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別紙 

 

第１回小金井市食育推進会議次第 

 

                日時 平成21年12月21日（月）午後１時30分 

                場所 小金井市保健センター１階大会議室 

 

１ 委嘱状の交付 

 

２ 委員の自己紹介 

 

３ 事務局の紹介 

 

４ 会長の互選（挨拶） 

 

５ 職務代理者の選出（挨拶） 

 

６ 「小金井市食育推進計画」の進捗状況について（報告） 

 

７ 乳幼児食メールについて（報告） 

 

８ 食育ホームページについて（報告） 

 

９ 次回推進会議の課題及び開催予定について 

 

10 その他 
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第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２１年１２月２１日（月）午後１時３０分～午後２時５５分 

場  所  小金井市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   池 田 多鶴子 委員  大 谷 丕古磨 委員 

        酒 井 文 子 委員  雀 部 かおり 委員 

        井 上 誠 一 委員  藤 田 とよみ 委員 

        萩 原 哲 男 委員  廣 野 惠 三 委員 

        三 笠 俊 彦 委員  小 宮 三紀子 委員 

 欠席委員   村 松 真貴子 委員  西 岡 貴美子 委員 

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

事務局職員 

 健康課健康課長               高 橋 茂 夫 

 健康課主任                 大 関 洋 子 

 健康課管理栄養士              田 中 昌 子 

 健康課主事                 濱 野 康 子 

 健康課主事                 安 田 芳 和    

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後１時３０分 開会） 

 

○事務局 本日は、年末の大変お忙しい中、小金井市食育推進会議、今期の第１回目ということで、ご

出席いただきまして大変ありがとうございます。 

 私、本日、司会進行をさせていただきます福祉保健部健康課長の高橋と申します。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 初めに、皆様の机上に置かせていただきました資料の確認をさせていただければと存じます。お手元

１枚目が、本日の会議次第となってございます。そして、本日の推進会議の委員の皆様の名簿となって
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ございます。それと、各事業の進捗状況一覧ということで、こちらは前期の際におつくりいただきまし

た計画書に基づいての各事業の状況となってございます。それと、青い冊子のもので、食育市民アンケ

ート調査報告書というものが１冊ございます。それと、ホチキスどめをさせていただきました資料、乳

幼児食育メール配信事業というものがございます。漏れ等ございませんでしょうか。もしございました

ら、事務局のほうまでお申しつけくださればと思います。 

 今回、第１回目の会議ということで、皆様の机の上に委嘱状を置かせていただきました。本来であれ

ば小金井市長の稲葉のほうから、お一人ずつ委嘱状の交付ということでさせていただきたいのでござい

ますが、大変申しわけございませんが、本日議会の予備日の予定だったんですけれども、急遽、予算特

別委員会並びに厚生文教委員会が入りました関係で、市長の稲葉並びに福祉保健部長の小俣のほうが議

会の対応ということで、こちらの会議には足を運ぶことができなくなってしまいましたものですから、

机の上に置かせていただきまして、これをもちまして委嘱状の交付という形をとらせていただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 任期といたしましては、記載のとおり、平成２１年度１０月２９日から平成２３年１０月２８日とな

ってございますので、今期、よろしくお願いいたします。 

 早速、議事に従って進行したいと考えているところでございますが、前会長の大竹委員のほうが、本

日別件の公務により途中退席のご予定とお伺いしてございまして、申しわけございませんが、議題４の

会長の互選、今期の食育推進会議の会長の互選を先に、進めさせていただければと思いますが、よろし

ゅうございますでしょうか。 

 本食育推進会議につきましては、設置条例の第５条第１項によりまして、皆様の互選ということで会

長をお決めいただくような形でございます。 

○大竹委員 すいません、多分２時２０分ぐらいまではいられますので大丈夫だと思います。 

○事務局 あ、そうですか。大丈夫ですか。 

○大竹委員 ５番か６番ぐらいの途中で失礼するかもしれません。 

○事務局 では、すいません、ただいまの発言は撤回ということでご了承ください。 

 そうしましたら、議事に従いまして、委員の皆様に自己紹介をしていただければと思います。お手元

にご配付させていただきました食育推進会議委員名簿の順番に従いまして、本日はこちらから席を配置

させていただいたところでございます。 

 １号委員は公募市民の方ということで、私ども、この食育推進会議に当たり市民の皆様に公募を募り

ましたところ、皆様、論文を提出いただき、評定の結果、本日お越しいただいてございます４名の方に、

本推進会議の公募市民という１号委員に委嘱をさせていただいたところでございます。また、２号委員
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につきましては学識経験者ということで、大竹先生と、あと村松先生が、きょうは所用により欠席とお

伺いしてございます。３号委員といたしましては、各関係団体のほうからのご推薦をいただきましてお

越しいただいてございます。４号委員といたしまして、多摩府中保健所のほうから小宮委員に来ていた

だいてございます。また、５号委員は、申しわけございません、きょうは出席の予定ですが、まだお見

えになっていないんですが、一応、こういった形で今回の食育推進会議、委員の構成となってございま

す。 

 大変恐縮ではございますが、一言ずつごあいさつを頂戴してよろしゅうございますでしょうか。 

○池田委員 池田多鶴子でございます。 

 前年に、いわゆる小金井市の食育推進計画の案をつくるときにも参加させていただきまして、そのと

きにできた形、計画案に基づきまして、その後は引き続いてホームページにも参加させていただいてお

ります。 

 少しでも小金井市の食育が形ある、いいものになれば、少しでも何かお手伝いできればと思って今年

度も参加させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございました。 

○大谷委員 私も、池田委員と一緒に前期からそのまま、また後期も公募委員の役割を務めさせていた

だきます大谷でございます。 

 私自身は、食品会社に長くいましたので食品の知識はあるんですけれども、この委員としては、どっ

ちかと言えば消費者目線で、消費者代表みたいな立場でものを考えて参りたいと思っております。 

 先ほどお話がありました食育ホームページの編集委員に、これはボランティアで皆さんやってるわけ

ですが、それに参加して、特にいろいろ野菜を食べるとかいういろんな面が食育にはございますけれど

も、私は、正しい食品の知識を少しでもということで、今ホームページに「食品の安全コラム」という

ので食中毒の問題・知識とか、そういうのをやり始めて、来年も引き続いてやろうかと考えております

ので、皆さんからまたいろいろアドバイスを得た上で進めたいと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

○雀部委員 公募市民の雀部かおりと申します。 

 私は、食育の団体のほうに個人として登録させていただきまして、今回初めてこちらの委員になりま

した。私は、自宅で料理教室を開いているほかに、緑児童館と東児童館のほうで離乳食講習会やおやつ

の講習会などの講師を務めさせていただいております。 
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 勉強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。 

○事務局 ありがとうございました。 

○酒井委員 酒井文子と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は、池田委員、大谷委員と同じく、前期、前のころからの引き続きで、またぜひ参加したいという

ことで公募させていただいてまた今期もやらせていただくんですけれども、私も食育とか料理の教室の

講師をやっておりまして、とてもこの話し合いとかに参加させていただいてすごく勉強になっているこ

とがたくさんありますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○大竹委員 東京学芸大学の大竹です。大学のほうでは、家庭科教育を担当しております。 

