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平成２５年度第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２５年１０月２１日（月）午後２時～午後３時 

場  所  市役所本庁舎３階第一会議室。 

 出席委員  ８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 

        萩 原 哲 男 委員 

 欠席委員   ５人 

        池 田 多鶴子 委員  廣 野 惠 三 委員 

        藤 田 とよみ 委員  齊 藤 幸 穂 委員 

        佐 竹 真由美 委員 

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

事務局職員 

 福祉保健部長                柿 﨑 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 

 

（午後２時 開会） 

 

○大竹会長 それでは、始めさせていただきます。 

 初めに、配付資料と本日の出欠の確認を、事務局からよろしくお願いいたします。 

○事務局 本日の委員の方々の出欠でございますが、廣野委員、池田委員、藤田委員、齊藤委員、佐竹
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委員の５名の委員からは欠席の連絡をいただいております。現在、委員長を除きまして６名の委員の方

の出席となってございます。過半数以上の出席をいただいておりますので、委員会としては成立するこ

とをご報告いたします。 

○大竹会長 とりあえず、お二人いなくても大丈夫ということですね。 

○事務局 はい。 

 続いて、今日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

○大竹会長 お願いいたします。 

○事務局 一番上が次第、次が「小金井市食育推進計画（素案）に対する意見及び検討結果（案）」、

パブリックコメントの検討結果とパブリックコメントの原文です。その次が、小金井市食育推進計画の

案でございます。パブリックコメントの検討結果を反映させた、最終的な案になってございます。最後

に、小金井市食育推進会議の会議録、前回の７月３０日に開催いたしました推進会議の会議録でござい

ます。 

 過不足等ございましたら、事務局までお願いいたします。 

○大竹会長 よろしいでしょうか。 

○事務局 会議録の訂正などはございますでしょうか。 

○大竹会長 一度は目を通していただいているのですよね。よろしいでしょうか。 

 では、そのように確定したことにさせていただきます。 

 それでは、本日の議題に入る前に、今日のスケジュールを確認させていただきたいと思います。議題

は２つありますけれども、前半の１時間で、一応ここで最終的な計画について審議を行いたいと思いま

す。いろいろパブリックコメントも、重要な視点のご指摘もありましたし、修正を行っておりますので、

その審議です。そして後半、３時に市長においでいただいて、この推進計画の案を市長へ答申を行うこ

とにさせていただきます。その後、小一時間、市長とお話をさせていただく時間をとりたいと思います。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、たくさんのパブリックコメントをいただきました。それに

つきまして、事務局と私と副会長の酒井委員とで修正等の検討をさせていただきました。それにつきま

して、事務局から説明をお願いします。 

○事務局 それでは、「小金井市食育推進計画（素案）に対する意見及び検討結果」について、ご説明

させていただきたいと思います。今、会長からお話がありましたように、まず、こちらのパブリックコ

メントは、８月１９日から９月１８日の１か月間、行いまして、１１人の方から３５件のご意見をいた

だいたところです。たくさんの意見がありましたので、まずこちらの審議会でお話を伺う前に、会長と

副会長、そして私ども事務局で、回答の案を作成させていただいて、関係各課にもあわせて内容につい
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ての照会等を行ったところです。 

 では、質問番号１番から順に、それまで話のあった経過も含めてご説明させていただきたいと思いま

す。質問の１番目と２番目については、同じような内容になっておりますので、回答を一つとさせてい

ただきました。まず意見から紹介させていただきます。素案には食育の基本方針として、現在４つのキ

ーワード「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」としてありますが、ここの中に「安全」という項目

