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第３期小金井市食育推進会議第１回会議 会議録 

 

日  時  平成２３年１２月１３日（火）午後２時～午後３時 

場  所  小金井市保健センター大会議室 

 出席委員   ９人 

  委 員   雀 部 かおり 委員  松 井 眞佐子 委員 

        酒 井 文 子 委員  池 田 多鶴子 委員 

        井 上 誠 一 委員  藤 田 とよみ 委員 

        三 笠 俊 彦 委員  大 坪 美津枝 委員 

        佐 竹 真由美 委員 

欠席委員   ４人 

       大 竹 美登利 委員  村 松 真貴子 委員 

       廣 野 惠 三 委員  萩 原 哲 男 委員 

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

事務局職員 

 福祉保健部長             佐久間 育 子 

健康課長                阿 部 智 美 

 健康課健康係長            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 

 健康課健康係管理栄養士        田 中 昌 子 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局  定刻となりましたので、ただいまから第１回小金井市食育推進会議を開催いたします。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。今期の第１回目の会議ということで、会長が

選任されますまで司会進行を務めさせていただきます、健康課長の阿部と申します。よろしくお願いい

たします。 
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 本日の委員の方のご出欠ですけれども、配付させていただいております委員名簿の２号委員の村松委

員、３号委員の萩原委員よりご欠席の連絡をいただいております。また２号委員の大竹委員から、急遽、

予定が入ったということで、もしかしたら会議に間に合わないかもしれないということですので、ご了

承ください。 

 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。まず初めに委員の委嘱でございます。本来で

すと市長から委嘱状を委員の方にお一人ずつお渡しするところですけれども、ご存じのように現在、市

長が不在でありまして、職務代理者も所用のため出席できませんので、まことに恐縮ですが、お手元に

委嘱状を配付させていただいております。ご確認をお願いいたします。これをもちまして委嘱状の交付

とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。委員の任期につきましては、委嘱状にもあり

ますとおり、平成２３年１０月２９日から２年間でございます。なお、承諾書につきましては、ご記入

の上、後ほど事務局までご提出をお願いいたします。 

 次に、開催に当たりまして福祉保健部長よりごあいさつをさせていただきます。 

○福祉保健部長  改めまして皆様、こんにちは。福祉保健部長の佐久間と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。本日はお忙しい中、またお寒い中、お集まりいただきましてまことにありがとうご

ざいます。また、小金井市の食育推進会議の委員をお引き受けいただきまして、心より御礼を申し上げ

るところでございます。 

 小金井市食育推進会議につきましては、お手元にもございますが、小金井市食育推進会議設置条例に

基づきまして、市長の附属機関として設置しているところでございます。市では現在、平成２０年６月

に策定いたしました食育推進計画を２年間、延伸いたしまして、この計画に基づいて市民の健康づくり

の基本となります食育について、施策を進めているところでございます。現在、保健福祉総合計画とい

うことで策定を進めておりますが、平成２４年３月を策定のめどとしております総合計画の中に、健康

増進計画というものも盛り込んでございます。その健康づくりの重点施策といたしまして、食育を取り

上げているところでもございます。現在の食育推進計画につきましては、平成２４年度までとなってご

ざいますが、皆様のお力をおかりしながら、平成２５年度の改定に向けましてご協力を賜りたいと存じ

ます。市の食育の施策を実のあるものとするために、貴重なご意見を皆様からちょうだいしたいと思い

ますので、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で、私のあいさつとさせていただきます。本日は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。続きまして、本日は任期最初の会議でございますので、各委員

の皆様の自己紹介をお願いしたいと思います。 

 まず、公募委員の方から順次、お願いいたします。初めに、雀部委員からお願いいたします。 
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○雀部委員 公募委員の雀部です。前期も務めさせていただいたんですけれども、主に自宅のほうで料

理教室をやっていますのと、講演会ですとか離乳食講座ですとか、児童館のほうで幾つか持たせていた

だいています。そういう活動を通じまして、やはりここに参加して声を上げないといけないかなと思い

まして、応募させていただきました。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、酒井委員、お願いいたします。 

○酒井委員 こんにちは、酒井と申します。私も前回から引き続き、やらせていただいておりますが、

やはり小金井市で食育がもっと普及していくといいなという思いがあって応募しまして、やらせていた

だいておりますので、よろしくお願いいたします。ふだんは、料理とか食育の講座などをやらせていた

だいて、主に学校とか保護者の方、あるいは一般の方々にもお話をさせていただく活動をしております。 

○事務局  ありがとうございます。松井委員、お願いいたします。 

○松井委員 松井と申します。よろしくお願いいたします。こういう場に出るのが初めてで、全く右も

左もわからないんですが、たまたま去年、食育アドバイザーの講義を受けて、アドバイザーの資格をと

ったんですけれども、一体何をしたらいいのかというのが全くわかりませんで、１回、緑町で老人向け

の食事の講座をちょっとやらせていただいて、そのときにとても、やった後に、こういうことができる

んだなというのを感じたものですから、市のほうで尐し何かお手伝いができればと思って、今回、応募

してみました。全く今までそういうことに携わっていなかったものですから、何もわかりませんけれど

も、皆様に教えていただきながらやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局  ありがとうございます。池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 食育の委員は、前回に引き続き引き受けさせていただくことになりました。私は、小金井