 前期、会長を務めさせていただきましたけれども、皆様のご協力のもと、本市の基本法の推進計画が

できましてありがとうございました。 

 それから、もう一つ、食育市民アンケートを市で行ったんですが、それを担当させていただきました。

なかなか報告書が、研究的な書き方と市の書き方と違っていて、ちょっとその調整におくれましたけれ

ども、おもしろい結果が出ておりますので後でどうぞご覧ください。 

 それと、小金井市というと、この辺というのはどういう市というと、あまり特徴というのが見出せな

い、ぱっと言えないんですけれども、今回食育の調査をしましたら非常に高い回収率だったんです。な

ので、食育には非常に関心の高い市なんだなと改めて思いましたので、また今期から改めて、市民の皆

さんのいろんな力を結集しながら食育を進めていけたらいいなと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

○井上委員 井上誠一と言います。よろしくお願いします。 

 私も前期からの食育推進委員をしています。皆さんと食育ホームページの編集委員としても、いろい

ろ５月からそちらの活動のほうも参加させていただいています。 

 私は、農業の立場から食に関する安全とか、そちらのほうでいろいろこれから進めていきたいなと思

っています。よろしくお願いいたします。 

○藤田委員 緑小学校で会長をしております藤田です。 

 私は、前期、同じく前緑小の会長だった鈴木が転勤になりまして代わりにということで、小金井市の

ＰＴＡ連合会のほうから代表で今期から参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 食育に関しては、自分の家で食事をつくるとか、その程度の知識なんですけれども、子どもを育てて

いますし、子どもたちのＰＴＡのほうでも給食などでお世話になっておりますので、勉強させていただ

きたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

○萩原委員 こんにちは。前期から引き続いて委員をさせていただいています萩原と申します。 
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 東京ガス多摩支店と書いてありますけれども、一応、立川のほうに建物がありまして、曙町ですが、

そちらでも頼まれております。 

 私ども東京ガスでは、食育ということで十数年前から取り組んでおりまして、五感の育成ということ

でずっとやってございます。聞きなれた言葉でエコクッキングとか、そういうものは非常に盛んに取り

組んでおります。この委員会で、企業の立場として何か協力できればと思っています。どうぞよろしく

お願いします。 

○廣野委員 私、名簿で下から４番目にございます廣野惠三でございます。 

 医師会のほうから参りました。医者でございますので、特に私が関心あるのは食中毒、それから食品

の栄養価という点が関心があるというか、注目していきたいというふうに思っております。よろしく。 

○三笠委員 三笠俊彦と申します。 

 私は、小金井市の商工会からの出向ということで、理事が三十三、四名ぐらいいるんですけれども、

その中から、前回に引き続いての食育推進会議委員になってくださいということで、承認されてやって

きました。 

 商工会のほうも、毎月１回、理事会が開催されていまして、その中で３０分ぐらいが討論ということ

で、各審議会に３０人ぐらい出ているのかな、いろんな小金井市の審議会に出ていまして、それの報告

をする時間というのがありまして、私も何回かは、会議があった後の次の理事会では、こういう会議が

ありましたということは報告はしているんですけれども、商工会の視点で料飲組合だとか、商業界の中

でも飲食だけじゃなくて、食品を扱っているところがありますので、そういうところで何か商工会の視

点から、商工業者の視点から協力できることがあればと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○小宮委員 東京都多摩府中保健所の栄養士をしております小宮と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 私は、前期の２０年４月に異動してまいりましたときから、委員として参加をさせていただいており

ます。保健所といたしましても、食育の推進をご一緒にさせていただきまして、地域住民の方々の健康

をさらに進めていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 私ども、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。 

 健康課健康係主任の大関でございます。 

○事務局 よろしくお願いします。 

○事務局 同じく、健康課の管理栄養士をしております田中でございます。 
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○事務局 よろしくお願いします。 

○事務局 主事の濱野でございます。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく、主事の安田でございます。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

○事務局 私、健康課長の高橋と申します。今期、よろしくお願いいたします。座らせていただきます。 

 それでは、議題の前にというか、この会議は、ご存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、ま

ず市の会議は公開でやるのが原則なんです。それで、会議録を調整いたしまして市民の方に公開をする

というスタイルでこういった審議会等を進める関係がございまして、こちらは録音させていただいてお

ります。会議終了後に議事録等を調整しまして、皆様のほうにお目通しをいただき、公開手続をとらせ

ていただくんですが、前期までは、委員の方のお名前も載せた形で、ご発言全文記録という形で議事録

を調整させていただきましたが、今期につきまして、同様の形で取り扱いをさせていただいてよろしい

かどうかお諮りしたいんですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局 では同様に、皆様のご発言等の中から、個人情報的にちょっとというものを除いては、すべ

て掲載する形で議事録をつく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。 

 それでは次に、議題４、会長の互選でございます。 

 こちらは食育推進会議の条例の中で、委員の皆様で会長を互選ということでお決めいただきたいと考

えてございまして、候補等、どなたかいらっしゃいますか。前期からの案件もございますし、もしお願

いできれば、大竹先生のほうに引き続き会長をお受けいただければと思いますが。 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 そうしたら会長、一言よろしいですか。会長として。 

○大竹会長 今選出いただきました会長です。これからのこの委員会の仕事というのは、まさに計画に

のっとって進めていくということになるかと思いますので、どちらかというと、市民の皆様が中心に活

動を展開していただくことになると思いますので、その辺とともに、審議会の方々、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 本来であれば、ここから会長のほうで議事進行という形になるんですけれども、先ほど申し上げまし

たように、どうしましょう、お時間のほうがあれば……。 

○大竹会長 そうですね。すいません、いいですか。途中で抜けますのでやっていただいていいですか。 
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○事務局 よろしいですか。異例というかあれですけど、本日そういったことで、私のほうで説明させ

ていただくということでご了承いただければと思います。 

 議題５の職務代理者の選出でございますが、こちらは会長のほうからご指名いただいてというのが原

則なんですけれども、今日はご欠席の委員が２名様ほどいらっしゃるんです。それで、もしあれでした

ら、次回に選出してもよろしいですか。それとも今日の中で決めますか。 

○各委員 村松さんでいいんじゃないですか。 

○事務局 お見えになっていればそうしようかなと思うところもあるんですけれども、では、一応こう

いうケースは２回目をやったところで村松先生のほうに打診させていただくという感じで、今日のとこ

ろはということでよろしいですか。 

○大竹会長 今日の会議では、皆さん、村松先生にお願いしたいという意向だったということをお伝え

いただいて。 

○事務局 はい、わかりました。 

○大竹会長 よろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それでは、議題６にございます「小金井市食育推進計画」の進捗状況でございます。お手元に配付さ

せていただきました、各事業の進捗状況一覧という資料をごらんいただきたいと存じます。 

 もうご存じの方が多いかと思うんですが、こういった食育推進計画というものを前期のところでおつ

くりいただきまして、この中に各作業を実施している小金井市の事業等を推進していこうということで

やっているところでございます。その中の事業一覧についてのみを抜粋したものが本資料となってござ

います。事前にお送り申し上げてお目通しいただくほうがよろしかったのですが、今日の机上の配付と

いうことになってしまいまして大変申しわけございません。 

 食育シンポジウムについては、平成２０年６月に東京学芸大学において実施したところでございます。 

 月間の取り組み等、頻繁にいろいろあるんですけれども、主だったところだけのご紹介という形で、

あとはお目通しいただければと考えております。 

 まず、啓発活動の充実としては、４番目の農業祭等での啓発ということで、去る１１月に実施いただ

きました農業祭においても、今回は、学童収穫体験等の写真をご紹介いただいたということで事務局の

ほうから話を伺っておりますが、この件で何かありますか。 

○井上委員 今回、小金井市農業祭で、各農家、今年も農家見学等いろいろ行いまして、そのときに撮

った写真等を展示させていただいたのですが、あと秋から、市内の小学校でも数校のところでは、学校

給食で地場野菜を使った野菜を出すような方法でいろいろ進めています。 
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 あと、市内の小学校に実際に出向きまして、小金井市の農業の状態がどういった形で農業をやってい