を入れてほしいというご意見が、１番目です。そして２番目に、食の安全についてしっかりと学び伝え、

食品の汚染をできる限り排除する努力をするために、少し具体的に強調してほしいという意見がありま

した。２番目の意見については、そのほかに同様５件、合わせて６件の意見をいただいたところです。 

 こちらの回答案についてですけれども、食の安全・安心は現計画のどこに位置づけられているかとい

う説明として、４つのキーワードの中の環境、あわせてお配りしています「食育推進計画（案）」の３

ページをご覧ください。“Koganei-Style”をあらわす４つのキーワードのイメージ図がありますけれど

も、右下の「食の安全・安心」ということで、こちらについては本審議会でも重要なことと考えている

旨を説明として記載しました。本計画の位置づけを説明させていただいて、さらに今回の計画改定では、

循環型社会の実現を目指した環境に配慮するという新たな指標を、計画の１３ページの指標６番に加え

ているところです。さらに「学び伝え」というところを強調してほしいという意見がありましたので、

計画の１５ページ、②番の「情報の整備」の中の一文として、「特に、食の安全については重視し、適

切な情報発信に努めます」という文章を追加しました。こちらの事前に打ち合わせをさせていただいた

際の経過ですけれども、こういった左側の、例えば放射能、遺伝子組み換え、照射食品、環境ホルモン、

ポストハーベスト等について、さまざま問題があるところですが、風評被害につながらないように、ま

た危険があるというような決めつけも、こちらの文章ではなかなか難しいところがあるということで、

包括的な表現にさせていただきました。 

 続きまして、質問の３番目です。食の安全について、より具体的に、例えばＴＰＰの参加や、外国か

ら安い農産物が入ってくることなど、さまざまな問題について具体的に記載してほしいというご意見で

す。こちらも１、２番の質問と同様、具体的な内容に関しては回答を避け、貴重なご意見として受けと

めさせていただくという方向で、回答案を作成いたしました。 

 質問の４番目です。子供の孤食対策について、豊島区のＮＰＯ法人が取り組んでいるような「子ども

食堂」という提供の場を設けてはどうかというご意見です。こちらの孤食については、「取組の指標」

の中に「家族と一緒に食事をする」と設けていますし、“Koganei-style”のキーワードの「団らん」の

中には、家の人だけではなくて、友人や知人と団らんを大切にした食事をすることを趣旨としています

ので、その説明を記載いたしました。 
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 ５番目、ライフステージに区切るのではなく、一人ひとりを一貫してフォローする仕組みづくりも行

ってほしいというご意見です。こちらについては、今回、国、東京都の食育推進計画も反映した内容と

なっておりますので、本計画も同様に、ライフステージごと、さまざまな施策で食育推進に取り組むこ

ととしていますので、その説明を記載しました。さらに、こういったライフステージにとらわれない個

別の問題に対応していくことも重要と考えていますので、例えば１９ページにある栄養個別相談などの、

世代を限定しないものについても紹介させていただきました。 

 次のページ、質問の６番目です。環境の問題や食の安全に関するご提案をいただいております。「生

ごみで元気野菜作り、元気人間作り」の活動や、家庭菜園から本格農家向け「炭酸循環農法」の普及啓

発についての提案をいただきました。本計画においてもごみ削減や環境に配慮した施策は重要と考えて

おり、１５ページにあります「循環型（エコベジタブル）教室の推進」や「生ごみ投入リサイクル事業」

を加えたことを説明いたしました。その他、この方から具体的な提案を幾つかいただいておりますが、

そういったものについては参考にさせていただくという回答にいたしました。 

 続きまして、質問の７番目で「情報の整備」の部分に移らせていただきます。食育ホームページが事

業として記載されていますが、それ以外にもインターネットを使わない情報発信、例えば小浜市の「食

文化館」のような、食の拠点となる場所を設けてはどうかというご意見と、広報掲示板に毎月案内を掲

示するですとか、学校のお便りで幅広く情報発信してほしいというご意見がありました。こちらについ

ては、現在、小金井市の食の拠点として保健センターの活動の紹介、あとは、今後、いただいたご意見

の中で、広報掲示板の活用については具体的に検討していきたいと考えておりますので、推進会議のご

意見としても検討しますという内容にしました。拠点についてですけれども、公民館等ともより連携を

深めて、今よりさらに拠点としての機能を充実していくように、市へ働きかけていくという回答にさせ

ていただきました。 

 質問の９番目、各家庭の詳細な献立アンケートをとり、現状の把握をしてほしいというご意見につい

てです。こちらは平成２０年１１月と平成２２年１２月の市民アンケートの中で、例えば主食の量や、

何を食べているか、また野菜はどのぐらい食べているかなど、具体的な質問をしているところですが、

今後のアンケートは、次回の計画最終年度に実施を予定しておりますので、その際の参考にさせていた

だくという回答にいたしました。 

 質問の１０番目から１５番目まで、「生涯にわたるライフステージに応じた食育推進」についてです

けれども、ご意見が５点出されております。 

 １０番から１３番までは、子供たちの口に入る食品が安全なのかどうか、食の安全を確保するような

取り組みを行ってほしいというものと、実際に食材がどこで生産されて、自分たちの口に入っていくの
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かという、消費者の目線からの教育が重要なのではないかというご意見をいただいております。まず、

