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平成２４年度第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２４年６月１５日（金）午後２時から午後４時まで 

場  所  小金井市保健センター大会議室 

 出席委員  ８人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  委 員   池 田 多鶴子 委員  松 井 眞佐子 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 

        大 坪 美津枝 委員   

 欠席委員  ５人 

        廣 野 惠 三 委員  村 松 真貴子 委員 

        三 笠 俊 彦 委員  萩 原 哲 男 委員 

佐 竹 真由美 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                   中 島 明 美 

 健康課                   千 葉 祐 生 

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

傍 聴 者   １人  

 

（午後２時 開会） 

 

○事務局  皆さんおそろいですので、始めさせていただきます。本日はお忙しい中ご出席いただきま

してどうもありがとうございます。本日の委員の方の出欠ですけれども、廣野委員、村松委員、三笠委

員、萩原委員からご欠席の連絡をいただいております。また、佐竹委員から、遅れるか、もしかしたら

欠席になるかもしれないというご連絡を受けています。委員１３名中９名のご出席をいただいておりま

すので、過半数に達しておりまして、会議は成立しております。それでは、大竹会長開会のごあいさつ
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をお願いいたします。 

○大竹会長 ２４年度第１回の会議になるようですが、前回、私２度ほど休んだんでしょうか。浦島太

郎状態でわかっておりません。その間メンバーの方も変わられた方もいるんですよね。 

この間、皆様にはいろいろやっていただいてありがとうございました。食育の６月の行事も別の形でや

ってくださったみたいで、なかなか十分協力できませんですみませんでした。 

それでは、今日の議事に入っていきたいと思います。まず、議事要旨ですか。まず、資料の説明を先に

していただく。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 はい。よろしくお願いします。 

○事務局  それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は机上に置かせていただきました資料

が次第、過日、食育月間のイベントとしてキッズカーニバルに食育ブースということで出展いたしまし

た時の健康課で作成したチラシ、当日の写真の写しです。それと食育推進計画改訂に伴いまして、関係

各課で作業部会を立ち上げまして行っているところですが、各課から出された計画の修正案をまとめた

表です。今までに一連の資料をお渡ししていますけれどもお持ちいただけましたでしょうか。もしなけ

れば、事務局にお申し出いただければご用意いたしますのでよろしくお願いいたします。それとは別に、

委員よりチラシをいただいておりますのでご紹介したいと思います。まず、保健所のチラシのご紹介を

お願いいたします。 

○大坪委員 このピンク色のチラシです。こちらには、多摩府中保健所では今年から２年計画で地域の

食育の推進という形で、食育の情報の発信の場を拡大しようということを目的に独自事業を行いまして、

テーマが共食（ともに食べる）ということで「いっしょに食べるとおいしいね」をスローガンに事業展

開しております。その一環としまして、一般の市民の方、そのほか関係者の方から「いっしょに食べる

とおいしいね」のエピソードと情景写真の募集をします。ですので、皆さんから関係者の方に周知して

いただければと思いまして、今日お持ちいたしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局  それと、緑色のちらしで地元野菜を使った料理教室というものですけれども、これは公民

館緑分館で実施する一日生活教室というチラシになっております。ＪＡのご協力をいただいて実施する

ものですので、ご覧いただきたいと思います。 

あともう１点です。本日ご欠席ですけれども、村松委員から、８月１９日に市民交流センターで催しを

なさるそうでそのお知らせです。もしお時間があればご参加くださいということです。よろしくお願い

いたします。 

過日お送りしました会議録についてですけれども、ご確認いただいて、修正がなければ情報公開の手続
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をとらせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

それと、新年度になりまして事務局の体制が変わりましたので、改めてご紹介をしたいと思います。福

祉保健部長をご紹介します。 

○事務局  改めまして皆様こんにちは、私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２４年度の第１回ということで、せんだって私も参加をさせていただきました学芸

大におけるキッズカーニバルが非常に盛況で、他のブースに比べて非常に盛況だったような、私自身す

ごくうれしかったです。やはり食育に関する市民の方々の意識の向上といいますか、関心の高まりをす

ごく感じたところでございますので、この会につきましては、非常に重要と考えておりますので、今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局  健康課長の阿部と申します。引き続きよろしくお願いいたします。 

○事務局  この４月から健康課に参りました係長の中島と申しますよろしくお願いいたします。 

○事務局  健康課の千葉と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局  今日栄養士が事業で参加できませんので、よろしくお願いいたします。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。それでは議題に入ります。まず、小金井市食育月間行事につい

てということで、このご報告、事務局でよろしいですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 お願いいたします。 

○事務局  では、食育月間行事についてご報告させていただきます。去る平成２４年５月２７日の日

曜日に、学芸大学の芸術館でキッズカーニバルのイベントに参加いたしました。キッズカーニバルの参

加者ですけれども、昨年は１,５００人でしたが、今年は２,０００人とキッズカーニバル自体の参加者

も多かったようです。その中で食育ブースにご参加いただいた方は、まずお子さんが４７０人、大人の

方が２９０人の計７６０人となっております。ただ、大人の方はご夫婦でいらしたとしてもチラシを１

枚だけしか配布しておりませんで、その数をもって２９０人という集計をいたしましたので、実際はも

う少し多かったのでないかと思っております。 

スタッフの人数ですけれども、当日は、食育月間実行委員の方から７名、健康課から４名の１１名で実

施いたしました。報告は以上です。 

○大竹会長 はい、ありがとうございます。大分盛況だったようで非常によかったなと思いますが、こ

れまでは、小金井市食育月間行事として、別途ここ独自でやっていたものです。食育月間というのは６

月の中旬でしたっけ。 



－４－ 

○事務局  ６月です。 

○大竹会長 ６月全体が、食育月間なのでいつも６月の中旬ごろにやっていましたけれども、なかなか

単独のイベントでは参加者がいなかったということなので、今回はキッズカーニバルに参加して、この

食育月間の行事にかえようということにしたようです。それで６月じゃなくて５月なので、食育月間の

行事と言えるのかどうか少し悩んでいたようですけれども、逆に、非常にたくさんの方が参加してくだ

さったのでよかったのかなと思いますが、そういう意味では、多少月間でないときにやるということを

含めてどう考えるか。問題というほどの問題じゃないと思うんですけれども、課題はあるかと思います

けれども、来年どうするかということも含めて皆さんのご意見をいただければと思いますがいかがでし

ょう。はい。 

○雀部委員 食育イベントの実行委員の反省会をしたときには来年もぜひこのスタイルでという話にな

りましたので、状況が許せば同じような形で、食育は範囲が広いのでまたテーマを違えてやるのも楽し

いかなと思ったのと、参加された方ももちろんですけれども、やったこちら側もいろいろ気づきの場面

があったので、じかに市民と触れ合える感じの今回のスタイルはすごくよかったのかなと思います。 

○大竹会長 １つは食育って非常に対象者が広いですよね。キッズカーニバルなので対象者は子供を中

心としているというところで、子供対象だけでいいのかという問題はあるかと思いますが、その辺はど

うお考えですか。 

○池田委員 お母さんやお父さんもご一緒にいらしているので、何か大人の方たちもすごくこうなんだ

っていろいろ子供と一緒に参加して、そういう場面が多々あったということで、低学年、小さな子供た

ちには必ず親御さんの、食というのがすごく影響してまいりますので、そういう意味では今回キッズカ

ーニバルでしたけれども、とても参加した方たちのご様子や何かからすばらしいんじゃないかと思いま

した。 

○大竹会長 子供がターゲットだけれども、その背後にある親御さんたちがある意味では成人の対象に

もなり得て、そこから広がっていくというところで、キッズだけれども、必ずしもキッズだけじゃない

いろいろな食育の推進にこの事業が使えるのではないかということですね。 

○池田委員 小金井の食育のウイークデーなんかございますよね。家族の会話のコミュニケーションを

とる１つのきっかけにも、参加したことでなったんではないかと思います。 

○大竹会長 先ほど、保健所で行う教育というところ、共食をテーマにしているみたいですけれども、

そういう意味では家族というか、親子とかいろいろな人と一緒にという意味でいいんじゃないかという

ことですね。 

○松井委員 私も１つ感じたのが、私たちがやった食育ブースは、見出しとかもわりと野菜とかって振
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り仮名も全然振らずに配膳とかもみんな漢字で書いてあったんです。ということは、私の考えで子供じ

ゃなくて家族でやっていただきたいっていう、全体に知らないうちにそういう雰囲気でつくったんじゃ

ないかなと思いました。その関係で親子連れとかがとても多かったんじゃないかな。 

○大竹会長 そうしたら、思うほど来なかったりするんですね。 

でも、食なのでわりと親御さんも含めて関心があって、そういう皆さん親御さんとともに参加される方

が多かったかもしれないのですね。 

○松井委員 振り仮名を振ってなかったことが支障をきたさなかったですよね。 

○雀部委員 そうですね。 

○大竹会長 そういう意味では。 

○雀部委員 子供に必ず付随して親が来るので、子供が小さくてできないことは親がサポートしたりと

いう場面が自然と見られます。 

○松井委員 私たちのところはそういうところでした。 

○雀部委員 子供単独で来る子はすごい少なかったです。よほど大きい子じゃなければ。 

○大竹会長 ほかのブースもそうなんでしょうか。 

○雀部委員 ほかを見に行く間がないので。 

○大竹会長 そうですよね。 

○酒井副会長 ほかのブース、部長さんは何かほかの。 

○松井委員 ほかのブースごらんになりました。 

○事務局  閑散としていて、私は福祉保健部なので、今発達支援の関係もやっているんです。学芸大

の担当の先生と学生さんがいらして、相談を受けますみたいな感じの書いてあったりもして、だれもい

なくて、そのわきのブースもだれもいないということで、２階もほんとうに今回のブース以外の隣のと

ころは閑散としていた状況だったんです。ほんとうに私びっくりして、ここが食のブースなんだという

感じですごくうれしかったんです。 

○大竹会長 そうですか。 

○大坪委員 今回参加型だったからとてもよかったのかなって。ただ、展示を見るのではなくて、一緒

にやるという部分は、やはり…。 

○大竹会長 逆に落ちついていたんでしょうかね。がちゃがちゃじゃ。３階だと隔離されていたんです

か。 

○大坪委員 ではないけれども、参加型というのかしら、ただ、掲示を見るだけではなくて親子で一緒

にできるというのがすごく。 
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○大竹会長 ちょっとやってみるというのはいいですね。 