るのか、あと食育については酒井委員にもお願いして、一緒にコラボという形で学校のほうへ出向いてK

oganei-Styleの活動を行っています。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは次、②情報の整備というところでございます。 

 初めの平成２０年度食育市民アンケート調査は、先ほど大竹会長のほうからもご紹介いただきました

ように、こういった冊子、調査結果を取りまとめたところでございます。計画に基づいての委員が、特

にご調査等も反映されておりまして、私ども小金井市として今後業務の参考というか、指針というよう

な方向性のようなものを一定検証いただいたかなと思ってございます。後ほどお目通しいただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次の食育ホームページでございます。こちらも、委員の皆様の自己紹介の中で一定ご報告いただいた

ように、現在市民ボランティアによりますホームページというものを開設いただきまして、小金井市の

ホームページからもそちらをご覧いただけるようなつくりになってございます。毎号、地場野菜のこと

ですとか、地場野菜を使ったレシピのご紹介ですとか、季節季節のもの、また小金井の食育計画の

Koganei-Styleということで、野菜を中心にということで、さまざまな野菜のご紹介などもしていただき

ながら、現在既に公開済みということでございます。 

 こちらについては、議事の中で８番目に、食育ホームページについてということで項目を設けてござ

いますので、議事の進行のときにまたご報告ということでよろしくお願いいたします。 

 １ページおめくりいただいて、２ページ目でございます。子どもへの食育の充実ということで、私ど

も保健センターの事業を記載させていただいております。 

 この中で上から４番目、乳幼児食メール教室というものですが、これも今日、ホチキスどめしました

白黒の資料で、メール事業について資料提出してございますので、こちらは議事の中で７番目のところ

でご報告を簡単にさせていただきたいと思います。 

 保育所・幼稚園につきましては、おおむね事業を進捗しているところでございます。 

 ３ページ目の小学校・中学校でございますが、もともと学校給食等を通じて、一定学校のほうでは食

育に関する取り組みを行っているところでございます。井上委員のほうからもお話しされたように、地

場野菜の取り入れというあたり、なかなか解決というのが、実際にすべてのところでやってみるにはも

うちょっと時間がかかるのかなというところもあるんですけれども、少しずつ子どもたちに広めていっ

ていただければ。 

○井上委員 そうですね、月に何回かとか、そういった試みであればできると思うんですが。 
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○事務局 その辺で、小金井の子どもたちが、実際にお近くでとれている小金井産の野菜を口にされる

というのは非常に重要なことだと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。 

 おめくりいただきまして４ページ目でございます。学童保育所・児童館について、こちらも事業計画

に基づいてやっています。この辺、雀部委員のほうで何かありますか。 

○雀部委員 私、ずっと離乳食の講習会を緑児童館を中心にやっていたんですけれども、今回１月の末

に、離乳食が終わった後の幼児食をぜひやってほしいという要望がありましたので、幼児食の講習会を

することになりました。初めてなのでどういう形になるかちょっとわからないんですけれども、今の方

はマニュアルがないとだめというところがあるので、その辺を取り崩していこうかなと思っております。

そういったぐあいです。 

○事務局 ありがとうございます。 

 続きまして、Kaganei-Styleの地域展開というところで、生産者の食育活動に対する促進策。こちらは

主に経済課、農業委員会のほうが中心となって、井上委員等々のご意見いただきながら進捗しているよ

うな状況かと思います。この辺で何か補足はございますか。 

○井上委員 ５ページの上になりますが、地場野菜等の情報提供というところがありますけれども、そ

ちらも食育ホームページで掲載するようには、もう６月から行っております。 

○事務局 そうですね。 

○酒井委員 あと、その下の料理講習会なんですが、地産地消を推進するために実施される地場野菜を

利用したということで、今回経済課さんのほうで江戸東京野菜を使った料理教室を３カ所ほど実施させ

ていただきました。 

○事務局 続きまして、事業者の食育活動の促進ということで、１番目のミニパンフレットの配布が、

検討がなかなか思うように進捗せず、どのようなものをつくってどのように展開していったらいいのか

今、私ども事務局としてはちょっと悩んでいるところがございまして、この進捗状況のところがＤとい

う感じの表記をさせていただいております。 

 そして、３番目のコンビニエンスストアやファミリーレストラン等との連携ということで、本計画を

おつくりいただく中でこういった取り組み、パンフレットのようなものをつくらせていただいて、それ

らを実際の飲食店で市民の皆様に提供していただいて、そこから食育の意識普及というようなことかと

認識しているんですけれども、うまい方法というか、どういう取り組みというか、どういう展開をして

いくと効果的なのかなというのがまだ定まっていないところが事務局の中ではございますので、またお

知恵を拝借させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、各種団体等の食育推進活動の促進でございます。 
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 高齢者・障害者向けの取り組み等は、それぞれの福祉事務所のほうで実施しているところでございま

す。 

 おめくりいただいて、６ページ目でございます。食育関連団体登録制度の実施というところでござい

ます。これは既に登録をいただいている委員の方もいらっしゃるように、市のほうで食育に関する取り

組みを実施されている団体の方並びに個人の方にご応募いただきまして、そういった方たちを団体登録

という制度をさせていただいて、市のホームページでご紹介をさせていただいております。 

 また、食育ホームページの編集委員の募集もしているところでございます。 

 ３つ目の懇談会の開催でございますが、過日、６月に食育講演会と食育懇談会というものを開催させ

ていただきまして、ご応募いただき、食育関連団体登録制度の登録をさせていただいた団体の方、個人

の方での懇談会を実施したところでございます。 

 ４番目の専門家等の連携というところも、さっきのミニパンフレット同様に、今ちょっと煮詰まって

いるような状態でなかなか展開方法が難しいところがありまして、こちらのほうもいろいろとお知恵を

拝借したいなと考えているところでございます。 

 施策の推進体系でございます。食育推進会議、本会議におきましては、本年度から私ども健康課のほ

うが所管ということでさせていただいております。何分、前期からの引き継ぎを企画政策課からありま

して私どもやっているものですから、不慣れな部分があってご迷惑をかけるかもしれませんがよろしく

お願いします。 

 食育推進検討委員会というのは、この推進会議とは別に、庁内の関係する課で推進していくための連

絡会でございまして、今年度２回ほど実施をさせていただいてございます。こういった各事業の進捗等

を取りまとめ、計画に基づく事業進行ですとか、また各課同士の連携強化をするために随時開催したい

と考えております。 

 次の体制について、私どもに移管したということを記載してございます。 

 こちらの各事業の進捗状況一覧、雑駁ではございますが、このような形で現在計画に基づいて活動し

ているという状況になってございます。 

 こちらの件について、委員の皆様のほうからご意見ですとか、何かありましたらご発言いただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○小宮委員 保健所なんですけれども、こちらは専門家等との連携という切り口になっておりますが、