食の安全については、これまで記載したとおり重要であるという位置づけを説明させていただいて、学

校給食で使用する食材については、学務課にも確認をとりまして、安全性を最優先とした食材を選定し

ているということです。さらに、健全な食生活を身につけるための学習の機会を設けることは、こちら

の計画でも重要と考えられますので、具体的に計画の１６ページ、「生涯にわたるライフステージ」の

中に、網かけの部分のような、「一人一人が食の安全も含め、自らの食のあり方について考え、選びと

って作りあげていくことを通して、健全な食生活を身につけ、生涯に通じて健やかな生活を送ることが

できるように支援していきます」という、幅広い取り組みがなされるような文章に変更しました。 

 続いて質問の１４番目は、１８ページについてのご意見だったのですが、さまざまな取り組みの中に、

もう一歩踏み込んで、食品添加物、農薬、輸入食材、そして放射能汚染などの、食の安全を学ぶといっ

た具体的な内容を盛り込んでほしいという意見でした。今説明しました１０番から１３番までの回答と

同様に、重要な問題であると考えており、さらにこちらの限定的な学齢期のみの世代ではなく、幅広い

世代に学ぶ機会を設けることが重要と考えられますので、ライフステージに応じた１６ページの部分に、

回答を含ませていただきました。 

 続いて１５番目、マタニティクッキングや離乳食教室で、食の安全についても取り上げてほしいとい

うご意見です。こちらについては、まず保健センターで実施している事業の説明、国の基準に沿ったも

のであり、現在どこの部分については紹介しているという説明をいたしました。下の丸では、今後さら

に、実際こちらの教室の中にはそれぞれ質疑応答の時間があるのですけれども、そういった中で、その

時々の最新情報が伝えられるように努めていくという回答にいたしました。 

 続きまして、１６番の質問です。「学齢期の食育推進」に係るものですが、まず現在の学校で行われ

ている給食便りは、各校の栄養士の方に任せきりになっていて内容に差があるので、市で方針を決め、

内容を充実させてほしいというご意見です。こちらについては、現在行われている取り組み、学校栄養

士会での情報共有や研修や講習会などの説明と、さらに充実させていくように担当課に意見を伝えてい

くという形で、回答を作成いたしました。 

 また、１７番と１８番の質問です。こちらは、学校給食に係る個別なご提案です。例えば給食の配膳

の手伝いや試食会の運営、食育事業の手伝いなど、学校の栄養士や調理の方を補佐する組織があったら

よいということで、給食ボランティアの提案や、学校給食の連絡協議会、保護者からの意見を反映でき

るような仕組みをつくってほしいというご意見がありました。こちらは、今まさに学校給食の運営の中

でこういった仕組みづくりを行っているもので、市民の意見をたくさん受け入れている部分もあります

ので、学校給食の運営の中で検討されていくという回答にさせていただきました。 
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 続きまして、１９番です。学校給食で使用する野菜については、安全が確認された小金井産のもので