○大坪委員 ですから、列ができてしまったり。 

○雀部委員 あんなに込むとは正直思っていなかったので、最初、配るスタンプラリーのカード３００

枚ということで健康課に用意していただいていたんですけれども、足りなくてその場で手書きで書いて

いただいたりとか。 

○酒井副会長 書いていただいたみたいです。 

○井上委員 入り口が非常に込んでいて初め制限みたいな形を入れていた状態なんです。ですから、か

なりいましたので。 

○大坪委員 かえって小さいお子さんだから必ず親がつかなくちゃいけないという部分で、やっぱり親

御さんの教育というんですか。食育について知ることができたと思うんです。お子さんだけじゃ来れな

い年齢だったので逆にです。 

○池田委員 そういう意味で、展示はよかったです。だから体験と。 

○池田委員 両方でね。 

○大竹会長 子供が関心を持つ体験と一緒に親というか、成人に伝えるような情報を展示しておくとい

う。 

○雀部委員 それは、実は去年の使い回しだったりするものも当然あるんですけれども、それを貼るこ

とによって待ち時間で並んで待っている間に見てくださったりですとか。ちょっと栄養士の方に聞いた

んですけれども、そういうものを事業のときに健診のときに掲示しようと考えているとおっしゃってい

たので、それが逆にいうと６月の食育月間のときにそれをやっていただければ、使い回しで。そういう

ふうにしてイベントとは別に大人には目を触れる場面をつくればまたいいのかなと。 

○大竹会長 じゃ、そういう形で来年もやっていくということで、確認しといたほうがいいですね。直

前になってあたふたとやるより。 

それから、もう一つ心配しているのは、食育月間の実行委員会ですか。それをつくってくださったかと

思うんですけれども、一昨年でしったっけ、急遽皆さんにこのメンバーの中で入っていただいたんです

けれども、そもそも推進委員会のメンバーが実行委員会になるべきなのかという話もあったかと思いま

すが、この辺についてはどういう形で来年つくっていったほうがいいんでしょうか。多分、ここの委員

の方は中心にはなるかと思うんですけれども、そこの人たちだけでずっとやっていくのはいいのかとい

うのは、私はどうなんでしょうと思っているんですけれども、どうですか。 

○池田委員 来年度の課題として大きいのは、スタッフの人数が少なかったので、食育の実行委員会の

人数を実行委員の方たち以外に早くからお声かけて、ともに何かをつくっていくという形で、スタッフ
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の人数、それが今回の中での一番大きな課題ではないかなと私は思っている。人数が少なかった……。 

○大竹会長 その、実行委員会のつくりなんですけれども、よくこういう組織をつくるときに核になる

人がいて、そこに例えば行政だと公募型なんかにしますよね。そうすると、今回は７人しかいませんで

したけれども、そうじゃなくてもっと核になりつつ市民の方に実行委員会やるので関心ある方どうぞ参

加してくださいって言って、そこで２０人ぐらい集めるとかして、特にその日はその方たちに手伝って

もらう、でも、準備段階から参加していただいたほうがいいと思うので、そういう実行委員会のつくり

方というのは、少し皆さんのご意見を。 

○酒井副会長 公募していただいたんですよね。 

○事務局 市報で公募いたしました。 

○大竹会長 それで７人だったんですね。 

○事務局 応募されたのは、１人だったんです。それで、委員の皆さんのご協力でお声かけをしていた

だき、集まっていただいたという形です。 

○雀部委員 それをもっと早い段階で、例えば。 

○大竹会長 例えば、今から来年に向けてやりますからというふうに言ってしまうとか。 

○雀部委員 募集だけはかけとくという形ですとか。あとは、ぜひ学芸大の学生さんに参加していただ

きたいなと、お勉強されている方に、実際に食育ってこんな感じっていうのを学んでいただきたいなっ

て。そうすると大学との連携もとれたりするのかしらと思ったんですけれども。学生一名が参加して。 

○酒井副会長 いただきました。 

○雀部委員 一生懸命やっています。 

○酒井副会長 いつも即戦力です。 

○大竹会長 そうですか。学生も声はかけてみますけれども、実は学生もいろいろ忙しくて、皆さん学

生に期待されるんですけれども、それほど即戦力にならないことが多くて、声かけて何人か、二、三人

は多分集まるかもしれません。ただ、そこを期待し過ぎるとあんまり集まらないかなと思うので。 

○池田委員 それはそうですね。 

○大竹会長 なので、例えば一応形は公募型にしても、ほんとうに公募はお一人しかいなかったとして

も、もう少しこう、入らないって周りに声をかけ、関心を持てば。 

○池田委員 口コミみたいな感じに。 

○大竹会長 例えば、ホームページの食育のページにいろいろな団体が参加しています。そういう人た

ちにちょっとずつ声をかけて入ってもらうとか。最初から一本釣りで声かけると、それはなぜあの人に

声かけたのっていうのがあると思うので。 
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○大坪委員 一応形は公募型にして。 

○池田委員 来年度がはっきりしているなら、それこそ今からでも、来年度こういうのがあって今年と

てもすばらしかったのでぜひというのも声かけられるんです。 

○大竹会長 そうすると、今年していただいたここの皆様は、一応実行委員会で来年核になっていただ

くってお願いしてもいいですか。それで公募して、もちろん核になっても皆さんお忙しいと思うので、

できる範囲でいいと思うんです。それで、今年のことをそれぞれに伝えて、例えば、ブースの中でも幾

つかあるじゃないですか。ここはだれが責任とかやってそこにやる人がさらに何人か参加してとか、い

ろいろなやり方があると思うので、そこを核にして今から実行委員会つくっちゃってもいいですよね。 

○事務局  いいと思います。 

○大竹会長 じゃ、今から実行委員会をつくる。そして市で公募していただく。公募期間を長くとって、

それでほんとうに自主的に参加してくださるという方は少ないかもしれないので、皆さんからも可能性

がありそうな人にお声がけいただくと。 

○池田委員 それと キッズカーニバルの方に来年度は、日にちというのかな、予定の日が何しろ決まり

次第すぐ教えてくださいと言っていただくと……。 

○事務局  そうですね。その辺の連絡のやりとりは早めにしたいと思います。 

○池田委員 お願いするにしても、その日をあけていただくと、早めに言っていれば、皆さん予定が。

○事務局  青年会議所が主催ですので、そちらと連絡をとりながらわかった段階でお知らせいただい

て、早めに皆さんにお知らせするという形にしたいと思います。 

○大竹会長 そういうふうに進めていただければと思います。 

それと、もう一つ心配しているのは、これの事業費が前、村松先生が啞然としてたけれども、なかなか

十分にはないですよね。前もって予算要求って言い方おかしい、これだけかかりますというふうに提案

しておかないと、つかないと思うんですけれども、提案してももちろん市の財政の中でそんなに幾らで

ももらえるわけではないので、その辺のところは少し考えて。 

○事務局  今までは何をやるかというところから協議して、実際決まってから行うということでした。

前回は講演会を行いましたので、今年度は、予算要求としては講演会の講師の予算を要求して、その予

算がつきましたが、キッズカーニバルに参加するということでそれが不要になってしまいました。 

○大竹会長 それをこっちに使うということはできなかったんですよね。 

○事務局  それはむずかしいですね。例年、キッズカーニバルに参加するということで方針を決めて

しまえば、それにかかる費用の予算要求ができると思います。 

○大竹会長 できますよね。今からなら十分予算要求に間に合います。 
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○事務局  そうですね。 

○大竹会長 そういう形で少し、今年やった経験でこんなものが必要なんだって、このぐらい予算がか

かりそうですというのをあらあらでもお伝えすれば、要求にあった形に直して要求してくれると思いま

す。 

○事務局  要求はしていきたいと思います。 

○大竹会長 はい、ありがとうございます。そんなところでよろしいでしょうか。あと、何かあります

でしょうか。この行事について。 

○藤田委員 すみません。先ほど言った実行委員のつくり方なんですけれども、そちらを見てお話しさ

れていたと思うんですけれども、この中のメンバーということで、私は実行委員じゃなかったんですけ

れども、その実行委員のつくり方ってこの方たちが実行委員になったというところ、私よくわからない

で、何となくいつもここで話されてるのが、私ＰＴＡ連合会からの出向なんですけれども、入っていな

いので入らなくていいということで参加していればいいのかなと思っているんですけれども、入ってい

ないのでこの会議からあんまり出向者としている意味があるのかなと思ってしまうんですけれども、改

めて実行委員でＰＴＡ連合会は関係なくていいということを明確にしていただければ、その立ち位置で

ここに参加できるんですけれども、それとも参加したほうがいいのか。 

○大竹会長 できればぜひ参加してほしいです。 

○藤田委員 そうですか。そうすると、実行委員を決めたときに、私、いなかったということですかね。 

○事務局  推進会議の中でお話ししているので、もしかしたら藤田さんがご欠席されたときかもしれ

ません。 

○大竹会長 そのときはいらっしゃらなかったんです。 

○藤田委員 そうしたらすみません。今回何も私手伝いもしなかったので、申しわけなかったなと思っ

て。 

○大竹会長 ただ、推進会議のこの中には、廣野先生とか、それから商工会の方とか。 

○事務局  三笠さん。 

○大竹会長 三笠さんはでも入ってくださるかな。入りにくいでしょうかね。 

○雀部委員 商工会に声をかけるという感じになると思う、三笠さんは。 

○酒井副会長 実行委員会ではなくて、その青年会議所の…。 

○大竹会長 もとのほうにいる。 

○酒井委員 参加の話のときは一緒に出てくださったんですよ。 

○大竹会長 そうですね。だから実行委員メンバーにしてもいいと思うんですが、推進委員会イコール
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実行委員会にしてしまうと、私が最初に申し上げたのは、推進委員会は実行委員会を実行する委員会で