市で子どもたちに、今まで食育とエコをテーマに、活動してまいりました。子どもたちが食べられなか

った野菜が食べられる子にというテーマでやっております。食べられなかった子が食べられるようにな

る、一生懸命、嫌いなものも食べるんですね。そういう姿で私も頑張ろうと思って今までやってまいり

ました。あと、児童館で乳幼児の、赤ちゃんとお母さん達に初めてのお子さんで一生懸命なお母さんの

姿、それからかわいい赤ちゃん、健康に健やかにというテーマの食育を、栄養的なこととか医学的なこ

とはちゃんと先生や栄養士さん、保健師さんに相談し、食育という立場で生活の中での視点から、尐し

でもみんなが笑顔になればなと思って、させていただいています。 

 そして、エコもテーマにしておりましたので、東京ガスのエコのナビゲーターもやっておりますので、

何しろ子どもたちとお母さん、私の場合は子育ての中でも、最初に口にしたもの、野菜の好きなお子さ

んに育つのも乳幼児の食事が大切だし、小学校の低学年、そういう時期にと思ってさせていただいてお

ります。効果が出る、それが喜びです。今までは小金井市では食育基本法の計画に基づいた、基本的、
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基礎的なことをやってきております。これからはみんなが楽しく参加できるような、そういった場づく

りに尐しでもお手伝いできればいいなと思って、今回も応募させていただきましたので、よろしくお願

いいたします。 

○事務局  次に、関係団体推薦の委員の方にお願いします。まず初めに井上委員、お願いいたします。 

○井上委員 前期に引き続き食育推進委員をやらせていただきます、井上誠一といいます。よろしくお

願いします。私の場合、小金井市農業振興連合会のほうからの依頼で、もう１期やらせていただくこと

になりました。主に、活動的には市内小学校などに行って講演をしたり、収穫体験等をさせていただい

ています。あとは、実際にちょっとかかわっているところでは、市内の学校給食などに市内の野菜を納

めさせていただいています。依頼を受ければ大体の学校は訪問させていただいています。よろしくお願

いします。 

○事務局  ありがとうございます。次に、藤田委員、お願いいたします。 

○藤田委員 小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会の出向で、この会議に参加させていただいています藤田

です。本年度も緑小のほうでの会長をしていますのと同時に、本年度は緑小が会長校ですので、小中学

校ＰＴＡ連合会のほうの会長もやらせていただいております。前回に続いて今回もなんですけれども、

前回は何もわけがわからずここに参加していたんですけれども、ここで受けたことがあまりＰＴＡに生

かされていないなというのをすごく、感想として持っております。せっかくここでお話しいただいたこ

とが、ＰＴＡ連合会のほうで何も活用できていないなと思っておりますので、その辺を、今回、２回目

ですので生かしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○事務局  ありがとうございます。三笠委員、お願いいたします。 

○三笠委員 三笠と申します。私は商工会のほうから、商工会理事会で引き続き、食育の会議に推薦さ

れまして引き続きやらせていただきます。商工業者として市内の飲食業、また食品を扱っている業種、

かなり多くありますので、そういう人たちにこの会議のことを理事会で伝える役目を担っています。そ

の中で皆さんに、安全安心なものを提供する、まだ具体的には、ほんとうはこの会議で小冊子をつくっ

ていただいて、各お店に配布して、食育について皆さんが関心を持てる、きょうもきっとまた出てくる

と思うんですけれども、それを商工業者に、そして商工業者を通じて市内の人に食育の重要性をお伝え

できればと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局  廣野委員がまだ見えておりませんので、次に関係行政機関の委員の方、お願いいたします。

大坪委員、お願いいたします。 

○大坪委員 初めまして、大坪と申します。私は今、紹介していただきましたように関係行政機関の職

員の代表として参りました。私は前期からです。多摩府中保健所は、小金井市を初めこの付近６市を管
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轄しております。保健所では、平成２０年度から地域ぐるみで食育を推進しようという形で、食育推進

会議を実施しております。委員のメンバーとしましては各市の健康主管課、食品衛生協会、農協さん、

あと地域活動の栄養士さん、そのほか食育関係の団体が入りまして、地域ぐるみで食育を推進しようと

いう形で、重点テーマを決めたり、あと、今年は野菜をとろうということで、ポスターをまずつくりま

して、食育の推進を進めております。これからも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す。次に、市職員の委員の方、お願いいたします。 