というご意見です。こちらは、現在、学校給食の食材については放射能検査等が実際に行われていて、

安全性を最優先とした選定を行っているということでしたので、その内容を記載しました。 

 そして、２０番のご質問です。食習慣、食への理解など、知識だけではなくて技術も身につけられる

ような取り組みを行ってほしい。さらに、弁当の日を実施してほしいというご意見です。まずこちらに

ついては、食の理解や技術の習得については家庭科で実施しているという説明と、弁当の日については、

どういう位置づけかという説明を加えさせていただきました。これまで何回か審議をいただいていると

ころですが、１８ページの②番、ア「小学校・中学校」の中の５、６、７ですが、「家庭と協働した食

育支援」の実践の選択肢の一つという、含めた形に整理したところです。さらにここだけではわかりに

くいこともあろうかと思いますので、同じページの４行目に「保護者に依存した食生活から徐々に自立

し」という文言を追加して、よりその選択肢が見えるような形に変更いたしました。 

 続きまして、質問の２１番と２２番、計画書１９ページの「高校生から成人・高齢者等の食育推進」

に係るご質問です。２１番は、食を一緒に食べるボランティアがあるとよいというご質問です。本計画

の１９ページにおいても、障がい者や高齢者の方の食生活については、向上ができるようなさまざまな

施策を展開していくという記載をしており、重要と考えていますので、その位置づけのご説明とさせて

いただきました。 

２２番は、ひとり暮らし高齢者の料理教室、社協の「翁味会」のような、仲間とともに一緒に料理を

つくり、一緒に食事をする楽しみを通し、手抜きになりがちなひとり暮らし高齢者の食生活を支援する

ための施策の提案です。こちらについては、現在、市で行っている高齢者向けの配食サービスについて

の説明、また栄養講習会といった、成人の、幅広く年齢を限定せずに対象とした事業がありますので、

その説明をさせていただきました。 

 ２３番、「生産者の食育活動に対する促進策」に係るご質問です。府中市の取り組みで「給食応援畑」

という、給食をつくっている場所がわかるような施策があるので、そういったものを小金井市でも実施

できないかというご質問です。こちらについては、まず小金井産の野菜の特徴、少量多品目で一定量安

定して供給しなければいけない給食の使用については、生産場所を限定することが難しいという現状の

説明と、さらに２１ページの「生産者の食育活動に対する促進策」に幾つか掲載がございますので、そ

ちらの説明をさせていただきました。 

 質問の２４番から２７番、「事業者の食育活動に対する促進策」に関するご質問です。２４番の質問

としては、日野市のように、給食における地場野菜の数値目標を設定してはどうかという質問ですが、

こちらについては、２３番の質問と同様に、少量多品目で一定の量を確保する必要があるという現状が
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あるため、実施することが難しいという説明になっております。 

 ２５番、市内の飲食店で、市内産の農産物が簡単に利用できるような取り組みを行ってほしいという

質問です。こちらについては、現在、２１ページの地場野菜の促進策として庭先直売所や事業者の連携、

地産地消の推進に取り組んでいますので、その説明と、今後もさらに連携が強化されるような取り組み

を行っていくよう働きかけていきますという内容にさせていただきました。 

 ２６番は、農薬に汚染されないような大地を守るために、消費者が何を買ったらよいのかという、「Ｎ

ＰＯ法人コミュニティースクールまちデザイン」が行っている「食農共育」という取り組みの提案です。

こちらについては、本計画でも消費者が学ぶ機会として、２１ページの「生産者の食育活動に対する促

進策」の中にも幾つか記載がありますので、そちらの説明と、さまざまな市内の団体の取り組みについ

ては、食育関連団体登録制度がありますので、そういったものを広く使っていただけるように説明を加

えさせていただきました。 

 ２７番は、土壌検査を行ってほしいという質問です。こちらは現在、農業振興連合会で残留農薬に対

する土壌検査を市の補助を使って実施していますので、そちらの説明をさせていただきました。 

 ２８番は、市民の役割についてです。少し形式的な印象を受けるということと、切実な現状を変える

ために、日々の食事を大切にする思いや意欲を喚起するような文言を追加してほしいというご意見です。

こちらについては、３ページの小金井市の取り組みや、１２ページの基本方針の中でも含ませていただ

いていることを説明いたしました。さらにこちらの役割については、食育推進基本条例に準拠した記載

になっている旨を説明いたしました。 

 最後に、２９番の食育関連事業等に関するご質問です。チェックリストを作成して、食育推進に協力

的な業者を認定して、ステッカーやのぼりを配ってほしいというご提案です。こちらのご提案について

は、今後、さまざまな形態で検討できる含みを持たせるために、２２ページに食育ミニパンフレットと

いう事業がありましたけれども、そちらの事業名を事業者と連携した食の普及啓発、内容を「飲食店や

商店でミニパンフレットを置く等」という形で、さらに担当課を関係各課に変更し、今後、幅広い取り

組みが行われるような、含みを持たせた表現に変更いたしました。 

 全体を通して、以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。一気に説明していただきました。 

 全部で２９と、３０近いご意見が寄せられました。ご意見をいただいた方たちが、個別にこういうこ

とをやっているので、そういうものを盛り込んでほしいという、非常に具体的な提案もあったのですけ

れども、そうすると多分もっといろいろ出てくるので、そういう個別の名前は入れないという形で、そ

れぞれの項目の中で取り上げていくというところで、少し修正を加えたほうがいいところは修正を加え
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るという形で検討させていただきました。 