私どもの保健所のほうで、食育を地域で進めていこうということでお呼びかけしていろんなことをやら

せていただいている中に、検討していく中では、若い人の食生活というのがなかなか、まだ健康な世代

でもありますし難しいこともありますが、とても大事な年代、妊婦さんなども含めまして若い世代、大
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学生ですとか、また企業で働く若い人たち、そういう形で来年度は若者に対して少しやっていきたいと

保健所のほうでも思っておりまして、この大学等との連携ですとか、企業等との連携推進というところ

で保健所のほうもご一緒に検討させていただけたら大変ありがたいなと思っています。 

 まだこちらも具体的に何をどうというところではなくて、検討段階なんですけれども、またご相談を

させていただきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 今、小宮委員からお話がありましたけれども、６月に開催しました事業として、酒井委員を

講師として食育の講演会を実施いただいたんです。あの講演会については、一般市民の方、４２名の方

が講演にご参加いただきまして、事業主体としては、保健所と小金井市の合同開催という形をとらせて

いただきました。保健所さんのほうには今後ともご指導、食育の事業実施ですとか、いろいろご尽力い

ただきたいことがあるのでよろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございますか。 

○大竹会長 それにつけ加えまして、私のほうの調査の中でも、今小宮さんのほうからもお話があった

ように、学生の世代と言ったらいいですか、若い世代、２０代あたりのところが朝ご飯を食べないとか、

非常にいろいろな問題があるんです。 

 これは前回の食育推進会議でもそういう話題が出ていましたけれども、今ご報告いただいたような進

捗状況がＤの専門家との連携の中で、大学とか企業との連携をするということと、あとその前のミニパ

ンフレットや、コンビニ・ファミリーレストランとの連携のあたりも、若者世代がコンビニとかを非常

に利用しているだろうと。したがって、その辺を中心に啓発活動をしていこうということが出てきてこ

ういう柱を立てておりますので、今ちょうど例として、あまり進んでいないところがそこにあらわれて

おりますので、今期と言ったらいいでしょうか、ぜひこの辺を中心に皆さんからお知恵を拝借して進め

ていけたらなと思います。 

 特に企業の場合には、コンビニも含めて、三笠さんとか、あるいは萩原さんとかというあたりの方々

にもご協力いただくことになるかと思いますが、よろしくお願いします。 

○事務局 よろしくお願いいたします。 

○萩原委員 今のところの事業者の食育活動に対する促進策の一番下に児童少年課とあるじゃないです

か。これは環境に配慮した料理教室についてはエコクッキングを指していると思うんです。 

○事務局 はい。 

○萩原委員 一応、小金井市の小学校で緑小学校と本町小学校ですか、緑小学校に２回ほどエコクッキ

ングに伺っているんです。本町小学校は、実は明日なんですけれども、エコクッキングをやるというこ

とで、家庭科の先生からじかに私どもの多摩支店のほうにお申し込みがあって、そのような形で承って
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います。 

 多分、今後エコクッキングは結構要請があると思うんですけれども、できる限りその要請にこたえて

いきたいです。支店のほうに学校チームというメンバーがいるんですが、出前ということで出張授業を

開くんです。実績としては、緑小学校が２回と、今度本町小学校ですね。このように計３回実施しまし

て伺っております。 

○事務局 ありがとうございます。 

○酒井委員 よろしいでしょうか。今、小宮さんのほうから、若者の食生活についてということがあた

んですが、ちょっと関連するかと思うんですが、１２月６日に小金井の学生たちのグループ、「いがね

こ」というのがありまして、そこは学芸大の学生さん、農工大の学生さん、法政大学、亜細亜大学の学

生さんで結成されているんですけれども、そちらで「江戸東京野菜料理コンテスト」というのをやりま

した。市内、市外からレシピを公募しまして、その中で１次審査を通った方に１２月６日に来ていただ

いて、緑センターで行ったんですが、実際に料理をつくっていただいたという経緯があります。 

 若い人たちが地場野菜にすごく興味を持って、特に江戸東京野菜というふうなことでやったんですが、

だんだん若い人たちの意識も、小金井市内でということが芽生えてきているということなので、そうい

うところにも働きかけていただいて何かつながりを持てたら、食育活動も広がっていくのではないかな

と思っております。 

 今後、このコンテストの後の動きとしては、コンテストに応募された優秀な作品でレシピ集をつくる

という動きがございまして、そのレシピ集が完成しましたら、ＪＡの経済センターさんですとか、そう

いった市民向けに無料配布を考えておりますので、今そういう学生の動きがあるということをお知らせ

しておきたいと思います。 

 ただ、レシピ集作成に関しましては、資金がまだ全然集まっておりませんで、今いろんな方面に協力

をお願いしているところなんですけれども。そういった動きがございますので、もし何かありましたら、

そんなことをお声かけしていただいて、学生さんたちの力も借りてみたいなことがあると、広がりが増

すんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○事務局 それは、主体はどこの事業なんですか。 

○酒井委員 自主グループの「いがねこ」というところなんですが、「い・が・ね・こ」と平仮名の。 

○井上委員 「小金井」を逆さにして「井金小（いがねこ）」と。 

○酒井委員 漢字の小金井を逆さまにして平仮名で読ませたということなんですが。 

 今回のコンテストに関しては、小金井市さんとか、商工会さんとか、青年会議所さん、それから料飲

組合さん、農協さん、ＮＰＯのミュゼダグリさんとか、そういうところの後援をいただいてこの事業を
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やりました。協賛としてキッコーマンさんとか、九州屋さんとか、商店会さんとか、そういういろんな

市内の各お店なんかも協賛していただいたという形でやりました。 

○事務局 ありがとうございます。 

○三笠委員 この事業について今協賛しているという話で、新聞にも出ていましたし、学生さんの中で

まちおこしの一環の事業、いろんな地区でいろんなことをやっているんですけれども、そこに今井上さ

んがいらっしゃいますけれども、今一番熱心にこれをやっているグループというのは、小金井の中でも

小金井青年会議所とか農協青年部、それから商工会青年部、この辺の世代がこの前「イタリアンキッチ

ン」というのをやりましたね。これも地場野菜を、江戸東京野菜というんですか、農協さんのご協力を

大分いただいていると思うんですけれども、そういう中で「イタリアンキッチン」という事業をやって

いまして、それがいろいろ各地でも、組織的に今言ったような若い人たちが中心になってやっている事

業なんですけれども、何をやるにしても今言ったようにお金もかかるので、もっと広く市民から寄附、

協賛、またはいろんな企業からそんなことも、いいことをやればやっぱり協賛してくれる団体も多いで

しょうから。ということで、広めるためにはそういうことも必要だとは思います。 

○酒井委員 実は、申し遅れましたが、東京ガスさんのライフバルさんのほうからもご協力いただいて

おりました。 

 それと、いがねこのコンテントの、これは学生がつくったんですが、様子と出てきたレシピなんかも

ありますので、ちょっとこれをお回しして見ていただいていいですか。 

○事務局 小金井市における食育については進んでいるなというのが、今この会議の中で何となく感じ

られるところですが。 

 ほかに何か。はい、どうぞ。 

○雀部委員 先ほど萩原さんのほうからおっしゃっていただいたエコクッキングを、うちの娘が緑小の

６年生なんですけれども、実際に受けた側の感想としまして、子どもがすごく喜んで家で話していたん

です。フライパンを洗うのにも、こんな小さな布を使えば、汚れは１回使えばすごく落ちやすくなるん

だよとか、実際親もためになるような話をしていただきました。 

 どうしてももったいないなと思ったのが、家庭科の先生と、一部お手伝いに入った６年生の保護者の

方のみという形になってしまうんです。もっと広報していただいて、それが例えば６年生になったらあ

るよというのを、ほかの学年が楽しみにできるようにもっとＰＲしていただけたら、もっと広がってい

くんじゃないかなということを思いました。 

○池田委員 公開授業にしてくださるといいですね。 

○雀部委員 そうですね。 
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○池田委員 公開授業というのをやって。小学校とかはやっていますよね。 