はないので、やはりこの中で実行委員になってもいいですよという方だけ入っていただいたほうがいい

かなと思って、そういう意味で多分外したんじゃなくて、言いそびれたのかもしれません。 

○藤田委員 もともとそれはここはいいんですということだったら全然いいんです。入りたかったとか

じゃないんですけれども、何となく実行委員というところが不明確だったので、公募されたのも知って

いたんですけれども、この３人が実行委員だったかなと。 

○大竹会長 酒井さんも、井上さんもそうなんじゃないですか。実行委員じゃないの？ 

○井上委員 私は野菜関係の販売なので…。一応入っています。 

○藤田委員 そうなんですね。 

○酒井副会長 公募していただいたじゃないですか。そしたら１人しかいなくて、それで推進会議の席

で課長から１人しか応募がないのでご協力していただける方はというお話があって。 

○雀部委員 やってくれる方がいたらお願いしますという感じだったんですね。前回のときに。 

○藤田委員 私読んだんですけれども、すいません、議事録全部読んだつもりでいたんですけれども、

ちょっと見落としてた。すいません読んできたつもりでいたんですけれども。 

○大竹会長 公募していなかったから、後から入った形になっているんですね。このつくりをそれこそ

ちゃんとしたほうがいいと思うので。 

○事務局  そうです。そういう形になっています。 

○大竹会長 そうですか。 

○事務局  次回からキッズカーニバルに参加することが大体決まっていますので、もしお声がけをし

ていただければご協力いただける方が集まると思います。委員さんから関係者というか、お知り合いの

方に実行委員になっていただくようなお声がけをしていただければありがたいなと思います。 

○藤田委員 そういう形で進むんですか。お知り合いの方とか。 

○大竹会長 そうすると、この推進会議のメンバーが入るというよりも、推進会議のメンバーも公募の

中の１人として入る。 

○事務局  そうではなくて、委員さんは基本的に推進会議の委員ですので、実行委員とは別になりま

す。 

○雀部委員 たまたまダブっているという感じですよね。 

○大竹会長 わかりました。やはり公募した中にだれもいないなら協力しますよということで入ってい

ただいたという形式にしたいと思います。 

○藤田委員 今度もそういう感じですね。 
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○大竹会長 今度もそのようにするので、絶対入らなくちゃいけないというわけではないけれども、ぜ

ひ参加していただいて。 

○藤田委員 それはもうこちらの、Ｐ連として入ったほうがいいとかという、そういうのもないんです

ね。個人のということでよろしいですか。 

○事務局  Ｐ連でご協力いただける方がいらしたらお願いしたいと思います。 

○藤田委員 今日はまだ決まらないということですね。 

○大竹会長 そうですね。 

○藤田委員 来年度については。 

○大竹会長 今度は公募して実行委員会を立ち上げるという形で決まったということでよろしいですね。 

○藤田委員 はい。認識いたしました。ありがとうございます。すみません。今回は何も協力できませ

んでした。 

○池田委員 各ＰＴＡ関係の方たちのお母様方ですごく食に興味のある方とかそういうのをやっていら

っしゃる方いらっしゃいますよね。 

○藤田委員 そうですね。 

○池田委員 そういう方たちをどんどん声をかけていくと。 

○雀部委員 参加する側でもいいかもしれないですね。 

○藤田委員 だから、そういう意味ではそういうのを配ったりとか。 

○大竹会長 そういう方に協力してもらって。 

○藤田委員 そういうお手伝いができるかなと。 

○雀部委員 たしかキッズカーニバルは学校で配られているはずなので、それと一緒に今回これも、次

回でいいですけれども、一緒に配るとかってやってもらうと。 

○藤田委員 そうですね。せっかくなので。 

○雀部委員 子供を通じて。 

○藤田委員 そうですね。ありがとうございました。 

 

○大竹会長 それでは２番目です。小金井市食育推進計画の改訂についてということで、これも事務局

からご説明いただきます。 

○事務局  食育推進計画の改訂につきましては、前回からの経過を含めてご説明いたしますと、前回、

計画の策定から延伸、また今後の改訂作業等について一定ご説明をいたしました。その場でお気づきの

点についてご意見をいただいたところです。この会からご意見をいただいたものについては、推進計画
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と本日お配りした見直しの資料を見ながら聞いていただきたいと思います。 

推進会議でご意見をいただきましたのは、計画の１０ページのところですけれども、小金井版ファイブ・

ア・デーという事業内容について、表現方法を変えたほうがよいというご意見をいただきました。それ

について事務局でも食育月間の中で野菜を食べるキャンペーンを行っておりますので、統合してもよい

のではないかという意見も出ております。その他、放課後子供教室における食育として、土曜日や休日

に料理教室を行っている活動をどこかに入れ込めないかというご意見もありました。また、食育は食べ

ることだけではなくて、マナーも大切なので、家庭での教育も含めてはどうかというご意見もいただい

ております。あと、１６ページに食育推進モニター事業というものがありますが、これに関してはなか

なか実現が難しいということで、削除してもいいのではないかというご意見が出ています。その下の企

業等との連携推進ですけれども、実際、市内に独身寮を持つ企業がほとんどありませんで、その辺に関

しても再考する必要があるというご意見もいただいております。 

事務局で計画の改訂作業を進めるに当たりまして、年度当初に、庁内に食育推進計画検討作業部会とい

うものを関係各課の職員を集めて立ち上げまして、今年度２回ほど会議を開催いたしました。その中で、

各課が計画についてどういうところを見直したほうがいいかという協議をしてもらい、意見を出してい

ただきました。その意見のまとめが、お手元の食育推進計画各課見直しという資料でございます。 

まず、健康課の協議結果ですけれども、計画の２ページです。食をめぐる現状について、ここは、学芸

大学にご協力いただきました２３年３月の市民アンケートの結果をまとめてありますので、その中から

幾つかピックアップして掲載していきたいと考えております。また、計画の全般に言えることですけれ

ども、文言を現状に合わせた形で修正していきたいと思っておりまして、特に７ページの小金井市にお

ける食育の基本方針というところですが、市の最上位計画が変わっております。それと前回お配りした

と思いますが、健康増進計画を今年度に策定しましたので、その辺も大幅に変更になると思います。 

健康課が具体的な施策の展開について協議した結果ですけれども、まず１０ページのところです。啓発

活動の充実の中の１、食育シンポジウムというのがありますけれども、この事業に関しては、食育推進

計画の周知のために単発で行うという事業でしたので、これは削除していいのかなという意見が出まし

た。 

それと、２の食育月間と食育の日の取り組みの事業内容ですが、６月と毎月１９日となっていますけれ

ども、今年度は食育月間もキッズカーニバルの中で実施いたしましたし、特に限定しないで食育の日に

ちなみというように入れて、流動的に行っていくことができるようにしたいと思っております。 

また、３番の小金井版ファイブ・ア・デーですけれども、内容が２とダブるところもありますし、ファ

イブ・ア・デーという意味がわかりにくいということ、野菜を食べるキャンペーンについては、月間の
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中で十分啓発活動を実施しているということで、事業名を変えまして、食事バランスガイドの普及とい

う事業名に変えたらどうかという意見が出ております。 

その他です。１０ページの情報の整備の中の食育ホームページですけれども、３項目設けておりますが、

その真ん中のところの高齢者向け・メタボリック対策等の内容を整備と書いてありますが、これだと内

容が限定されてしまうということで、子供から高齢者まで全般的な事業の紹介をするように変更したい

と思います。関係各課の食育に関する事業を紹介するという事業内容に変更したいと考えております。 

次に、１１ページです。こちらの表題が子どもへの食育の充実となっていますが、場所ごとの取り組み

のつくりになっていて、これだと子供だけに限定されてしまうので、これをライフステージに応じた食

育の推進という形にして、年齢別というか乳幼児と保護者、学齢期、成人、高齢者というようなライフ

ステージに応じた区分けにしたらどうかという意見も出ております。健康課では、成人向けや高齢者向

けにも事業をたくさん行っておりますので、そういうものを載せていくというのも必要かなと思ってお

りまして、このつくりに関しましては、今後、委員の皆さんに考えていただきたいと思っております。

あとは、個々の事業名を実際に行っている事業名に変更していきたいと思っております。それと１５ペ

ージです。事業者の食育活動に対する促進策というところですけれども、３番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ところで、内容が１番と重複するところがありまして、３番