○佐竹委員 初めまして、市の職員ということで、今回初めてになります。小金井市立東中学校で栄養

士をしております佐竹と申します。私は生徒に毎日、実際に献立を立てて給食を出しています。今日も

そちらにいらっしゃる井上さんのところからいろいろな野菜を納品していただきました。見たことのあ

る顔がいてよかったなと思っております。貴重なご意見を聞かせていただけたらと思います。よろしく

お願いいたします。 

○事務局  どうもありがとうございました。 

 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。事務局は健康課健康係が担当いたします。部

長、課長は先ほどごあいさつさせていただきましたので、係長から順次お願いします。 

○事務局  健康課健康係係長の天野と申します。よろしくお願いいたします。私も去年４月にこちら

のほうに、保育課のほうから異動してまいりまして、２年目になります。また皆様にいろいろと助けて

いただくことが多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○事務局  健康係の主任、大関と申します。去年も食育の担当でやっていたんですけれども、あまり

参加できず、今年は皆さんの意見をいっぱい聞きながら参加していきたいと思っています。よろしくお

願いいたします。 

○事務局  健康課の管理栄養士の田中です。よろしくお願いします。 

○事務局  健康課の主事の安田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局  以上、事務局の職員です。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、食育推進会議設置条例の第５条第１項の規定によりまして、会長、副会長の互選をお

願いしたいと思います。まず最初に会長の互選をお願いいたします。自薦、他薦を問いません。どなた

かお願いできますでしょうか。 

 特においでにならないということであれば、前期、会長をお願いした大竹委員に事務局から打診をし

て、内諾をいただいております。この場にはいらっしゃらないんですけれども、大竹委員に会長をお願

いするということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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○事務局  では、ご了承いただいたということで、大竹委員に会長をお願いいたします。 

 本来でしたら、ここで司会進行を交代するんですが、本日会長がお見えにならないので、このまま引

き続き、私のほうで進行させていただきます。 

 次に副会長の互選をお願いいたします。自薦、他薦を問いません。どなたかいらっしゃいますでしょ

うか。 

○雀部委員  副会長は酒井さんに、できればお願いしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○事務局  酒井さんというお声がありましたけれども、いかがでしょうか。 

（ 拍  手 ） 

○事務局  ありがとうございます。皆さまにご承認いただいたということで、副会長を酒井さんにお

願いいたします。 

 それでは、酒井さんに副会長の席に移動していただいて、一言ごあいさつをお願いいたします。 

○酒井副会長 改めまして、酒井文子と申します。未熟で、わからないこともたくさんありますので、

皆さん、ご協力をよろしくお願いします。今後とも小金井の食育のために頑張りたいと思いますので、

皆さんと一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。 

○事務局  よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めにお手元の資料のご確認をお願いいたします。次第にも書いてありますが、委員

