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第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

・日  時  平成２４年１０月３１日（水）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   １２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 

村 松 真貴子 委員  廣 野 惠 三 委員 

井 上 誠 一 委員  三 笠 俊 彦 委員 

萩 原 哲 男 委員  大 坪 美津枝 委員 

佐 竹 真由美 委員 

・欠席委員   １人 

藤 田 とよみ 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 

児童青少年課長        高 橋 茂 夫 

・傍 聴 者   ０人 

・会議次第 

⑴ 食育推進計画改訂スケジュール（案）について 

⑵ 食育推進計画各課見直し（第４回作業部会案）について 

⑶ 食育推進計画（案）（平成２５年～２８年度）について 

⑷ その他 
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（午後２時 開会） 

 

○事務局  皆さんこんにちは。定刻となりました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、藤田委員から欠席の

ご連絡をいただいております。それでは、大竹会長、開会の挨拶をお願いいたします。 

○大竹会長 皆さん、お集まりいただきましてありがとうございます。平成２４年度第２回になります

けれども、小金井市の食育推進会議を始めさせていただきます。 

 今年度は、この平成２５年から２８年の３年間の小金井市食育推進計画を策定するということが大き

な目的、目標になっております。前回は各部署からのご意見をいただいて、それについてどうするかと

いうことをここで検討していただきましたけれども、私自身も実はあまりよくわかっていないんですけ

れども、一体いつまでに原案をつくればこの２５年度からの計画に間に合うのかというスケジュールと、

あとこの全体の流れ、というのは、この間は各担当部署のところの表だけを皆さんにご検討いただきま

したけれども、そもそもどういう方針でやるとかというような文章も大事だと思いますので、そうした

全体の計画というのも今日は、この間の検討を流し込んだ形の中で皆さんにいろいろご意見をいただき

たいと思いますので、多分直前の昨日ぐらいに届いたかと思いますけれども、推進計画のほうも事前に

送付させていただきました。それでは、まず計画改訂の今後のスケジュールについて事務局のほうに少

し考えていただきましたので、その点についてご説明お願いします。 

○事務局  まず、資料の確認をさせていただきます。次第とスケジュール案、それと各課の見直しの

一覧です。それと、前回の会議録について事前に皆さんに送付してありますけれども、修正がありまし

たらこちらのほうにお申しつけください。もし修正がない場合は最終的な会長のご承認をいただきまし

て情報公開の手続を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。あと、その他、

委員の方から資料をたくさんお持ちいただいていますので。まず大竹先生のほうから食育シンポジウム

というのを９月２日の資料をお持ちいただきました。 

○大竹会長 ９月２日です。この一部抜粋と書いたもの、パワーポイントのです。 

○事務局  それと、農業祭のチラシをお持ちいただいています。また、酒井さんのほうから黄金丼フ

ェア、その他パンフレットをお持ちいただいております。その他、後程ご説明いたしますけれども、食

育月間の実行委員の募集のチラシをお手元に配付しております。皆さん、資料はございますでしょうか。 

 それでは、スケジュール案についてご説明いたします。お手元のスケジュール案をごらんください。

計画の改訂に係る今後のスケジュール案についてご説明いたします。まず、今回の審議会でいただいた

ご意見をまた作業部会に持ち帰りまして、検討した結果を反映しましておおむね計画の原案を完成した
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いと考えております。それで、再度審議会の委員の皆さんに次回の審議会で確認していただきたいと思