○萩原委員 学校公開日でやるときもあるんですよ。実は、環境事業の一つでやっているんですけれど

も、燃料電池とか地球温暖化ですとか、天然ガスって何？ とか、エコクッキングもあったり、環境の

事業なので、エコクッキングばっかりはできないんです。もうかれこれ６年目なんですって、東京ガス

で出張授業をやっているのは。 

 多摩支店は小金井市だけじゃなくて、１３市を受け持っているもので、１３の小中学校に要望をいた

だいたら出張して授業をやるということなので、もしそういったような動きをするということがあれば、

計画段階で日程を落とし込めば幾つかできるかなと考えています。 

 非常にいいんですよね、包丁を持ったりね、児童さんが。保護者の方も結構お手伝いに来てもらった

りはしているようなんですけれども。小金井市だけどんどん数字を伸ばすということはちょっとできな

いですが、少し多くは多分できると思いますので、またその辺も検討させていただきたいと思います。 

○藤田委員 すいません、いいですか。緑小でやっていたというのを私、全然知らなかったです。ＰＴ

Ａも関係していないので、今６年生で、それをさっき聞こうかなと思っていたんですけれども、どの学

年がやったんですかと。もしそういうことであれば、他の保護者も知らないですよね。なので、アピー

ルが必要であればＰＴＡを通してアピールしていけば、校長先生とか副校長先生にもっとこういうもの

をアピールしてほしいということの提案はできますので、そういう協力はできますので。 

○事務局 はい、わかりました。今のところでみんなにあれですけれども、まず授業のところの一環と

してやっていただいているので、そこに例えばどこまで広げていいのかといった、先ほど公開授業とい

うお話がございましたけれども、じゃあ、一般にしたときに、それは見るだけなのか、参加するのかと

いうのもありますし、どれぐらいの人数の方が、じゃあ、その授業にでれるのか。それ一つの授業じゃ

なくて、学年でとか、ＰＴＡさんを交えての大きなイベント的なところになっていくのかとか、ほかと

の調整等もありますので。 

 ただ、おっしゃるように、仮に６年生になったらエコクッキングがあるんだということであれば、そ

ういうのがあるというのをお知らせさせていただくというだけでも、十分に食育になろうかと思います

ので、その辺学校担当のほうとも調整をさせていただきたいと思います。 

○雀部委員 すいません、もう一ついいですか。先ほど、地場野菜を使ってとか、地元の産物を使って

というお話を井上さんからお伺いしたんですけれども、また自分の子どもの話になってしまうんですが、

緑小学校の１１月の献立表に「小金井市産ハチみつの大学いも」というふうにメニューで出たんです。

初めてなんです、こんなことが出るのが。すごくいいなと思ったんですけれども、これが、じゃあ、ど

うなのかという説明が一切なく終わってしまったので、子どもにはすごく印象が薄かったみたいで、す
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ごく残念だったなと思ったんです。例えば、裏は給食だよりなんですけれども、裏にこのことを一言、

これは栄養士さんの采配なのかもしれないんですけれども、一言、小金井市産ハチみつは一体どこでつ

くっていて、どんなところで使われているのかとか、ぜひお話が一言欲しかったか、もしくはプリント

の裏にちょろちょろと書いていただくだけでもすごく印象に残ると思ったので、どこにこれを言ったら

いいんだろうと正直迷った、よっぽど栄養士さんに言おうか迷ったんですけれども、せっかく出すんだ

ったら何か一言欲しいなとすごく思ったので。 

○井上委員 そうですね。実際には、学校のほうに農業に携わっている方が出向いて、小金井の農業の

実態だとか、実際に今度給食で使われるのであればどこのものとか、そういったお話ができるのが一番

いいことじゃないかなと私は思うんですけれども、実は、今年は第一小学校さんのほうで、２講時を使

いまして、まず地場の野菜の状態、あとは農業が現在どういった形で小金井は進んでいるか、その後に

酒井さんのほうで食育のお話という形で、やらせていただきました。 

 翌週ぐらいに、学校で地場でとれた野菜を、この１２月までの間に三、四回ぐらい使っていただいて

います。講演したのが３年生だったんですけれども、その生徒さんなんかには非常に、地場野菜が出る

と「あっ、これは小金井市産の野菜だ」とか「先日いろんなお話を聞いたものだ」とか、そういった形

でかなり盛り上がって、家庭に帰ってお母さんだとかお父さんにも続いて話をしていただくと。そうい

った形でほかの小学校でもできればとは思っています。 

 実際に、ここに来てかなり市内の小学校でいろいろ地場野菜を使っていただくということが急に多く

なりまして、お話でここに行ってくださいとか、多分農業振興連合会のほうで依頼があれば出向くこと

はできるんですけれども、ちょっと今のところ依頼はなかったんですが、それはＪＡのほうに直接言っ

ていただければ、だれかしら動くことは可能だと思います。 

○事務局 では、ほかによろしいでしょうか。 

○池田委員 ちょっといいですか。１ページの啓発活動の充実のところに、小金井版ファイブ・ア・デ

ーを実施されたと書いてございますけれども、どういう形でファイブ・ア・デーというのをなさったか

というのをちょっと。多分、保健所でなさったんですよね。 

○事務局 実は、先ほどちょっとお話をした酒井先生にご講演いただいた健康講演会がでございまして。 

○池田委員 その中でファイブ・ア・デーということを……。ファイブ・ア・デーが「実施」になって

いますもので、どういうふうになさったのかなというのをちょっと。 

○酒井委員 多分この会議の際は、ファイブ・ア・デーを提唱されたのは池田委員だと思うんですけれ

ども。 

○池田委員 前ね。だからそれが形になっていくといいなと思っておりました。それで、これが「実施」
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となっているので、どういうふうにしてこのときはなさったのかなと、ちょっとそれを伺いたかったん

です。というか、要するに野菜をたくさん食べましょうということで、それがテーマで、ご講演も野菜

のご講演でしたし、多分ということでということなんですね。だから、これからもまた小金井版ファイ

ブ・ア・デーというのがより市民の方たちにも浸透していく、ある種のこれは野菜を１日５菜、ファイ

ブ食べましょうというアメリカで始まっている運動なんですが、日本でもやってらっしゃる団体もあり

ますけれども、健康課のほうでなさったんだったら、それがどういう形だったかをお伺いしたかったの

で、もしあれでしたら結構でございます。これからのことです。 

○事務局 講演会のときに、市内のスーパーさんとかにポスターの掲示の依頼等を私どものほうで行っ

たんです。そのときに、小金井の食育は野菜中心でということで、そして講演の内容も野菜ということ

で、そういうふうな意味合いでこのファイブ・ア・デーのところでは実施した講演会ということでの記

載をさせていただいたところです。そういう意味では、池田先生の言っている事とちょっとニュアンス

が違うのかもしれない、ファイブ・ア・デーというのはというような切り口での啓発にはなっていない

かもしれないですけれども。 

○池田委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○事務局 それでは、次の議題、乳幼児食メールについてというところに移らせていただいてよろしい