 いかがでしょうか。 

○村松委員 質問があります。２１ページの①「生産者の食育活動に対する促進策」で、グラフの中の

５番目、地場野菜等の販売促進についての下の段に、「庭先直売マップを作成し、配布する」と書いて

ありますが、この配布するというところは具体的なイメージがつかめないのですが、全戸に配るのか、

あるいは公共施設に置いておくのか、そのあたりのことを教えてください。どういうニュアンスで、こ

の配布するというのを捉えたらいいのか。 

○大竹会長 今幾つかやっているのですね。それについて具体的に。 

○井上委員 一応、担当課は経済課ですけれども、私が説明させていただきます。 

 現在の庭先直売所のマップですが、まず市役所には置いてあります。あとは養護学校、児童館だとか、

公共のところには少しずつ置いてあると思います。ただ、どうしても市民の方、例えば、市役所にとり

に来るというのは非常に面倒くさいというお母さん方の意見もよく聞きました。実は、当初は各児童館

にも置いてあって、近場だったものですから、お母さん方もとりに行ってはお持ち帰りになっていたの

ですが、その後、部数がなくなった以降、補充がなかった時期が一時あります。その後に、いろいろな

方から児童館等にも置いてもらいたいという話が来たときに、実際には私が動いて近場の児童館にお持

ちしたりしました。ですから、今でも市内の児童館などには配布されていると思います。ただ、例えば

学校の保護者の方全員に回っているかといったら、多分回っていないと思います。経済課でも部数がか

なりまだあると思います。一度こういうものを学校全体で配ったらどうなのかなというのもあります。

多分それだけの量を経済課は持っているはずなので。 

○大竹会長 ありがとうございます。今は全員には配っていないということですね。その辺に置いてお

いて、気がついた方、関心のある方がとっていく。 

○井上委員 あとは、私などが例えば小学校３年生とか４年生の指導に出かけたときには、その学年の

皆さんには、そういったものを配ったりはしています。 

○村松委員 おそらくそういう内容だと思って伺ったのですけれども、配布するというと全戸に配るよ

うなイメージを持ってしまうので、「うちにはないわ」という声が広がるのではないかと思うのですね。

できればそれがベストですけれども、そうでなければ「マップを作成し、希望者に配布する」とか、正

確さを期する意味では、「マップを作成し、配布する」だと少し誤解が生まれるかなと心配したもので

すから、聞いてみました。 

○酒井委員 これはホームページに載っているのですね。 

○井上委員 ホームページでも一応ご紹介はさせていただいています。 



－９－ 

○酒井委員 ホームページには同じもの、マップを載せている。 

○大竹会長 希望者にというところでは、限定はしていないということですよね。 

○井上委員 していないですね。 

○大竹会長 ですので、微妙ですよね。ただし全戸に配布することにはしていないので、「配布する」

と書かせていただいているということだと思います。 

○井上委員 公共的なところには置いてあると思います。 

○大竹会長 ほかにいかがでしょうか。 

○雀部委員 全て通してお話を聞いていると、どうも市の事業とか組織が知られていないことが一因に

あるのではないかと感じました。具体的に話が出ることによって、それを聞くと「ああ」と納得したり

することが多かったり、結局この検討結果も、既にこういう組織があってこういうことをやっています

というお話にどうしてもなってしまうので、それ以前に知られていないことが、意見がたくさん出てく

るもとになっているのではないかと思うので、直接計画には関係ないのですが、こういうことをやって

いますというＰＲをきちんとしていくことによって、理解いただく部分がかなり多いのではないかと感

じました。 

○大竹会長 答申の中身で、先ほどの村松さんのご質問もそうだと思うのですけれども、こっちから積

極的に住民の方たちにＰＲする部分が少し足りないのかもしれないということですよね。 

○雀部委員 どうしてもこの文言だと字数が限られたり、全てを細かく盛り込むことはできないので、

読み取っていただくには、地道なＰＲ活動や、市でこんなことをやっていますとお知らせする機会を増

やせば、理解していただけるのではないかと思いました。 

○大竹会長 今回、そういう意味ではあまりＰＲしていない中で、３０件のパブコメが来たことは、非