名簿、審議会の進め方についての案、食育基本法の写し、食育推進会議設置条例、小金井市食育推進計

画なんですけれども、これにつきましては前期より引き続きお願いしている方には既にお渡ししており

ますので、申しわけありませんが新しい委員の方だけにお渡ししています。ご了承ください。次に、東

京都の食育推進計画の概要です。それと食育推進計画の進捗状況調査報告ということで、平成２２年度

の進捗状況をまとめたものです。それと、第２回食育市民アンケート調査報告書という緑の冊子、以上

８点です。皆さん、ございますでしょうか。  

では、順番に資料の説明をさせていただきます。まず、「審議会の進め方について」という資料をご

らんください。この会議についてですけれども、会議は会長が招集いたします。会議の成立は、委員の

半数以上の出席が必要となります。また、会議は原則公開ですけれども、会議の適正な運営に支障があ

ると認められるときは非公開とすることができるとしています。 

 会議録の作成についてですけれども、平成１６年４月１日から施行しております市民参加条例により

まして、各種審議会等の会議録を作成し、ホームページに掲載し、情報公開コーナー、図書館等に配置

するということになっております。その会議録の作成の方法としまして、３つの方法がございます。ま

ず第１に全文記録、これは発言すべてをそのまま記録いたします。次に、発言者の発言内容ごとの要点



－７－ 

記録、これは発言の内容の要点を記録するものです。最後に、会議内容の要点記録、これは会議全体の

内容の要点をまとめて記録するものです。食育推進会議については従来どおり、全文記録となっており

ますので、録音した内容について全文を議事録として作成するということになっております。 

 会議録の校正についてですけれども、速記会社に委託しまして、その記録が返送された時点で事務局

で誤字脱字等を一定、校正させていただいて、その後、各委員に会議録として送付いたします。その記

録のご自分の発言部分について、修正があれば事務局のほうに連絡をしていただいて、それをもとに事

務局で校正したものを、まず会長に見ていただいて、最終的に会長に一任していただくようなことで会

議録を確定したいと思います。次回の会議で確定という方法もありますけれども、会議の回数が２回で

尐ないものですから、次回というのはちょっとスパンが長くなりますので、会長にご承認いただいて会

議録として確定することにさせていただきます。この件について何かご意見がありますでしょうか。 

 では、従来どおり全文記録ということで会議録を作成させていただきます。 

 傍聴についてですけれども、審議会全般にわたって傍聴は自由ということで、開催日に直接、お越し

いただくようになっております。傍聴者の方が何か意見をおっしゃりたい場合は、意見用紙というもの

を事務局が用意しておりますので、それに書いていただいて、通常、会長がそれを見て必要に応じて会

議の参考とさせていただくということで、それに対する質疑応答は一切なしといたします。 

 審議会の進め方については以上ですけれども、何かご意見がございますでしょうか。 

 特になければこのまま進めさせていただきます。資料の「食育基本法」をごらんください。ざっと説

明させていただきます。写しになりますけれども、食育推進会議は食育基本法に基づいて行っています。

食育基本法は平成１７年６月１７日に施行されました。７つの理念がありまして、第２条から第８条ま

でにその７つの理念が規定されております。１つ目は国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成です。

２つ目が食に関する感謝の念と理解、３つ目が食育推進運動の展開です。４つ目が子どもの食育におけ

る保護者、教育関係者等の役割、５つ目が食に関する体験活動と食育推進活動の実践、６つ目が伝統的

な食文化、環境と調和した生産等への回帰及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献となって

おり、７つ目が食品の安全性の確保等における食育の役割となっております。 

 第１８条に、市町村は、都道府県の食育推進基本計画を基本として、食育の推進に関する施策につい

ての計画を作成するよう努めなければならないとされていまして、これに基づいて食育推進計画を、小

金井市でも作成しております。第３３条では、市町村食育推進会議の設置について規定されておりまし

て、それに基づき、この食育推進会議設置条例を制定して、会議を設置しております。 

 以上、この会議の基本となるものです。 

 次に、「小金井市食育推進会議設置条例」という資料をごらんください。食育基本法第３３条に基づ
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いてこの食育推進会議を設置していますけれども、その第３条及び第４条に組織及び任期について記述

されております。組織は、市民、学識経験者、関係団体の役員等、関係行政機関の職員、市の職員で構

成され、任期は２年となっております。 

 次に、「小金井市食育推進計画」です。この計画は先ほど申しましたように、食育基本法第１８条に

基づいて平成２０年６月に策定されました。計画期間は当初、平成２０年度から平成２２年度の３カ年

としていましたけれども、平成２２年９月の食育推進会議において、計画期間を２年間延伸するという

ことになりまして、平成２４年度までとなっております。ですから、２５年３月末までこの計画が生き

ているということになります。２５年４月以降はまた新しい計画を改定するという流れになりますので、

その際は皆様にご協力をいただくことになります。よろしくお願いいたします。 

 食育推進計画ですけれども、施策の体系が３つの柱になっておりまして、１つが食育の土台づくりと

して啓発活動の充実や情報の整備を掲げています。２つ目が子どもへの食育の充実です。子どものころ

からの食育が重要ということで、市では健康課、保育園、学童保育所、小中学校等でさまざまな事業を

展開しております。３つ目ですけれども、Koganei-Styleの地域展開ということで、小金井らしい食育を

推進するために、地域の生産者や事業者、各種団体と連携して食育を進めております。次期の計画につ

きましては、平成２４年度中に審議していただいて、２５年４月に改定となりますので、そのスケジュ

ール等については今後審議していただくことになります。よろしくお願いいたします。 

 次の資料です。「東京都食育推進計画」というのがあると思います。計画と概要、両方お渡ししてあ

りますけれども、東京都ではこの２３年７月に計画を改定しました。市の計画もこれに基づくものにな

ると思いますけれども、これは参考に読んでおいていただきたいと思います。 

 次に、「小金井市食育推進計画進捗状況調査報告（平成２２年度）」という、横版の資料があると思

いますけれども、これは食育推進計画に規定されている施策につきまして、その進捗状況を関係各課に

調査いたしまして、それをまとめたものです。事業はおおむね実施されておりますけれども、一部、実

施されていないものがありますので、今後も継続して推進していく予定です。 

 それから、一番最後ですけれども、「第２回食育市民アンケート調査報告書」という緑の冊子ですね。

これは、平成２２年１１月にアンケートを実施して、その結果をまとめていただいたものです。今後、

この結果を分析して次期の食育推進計画に反映していくようになると思いますので、これも皆さん、持

ち帰って見ていただきたいと思います。 

 お手元の資料については以上です。何か、資料についてご質問、ご意見等がございますか。 

 先ほども申しましたけれども、計画の見直しがありますので、計画の評価と検証をするためにこの会

議の中でいろいろ審議したいと思いますが、回数が今年度は今回を入れて２回となります。次回は２月
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ごろを予定しています。来年度については回数増を予算要求していますがどうなるかわかりません。 