を１番に統合しまして、１番の内容を飲食店等ではなく、商工会等というふうにして商店全般にミニパ

ンフレットを配布できるような体制にして事業内容を変更したらどうかという意見が出ております。そ

れと、４番の栄養表示の推進ですけれども、東京都がずっと進めてきたところですけれども、現在、ど

このお店でも栄養表示が概ねできているということで、削除してもいいのではないかという意見も出て

おります。それと１６ページですけれども、５番の食育懇談会というのは１７ページの施策の推進と同

じ内容ですので、施策の推進体制のほうに入れてはどうかということで、ここは削除してもいいのでは

ないかという意見がありました。その他、専門家等との連携ですけれども、先ほど申しましたように、

食育モニター事業については健康課としても実施がなかなか難しいということ、それと企業等との連携

推進に関しても、市内に独身寮を持つ企業がほとんどないということで、これは削除したほうがいいと

いう意見が出ました。また、大学等との連携推進ですけれども、これを施策の推進体制というところに

もっていって、５番として大学等との連携推進という形でつけ加えたほうがいいのではないかという意

見が出ております。 

健康課に関しては協議した結果そのような意見が出ました。他の課については表に記してあるとおりで

す。児童青少年課のところが結構多くなっております。実際に行っていないものは削除したほうがいい

ということと、児童青少年課、学童関係で行うことではないというような意見があり、削除という協議
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結果となっております。経済課に関しましては、新規に追加したいということで、江戸東京野菜の普及

促進とか特産物の普及促進を新規につけ加えたほうがいいというご意見がありまして、これは大変いい

のではないかと健康課としても思っております。概略ですけれども、説明は以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。まず、この改訂はいつまでにどういう計画なんですか。 

○事務局  計画の延伸が２４年度までということになっておりますので、２５年の４月までには改訂

する予定となっております。 

○大竹会長 改訂をしなくちゃいけない。 

○事務局  はい。ですから、今年度中に案をつくってパブコメを実施して決定するということです。 

○大竹会長 そうですか。 

○事務局  前々回でしたか、スケジュール表を皆さんに示させていただきましたが、そのとおりには

ならないにしても、大体次回の推進会議までには皆さんのご意見をもとに健康課で素案をつくりたいと

思っております。 

○大竹会長 そうですか。次回に大体これに沿って直すんならそれで素案をつくると。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 わかりました。どの順でやりましょうか。まず、今、健康課から出されたなら、質問もす

ぐ答えてくれそうなので、まずそこについてにしましょうか。それであと、学務課と児童青少年課と経

済課がありますが、経済課は加えたらどうですかということなのでいいかと思うんですが。もしかした

ら児童青少年課と学務課、この辺は検討した方たちにここに来ていただいて、お話いただいたほうがわ

かりますよね。これでそういうふうに直してくださいと言われても私たち意味がわからないところがあ

るじゃないですか。 

○事務局  理由は記載されていますので、もしご意見や考え方が違うということであれば、ここで出

していただいて、それを作業部会に持ち帰ってそこで協議したいと思います。 

○大竹会長 そうですか。じゃあ、何度か往復するということになりますかね。まず、健康課は今ここ

で決着がつくことが多いかもしれません。まず、健康課だけで２ページ目です。これはアンケートの内

容を少し追加して書き加えたいということですがどうでしょう。よろしいですか。では、よろしくお願

いします。それから、７ページです。食育推進の基本的な考え方というところでは、今、基本的な条例

等ができて少し違ってきたということですよね。 

○事務局  そうです。第３次となっておりますが、第４次基本構想に変わっておりますし、将来像も

変わっていますので、その辺は事務局で変更したいと思います。 

○大竹会長 ということでよろしいでしょうか。次に、１０ページの食育シンポジウムは、これはもと
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もと平成２０年に実施ということで後は実施する予定はなかったので、これは２４年、もちろん２５年

以降も実施しないというつくりですので、これは削除してよろしいですか。 

次に、１０ページの小金井版ファイブ・ア・デーですが、これはバランスガイドの普及に訂正というふ

うに提案されていますけれども、これはどうでしょうか。 

○池田委員 もともとファイブ・ア・デーというのは、野菜を食べましょうということで起こっている

運動なんです。食事バランスガイド、これは野菜だけじゃないんです。全体の。そういうので見ると、

バランスガイドの普及という以外の何か、表現の仕方というか。 

○大竹会長 ここの小金井スタイルというか、この食育推進の小金井らしい食生活の中に野菜を食べま

しょうというような、１つ目にあります。だからこういう野菜を中心とした食事の推進をするとかとい

う言葉に変えたほうがまだいいんじゃないですか。あるいはバランスのよい食事ならまだわかるんだけ

れども、バランスガイドというとこまの絵そのものになってしまうので。 

○酒井副会長 あれも、いいかげんといえば、いいかげんだから。 

○大竹会長 あれも、いろいろ意見がありますよね。 

○事務局  バランスのよい食事の普及ということで内容に関して、野菜をとるという内容を。 

○大竹会長 あるいは、小金井らしい食生活の推進というのを書いて、内容は野菜を中心としたバラン

スのよい食事の推進とかって、そういう書き方のほうがいいかな。 

○事務局  わかりました。 

○酒井副会長  すいません、いいですか。保健所さん、去年、５皿で。 

○大坪委員 １日ね。１日３食５皿で野菜をとろうという。 

○酒井副会長 １日３食５皿っていうのがありましたけれども、その文言になると面倒くさいんですか。 

○大竹会長 やはりそれは個別にされて提案しているものですよね。バランスガイドも厚労省が提案し

ているものだし、ファイブ・ア・デーではファイブ・ア・デーで、また別のところが提案しているもの

なんです。どれもいいんですけれども、そういった個別のものをここに入れ込んじゃうと。 

○松井委員 個別じゃなくて、全体象を出したほうがいい。 

○大竹会長 だから、そういうのが全部含み込めるような内容にしたほうがいいかなと。 

○池田委員 大竹先生がおっしゃったように、野菜を中心としたバランスのよい。 

○大竹会長 としたバランスのよい食事というとファイブ・ア・デーも入るし、その５皿というのも入

るし、もちろんバランスガイドも入るしということで。 

○事務局  はい。わかりました。 

○大竹会長 次に、食育ホームページですが、高齢者メタボに特化するのではなくということですね。
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これはそのほうがいいですよね。特化しないで、どういう書き方になるんですか。 

○事務局 高齢者向けとかメタボ対策の事業内容を整備するという感じだと思うので、関係各課がさま

ざまな事業を行っていますので、関係各課の食育に関する事業を紹介するという形にしたいと思ってお

ります。 

○大竹会長 内容に書いてあったこういうふうに訂正するということで。 

○酒井副会長 ホームページの中にはこのメタボ対策の項目ありますよね。 

○事務局  項目はあります。 

○酒井副会長 それはそのまま残していいの。 

○事務局 もちろん項目は残してもかまわないのですが、健康課でメタボリック対策とかそういう事業

もやっておりますので、そういう事業の紹介を含めてということで特化しないでやればいいのかなとい

う意見が出ました。 

○雀部委員 これからまさにやっている、今４月から始めたものなので、この関係各課の紹介というの

は、ホームページの中にカレンダーがあって、カレンダーの日にちをクリックすると、その日やってい

る事業を紹介するというスタイルを今つくり始めた。ちょうどつくり始めてこれから実施しようとして

いるところなので。 

○大竹会長 じゃ関係各課にして、もちろん関係各課の中で特に高齢者とかメタボリックという項目も

あるかと思うので、それは今あるのはそのまま生かしながら、別の新しい発展系を考えるということで

よろしいですか。じゃあ、それでお願いします。 

次に１１ページ、子供への食育の充実ってなっていますけれども、それをライフステージに応じた食育

の充実に訂正したらどうかということで、これは都の計画がそうなっていることもありますということ

ですけれども、いかがでしょうか。 

○雀部委員 ライフステージに応じたという形にすると、ライフステージごとに項目をつくらないと、

こういう題名にするんだったら。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 できればこの事業名と事業内容と実施予定年度の横にもし書けるスペースがあるんだった

ら、何課がかかわっているかというのが入れば、年代ごとでも大丈夫だと思うんですけれども。乳幼児

からスタートしてということです。 

○大竹会長 そうするとこの中身を相当書きかえなくちゃいけない。今はキッズというか子供に焦点を

当てると例えば保健センターもマタニティとか、両親とか、離乳食とか、こどもクッキングとかみんな

子供に関係するのが全部になるので、どうしましょう。 
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○事務局  他市とか東京都の計画を見ますと、乳幼児と保護者に対する食育推進というふうにすると