常にこれが一つの宣伝になってよかったなとは思いますし、こういう形で、よくパブコメはいただきっ

ぱなしで、もちろん反映して修正することはあるのですけれども、一人一人の方に返すことはあまりほ

かではしていないのですが、小金井市さんはやるのですねと私も驚いて聞いていますが、そういう意味

では、きちっと返していくことが、今回、関心のある方が寄せてくださったし、そこにきちんと丁寧に

返すことによって、さらに小金井市の食育の取り組みを知っていただくきっかけになったかと思います。

これだけではなくて、より一層、別の形で取り組んでいただければいい。せっかくこの計画案をいっぱ

いつくっても、つくっただけで終わるのではなくて、市民の方たちに積極的に普及していくことが一番

大事ということです。今日、市長には「これで推進してくださいね」と伝えなければいけないので、そ

こが一番大事なところだと思いました。 

 ほかは、いかがでしょうか。 
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○萩原委員 結構、件数的には多いのですか。今回のパブコメのとり方からいうと。 

○大竹会長 どうなのでしょう。ほかと比べて多いかなと。 

○萩原委員 よく、まちづくりとか、いろいろあるではないですか。マスタープランとか。多いのでは

ないかなという気がします。 

○大竹会長 ほかと比べていかがなのですか。 

○事務局 １１人で３５件ということなので、比較的多いのではないか。特に意見の中でも、ＴＰＰや

遺伝子組み換え、それから放射能等、安全・安心については非常に関心が高くなっていて、それと学校

給食なども散見されるので、一般的に注目を集めているところとタイミングが合ってきた部分はあるの

かなと、我々としてもそこを受けとめていかなければいけないという思いで、正副委員長と、パブコメ

の検討結果については調整をさせていただいた形です。 

○萩原委員 結構ほかの市の基本計画を見たりして、パブコメをくださっている人が多いですね。何人

かね。それだけ関心があるということなのでしょうかね。 

○大竹会長 そうですね。今、放射能汚染やＴＰＰなど、食については政治的な国の政策の中でもいろ

いろな問題というか課題、話題があるので、それも含めて市民の方の関心が、特に食の安全・安心を中

心に強まったのかなとは思っています。それで関心を寄せてくださったのかなと思います。 

 ３ページの４つのキーワードは、２５年の今回の改定だけではなくて、一番最初に、この４つを決め

て小金井はやりましょうというふうに来ているのですね。そのときには、安全・安心については、「環

境」のほうがわりと関心が高くて、そういう中に安全ということも含めて考えたほうが、そのころは自

然だったというか、それでこういう形にしているので、時代が少し、今は安全・安心のほうに皆さんの

関心や重点が置かれるようになって、もしかしたら安全・安心が、「環境」ではなくて、どちらかとい

うと一つの柱として表に出たほうが、市民の方たちのご意向とはしっくりいくのかなと思ったのですが、

小金井市の条例のほうにこの４つのキーワードが書かれていて、ここを書き直すのは、全体の枠組みか

らもう一度議論し直さなければいけないということがあり、したがって今回は、安全・安心の視点がな

いわけではなくて、「環境」の中の第一が安全・安心を中心とした「環境」だったので、そういう形で

含まれていますので、そこのところをこれから具体的に取り組んでいきますという回答にさせていただ

いて、「環境」を変更することはしなかったところです。それが一番、今回のパブコメに対するこちら

の修正、それから今回の計画案の最終決定では、ここでどうするかというところでは大きな問題かなと

思っています。そのように処理をさせていただきました。特に条例もできたばかりですので、４つのキ

ーワードを変えてしまうと、もっとまた変わってきてしまうので。さらに次の２８年以降の計画で修正

するということであれば、もう少しまた時間をかけて、この辺の議論もできるかなと思います。今回は、
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こういう対応をさせていただきました。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○萩原委員 あとパブコメを見て少し印象的なのは、新しくお母さんになる人というのが、どこかにあ