○酒井副会長  何月にというのは決まっているんですか。 

○事務局  ２５年３月までに決定することになります。改定ですので大幅な変更がなければ、内容の

見直し等になると思いますけれども、アンケートの結果とか、委員の皆さんのご意見もありますでしょ

うから、回数がこれでは足りないということになれば、補正等を要求して回数を増やすような形にして

いかなければと思いますが。 

○井上委員 また、多分、来年６月になりますけれども、食育の月間でイベント等を行うと思うんです

けれども、毎回、ぎりぎりになってからになってしまうことが傾向的に多いので、早目に進めないと、

またどたばたになってしまうかなと。 

○事務局  食育月間のイベントの内容ですよね。 

○井上委員 ええ。大抵、４月の一番最初の市報あたりに、そのイベント的なことを公表するんじゃな

いかと思うんですけれども、今年度はちょっと遅かったんですけれども。ですから、２月に１回、会議

がありますけれども、その前に１回ぐらいしていかないと、それか３月ぐらいとかに。またイベント等

の準備もごたごたになってしまうのかなと思うんですけれども。 

○事務局  申しわけありませんが今年度は、あと１回しか推進会議ができないので、実行委員会みた

いな形で別立てでお集まりいただくという形でよろしければ、その方法で行いたいと思います。また、

６月の食育月間の反省の中で、キッズカーニバル等のイベントとあわせて行えば、その中に参加すると

いう形で、大きな負担がなく行えるんじゃないかというご意見もありました。 

○井上委員 キッズカーニバルは５月じゃなかったですか。 

○事務局  そうです、５月です。今年度はたまたま、震災の影響で時期が６月になったということで

本来、キッズカーニバルは５月末の実施ということですが、食育月間にちなんだイベントということで、

必ずしも６月にやらなくてもその前後に行っても構わないと思うので、その辺は臨機応変にしていいか

と思います。 

○酒井副会長 実はきょう、この会議に、キッズカーニバルの主催が青年会議所なので、青年会議所の

方から打診がありまして、５月の最終日曜日なんですが、ぜひ食育のブースを出してほしいし、来年、

食育をメーンにしていただいても構わないぐらいの申し出がありまして、この会議にそれを提案してく

ださいと、私は言われまして、ただ６月が食育月間なので、５月にやるということに皆さんが異論があ

れば、それは致し方ないんですが、先ほど課長がおっしゃってくださったように、別に５月でもいいと

いうことであれば、きちんとキッズカーニバルに参加するほうが、宣伝とかいろんな面でもすごく大々

的にあちらはやっていますし、一番私たちが、先ほども池田さんとか、皆さんおっしゃっていたように、
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子育て中のお母さん、お子さんがたくさん集まるので、そこで食育月間のイベントをやって、実際の６