でしょうか。お手元にこういった小金井市乳幼児食育メール配信事業という資料がございますので、こ

ちらをご覧いただきたいと存じます。 

○事務局 お手元に配付させていただいた資料は、先日行われました東京都の栄養担当者会議において、

本事業の実施報告をした際に、配布させていただいた資料になっております。両面にまとめてございま

すので、参考にご覧ください。 

 本事業の事業概要についてなんですけれども、まず対象は、０歳～５歳の乳幼児の保護者の方を対象

としております。０歳～１歳、２歳～３歳、４歳～５歳に内容を分けて送信しております。毎月１回の

配信で、年齢に合わせた食生活のアドバイスや食コラム、健康課の食育事業の案内などを配信しており

ます。 

 １０月１日から周知を開始いたしまして、市内の保育園ですとか幼稚園、公共施設などにチラシの配

布、ポスターの掲示をお願いしました。また、市報ですとかホームページなどに案内を掲載して周知を

図っているところでございます。 

 現時点で３回の配信を終了いたしまして、３７５人の登録をいただいております。 

 以上です。 

○事務局 今、事務局のほうからご報告申し上げましたように、市民の皆様のパソコンもしくは携帯電
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話のほうに登録された方にメール配信をしていて、事業になってございます。 

 こちらについて何かありますでしょうか。 

○小宮委員 中身を直接ではないんですが、先ほど一番最初にご紹介いただいた２１年１２月１１日に、

東京都で毎年、栄養担当者会議というのを都庁の中でやっているんですけれども、その中でご発表いた

だいて、ほかの事例では特に質問はなかったですけれども、このことについての質問というのが多かっ

たということで、非常に関心を呼んでいたというふうに、私自身は参加しなかったんですけれども、参

加した者が申しておりました。とても新しい活動として好評だったんじゃないかなと感じました。 

○事務局 ありがとうございます。 

 よろしければ、議題８、食育ホームページというところに行きますが、よろしいですか。委員の皆様

にも食育ホームページにご参画いただいて、随時更新していただいているところです。酒井委員のほう

から、食育ホームページの話をちょうだいしてもよろしゅうございますか。 

○酒井委員 ここでは池田委員、大谷委員、井上委員、私と、食育ホームページに関わらせていただい

ております。ほかに、本来であればこの場に編集委員長に来ていただければ一番いいと思うんですが、

編集委員長と、あと第一小学校の調理師さんが入っています。 

 それで「小金井らしい食育」ということのキーワードの「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」を

柱として食育ホームページ、健康課さんのご協力もありましてつくらせていただいて、今野菜のページ、

野菜のページは主に井上委員と池田委員が中心になって、あと池田委員と私ともう一人、対象の調理師

さんの３人で料理のレシピをつくっているんですが、今週から「団らん」ということで、食文化という

ことを載せるということで、池田委員が中心になって、今回おせちのレシピが何点か載る予定になって

います。 

 それから「環境」ということでは、食の安心・安全ということで、大谷委員のほうから、今回で３回

目ですか。 

○大谷委員 ３回目です。 

○酒井委員 ３回目ですね。３回、もう記事が載っております。 

 おかげさまで、まだ始まって間もないんですけれども、もう４本柱のうち３本柱についての内容の掲

載ができているということは、手前みそですけれども、ボランティアの編集委員が頑張っているかなと

いうことと、ブログなんかもあるんですが、ブログのほうはもう本当に健康課さんのおかげで、自由に

委員の中で載せられるようにさせていただいたので、いろんな情報も載るようになってきましたので、

これから先も充実していくかなと思います。 

 ただ、ブログのほうが、１２月は全部、委員が忙しいものですから更新がなかなかできていないんで
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すけれども、最終が、農業祭で井上委員が賞をおとりになったんです。その件を私が載せさせていただ

いているところで止まっちゃっていて申しわけないんですけれども、今後また更新をしていきたいと思

っております。だんだんに「ふれあい」ということでもやっていけるようになると思いますので、かな

りホームページは充実しているということです。 

 それと健康課さんに１点お願いなんですが、編集委員の中で情報交換をしたいということで、編集長

がメーリングリストをつくってくださったので、そちらのほうに健康課さんからも何かございましたら

載せていただきたいのと、こちらからの発信に対して返信をお願いしたいなと思います。それでやりと

りを今後していけたらなと編集委員のほうは考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で

す。 

○大谷委員 私、ちょっと説明させていただきます。私、今お話の食の安心・安全のコラムというので、

３回、テスト的に１カ月おきにやったんですけれども、編集委員長のほうからは、来年からは１カ月で

更新して、月１回というようなご提案があったんです。ただ、あまり無味乾燥でもだめですし、中身を

少し濃くするために、実は２３日に編集会議がありまして、そのときに少し論議していただいて、なる

べくアップ・トゥー・デートというんですか、今の食の問題点なんかを反映するようなコラムができれ

ばということで工夫しておりますが、一方的なコラムになってはまずいので、健康課さんなどのアドバ

イス、どうせ原稿を査定していただくために健康課のほうに回ると思うので、その辺もできればよろし

くお願いしたいということです。 

 なるべく私も、企業側の立場じゃなくて、消費者目線で考えておりますので、公平な立場で原稿をつ

くりたいと思っているんですが、例えば農薬の問題で、農薬は悪だとか、食品添加物は悪だというよう

な切り口ではなくて、やっぱりいいところと悪いところが消費者の方にもよくわかるような、そういう

構成で考えていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○池田委員 ちょっと補足というか、委員長さんからの伝言だったんですけれども、今ホームページの

内容は、Koganei-Styleの「野菜」「団らん」「ふれあい」「環境」をもとにみんなでやってきておりま

して、まず最初は「野菜」ということでさせていただく。次に「団らん」ということで、これはほんと

うにずっと食文化として引き継がれてきているものをこの「団らん」に結びつけまして、やはりそうい

うことをテーマにして今回始まっておりますけれども、次に「ふれあい」と「環境」とございますよね。

この「環境」について具体的にどういうものがあるか、この委員会で皆さんに提案していただいてほし

いというご要望もございました。 

 だから、食育に関連した「環境」のと言ったら、エコクッキングなんかもそうでしょうし、まだほか

にもいろいろ何かあるんだと思うんです。だからそれを、せっかくこの４つのKoganei-Styleのキーワー
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ドというのが出ておりますので、皆さんで考えてこういった対応をというふうに提案していただくと、

それに基づいてまた我々も考えていきたいと思っております。 

 ほんとうに一歩一歩という感じなんですけれども、少しでもKoganei-Styleの内容に基づいてと思って

おりますので、これからぜひまたこれに関する内容も皆様でご検討いただければありがたく思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 「環境」は計画の中で言うと、やっぱり緑とかですよね。その辺が今メインの部分なので。 