保健センターの事業はおおむね網羅されます。あと、児童生徒というか学齢期の食育推進ということに

なると小中学校や学童、児童館も入ります。保育所、幼稚園は乳幼児に入ります。成人とか高齢者が全

く事業に載ってないですね。健康課としては実際に事業を行っておりますので、その辺は掲載したいと

いうことで、そのような区分けにしたらどうかという意見が出ました。 

○大竹会長 わかりました。ここを大分書きかえるという感じになりますか。もちろんこれをベースに

しつつ少し整理して。 

○事務局  事業をそれに合わせて少し整理するということです。 

○大竹会長 ということで、ここは大分書き変わるようですがそれでよろしいですか。あと、１１ペー

ジの乳幼児食メールが乳幼児食育メール。これはよろしいですね。親子クッキング教室も栄養講習会（親

子クッキング教室）に訂正。これもよろしいですね。それからアレルギー食相談は、管理栄養士による

アレルギー食やこどもの少食・偏食の相談を行う。もともとアレルギー食相談ではなくて、栄養個別相

談にして中身をそうやって書くということで、これも事業名に合わせるということですね。よろしいで

しょうか。それから、食育ミニパンフレットの配布。これはコンビニとか何とかって書いてあったんで

すよね。 

○事務局 これは重複しますので、統合して一本で商工会等とすれば商店全般網羅できるかなと思って

おります。 

○大竹会長 ただ、商工会等って書いて市民の人がぱっとイメージできるのかな。何々などのとやると

商工会等、などのなどの入って…。飲食店や括弧、もしかして飲食店だけじゃないスーパーも含めた流

通業などって書く。 

○事務局  そうですね。 

○井上委員 実際、商工会に入っていないお店もあるんですよ。 

○池田委員 食育ミニパンフレットというのは、どこでつくるの。 

○大竹会長 これでしょう。このこと言っているんでしょう。 

○池田委員 これのこと。これのことか。 

○大竹会長 そうすると、飲食店や流通業などぐらいにしますか。何て書いたらいいんだろう。そうす

ると、また落ちるところもあるし。いわゆる商店全般ですね。商店というふうに言えばみんな入るんで

しょうか。ＪＡなんか落ちちゃうってことになるんですか。生産者なので。 

○酒井副会長 商店全般を対象とすると、商工会っていう言葉を使っちゃうと入っていないところがあ

るからということになっちゃうんですね。 
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○大竹会長 飲食店や…。商店って売っているところっていうイメージ。スーパーとか八百屋さんとか

そういうイメージでしょうか。 

○事務局  駅前の大型スーパーと近くのコンビニに置いていただくようになりました。 

○大竹会長 ほんとう、よかったですね。飲食店やコンビニ、スーパーなどの消費者が。 

○酒井副会長 難しいですね。 

○大竹会長 飲食店や商店などにミニパンフレットを置き市民に行き渡るようにするとか、そういうふ

うにすればいいかな。配布する。などの中に、そのＪＡとか何か入るかもしれない。飲食店や商店など

にとかというふうにしたほうがいいかもしれません。 

○事務局  そうですね。わかりました。その辺は考えてみます。 

○大竹会長 これを今のに統合しちゃうんですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 ごめんなさい。次の１５ページ、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

携を今のに統合すればいいんですよね。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 次に、栄養表示の推進はおおむね標示ができているためやらなくていい。いかがですか。

大坪さんなんかいかがですか。大丈夫でしょうか。これ削除して。 

○大坪委員 栄養表示のところは自主標示の関係になりますので、今保健所も自主的にしていただくと

いう形で以前は健康づくり協力店という形で保健所がお手伝いして標示していましたけれども、今自主

表示の形になっています。 

○大竹会長 これ、何か私、逆に栄養表示だけではなくて、食品の情報の表示の推進みたいなこと。ト

レーサビリティとか今進んでいるじゃないですか。 

○大坪委員 ただ、今やっているのは飲食店から情報の発信してください。栄養表示だけじゃなくて、

いろいろなものの健康情報を発信してくださいという教室などもしたり、飲食店の方にそのような講習

会等では話していますけれども。例えば、血圧の高い方も食べられるように薄味のものをつくって提供

してもらったり、野菜料理の小鉢を提供してもらったりという形のものはお話ししておりますけど、必

ずしも何か栄養量だけではなくて、なかなか調理に携わっている方は細かい計算は難しいですので、こ

ういうところだったらできるという部分ですね。ふだんなかなか野菜とるのが少ないのを、野菜のメニ

ューをつくっていくんですね。 

○大竹会長 そうすると、栄養表示じゃない言葉で、でもやっぱり残しておく。そうすると何がいいで

しょうね。健康な食生活を推進するための情報の提供みたいな……。 
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○大坪委員 今は、提供みたいな形ですね。 

○大竹会長 それを推進するという形でいいですかね。そうすると、多分栄養だけじゃなくて、今みた

いにこれは薄味ですよとか。 

○大坪委員 ご飯は小盛りと言えば、うちは小盛りができますよと。 

○大竹会長 それから、それこそトレーサビリティがいっぱい出てきたりしているけど、あれはまた別

の意味での情報ですもんね。栄養ではないけど、食に関しての情報が。そういう形で残していくのでい

いですかね。それから、次は「食育懇談会の開催」は推進体制のほうにも入っているので、そちらに移

行するということでよろしいですか。では、次に「食育モニター事業」ですが、これは実施が難しいた

め削除したらいいのではないかということですが、どうでしょう。 

○酒井副会長 一応実施、未実施にしているんですね。 

○大竹会長 これは計画なので、それが実施されたかどうかというのは、あまり実施していないと、多

分全部未実施になっているんです。 

○酒井副会長 食の緑色のアンケートがありましたよね。あれとは違う、モニターだから違う……。 

○大竹会長 モニターは違うんです。 

○酒井副会長 追跡するということですよね。 

○大竹会長 というよりも、直接市民に指導したり、働きかけて、そしてその結果をちゃんと市が把握

するという形なんですよね。 

○酒井副会長 これは健康課がやられている、成人向けにやられた事業の中で、例えば、それを受けた

方にアンケートというか、それを受けてもらって、その後何か変わったかみたいな調査をモニターに変

えるみたいなことはできないんですか。 

○事務局  それはモニター事業ですので、ちょっと違うような気がします。 

○酒井副会長 また性格が違うんですね。 

○事務局  もちろん事業の中で、そういうことはやっておりますけれども、モニター事業とは違うよ

うな気がするんですね。 

○大竹会長 個別な事業だとやりにくいんですね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 もっと違う、いろんなことができるような書き方ならいいけどということですね。ここで

は書きにくいかもね。専門家という枠組みの中では書きにくいかもしれないですよね。じゃあ、いいで

すか。 

○雀部委員 たしか前回、この話になったときに費用対効果じゃないですけど、やったわりには効果的
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なものが薄いんじゃないかという話が出たと思うんです。だれか１人なり、２人なりをモニタリングし

たところで、それを公開したとしても、本人はそれで気づきの部分があったりしても、なかなか周りの

人にそれが浸透していくかというと、そこは難しいところなので、無理かなという気もするんですけど。 

○大竹会長 じゃあ、よろしいでしょうか、削除して。ありがとうございます。それから、「大学等と

の連携推進」は５に移行。計画推進の中に、推進体制に移行ということですね。どの辺に入る…、食育

推進会議の中に入るんですか、５というのは。 

○事務局  項目を１つ増やして。 

○大竹会長 推進体制にしたほうが、これは推進体制なので、そのほうが落ちつくということですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 わかりました。よろしいですか。それで、「企業等との連携推進」というと、市内に独身

寮を持つ企業はほとんどないということで、なかなかここに書いたような実績には動きようがないとこ

ろですが、よろしいですか。じゃあ、そういうふうにする。もしかしたら専門家との連携というのは、

そういう意味ではもうなくなっている。 

○事務局  そうですね。専門家は、なかなか難しいかもしれないですけれども、大学等と連携してい

けば、そこは削除して別の項目でうたえばいいのかなと。 

○酒井副会長 推進体制の中で、文言を残した…。 

○大竹会長 専門家との連携というのを、全く削除しちゃうのか、あるいは少し残して、表にはしなく

ても。 

○大竹会長 一応、表にしないと実施したかどうかチェックができない。 

○事務局  そうですね。だから、「大学等との連携推進」という事業名にすると、研修もできると思

います。 

○酒井副会長 専門家という文言を落としちゃうと、大学だけじゃないものだと思うんですけど、文言

は残したほうがいいんじゃないか。 

○大竹会長 ただ、専門家と今書いてある中でも、食育モニターと大学と企業という意味では、これが

専門家かどうかというのも怪しいですよね。だから、ちょっとずれている項目が入っているから余計に

やりにくいんですよね。 

○事務局  むしろ事業者とか、各種団体との連携みたいなところだと思うんですよね。 

○大竹会長 例えば、村松先生がここに入ってくださっていますよね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 どちらかというと、専門家という感じなので、そういう人たちと連携するのも考えられる
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のかもしれないんですが、難しいですね。 

○酒井副会長 これがなくなっちゃったら何か浮いちゃいますか。 

○事務局  大学等とありますので、等の中に含まれるということも考えられるんですけれども。 

○酒井委員 もう一押しして、「大学・専門家等」というのは。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 そうですね。あるいは、専門家等の連携で、大学や……。 

○酒井副会長 団体は違う。 

○事務局  団体は別項目がありますので。 

○大竹会長 大学や専門家をあらわすのは何がいいか。専門家というイメージはどうなんでしょう。例

えば、フードコーディネーターとか、そういうのは専門家ですか。栄養士なんていうのも専門家だと思

うんですけど、そういうのはここに書く種類のことなのか、あるいは栄養士は小金井市の中に含まれち

ゃっているので、ここでは書きにくいのか。 

○酒井副会長 ④というのは、文言を読んでいると、２０代から４０代の方を対象にすることを予想し

て、それにどういうふうにアプローチしていくかに対して、属している大学とか企業が書いてあるんで

すよね。だから…。 

○事務局  そうすると、ライフステージの中の成人のところで、どういう形になるかわからないです

けれども。 

○大竹会長 そうすると、これは今までは子ども中心で書いていましたけれども、その１つですよね、

専門家というのは。だから、今度はライフステージにするので、成人、高齢者が入ってくるので、そう

すると、その中に書き込めば、特に専門家という項目を立てなくてもいいのかもしれないですよね。例

えば、高齢者だと、介護している人たちとか、そういうところもある意味では専門の場面ってあります

よね。そういうところに、職ではない専門が入ってくるかもしれないので、これは落としていきましょ

う。そういう形で、今度はライフステージに整理し直すので、落とすことにしましょう。 

○雀部委員 ライフステージごとに年齢に応じたという中に入れ込んでくという。 

○大竹会長 じゃあ、次に学務課のほうで、「授業における食育指導」。既に学習指導要領に食育が位

置づけられているため削除していいんじゃないかということですが。 

○酒井副会長 食育推進計画が、全体を把握するためのものであれば、入れ込んでいく必要があると思

うんですよね。学校は学校でやっていますからいいですよということだと、なくてもいいんでしょうけ

ど、全体を見るという意味では…。 

○大竹会長 既に実施しているものは基本的には入れない。新しいものだけということ…。 
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○事務局  多分これはもう授業の一環として行われているので、事業として行うものではないという