月は例えばパネル展示を市役所でさせてもらうとか、そういう形でもいいと思うんですね。 

 キッズカーニバルのことがちょっとあれなので、実際にキッズカーニバルを見に行って、遊びに行っ

ていただいたので、ちょっとキッズカーニバルを、皆さんにお話ししていただけますか。 

○雀部委員 自分の子どもを連れていったんですけれども、小学校低学年ぐらいまでのお子さんが一番

多くて、子育て中の、それこそ赤ちゃんからそのぐらいまでの年齢のお子さんがいっぱいいらしている

かなという感じで、大体、必ず親子連れという感じで。学芸大の芸術館のほうで開かれるので、構内を

通ってこられる分には、お子さんがいても車がそんなに入らないので安全という面もありますし、場所

的には行きやすい。小金井の皆さんは自転車でいらしている方が多かったので、そういう面では人は集

まりやすいのかなと。あと、先ほどおっしゃられていましたけれども、青年会議所のほうでかなり大々

的に宣伝をなさってくださるので、そこに乗っかるといってはちょっと悪いですけれども、そういう感

じで宣伝のほうにも、例年よりは広い方に知っていただけるのかなとふうには思いました。 

 内容なんですけれども、学芸大の、多分、子育ての関係のお仕事に将来、就かれるような学生さんが

一緒になってやっていると思うんですけれども、木工の工作を子どもたちと一緒にしたりですとか、段

ボールを使って何かつくったりということもやっていましたし、ホールがあるので、そこで絵本の読み

聞かせをしたりですとか、あと、小金井市内の子育てに関連する団体ですとかが、ブースを出していろ

んなことをされている。もちろん、どういう活動をしている団体かというような話もあったんですけれ

ども、それだけではなくて、実際にその活動をどういうふうに役に立っているのかという形で、わかる

ような状態になっていました。 

 そこでお昼もちょっと食べたりも、市内の飲食店の方がお店を、建物内はだめなんですけれども、建

物の外で何件かお店を出されていたので、そういうのを知るというのもなかなかいいのかなという感じ

で、長い時間、来られて家族で楽しまれているという印象が一番、強かったです。 

○酒井副会長 それと、青年会議所の方から言われたんですが、ことしの食育月間のようにデモをして、

試食をしていただいたじゃないですか。あれはとてもいいのではないか、子育て中のお母さんたちには

とても勉強になるのではないかということで、それを学芸大の中でできるかどうかということを、保健

所の方とも相談して、きょう、大竹先生がいらっしゃれば実際につくる場所などはどういうふうにした

らいいのかという、具体的な話になると思うんですが、そういうこともやってほしいみたいなことは言

われていました。食育のやっていらっしゃる人たちがお母さんたちの質問に答えるみたいなものも、１

日の中で時間を区切って何回かやってみたいというお話もされていまして、実際にこちらで、青年会議

所のキッズカーニバルと一緒にやってもいいということが、皆さんのご意見の中でまとまれば、あちら
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のほうから健康課さんのほうにお願いをするというふうに言われましたので。 

○事務局  そうですね、正式なお話を。 

○井上委員 それは、キッズカーニバルの中でするんですか。 

○酒井副会長 そうです。その、食育のブースなんですけれども、こんな小さいものではなくて、もっ

と広いことを食育に関しては考えていますので、ほんとうにやっていただけるのであれば大々的に食育

に関してやってほしいという要望があります。 

○池田委員 まず、小金井市民のお母さんたちに食育というのを知っていただく第一歩として、そうい

う形でして、ゆくゆくは市のほうでも、何しろ食育が大事なんだよというのを知っていただく、一つの

機会になればと思います。 

○酒井副会長 今年度は市民の方にあまり来てもらえなくて、次の日のキッズカーニバルに多くの参加

があったようです。 

○池田委員 やっぱりちょっと、会場を決めるのが遅くて。もっと行きやすい、子ども連れで行ってい

いと思わなかったというお母さんもいたから、やっぱりＰＲの仕方とか、通っている人が見ていて、あ

あ、何をやっているんだろう、行ってみようと思わせるような、何かもっとそういうふうなものを考え

て、いろんなやり方があるんでしょうけれども。５月にこれをして、今度、６月、これをしたから６月

はいいわじゃなくて、６月は６月で小金井市の食育としての、一人でも多くの方に知っていただく、何

か方法、それを皆さんで考えなくては。 

○事務局 食育月間のイベントとしてはキッズカーニバルに参加して、６月にまたできることがあれば

通常の事業の中で検討していくとということでもいいと思います。 

○池田委員 だから、５月にいらしたお母さんに、６月もまたこういった形で、食に関することをやり

ますからぜひいらっしゃってくださいと言えるような内容のものを、６月にちゃんと準備、ある程度。

そのぐらいのことをしていかないと。 

○酒井副会長 それと、さっき井上委員のほうから、早目に準備しないとということがあったんですけ

れども、この中で、今年はほんとうに公募委員が、学芸大の学生さんに手伝っていただいてやったとい

う感じで。だから、もっと実行委員会みたいなものを立ち上げてやらないと。 

○井上委員 あくまでも、ここにいる推進委員のメンバーというのは、企画まではやりますけれども実

行部隊そのものではないんじゃないかなと、ほんとうは思うんですけれども。 

○酒井副会長 ちなみに、ホームページの編集委員も募集されたと。 

○事務局  ２名の方から電話がありまして、１名は今度のホームページ編集委員会に見学に見えます。

もう１名はちょっと都合が悪かったので、１月のほうで、その次の会議のほうに参加する予定です。２
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名は電話が来ています。 

○酒井副会長 じゃ、イベントに関してもそういう形で応募すると、何人か来ていただければ、実行委

員会をそういう形でつくってやったほうが。 

○雀部委員 キッズカーニバルのほうはもう１月から実行委員の、委員会が開かれるようなので、早い

段階から。そこに多分、決まればだれかが参加しなくてはいけない形になると思いますので。 

○事務局  できれば、食育月間のイベントとしてキッズカーニバルに参加するかどうかをこの場で決

めていただくとありがたいんですけれども。事務局としては月間にちなんだその前後のイベントという

ことで位置づければいいかなと考えています。その辺で皆さんのご承諾がとれれば、キッズカーニバル

に参加という形で、来年度は食育月間のイベントとしてやりたいと思います。そうすれば集客も見込ま

れますし、お子さんたちに食育としてのメッセージを伝えられると思います。 

 では、来年度の月間のイベントとしては、キッズカーニバルに参加ということで、この場でご承認い

ただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○事務局  では、来年度の食育イベントは、キッズカーニバルに参加するということで決めさせてい