っておりますが、予算については２回分しかありません。もう一回できるかどうか、内部で調整したい

と思いますが、これはあくまでも案ですので、ご了承ください。 

 次回の審議会で確認していただいた後、パブリックコメントを実施しまして市民の方から広くご意見

を募集したいと思っております。そのご意見をいただいたものをまとめまして、修正できる箇所は修正

しまして、そのご意見を反映したものを最終的な素案として完成したいと思っております。できれば完

成したものをもう一度審議会の委員の皆さんにご確認をいただきまして、内部の議会のほうの厚生文教

委員会に行政報告をした後、計画として決定させていただきたいと思っておりますので、審議会の予定

については、今年度中もう一回開催、それで来年度当初に１回開催という予定で行いたいと思っており

ます。以上です。 

○大竹会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。２５年度からこの計画を推進するには本来

でしたら３月末までに確定する必要があって、そのためには厚生文教委員会のほうに報告して実質的に

確定で施行ということになりますので、もっと早目にこの厚生文教委員会での報告というのが必要なん

ですけれども、予算がちょっと、この会議はほんとうは今回で終わりだということで、それにしては、

今このままパブコメには出すのはあまりよろしくないかなと思って、そして、パブコメでいろいろな意

見を聞いた後もやはり皆さんに確認してもらわないと最終的な決定にはならないだろうということで、

３回目というか、パブコメの後は実は年度を変えて第１回目にすれば何とか予算が使えるだろうという

ことでこういうふうに相談させていただきました。なので第３回は、予算を何とかしてくださる、どこ

かから集めてくださるということで開催したいと思いますが、多分大丈夫ですが、万が一ということで

あれば、皆さんにメールとか郵送で確認ということになる、最低限はそれにしたいと思いますが、でも

やはり皆さんで顔を合わせて確認したほうがいいと思いますので、この第３回をちょっと強引に実施し

てもらうことにいたしました。いかがでしょう。よろしいですか。では、この日程で進めさせていただ

きます。ということで、今回は素案のポイントということになります。 

 それでは次に議題の２、中身に入っていきたいと思いますが、食育推進計画の各課の見直しについて、

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、改訂について、前回からの経緯も含めてご説明いたします。前回、計画に対す

る各課からの意見に対して審議会としてご意見をいただきました。それをもとに作業部会で計画の修正

やさらなる検討を重ねてきたところでございます。まず前回の審議会以降今までの各課からの意見をお

示ししまして、それを含めた総体的なご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。それでは各課見直し案一覧をごらんください。担当から説明させていただきます。 
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○事務局  平成２４年度第１回食育推進会議の中でご意見いただきました内容について庁内の作業部