判断だと思います。指導要領にやらなくてはいけないと位置づけられていますので、学務課が行う事業

ではなくて教育の一環としての位置づけになってしまっているということだと思います。 

○雀部委員 でも、把握ぐらいは必要ですよね。学務課がどこの学校で、何の食育のどういう授業や取

り組みをしているということが把握できていないんです、今は全く。 

○大竹会長 そうですか。 

○雀部委員 なので、把握は必要だと思うんです。 

○大竹会長 把握できていないんですかね。 

○事務局  各学校に食育推進リーダーがいらっしゃるので、その方が各学校で食育を進めているとい

うことを聞いております。 

○大竹会長 うちの院生が、それこそ調査をさせていただいているんですけど、もちろん指導要領に入

っているので、各学校で食育の年間指導計画というのをつくるんです。つくった後、それが教育委員会

に報告を必ずしているんですよね。だから、把握していないというのは不思議なんですけど、だから…。 

○雀部委員 例えば、食育リーダー会議で、大体リーダー会議に出てくるのは栄養士さんが多かったり

すると、栄養士さんは給食については詳しいんですけど、授業で何をやっているかというところまでは

意思疎通がどこまでできているのかなという気はしたんですよ。 

○大竹会長 そういうことね。 

○雀部委員 だから、それは把握できているからいいですと言っちゃうと、全くこの機関が、食育の授

業のことに関してはタッチしないとなっちゃいますよね、項目がなくなるということは。できれば、も

っと食育の授業をやってほしいなとは…。 

○大竹会長 じゃあ、「授業における食育指導」というよりも、「学校における食育学習の推進」と書

いて、そうすると、もちろん学校ではやるんだけど、指導要領に入っているから。だけど、すごく一生

懸命取り組んでいる学校と、最低限の学習指導要領に書かれているのに違反しないという言い方はおか

しいけど、そことそれない程度にしか取り組んでいない学校、取り組み方の違いというのはあるので、

より積極的に食育に取り組んでもらうように学校にお願いするという言い方はよくないけど、そういう

仕組みをつくる。例えば、食育リーダーの人たちが集まって、ただ報告し合って、ある意味では愚痴を

言っているだけではなくて、どうしたら各学校で食育を推進することができるのかということを、建設

的につくっていくものにしてもらうとか。 

じゃあ、いいでしょうか。落とさないで、「学校における食育学習の推進」と書いて、各学校でさらに

一層の食育の推進ができるような指導を行う、ですよね。食育を展開できるような仕組みを考えるか、
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仕組みを整備する。多分食育リーダー会議があるので、リーダー会議は整備されているけれども、そこ

でどうさらに展開するか、あと一歩だと思うんです。それを展開すれば、やりました…。 

○酒井副会長 多分、学校の情報を、今日は見えていませんけど、こちらに上げていただいて、各学校

でどうしているか聞かせていただければ一番いいので、それがスムーズに情報が上がってくるような仕

組みというか、やりやすいような何か…。 

○池田委員 すみません。以前、給食を担当していらっしゃる、ホームページの委員の方で、稲城のほ

うでしたか、どこかの新聞で、あちらの学校が食育のいろんな活動をして、それがずっと新聞に書かれ

ていたので、これはいいな、おもしろいなと思って、だから、地域によっては、確かにそういうふうに

取り組んでいる地域もあるんだなと、そのことで思ったんです。そういう意味では、まだ小金井は栄養

士さんたちが一生懸命していらっしゃいますけれども、そこどまりで、あまりそれが、何て言うのか…。 

○酒井副会長 情報として出てこない。 

○池田委員 こんないいことをしてるのよね。いいことをしていらっしゃるんですよね。だから、それ

が学校内では知っている方は知っているんでしょうけど、一市民としても小学校でこんなことをしてい

るんだという情報が目に触れると、食育というものに市民も意識が、そこに目が行くんです。だから、

学校でもこういうことをやっているんだ、子どもたちはこういうことをやっているんだ。 

○大竹会長 じゃあ、「学校における食育の推進と情報の発信」と入れましょうか。そうすると、学校

ではやっているんですよ。だけどそれが、小金井市民に通じていないから、もっと学校から市民に発信

してほしいということですね。 

○池田委員 そう、こんなおもしろい授業しているんだ、食育の授業って楽しいなとか。 

○大竹会長 せっかくやっていることを、もっとみんなに教えられればね。 

○池田委員 そういう仕組みがあると、ホームページなんかでもあれなんでしょうけど、だから、給食

だより、何だったかな。 

○大竹会長 給食だよりありますよね。 

○池田委員 見せていただいて、そういうふうにやっているんだと。 

○大竹会長 多分小金井市もやっているんだと思います。だから、小学校に行っているお子さんがいる

方は、その辺にはわかるんです。だけど、それ以外のところまで通じないので、「情報の発信」ぐらい

まで入れよう、プラスして。その程度ならそんなに大変じゃないですよね。 

○藤田委員 すいません。保護者もそんなに浸透していない気がして、一般市民だけじゃなくて、もう

ちょっと小中学校に行っているお母さんたちにも情報を発信できるような形が必要なのかなと。すごく

食育、食育と言葉ばかりが先行してしまって、実際お子さんを持つ保護者の方がそんなに詳しくないと
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思うんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○藤田委員 なので、ほんとにどんな人でも、もっと「ああ、そうなんだ」と思えるような情報がある

といいと思います。 

○池田委員 だから、お母さんたちは栄養士さんに食育はお任せという感じのお母さんたちが多いんだ

と思うので、それを、お母さんたちも一緒にという意識、やっぱりそういう仕組みができるといいです

ね。 

○大竹会長 あまりこちらでこんな形と決めちゃうと、またそれぞれ学校の事情もあるかと思いますの

で、学校から情報を発信してほしい的なことをここに書き込んでおいて、その発信の仕方は学校によっ

て、あるいは、小金井市の食育リーダー会議というふうに、集まって話し合う会議があれば、各学校で

じゃなくて、小金井市全体は、この学校ではこんなことをやっていますよと、１枚にまとまったものが

出てきてもいいわけですよね。そうすると、自分の子どもが行っている学校だけじゃなくて、向こうの

学校はこんなことやっているんだということも見えてきて、そういうのが１つ、これを見ていくとおも

しろいですよね。じゃあ、そういうふうに書き直すということにしましょう。 

次に、「交流給食」、検討が必要ではないか。生産者が授業に参加することはあるが、給食を一緒に食

べるとなると難しい。食事、食べることとなると難しい。交流給食、地域の生産者等と、児童、生徒が

交流できる給食を年２回以上実施する。これは「交流できる」かな、一緒に食べなくてもいいんですよ

ね。 

○藤田委員 うん。 

○大竹会長 例えば、井上さんたちはどこかの学校に行ってやっているんじゃないかな。 

○井上委員 年１回、はい。 

○大竹会長 やっていますよね、あれはまさに交流しているんですよね。 

○井上委員 交流ですね。その日に例えば、給食で使う食材を納めて、それを説明したりとか、あと食

べる…。 

○大竹会長 説明することで授業と交流しているわけですよね。 

○井上委員 そうですね。交流、はい。 

○大竹会長 そういうことで、ここに書かれていて、一緒に食べることじゃないんですけど。 

○事務局  そうですね。そうすると、誤解を招く可能性もあるので何か文言を変えて…。 

○雀部委員 給食にこだわることはないですよね。それが交流の仕方が授業なんだったら…。 

○大竹会長 交流給食ではなくて、地域の人と交流できる食育活動の推進と書いておいて、そうすると、
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例えば、近くの生産者と一緒に、子どもたちが逆に農地のほうに来てもらってもいいんですけど、一緒