○池田委員 食育の観点からした「環境」ということですよね。 

○事務局 まさにそれは井上委員などの農業関係者との……。 

○池田委員 それもございますよね。 

○事務局 ということは、もうそういうところが「環境」に位置づけられるのかなと思うんですけれど

も、さらにもっと環境に配慮したような取り組みがというご発言ですか。 

○池田委員 「環境」ですから、それが食育というテーマにより合った環境問題というのは、具体的に

いろいろあるんじゃないかなと思うんですが、この４つのテーマでというのは、「野菜」がほんとうに

たくさんのテーマがあり、だからこの「野菜」のテーマをずっと中心にやっていけばいいと思うんです

けれども、ほかの３つの「団らん」「ふれあい」「環境」という、これも……。 

○井上委員 「環境」となりますと、やはり地産地消という形で。 

○池田委員 そうなんです。だから地産地消かなと思っていたんです。 

○井上委員 それはですから、フードマイレージですとか。 

○池田委員 そうそう、フードマイレージのことですよね。だから、それを形にしてというか、それし

かもう思いつかないもので、ほかに何かあれば皆さんでこういうのはどうですかというのを今後の……。 

○井上委員 あと、東京ガスさんのエコクッキングというのも、「野菜」にしても、大根とかも葉のほ

うまで使って極力残渣を出さないとか、そういうのも環境に優しいということかなとか思いますけれど

も。 

○池田委員 そうですよね。だからエネルギーも食で、ガスを使わないとか、電気とかそういうことも

かかわってきますよね。水の問題もかかわってきますし。 

○萩原委員 水道局の方が、油の乗った食器があるじゃないですか。あれをストレートに流すと困ると

言っているんです。それは油が玉になって水道管に詰まったり、さらには海のほうに流れると思うんで

すよ。それは油を断つ油断、油を断つんです。油断快適。水道局は「油断快適キャンペーン」をよく…

…。 

○小宮委員 下水道局です。 
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○萩原委員 下水道局でやっていますよね。それで……。 

○小宮委員 だから、そういうこととかもどんどん市民の方の意識に。 

○藤田委員 レシピつくったり。 

○萩原委員 東京ガスのエコクッキングは、最後の後片づけの中で油を拭きとるんです。洗うのではな

くて、拭くんです。拭いてから洗う。それは非常にいい取り組みだねと水道局の方に言われていたんで

す。 

○池田委員 油の処理なんかはどういうふうにご指導してらっしゃるんですか。 

○萩原委員 そうは言っても、普段あまり油が出ないのでとにかくこう拭いて。「エコポイ」なんてい

う道具みたいなのがあるようですよ、エコクッキングの中でね。ほとんど小学校、中学校の方の―その

人の授業というのは、水道をどのくらい使ったか、ガスをどのくらい使ったか、それを競争するんです。

それを各班で比較するんです。あと、ごみの量とか。そういうのは生徒さんにとっては非常にいい体験

じゃないかなと思うんですが。 

○池田委員 ありがとうございます。 

○大谷委員 私の意見、少しあるんですが、環境の問題は、小金井の場合は特にごみ処理の問題が非常

に大きな市の課題になっています。その辺が、例えば食材のごみをどのように捨てるかというのは、簡

単には言えないんですけれども、この間ＮＨＫのテレビを見ていましたら、地方によってはそれをコン

ポストにして農家に還元するとか、そういうリサイクルをやっている。小金井でも、もちろんやってい

ると思います。それで環境維持をもっと強化するとか、そういうことが食と関連付けるとよいと思いま

す。 

○事務局 今、小金井では、おっしゃるように非常にごみ問題は喫緊の課題ということで、生ごみ処理

機の補助金というのを出して。 

○大谷委員 ええ、私もいただいています。 

○事務局 ありがとうございます。それで、生ごみ処理機は、コンポストのような形で生成物を自分の

家の栽培に使われる方はもちろん、そうでない方というのはどうしても一定量がごみとして出るわけで

す。それでも生ごみとして出すよりは、８分の１、９分の１の量に減量されるということから、私ども、

補助金を支出して機械の購入をやっていただいているんですけれども、８分の１、９分の１になったも

のを今市の施設、この保健センターの入り口のところにもステンレスのバケツがあるんですが、あれは

色んな市の施設がありまして、それを使っていらっしゃる方はそこに持ってきてくださいと、そういう

拠点回収をしています。それを持ち集められたものが、蛇の目工場跡地というところに生ごみの生成物

と、あと給食残渣で肥料をつくって、使われる方には、これくらいのサイズのでき上がった肥料を無償
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で市民まつり等で配付しております。 

 食品廃棄物肥料化等事業検討委員会というものが小金井市では従前からあるんですが、生ごみから肥

料をつくり、農家の皆さんにそれをお使いいただきたいというところで、私、以前ごみ対策課にいたも

のですから、そこまでの知識なんですけれども、現在もやっているはずです。でき上がった野菜を給食

等を含めて使っていくとか、市内に販売できれば、循環型社会の形成ということでやっている事で、ち

ょっとどの段階まで今進んでいるのかというの具体的に申し上げられませんが、ある程度のところまで

は進んでいるはずでございます。そういうのがまさに環境と言えますが、食育というよりも、循環型社

会の意味での環境の取り組みになろうかと思っています。 

 ただ、食育推進計画に基づく事業というよりは、循環型社会のための計画だったり、ごみ減量の計画

だったりというあたりの事業かなと思っていますので、食育推進計画での載せ方というのは特にないん

ですけれども、その辺は農家の皆さんのご協力で既にやっております。 

○大谷委員 それは高橋課長のお考えのとおりだと思うんです。だた、「環境」というものの切り口を

は、今のような見方もあります。お互いに協力していけばさらにいい発展があるんじゃないかというの

が私の提案です。 

 今のお話で小金井の状況はよく分かりました。先日、ＮＨＫの「ご近所の底力」というのを見たら、

広島県のある町で、小学校とか中学校の給食の廃棄物を利用しているんです。そこで子どもさんに野菜

を栽培させて、野菜に対する興味を深くさせるとという内容でした。そういう広範な影響がありますか

ら、ごみ処理はごみ処理ということではなくて、お互いに食育との関連を持ってこれからいろいろ企画

を考えていけば、もっとより効果が大きくなるんじゃないかと思います。 

○事務局 おっしゃるとおり、給食残渣については、学校にもそういう残渣を処理する機械を置きまし

て、夏休みには市民の方に生ごみをお持ちいただいて投入いただくということで、家庭から出る生ごみ

の減量事業をやっています。学校での機械というのは、乾燥させないタイプですと、運転させておかな

いと菌の活動が遅くなってしまうという事もございますし、学校給食残渣のみならず、市民の方にそう

いう事をやっているとお伝えすることにより、ごみ減量の意識づけをするとか、あと実際にごみ減量に

もなるわけでございますので、市ではそういうのもやっています。 

 取り組みとしては、主眼はごみ減量ですが、それが副次的な影響で、じゃあ、あんまりごみを出さな

いように大根の葉っぱを食べようとか、皮のまま料理しようとかというところにつながっていくのかな

というふうには思っています。ですから、食育を考えるときに、そういうところまで含めると非常に大

きな範囲にはなりますけれども、全体として利益になろうかと思いますので、またその辺のお時間をい

ただいて、私ども部局のほうにはお話ししたいと思います。 
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 では、よろしいですか。次に９番、次回の会議のなんですけれども、今回非常に慌ただしく設定をし