会で検討した結果を一覧にいたしました。文言の簡単な訂正等もございますので、主なところだけ説明

させていただきたいと思います。 

 まず１点目、児童青少年課の、項目が食育指導（学童保育所）の部分についてですけれども、最初お

示しした案ですと「間食指導」という表題になっていて、内容の中身、箸の持ち方やマナーについて記

載を外したものだったんですけれども、実際に委員の方が児童館ですとか学童保育所で食育関する活動

を行っているということもあって、追加してもらえないかということでした。しかし、計画においては、

実際に行っている事業の列記ということではなくて、大まかな方針を示し、内容についてはその都度事

業の実施形態ですとか市民の方のニーズに沿って変えていける形にしたいということですので、名前を

「食育指導」ではなく「間食指導」、内容について、箸の持ち方やマナーについてというところは削除

させていただきたいという意見が出ましたので、改めてご審議いただければと思います。 

 続きまして２点目、ページ中ほどの学務課の「授業における食育指導」のところについてですけれど

も、学習指導要領に既に食育というものが位置づけられておりますので削除する予定となっておりまし

たが、実際、何か計画に残さないと学校での食育の取り組みが見えにくいということと、地域の方や保

護者の方への情報発信でちょっと弱い部分があるのではというご意見がございましたので、こちらの内

容にあるとおり、表題を「学校における食育の推進と情報発信」というふうに変え、内容を「食に関す

る全体計画を基に積極的に食育の推進を図る」という記載にしたいという意見がございましたので、改

めてご審議いただければと思います。 

 最後に、健康課の「食育ホームページ」の部分についてです。現在の計画では「関係各課の食育に関

する事業を紹介する」という一文が入っておりますけれども、前回委員の方からもご説明いただいたと

おり、今年度から食育ホームページの中で、編集委員の方に市報の中から食育に関する記事を切り出し

ていただいて食育ホームページに掲載しているところではございますけれども、こちらに改めて健康課

の事業として記載するのではなく、その項番１つ下に、地域の食育に関する情報の提供という内容に含

まれていると考えられますので、各課の食育に関する事業を紹介するという項目は削除したいと考えて

おりますので、こちらも改めてご審議いただければと思います。大まかな変更点については以上です。 

○大竹会長 今児童青少年課について言ってくださったんですよね。 

○事務局  そうです。 

○大竹会長 どうしましょう。これすべてまとめてやるよりも１つずつやったほうがいいでしょうか。

それともすべてと説明だけ受けてしまいますか。いいですか。わかりました。私、何か頭にだんだん入

ってこなくなってきているので。では、次。 
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○事務局  すみません、若干補足させていただきます。全体的なところで多少文言の修正をさせてい

ただいています。計画とか年度について新しいものに全部変えてありますので、その辺はお読み取りく

ださい。それと、文章の中身についても若干現状に合わせて変更してあります。現状が把握しきれてい

ないところがありまして、新しい計画案の９ページの、市及び市内団体による食育関連事業の実施状況

というところですけれども、学校関係につきましては若干わからないところがありまして、この辺は学

校関係の委員の方からご意見を頂戴したいと思っております。以上です。 

○大竹会長 今９ページに戻ったということですよね。 

○事務局  はい。全体的なところです。個別のところは、先ほど申しましたように、各課からの見直

し一覧のところに載っております。 

○大竹会長 とりあえず戻って。 

○事務局  はい。審議会で意見をいただいたものは修正しましたけれども、それに対して作業部会で

改めてまたこう直してほしいというところを先ほどご説明いたしましたので、その辺は協議をしていた

だければと思います。 

○大竹会長 ちょっと私十分追えていないんですけれども、今説明したのはこの見直し、全体について

説明していただいたということでいいんですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 はい、わかりました。ということですが、どうしましょうか。 

○荻原委員 すみません、ちょっと確認ですけれども、今この各課のやつはここに入っていないという

ことですか。 

○大竹会長 入っているということです。 

○荻原委員 入っているんですよね。 

○大竹会長 ええ。なのでちょっとこの説明が、多分、私もよく理解できない。 

○荻原委員 そうしますと、こちらのほうが流れ的に、これを個々にやっちゃうと何かわからなくなっ

ちゃうんじゃないかな。 

○大竹会長 そうですよね。だから、こちらを全部頭からやったほうがいいですね。 

○荻原委員 そうですね。 

○大竹会長 はい。ということで、次の議題とリンクするので、一応次の議題に入るということにしま

す。食育推進計画案についてということで、これについて皆さんからご意見を伺いたいと思います。こ

れについては特に事務局のほうからは。説明ありますか。特にないですか。 

○事務局  はい。 
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○大竹会長 はい。ありがとうございます。昨日皆さんのお手元に届いたので、まだ十分には見切れて