につくって、それを食べようというと、そこで交流ができますよね。 

○酒井副会長 この記載の上に給食を通した食育というのは、またこれはこれであるんですかね。 

○大竹会長 これは、だから給食に特化しているので、交流給食のほうは給食じゃなくて、地域と交流

した食育活動の展開とか書いておくと、中身を書き直すと。 

○酒井副会長 そうですね。 

○大竹会長 今、井上さんたちがやっている活動はここに入る。よろしいでしょうかね。それから、「弁

当の日」を削除。小金井市では実施していない。実施していないから削除っていいんだろうか。 

○雀部委員 していないじゃなくて、したくないんじゃないですか、正直。 

○大竹会長 次のも、していないから削除って書いてあるのが幾つかあって、もともとはしていないか

らやりましょうというのが推進計画かなと思うんですけど、どうしましょうね。 

○藤田委員 これは、私もここの会に参加して、ずっとこれはあると思うんですけど、私のほうからも

何度か、幾つか緑小のほうでという話もあったんですけど、なかなか進んでいないのが実態。 

○大竹会長 そうですね。 

○藤田委員 なので、ただ不可能なのがずっとあるのはやっぱりどうなのかなと。それとも、今後とも

また地道にやっていくか。でも、きっと進まないような気がするんですけど。 

○雀部委員 弁当の日自体が校長先生の責任によるところが大きくて、先生が責任をとってくださる上

で保護者も納得したり、学校も進められたりとか、家庭科の授業でお弁当をつくることを習うようなス

タイルになって、そこは個人に任されているみたいなところがあって、それを市として推進するのが難

しいのかなという気は、だから今までうまくいっていない。 

○藤田委員 昨年度も随分、ご一緒に何か案があれば、市のほうから協力しますということは言ったと

思うんですけど、それも上がってこないし。 

○酒井副会長 どこかでとまっているんですか。 

○藤田委員 そうです。だから、言っていただかないと学校も動けないと思うし、私たちＰＴＡも協力

できないので。 

○大竹会長 これは、多分以前に参加されたＰＴＡの方がやりましょうと、わりと積極的で、ＰＴＡを

中心に展開できるかなと思って、すごく主張なさったのでここに書いたんですけれども。 

○藤田委員 そうなんですね、すいません。実現がちゃんとできていない。 

○大竹会長 だけど、逆にＰＴＡに協力するとか、家族でお弁当をつくるとか、学校に持参すると非常

に限定的に書かれていますよね。だからそうじゃなくて、弁当の日といって学校でお弁当の日を設けて
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実施するとかとすれば、お弁当というものがＰＴＡがつくるんじゃなくても、例えば給食でつくったも

のを、みんなはお弁当箱を持ってきて、そこに詰めて食べるのも１つの簡単なお弁当に…。 

○藤田委員 前にそれは、雀部さんのほうが言っていらっしゃったと思うんですけど。 

○酒井副会長 雀部さんのところで１回やって…。 

○井上委員 東中は私の子どもも行きましたので、やってましたので。 

○大竹会長 してるんですか。 

○藤田委員 その話もＰＴＡ連合会の会議で私も言ってあるので、そのとき東小の校長先生が、そうい

う計画は私たちは聞いていないということだったので、その辺がうまくコミュニケーションというか。 

○大竹会長 情報がちゃんと伝わってない。 

○藤田委員 多分、お弁当をつくれないおうちもあると思うので、お弁当箱を持ってきて詰めるという

のだったらたぶん。 

○大竹会長 これは、家でつくれないうちというか、お弁当を持っていく態勢ができないので、みんな

でつくりましょうと。どちらかというと、家でつくるって発想じゃないようにこれは書いてあるんです

けど、誤解されているんです。だから、例えば、学校でつくった給食を詰めるんだと、多分衛生上問題

ないと思うんですね。あと、家庭科でつくって、自分たちで食べましょうというのも、１つのお弁当の

日になるので、それは家庭科の調理実習は問題ないと思うんです。さらに、どういうふうに展開するか

というときに、親が参加して一緒につくることが可能なのかとか、ただ、あれですよね。生活科とかの

授業では、つくったものを縦割り班の違う学年と一緒に食べましょうなんてことはやっているので、そ

の範囲だったらほんとは多分できるんですよね。 

○藤田委員 ただ、実施をする機会は、なかなかないのかなと。もし、きちんとした…。 

○大竹会長 あるいは、全学じゃなくても行事として、ＰＴＡ活動として、そういうことをやる行事を

やりましょうといって、参加したい人だけ親子で来て、親子の料理教室じゃないけど、一緒につくると

か。 

○藤田委員 そうすると、細かいところですけど、学校全体ではなかなかと思うんですよね。 

○大竹会長 それは違う。でも、それでも。 

○藤田委員 そういうのをやることによって、ここは実施になっていくんですよ。それを残すか残さな

いか。 

○大竹会長 そうそう。 

○雀部委員 本来の弁当の日は、たしか提唱された方は家でつくって持ってくるというのが弁当の日な

ので、それまでの段階に子どもを持っていくために家庭科の授業で何回もお弁当の中身をつくる練習を



－２７－ 

してということなので、保護者も学校も相当協力しないとできないことですよね。 

○大竹会長 いや、ただ、あのときは、もちろん家でつくって持っていくと主張されたんですけど、そ

れは無理なので、それはやめましょうということで、違う書き方をしたんです。 

○雀部委員 これを残すのがいいのか、それとも例えば、保護者に対する食育支援と次の項目にありま

すよね。例えば、先ほど藤田さんがおっしゃっていましたけど、親は意外と情報を知らないということ

では、そちらのほうをむしろ充実させて、そっちにＰＴＡと協力するという文言を入れて、ＰＴＡで主

催で講演会だったりというときに、食育関連の方を呼んでいただくとかいうほうが効果はあるのかなと。 

○藤田委員 弁当の日とすると、何か弁当限定になってしまって、わりと大きな枠でもって。 

○雀部委員 もっと広く。 

○藤田委員 そうですね。そのほうが、進んでいくような気はします。 

○大竹会長 そうですね。 

○酒井副会長 何かつくらなきゃとかね。 

○藤田委員 そうですね。 

○大竹会長 じゃあ、そういうふうにしましょうか。そうすると、単に削除しただけじゃなくて、もっ

と違う展開ができるようにしたというところでいいかもしれないですね。これは、「保護者に対する食

育支援」というのも、「保護者と協力した食育支援」ぐらいに変えて、そうするとＰＴＡと協力してと

かと書けますよね。それで、１ページのほうは全部終わりですね。 

次に児童青少年課のほうですが、「箸の持ち方指導」は削除。 

○酒井副会長 理由がわけわからない。「実施項目について掲載場所の検討が必要なため」。 

○大竹会長 この理由がちょっと伝わらないので、説明をお願いできますか。９ページの「箸の持ち方

指導」。 

○事務局  １３ページですね。 

○雀部委員 ９にも１３にも両方載っています。 

○事務局  そうですね。事業として載っているのは１３ページです。実際に行っていないということ

だと思います。「箸の持ち方指導」は、児童館や学童保育でやることではないということだと思います。 

○雀部委員 その前にみんな持てているということですよね。どちらかというと、幼稚園とか保育園で

結局指導だったり。本来は家庭のはずなんですけれども、その前の段階で持てているので、だから、掲

載場所が違うという書き方をされているのかなとも思ったんですけれども。 

○酒井副会長 わかりました。でも、この上のほうに「学童保育所・児童館」という２つの並びがあっ

て、その中にはしというのがあるけど…。 
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○大竹会長 例えば、下に間食指導ってありますけど、別に間食じゃなくて、食育指導にして、内容が

ここでは、今、「仲間と食べることを通して、団らんの楽しみ」としか書いていないでしょう。だけど、

そうじゃなくて、「食に関する知識やはしの持ち方などのマナー、それから一緒に食べることの楽しさ

などの食育を指導する」というふうに、この中に組み入れてはどうですか。多分はしの持ち方だけ項目

で挙がったら、異様なんですよね。 

○雀部委員 限定されてるんですよね。 

○酒井副会長 違和感があるんですよね。 

○雀部委員 さっきの弁当の日と一緒で。 

○大竹会長 そうそう。そして、「学童保育所・児童館での食育指導」というふうに書けばいいんじゃ

ないでしょうか。 

○雀部委員 それこそ先日のキッズカーニバルの食育イベントで、はしの持ち方ということで多摩府中

保健所のほうからお借りしたんですけれども、大豆をつかんで移すというゲームみたいな感じでやった

んですけれども、それを児童館でゲーム的にやるということは可能だと思うので、そういうことをトー

ナメント制にしてみるとか、楽しみながら学ぶという意味では、そういうこともいいのかなと。すごく

好評だったので。 

○大竹会長 だから、これが児童館の仕事じゃないと言ってしまうと、食育はすべて児童館の仕事じゃ

なくなっちゃうんです。だけど、この食育推進のつくりは、いろいろな場面でなるべく食ということを

考えてもらおうというふうに入れているので、多分今までやっていなかったからやりませんという形で

意見が出てきちゃったのかなと思います。 

○松井委員 ３と４は同じ内容ですよね。 

○大竹会長 そうそう。間食指導とおやつづくりが一緒になっちゃうので、おやつづくりとかお昼づく

りは学童保育でやっているから、これはわりとやりやすいと思うんですけれども、そうじゃないものを、

間食に限らず、はしの持ち方に限らず。 

○酒井副会長 ここを１つにまとめて。 

○大竹会長 ２、３を１つにまとめて。 

○酒井副会長 それこそ松井さんの配膳、あれだって入ったって別にね。 

○大竹会長 いいと思います。 

○松井委員 ２、３、４もみんなこれひとまとめにできますよね。 

○大竹会長 そうですね。それを食事のマナーと書くのか、食文化と書くのか、ちょっと迷うところで

すけれども。はしの持ち方というのは、日本の食事の非常に特徴なので。 
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○松井委員 でも、配膳のクイズをやっていて、「何でこういうふうにするんですか」と親の方に言わ