てしまいまして大変申しわけございませんでした。今期１０月からの部分に対しまして、今年度２１年

度中にもう一度この会議を開催したいなと事務局のほうでは考えているところでございます。年明け、

３月ですけれども、３月１５日あたりは皆さん、ご都合、今おわかりになりますでしょうか。 

○池田委員 大体月曜日ですか。 

○事務局 保健センターでやらせていただくときに、火曜日から金曜日までですと、乳幼児の健診です

とか、さまざまなお子さんが来られる事業が入っていて、月曜日が比較的少ないんです。そういった都

合で、月曜日あたりに開催させていただくことが。今、特段難しいということがなければ、１５日の方

向で事務局のほうで準備をさせていただきたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。あり

がとうございます。よろしいと判断しまして。 

 では、次に……。 

○各委員 時間は？ 

○事務局 時間は同じくらいを予定なんですけど、もうちょっと、例えば１時半はとか……。 

○萩原委員 もうちょっと遅いほうがいいですよね。１時半ではきついですよね。２時とか。この辺は

鈴木さんがいて１時半にしたんですよね。 

○雀部委員 お子さんがいらっしゃる方は、多分早いほうがいいということになっちゃうんじゃないで

しょうか。 

○萩原委員 ああ、なるほどね。 

○大谷委員 迎えに行かなきゃならない。 

○藤田委員 私、一番下は小四なんですけれども、もう全然大丈夫です。２時で大丈夫です。 

○雀部委員 私も大丈夫です。児童館に行かせますので。 

○事務局 逆に、２時より１時半のほうがいいとかというご意見もあればですけれども、大丈夫でしょ

うか。 

○池田委員 ここまで遠い。 

○雀部委員 そうですね。 

○池田委員 聞こえちゃった？ 

○事務局 え、もう１回。聞こえなかったです。 

○池田委員 いや、ここまで遠いと言っていたんです。 

○事務局 ああ、そうなんですよね。 

○井上委員 次回会議をやるときは、ご連絡というのはまた早めに。 
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○事務局 はい。じゃあ、期日のほうは、３月１５日の１４時ということでご案内をさせていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その他ということでは、皆様のほうから何かございますでしょうか。はい、お願いいたします。 

○酒井委員 実は、まだ計画段階なんですけれども、今小金井市で在宅支援型の子育てのサポートをす

る仕組みをつくろうという動きがありまして、「ホームスタート」というものなんですけれども、拠点

型でお母さんと子どもさんが来る施設というのはたくさんあるんですけれども、なかなか訪問型という

のは、保健所さんとか健康課さんでもやってらっしゃるかもしれないけれども、そういうところなんで

すが、もっと広くというか、在宅のお母さん、お子さんの支援をもっともっと広くやっていこうという

仕組みをつくろうとしていまして、それが「ホームスタート」ということなんですが、今後多分動きが

ありまして、健康課さんとか、この推進会議とか、あと特に池田委員とか雀部委員にもご協力いただく

ようになると思うんですけれども、まだ具体的に動いておりませんので、動きが出てきましたらまた詳

しくお知らせできると思うんですが、そういう在宅支援型の子育て支援をやる仕組みが動き出すという

ことで、皆さんに知っておいていただいて、そういう動きがありましたときにはぜひご協力をお願いし

たいというお願いでございます。 

 なぜ私がこう言うのかというと、一応発起人の一人に名前を挙げさせていただいておりますので、で

きればよろしくお願いしたいと思います。 

 多分、健康課の高橋課長のほうには、別ルートできちんとお話があると思います。 

○事務局 あ、そうですか。それを後で見せてもらってもいいですか。 

○酒井委員 はい。これは手づくりの、スタッフがつくったものですけれども。 

○事務局 ありがとうございます。 

 ほかに。 

○雀部委員 なかなか言う場所がないので、私、料理教室をしていまして、料理教室が何クラスかある

んですけれども、先日企画して交流会というのをやったんです。ランチを外で食べながら、各クラスで

どういうことをやっているかとか、ちょうどそのときに食育の委員に決まったものですから、市民の目

から見て何か取り上げてほしいことがあったら何でも言ってちょうだいというような形で、その場で議

題として提案してみたんです。 

 要望として一番出ていたのが、直売所の野菜を買いたいんだけれども、どう使っていいのかわからな

いという方が一番多くて、レシピ集とか立派なものもいいんですけれども、袋の中に小さいメモ程度の

紙でいいんですが、それに例えばおみそ汁の身に使えますとか、お浸しでとか、レシピまでいかなくて

も、軽い食べ方を紹介してくれる紙を入れてくれる直売所があったら買いやすいという話がすごく出て
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いたので。 

○井上委員 今、各庭先販売等をやっているところですと、やはりそういったのは今はないと思うんで

すけれども、ＪＡの直売所ですが、農工大通りの第一小学校の裏にありますけれども、そちらのほうで

は、ふだん皆さんが目にしたことがないような品物に関しては、こういった形で調理するとおいしいで

すとか、そういうレシピという形で方向づけたりだとか、あとはコピーしたものをお渡しするとか、そ

ういった形は一応とってはいます。ただ、全種類に関しては、正直な話、まだそこまではしていない状

態になっていますけれども。 

○雀部委員 できれば、近いところの方がやってくださると、そういう啓蒙運動みたいなことはできな

いんでしょうか。各庭先販売をやっているのが小金井のうりだと思うんです。いろんな地方にちょっと

足を伸ばせばそういう野菜が買えるという状況は小金井独自だと思うので、そういうところがおのおの

力を入れていただかなきゃいけないところなんですけれども。ぜひそれを広めて……。 

○井上委員 わかりました。ＪＡの会議のときにもお話をさせていただきます。 

○酒井委員 もしあれだったら協力をお願いしてもいいと思うんです、レシピとかは。みんないるので。 

○井上委員 そうですね、レシピとかはもしあれでしたら、皆さんのレシピ……。はい、わかりました。

ぜひ。 

○池田委員 ホームページのほうでも、野菜の簡単なあれというのは。だから、ホームページの上でも

そういうのも紹介していけると思いますし。 

○井上委員 そうですね。 

○藤田委員 一つ一つでなくても、例えばそこに行ったら１枚張ってあればとりあえずはいいですよね。 

○雀部委員 張ってあったりとかでもいいと思います。じゃあ、買ってみようかなという気にすごくな

るらしいので。 

 なぜこういう話をするかというと、私、実は家を１軒八ヶ岳のほうに持っていまして、週末はそちら

に帰る生活を今しているんです。向こうに帰ったときは、向こうの野菜を地産地消しているのでそうい

う直売所に行くんですけれども、各農家さんがすごく力を入れていて、必ずそういう紙が入った状態、

あと栄養価とかが書いてある紙が入った状態なのですごく買いやすいのと、簡単な紙切れでいいんです

けれども、紹介してあるというのがすごく買いやすいので、実は立派なレシピ集とかをいただいたもの

を料理教室の皆さんにお見せしたりとかご紹介したりとかもしているんですが、紙切れでいいそうなの

で、ぜひ身近でやっていただければと思ったので提案させていただきました。よろしくお願いします。 

○井上委員 はい、わかりました。 

○事務局 ほかに、委員の方で何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 では、事務局から一点。１１月３日に、武蔵小金井の南口の広場で、「こきんちゃん」という小金井

のイメージキャラクターがありますが、その１周年記念のイベントをやったんです。そのイベントの中

の取り組みの一つとして、「こきんちゃん弁当」のレシピ募集というのをしました。これは所管が私ど

もではなく、企画政策課という前に事務局をやっていた課なんですけれども、そちらのほうで市民の方

にお寄せいただいたこきんちゃんに絡むレシピ等を募集して、今集計中でございます。これも一定実際

におつくりいただけるようなものについては、冊子等にして公表する予定だと聞いてございますので、

後日ご報告いたします。食育事業としてのイベントという事ではないんですけれども、市のイメージキ

ャラクターを使った事業の中で、食育関連のイベントとして実施したという事でございますので、ご報

告でございます。 

 それでは、特によろしければ本日の会議はこの辺で終了させていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 では、今日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

（午後２時５５分 閉会） 

 