いないかとは思いますけれども、これについて、基本は前回の推進計画をもとにして修正すべきところ

を修正しているというところですが、いかがでしょうか。まず１ページから２ページにかけて、「食育

推進計画の作成にあたって」というところについて、何かご意見ありましたらよろしくお願いをいたし

ます。よろしいですか。またありましたらということで。ここは前提となるいろいろな基本法とかそう

いうものが書いてあるので、あまり内容的に議論するものはないかなと思います。 

 では次に３ページからです。「小金井市の食をめぐる現状」ということで、市の概況、小金井市の取

り組みまではこの間までの推進計画とほとんど変わっていません。（３）が市民の食に関する意識調査

というところが入っていまして、これは前回は、東京都ではこうでというふうに、あまり小金井市のデ

ータがなかったものですから入れていなかったのが、今回は２度調査をした、これは２度目のほうから

抜粋しているようですけれども、それが入っていますので、こういう取り上げ方でいいかということで

す。それから（４）、市及び市内団体による食育推進事業の実施状況ということで、これは市のほうで

多少調べていただいて書き入れていただいたというところだと思いますが、今事務のほうからご説明が

ありましたように、９ページの表３というのはまだ十分書き入れていないということで。ただしこの表

の数字は入るけれども、学校関係が把握できないということなので、これは佐竹さんあたりが後で入れ

ていただけるのでしょうね。あるいはここで言っていただければと思いますが。 

○佐竹委員 学校関係を除くとこの表３はなっているんですけれども。 

○大竹会長 だから、それを入れたいんですよね。 

○佐竹委員 入れたい。 

○大竹会長 ええ。 

○佐竹委員 私は学校関係を除くと書いてあるので除かれるのかな。 

○大竹会長 いえ、入れたいので。だけれども把握できないのでお願いしますということになります。 

 それから、（５）は本市における情報収集の現状というところですが、この、いわゆる今小金井市は

どうなっているのかという現状についていかがでしょうか。ちょっと私のほうから、大変申しわけない

ですけれども、今こちらのほうを出させていただきました。これは、実は９月の２日に議員さんたちが

パネルディスカッションというのを企画して、そこで話してくださいということで、私が一部報告者に、

何人かのうちの一人になりまして報告させていただきました。それで、その中に、この食生活の実態調

査が２００８年と２０１０年に２回実施しておりますので、そこから小金井市の今の現状というところ

を報告させていただきました。これは、意識したのは、やはり小金井市の食育推進の基本としてどうい

うものを目指すかというところに、野菜とか団らんとかふれあいとか環境というところを目指すとなっ
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ているので、たくさんの調査項目があるのですが、その中からそれに関するものをちょっとピックアッ

プしてここに、報告の中に載せさせていただきました。 

 それで、あと最後のところでは、４ページと書いてあるところです。では、さらに加えて、わりと私

が調査を実施してみて思ったのは、小金井市の市民の方々って非常に食育に関心があって、積極的にい

ろいろ参加しようと思われて、一部の方々が積極的に参画されていると。それがまだ十分に生かし切れ

ていないかなとはちょっと思っているんですけれども、そういう意味で、これだけたくさんの意欲があ

るというところもここに載せさせていただきました。なので、もしできれば、この現状の結果というの

は入れた方がいいと思っている。 

 もう一つは、これの最後に、これは２回目の報告書の一番最後なんですが、２回目の調査だけではな

くて１回目の調査と比較するという形で再調査から得られた課題ということで、どういうことがこれか

ら必要なのか、特に前回と今回と比べてどうなのかということをここに書かせていただきました。これ

を全部載せる必要はないですけれども、２回の調査を振り返ってみてどうだったかというのも、これは

１回目しか入れていないので、できれば、せっかく市のお金をかけて調査をしているので、その辺も入

れた方がいいかなと私は思っています、今回のこの推進計画の中。というのが私のほうの意見です。 

 いかがでしょうか。市のほうが取り上げてくださっているデータというのが、着眼点と私のピックア

ップしたのとあまり大きくは変わっていないので、それでいいかなと思いますが、もしかしたらクロス

集計のところが、市のほうは男女別だけ入れていますけれども、ちょっと違うほうがもうちょっと小金

井市の市民の実態というものに迫れるかなとは思っていますが。その辺を市のほうと少し相談しながら

多少入れかえてもいいですかね。 

○事務局  それは大丈夫です。追加とかもありますか。 

○大竹会長 追加とかもあるみたいです。長さは別に制限ないんですよね。 

○事務局  はい。追加したほうがいいというアンケート結果がありましたら、お知らせいただければ

追加をいたします。健康課のほうは、データとしては直近のものを載せています。ただ、文言について

は、前回が２０年ですか、検討をやったのが、第１回。 

○大竹会長 はい。 

○事務局  その辺との比較の文言を入れるということは可能ですし、アンケート結果の一番後ろの課

題みたいなところを文言として入れるということは可能です。 

○大竹会長 そうですね。じゃ、この辺はちょっと相談させていただいて。そんなに長くなるとまた読

むのが大変なので、わかりやすく短くして、ちょっと幾つかのポイントを入れたいなと思うので。よろ

しいですかね。はい。 
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 それから、（４）の食育関連事業の実施状況というのはこんなところでよろしいでしょうか。 