ただきます。ただ、実行委員会を立ち上げるような形でやっていきたいと思いますが、その予算があり

ませんので、実行委員をしていただく方を募集して、何回か実践部隊として動いていただくのにボラン

ティアみたいな形になってしまいます。もちろん事務局も関わっていくのですが、どなたかご紹介いた

だくことはできますか。 

○酒井副会長 今回は私、実行委員会がもしあれば、出席させていただきます。 

○事務局  そうですか。１月の実行委員会ですね。 

○酒井副会長 はい。１月の実行委員会は出ますけれども、どなたかあと、出てくださる方はいますか。 

○三笠委員 私も実は青年会議所出身なんです。キッズカーニバルをやっていたことは知っていたんで

すけれども、ほとんど全員、今の現役さんも知っていますので、協力はしますので。 

○事務局  では、三笠委員にも出席していただいて、あと、どなたか。 

○酒井副会長 日程が不明なので、私が聞いて、事務局と皆さんに流すということで、事務局に流せば、

皆さんに流してくうことでよろしいですか。 

○事務局  では、キッズカーニバルの第１回実行委員会は、参加できる方と事務局が１人参加という

ことで、酒井さんから日程の方の連絡をいただければ、あとは事務局から皆さんにお流ししますので、

よろしくお願いいたします。 

 イベントに関しては実行委員会形式でやるということで、基本的にはこの推進会議は、これから計画
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を見直していかなくてはいけないので、その辺の話し合いになるかと思いますので、ご了承いただきた

いと思います。 

 回数ですけれども、今年度はあと１回ですね。来年度は回数が多分足りないと思うので、必要な回数

を確保できるような対策をすることになると思います。一定のスケジュールを立てないと皆さんもちょ

っとわからないと思いますので、次回、計画の見直しについてのスケジュールをお示ししたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○酒井副会長 日程に関してなんですが、わりと間際のことが多いので、きょうの会議で次の会議の日

程を決めるぐらいの感じにしていただけると、皆さん、ありがたいんじゃないかと。 

○事務局  なるほど。２月ですけれども、中旬以降、議会が始まってしまいますので、できれば上旬、

第１週、２週あたりにお願いしたいと思います。どうしても都合がつかないというところが今わかれば

お教えいただきたいんですけれども。 

○雀部委員 何日か挙げていただかないと、ほかのが入ってきてしまうので、すみません。 

○事務局  そうですね。そうしたら事務局で、今週中に皆さんに、メールなりファクスなりで日程を

何日か挙げさせていただいて、○×形式でご都合をお聞きしたいと思います。次々回、来年度以降の早

い段階でできれば設定したいと思いますので、その辺の日程も設定できれば、幾つか候補日を挙げて、

それも○×形式で入れていただくということで、４月、５月だと皆さんも予定がまだわからないかもし

れませんが、お知らせしたいと思います。 

 では、今週中に皆さんにご連絡を差し上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 今後ご協議いただかなければいけないことがいろいろありますので、できれば次回までに、「東京都

の食育推進計画」、「食育推進計画」と照らし合わせて見ていただくのと、「平成２２年度の進捗状況」

から見えるもの、ここを重点的にやっておいたほうがいいんじゃないのというようなところがあったら

計画に反映するとか、あとはアンケート調査の結果を見ていただいて、こういうところに市民のニーズ

があるとか、市民ができていないところとか、やったほうがいいんじゃないかというところを皆さんで

見ていただいて、市の計画に盛り込んだほうがいいんじゃないかというようなご意見があれば、出して

いっていただければと思います。それで肉付けをしていくような形にしたいと思いますので、資料を見

ておいていただければと思います。 

○酒井副会長 宿題ですね。 

○事務局  よろしくお願いいたします。それと、進捗状況の中で各課で今後見直しをする必要がある

という意向も載せてありますので、その辺も勘案しながら計画に反映していただければと思います。 

○酒井副会長 それから、前に関係各課の部署の方に来ていただいて、お話を聞きたいということがあ
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ったと思うんですが、だれもお見えにならなかったんですが……。 