れたんですよ。伝統的にほんとうはこれが正しい食べ方なんですよという以外、何でという…。 

○大竹会長 それは私だったらいろいろ説明をしちゃうから。 

○松井委員 でも、私もそのときにご飯は左にあれば持つ、右がおはしを持っているという基準がある

んですけれども、左手の場合は逆ですかとか。 

○大竹会長 だから、多分逆なんですよ。でも、昔は左ききは全部右ききに矯正して直していたので、

必ずご飯はきき手じゃないほうで持つと。それで、はしをきき手で持つと、ご飯は左というふうになる

と。それで、右が汁物になる。大体主食と汁物。あとはほんとうに漬け物ぐらいで食べていたから、こ

ういう置き方なんですよね。それに主菜とか副菜が出てきたので。 

○松井委員 おかずは家によって数も違うでしょうから、とりあえずご飯とおみそ汁の位置だけは覚え

てくださいという形には言ったんですけれども、なぜどうしてみたいなので。 

○大竹会長 「覚えてください」じゃなくて、「じゃあ、反対にして食べてみてください。食べにくい

でしょう」って言うとわかるんだろうと思うんです。 

○松井委員 ごめんなさい。ちょっと話が飛んじゃいますけれども、子供さんがいる人は、「汁物はこ

ぼすと危ないから奥に置くんです」ってよく言われます。 

○雀部委員 そういうときは確かに置きます。なれてきて、大丈夫だったりとか、ちゃんとつかめたり

したときに、きちんとした形に戻していると思います。 

○大竹会長 もともと欧米なんかは、汁物は汁物で、飲んでから今度は次にという。私、日本式の食べ

方で、置いて、三角食べしたら、ヨーロッパの人にすごく笑われました。「何、その食べ方」って、何

か異様でした。 

○松井委員 やっぱり食文化ですね。 

○大竹会長 食文化が違います。だから、そういう意味で、食事マナーと言っていいのか、食文化と言

っていいのか、難しいなと思ったんです。でも、そういうのがいい悪いは別として、それこそなぜとい

うふうに疑問が出てくるというのは非常にいいことなんですよね。そうすると、なぜかもわかってきて、

「こういうふうに決まっているから」じゃない、何か一つの次の展開があるといいなと思います。では、

そういうふうにしましょうか。はしの持ち方。次に、「間食を通じた」は終わったんですね。１３ペー

ジの「野菜作り」は削除。学童保育ではないということですね。いいでしょうかね。 

○雀部委員 児童館もきっとスペースの問題でやれるところとやれないところと、あと野菜は定期的に

お水をあげたりということをしなきゃいけないので、固定されたメンバーじゃないとちょっとできない

ということが多分あると思うんです。その辺でだと思うんです。 
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○大竹会長 多分野菜づくりは、別のところで地域との連携みたいなことで何回か出てきますかね。そ

こで書き加えればいいような気がします。いいですか。 

次、「子育て相談会」は、表現を整理したいということですね。「保護者に対する食事や栄養をテーマ

にした専門家による講演会及び相談会」というふうに訂正したいと。よろしいですね。「栄養士による」

だけじゃなくて、「いろいろな専門家」の中に栄養士も入るということですよね。そういうふうに表現

を整理したいと。 

次に、「乳幼児食事会」。これも「子育てひろばや幼児グループで行う食を通じての交流会」に訂正し

たいということでよろしいでしょうか。このほうが広がりができていいですよね。 

次に１４ページ、「料理教室」。「主に小学生から中・高校生世代までを対象とした、手作りを基本と

した料理教室。作り方を指導するとともに、食を共にしながら相互に交流を図る。また、地場野菜等を

通じた生産者との交流や環境に配慮した料理教室等を実施する。」というふうにしたいと。これは個別

に細かく書いたんですよね。月見だんごとか、季節にちなんだ料理とか。それをこういう形にしたいと。

よろしいですね。 

次に１５ページで、「食育教室等での連携推進」で、児童館を削除したいということですが。 

○雀部委員 きっと事業者と連携するのが難しいということですよね。 

○大竹会長 １５ページの真ん中ですね。事業者の食育活動に対する促進策の表の５番に、食育教室で

の連携推進という中に、「小学校、中学校、児童館等で環境に配慮した食育教室を行う」と書いてある

んだけれども、児童館はできませんということで、削除してくださいということでしょうか。 

○雀部委員 掲載場所ということは、もしかしたらさっき言った料理教室の中に、もう環境に配慮した

料理教室をやるというふうに入っているので、それをあえて事業者とやらなきゃいけないというふうに

くくってあるのはどうかなということなんでしょうかね。 

○大竹会長 そうなんですかね。これは事業者との連携の場面なんですね。多分児童館を削除してくだ

さいというと、小中学校も削除してくださいと言うかもしれないけど。 

○池田委員 児童館は、市のほうから一生懸命食育、何かそういうものをやりたいと先生たちがおっし

ゃっています。 

○大竹会長 でも、事業者と連携してというのが。 

○池田委員 事業者との連携というのが…。 

○雀部委員 東京ガスさんとエコクッキングというのは、小中学校はやっているんですよ。 

○池田委員 エコクッキングをと言われているんです。 

○雀部委員 それが事業者。 
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○大竹会長 いいわけね。児童館とやっているわけね。 

○雀部委員 児童館は東京ガスさんと組むとなると、実際的な話を聞くと、スペースの問題と、あとコ

ンロの問題があるので、なかなかできない。 

○大竹会長 だから、小中学校ではやりやすい。 

○雀部委員 そうですね。 

○池田委員 私はエコクッキングのナビゲーターも持っているので、児童館でちょっと…。 

○大竹会長 やりにくい。 

○池田委員 先生からいつかやってほしいというのを言われているんです。 

○大竹会長 ああ、逆にやってほしいと言われているんですか。 

○池田委員 はい。 

○大竹会長 じゃあ、削除しちゃ…。 

○雀部委員 事業者という感じではないですよね。 

○池田委員 事業者というのではない。 

○雀部委員 個別に頼んでいるので、事業者ではないですよね。 

○大竹会長 個別に頼んでいるということ。 

○雀部委員 事業者というと、会社みたいな感じ、組織みたいなところに頼むという感じになりません

か。 

○大竹会長 事業者って、東京ガスに頼んだら事業者に頼んだことになるでしょう。 

○雀部委員 そうですよね。 

○池田委員 ナビゲーターだと東京ガスの…、どうなんでしょうね。一応東京ガスのナビゲーターだか

ら、東京ガスに頼んで…。 

○大竹会長 なるでしょう。 

○池田委員 なるんですかね。 

○大竹会長 頼んでいるのに、ここから外してくれというのはちょっと。 

○事務局  その辺は多分事業者のとらえ方が違うんだと思います。 

○大竹会長 違うんでしょうかね。そういうことなので、もう一度検討してくださいというふうに戻し

ていただいていいですか。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 では、次に１３ページに戻るんですか。「標題」、「学童保育所・児童館は、子どもたち

の健全な育成を図るための場所であり、この点を活かした食育を推進していきます。」に変えてほしい。
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これはこれでいいですよね。じゃあ、これでお願いします。 

次に経済課。「江戸東京野菜の普及促進」というものを追加したい。これはいいですね。 

それから、１５ページ、「新たな特産物の普及促進」ということで、「ルーバーブ等新しい」。 

○井上委員 ルバーブ。 

○大竹会長 ルバーブですよね。 

○井上委員 棒がいらないんです。 

○大竹会長 「ルバーブ等新しい農産物の研究を行い、特産化を図る。」を追加、これもいいですよね。 

ということで、一通り終わりました。よかったです。 

では、１個だけ戻して検討していただくということで、幾つか修正させていただきましたけれども、そ

れにしていただければと思います。これを修正していただいて、次回に提案していただけるということ

ですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 ありがとうございました。では、２番はこれでよろしいでしょうか。 

３番、その他、ありますでしょうか。私、ちょっと気になっているんですけれども、この間、議員さん

のほうからお手紙をいただいたりして、その辺で少し食育に関して動きがあるようですけれども、その

あたりをこの食育推進会議がかかわっていったほうがいいのか、あるいは市としてやっているのか、ま

たそれとは違うのか、その辺の整理というか、仕組み…。 

○事務局  議員さんで組織する食育議員懇談会というものがありまして、議員さんが食育に関する条

例をつくるということで、今、起草委員会をつくって作業を進めているようです。食育はとても重要な

ことなので、条例をつくってきちんと推進していくような推進体制を整備したほうがいいということで、

議員さんが集まって協議していただいているということです。 

ただ、市としては、条例がないわけではないんです。この推進会議の設置条例がありますが、食育の推

進に関する条例というようなものはありません。国の食育基本法がありますので、それに基づいて市も

そういう推進体制をきちんとした形で機能していくように条例をつくったほうがいいという議員さんの

思いで活動している状況です。 

○大竹会長 わかりました。ということで、議員のほうがそういうふうに動いているということがある

ようです。 

その他、ほかに何か市のほうからありますでしょうか。 

○事務局  特にありません。 

○大竹会長 委員の方たちから何かありますでしょうか。よろしいですか。 



－３３－ 

ありがとうございました。しばらくぶりでちょっと私も感覚が鈍っていたんですけれども、一応時間内

に終わることができました。 

それでは、今日はこれで終わりたいと思いますが、次回はどうなんでしょうか。 

○事務局  次回は、１０月になってしまいますけれども、それまでに事務局のほうで内部の会議を何

回かさせていただきまして、協議した結果を素案として作成いたします。次回に素案をこの会議で示さ

せていただきたいと思いますので、１０月ごろを予定しております。 

○大竹会長 １０月ごろということですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 どのぐらいに問い合わせがあるんでしょうか。 

○事務局  日程調整について、なるべく早いほうがいいですか。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 できるだけ出席されたほうがいいですもんね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 やはりこの期間が短いと、皆さん予定が入っちゃっているので、なかなか動かせない…。 

○事務局  わかりました。日程調整はなるべく早い段階でさせていただきますのでお願いいたします。 

 

○大竹会長 ありがとうございました。では、よろしいでしょうか。 

今日はほんとうにありがとうございました。 

―― 了 ―― 