りましたよね。新しく母になる人たちのために、最低限の必要な情報を、食に関する問題・関心を持つ

きっかけづくり。非常に私は印象に残ったのです。母子手帳をもらう時期から、食育に関するきっかけ

づくりをしてほしいという意味だと思うのですけれども、そうすれば、赤ちゃんが生まれたりするのも、

徐々に子供が小学校、中学校へ行ったりして、食育のことを母親が学んでいれば、結構なものを、そう

いった意識でもって、食に関する知識も得て、非常に市としてもいろいろな活動をするに当たって展開

しやすいという感じがします。特に健康課のほうですか、コメントにもありますけれども、力を入れて

いけばいいかなという印象を持ちました。 

○大竹会長 多分、母子手帳には書くところはないけれども、健康課で妊婦さんからずっと呼んでやっ

ていますよね。その中でやっていらっしゃるのですよね。もしよかったら、具体的に。 

○事務局 母子手帳をお渡しして、それから両親学級で学びに行って、全員ではないのですけれども、

受講された方には妊娠期の栄養の話というのは行っています。 

○大竹会長 両親学級の中で、子供が生まれてくることとか、それから寝たり、お風呂に入れたりとか、

よくやりますけれども、それだけではなくて、しっかり子供の、赤ん坊の栄養、最初はミルクですが、

そういうところから含めて、食べること。 

○事務局 そうですね。妊娠期のこととか。 

○大竹会長 妊娠期の母親の栄養とか、そういうことも含めて、一応やっているのですよね。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 そのご意見が、例えば母子手帳の中に何かあると、もっとやっているというイメージが伝

わるのでしょうが、普段の小金井市の健康課などの活動の中で実はしっかりやっているのだけれども、

別の柱でやっているので、見えていないということかと思います。それは、先ほどのご意見と同じよう

に、もしかしたら小金井市は、自分たちの市の行政でいっぱいやっていることを市民に宣伝する、宣伝

の仕方があまり上手でないのかなと思います。 

○雀部委員 今の話に関連して、今日、緑児童館で離乳食講習会を午前中やってきたのですけれども、

そのときに、せっかくなので、この答申、検討結果が配付されていたので、この結果について、ちょう

ど離乳食教室についてそういうことを教えてもらえる機会をという話だったので、具体的な話は国のガ

イドラインなどに基づいていますというお話を早速させていただいたのです。そうやって、短い言葉で

すけれども働きかけることによって、周知していただける部分はあると思うので、もともとある、離乳
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食講習会や何とか教室という機会を利用してお話しすることは、そう難しいことではないと思うので、

既存のものをうまく利用してやっていくということかなと思いました。 

○大竹会長 そうですよね。 

○酒井委員 今思ったのですけれども、健康課でやっている離乳食講習会とか児童館でやっている講習

会があるではないですか。それをやっている方たちは別なので、勉強会みたいな、集まってやれるよう

な機会もあると、もっと情報がいろいろなところに伝わって、いいのではないかと思うのです。多分忙

しくて、事業がたくさんあって大変だと思うのですが、そういうこともあるといいのではないかと思い

ます。 

○雀部委員 食育コーディネーターの方がつないでいただけるといいのですが。 

○大竹会長 あとご意見の中にも、市民の方がいろいろ活動されているので、それを、もう少しうまく

利用したらいいのではないかというご意見もありましたよね。これからの行政はそうなるのかなと思う

のですけれども、ただ市民の方たちの活動をうまく市の行政とつなぎ合わせるのは、それはそれでまた

大変なので、目の前のことが忙しいと、そっちは二の次になって、何しろ目の前の仕事だけで終わって

しまうと思うので、その辺を、今後どういう仕組みでやるかとか、まさに食育コーディネーターがそう

いうところをうまくできるのかは、よくわかりませんが、つないでいくとか、あるいは市も自分たちが

全部抱え込むのではなくて、市民の人たちに少しパワーを出してもらうような仕組みづくりを少し念頭

に置きながら、これから市行政をやったらいいのではないかと思います。その辺は、どこの市もそうで

すけれども、なかなかうまくいってはいないかと思いますが、今後の課題かなと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。この推進計画、これから答申として出しますけれども、それの修正

については、これでお認めいただくということで、よろしいですか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 それでは、ちょうど３時ですので、この後、市長にいらしていただいて、お渡ししたいと思いますの

で、少々お待ちください。 

―― 了 ―― 