○事務局  基本的にこの推進会議は委員で構成する会議ですので、もしそういう必要があれば事前に、

この課のこういうことを聞きたいということを教えていただいて、その場でヒアリングをするとか、別

の場所でヒアリングをするとか、そういうことは可能です。重点的に細かく、この課に聞いてみたいと

いうところがあれば、その課を呼んでヒアリングの項目、事前に聞く項目も教えていただければ各課、

準備をして参加できると思います。 

○酒井副会長 はい、わかりました。 

○事務局  漠然と参加してくださいということになると、なかなか各課、時間の調整がむずかしいの

で、こういうことを聞きたいけれども参加してくださいという形で、具体的にお願いすれば参加できる

と思いますので、聞き取りが必要な場合は事務局に言っていただければと思います。 

○酒井副会長 あと、イベントも関係各課の方に参加していただきたかったなと今回、思ったので。 

○事務局  その辺は事務局から依頼はしました。一部関係課の参加がありましたが広報が尐し足りな

かったかなと思います。 

○藤田委員 すみません、前回の会議のときに、お弁当の日ということで、PTAだけでは動けないという

ことで、東中さんが以前やられていたものを持ってきて、学校給食でやったものでお弁当をつくるとい

うことで、緑小で何かということで連絡をいただけることになっていたと思うんですけれども、東中か

ら企画書みたいなものを手に入れて、学務課とか指導室を通して検討していただいて、緑小のほうに校

内便で送っていただけるという話をいただいていたので、その辺、私はＰ連のほうの会議にも出てその

話をして、去年、会長校でありました東小の校長先生のほうに話をして、そういう話が来ると思います

ので、そのときには学校側にもご協力をいただきますということを言ったんですけれども、結局、何の

連絡も来ず、話がとまってしまっている状況で、先ほども言った、要はＰＴＡに反映できていないとい

うところで、私もせっかく会議に出ているのに、何も、待っているのに連絡が来ないという状況で……。 

○事務局  部長、課長も４月からの配属で申し訳ありませんがその辺は認識ができていなかったんで

すけれども、そういう話は、どうだったんでしょうか。 

○藤田委員 特にしなくていいということになれば、せっかく、計画に挙がっているものなので、もし

ほんとうにそんなに必要がないのであれば、ここは要らないのかなと思ったりもして。 

○事務局  ちょっと確認します。 

○藤田委員 お願いします。 

○事務局  ほかに何か、ございますか。 

○井上委員 せっかく、東中学校のほうで毎年、そういったことをやっているので、企画書ものという
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のはやっぱり、健康課さんのほうでだしていただければなと思いますので、きょうは知っている、佐竹

さんが来られているので。東中学校ですので。        

○佐竹委員 そういう話があったことを今、初めて伺いました。 

○井上委員 そうですよね、多分、話が伝わってないんじゃないかなと思います。 

○事務局  事務局のほうできちんと対応したいと思います。 そのほかに何かございますでしょうか。 

 なければ、今週中に日程の調整をさせていただくのと、第１回の実行委員会の日程を決めて、うちの

ほうから流すということを確認させていただいて、きょうはこれで終了させていただきます。 

○酒井副会長 その前に、第１回キッズカーニバルの日程を流すということで、参加できる人は参加す

るんですが、実行委員会はそれが終わってから公募しますか。 

○事務局  それが終わってからでもよいですか。 

○酒井副会長 終わってからだと、１月にキッズカーニバルの実行委員会があって、そっちに出て、今

度、２月に推進会議があるときにその報告と一緒に、実行委員会はどういうふうにしたらいいかみたい

な話になるということですかね。 

○事務局  １月１５日号の市報に間に合いますので、公募掲載はここでできると思います。 

○井上委員 そのぐらいにしないと、ちょっと間に合わない気がしますね。 

○事務局 １月に、キッズカーニバルの実行委員会は、ちょっと日にちははっきりしませんけれども、

それと両方で、同時並行みたいな形にして、事務局と酒井副委員長と、三笠委員もでられるというお話

だったので、そちらに出て、２月にその報告と、１月１５日号で募集した人が何人いたかという報告、 

食育月間の実行委員を募集しますという形で、詳しいことは、どうのこうのとは書かないで、皆さんに

募集しているのでご参加くださいというような形の市報掲示を出し、今言ったように学芸大のほうの、

実行委員会のほうがいつというのは日にちがはっきりしませんけれども、そっちは今、いらっしゃる事

務局と、何人かの方が出られるということだったので、それと並行して行って、２月第１週目か２週目

ぐらいの早い時期に次の推進会議があるので、そこで１月に出たキッズカーニバルの実行委員会の報告

と、実際、募集をかけたら何人来たかとかという報告をします。キッズカーニバルのほうに参加すると

いう大枞のものは決まっているので、そこからでも間に合うかなという気がします。 

よって、１月１５日号で実行委員を募集するというのと、並行してやるということでよろしいでしょう

か。              （「はい」の声あり） 

○事務局  では、そのようにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは本日はこれで閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


