

○雀部委員 そうですね、子どもたちがすごく喜んだ。ここまで手をかける市の職員の方はいないと思

うんです。一体感、健康課ともすごく、市民のボランティアで一緒にやっていますけれども、イベント

をやっていてやっている感がすごくありました。 

○酒井委員 前からやっていると、福祉会館でやっているときは人が集まらなかったので、とにかく人

が来てくれているということで活気もありますし、私たちのモチベーションも当然上がりますし、楽し

いし、ほんとうに食育月間のイベントをキッズカーニバルと一緒にコラボしてよかったんじゃないかな

と思います。 

○雀部委員 あんなに毎年、どうする、どうするみたいな形だったのがちょっと落ちついてきたかな、

形が少し見えてきたかなという感じはしました。 

○酒井委員 皆さんも楽しくて、やっているこっちも楽しいのがいいんじゃないかなと思います。 

○雀部委員 ぜひ推進委員の方にも見に来ていただければ、キッズカーニバル、大体同じ時期にやって

いるので。 

○大竹会長 では、来年も食育月間はそのイベントに参加する予定ということでいいですか。早目にし

ておかないと、いつもほんとうにここら辺の人しか参加できないで、もっと市民の方たちに呼びかけた

ほうがいいですよ。なので、実行委員会の呼びかけも早い時期からよろしくお願いします。 

 以上で予定していたことは終わりですが、そのほか、ありますでしょうか。 

○事務局  よろしいでしょうか。こちらの食育推進計画の改定についてなんですけれども、パブリッ

クコメントが８月１９日からで、その事前の準備で８月上旬には内容を確定させたいところです。本日

いただきました訂正箇所は具体的に訂正の内容をいただいているので、一部、事務局のほうで作成した

内容を会長と調整させていただいて、決まったものを皆さんにもお送りして、その内容でパブリックコ

メントをかけさせていただくということでよろしいでしょうか。 

○大竹会長 では、そのようにお願いします。 

 あと、よろしいですか。では、次回の日程をよろしくお願いします。 

○事務局  最初に改定スケジュールの中でも説明いたしましたが、次回は１０月を予定しております。

パブリックコメントが８月中旬から９月中旬にかけてで、どれだけ市民の方からのご意見が寄せられる

かということにもよりますけれども、その内容をまとめまして審議会を開催させていただきたいと考え

ておりますので、１０月中旬ぐらいを予定しております。また今回のように日程調整の、幾つか候補日
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を提示させていただいて、より多くの方に参加いただけるように日程のほうを調整させていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大竹会長 せめて３週間前、１カ月ぐらい前にお問い合わせいただくといいですね。 

○事務局  おそらくこのメンバーでの審議会は最後になると思います。１０月２８日までが任期とい

うことですので、そこに向けて我々も計画を立てて頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○大竹会長 ということです。いろいろよろしくお願いします。 

 それではこれで、今日の会議を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