○事務局  その表の下ですけれども、表の下の学校の取り組みについてのところです。その辺は学校

関係の委員の方にご意見いただきたいと思います。この取り組みが、今も続いている取り組みであれば

構わないんですけれども、現在、栄養教諭の配置がされたり、いろいろなことが変わっていますよね。

その辺の状況についてご説明いただければと思うんですけれども。 

○大竹会長 じゃ、佐竹委員からよろしいですか。 

○佐竹委員 私は東中で栄養士をしています佐竹といいますけれども、学校のことしかわかりませんが、

ここでご報告させていただきます。まず、途中から「市立小中学校においては」と、ここをそのまま、

平成１７年度に実際教育課題研究を行っているので入っていて構わないと思いますが、次の１０ページ

のちょうど２行目ぐらいですか、安定供給の問題から全校に広げられていないということで、地場野菜

がこの時点ではまだ南小学校だけということだったんですけれども、現在は全校で使わせていただいて

いますので、こちらのほうの書き直しをできればしていただければと思います。今は小中学校全校で実

施をしています。 

 それから、「平成１９年」、ここからはいんですが、この例えばという、「稲づくり等の体験を含め

た各種事業」の次の「例えば、前原小学校では」と、これがあるんですけれども、こちらの例えばの小

学校や中学校は今実際にとても違う取り組みをいろいろ行っているので、これをつくったときは多分平

成ちょうど２０年ということですので、これ、平成２５年から２８年度の食育推進計画になるのであれ

ば、現在実施をしている２４年に行ったこととかを入れていただけるようにしていただいたほうが今に

合っているのかなと思います。私のほうからどこの学校を入れてくださいとかそういうことはちょっと

なかなか今のこの場ではすぐは言えないので、少し持ち帰らせていただいて、どうしても例えばという

ところが入ったほうがいいということであれば、こちらのほうでもう一回考えて、今実際に今年度やっ

ているようなことを入れていけたらなと考えています。 

 あとあわせて、先ほどお話があった栄養教諭の件なんですが、あれは、学校で勤務している私の場合

は、ただ学校に、小学校に１人栄養教諭の方が来られたということだけなんです。その方が実際に全員

をまとめて指導をしているとかそういうことではないので、詳しいその流れとかそういうものについて

は教育委員会の指導室関係の方がとても詳しいので、私が間違えたことをここで言っても困りますので、

そこの課と調整をしていただいて、栄養教諭の方のことに触れるのであればそのような形にしていただ

きたいと思います。現在は栄養教諭であろうとも栄養士であろうとも同じ会議に参加をしてそれぞれの

各学校１校を持っているという実態は実態なので、それ以上のことは私、細かくその栄養教諭の方がど

ういうふうに当たっているとかいうのは、そこまではちょっと私のほうでも把握できかねますので、そ
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のあたりはそこの課の方と話をしていただけたらと思います。 

○大竹会長 それでは、私もちょっとうちの院生お世話になって。いろいろ小金井の食育、特に学校の

取り組みについていろいろお聞かせいただきました。ありがとうございます。それで、小金井市は全て

の学校に栄養士あるいは栄養教諭が配置されていて、それで、ちゃんと市として栄養士の方たちが集ま

って研究会みたいなのをやっていますよね。 

○佐竹委員 やっています。 

○大竹会長 だから、そういうのも私はきちっと書き込んだほうがいいと思うのです。個別にばらばら

とやっているんじゃなくて、やっぱり小金井市でちゃんと栄養士の方たちが集まってお互いに情報交換

しながら食育を推進しているというのは非常に大きなことなので、まず書いたほうがいいかなと思って

います。それで、それを学校に持ち帰って、今度学校で、今指導要領で食育をやらなくちゃいけないと

いうのか指導要領に入っているので、それに対して食育の指導計画、年間計画つくりますよね。 

○佐竹委員 全校でつくっています。 

○大竹会長 全校でつくっていますよね。 

○佐竹委員 はい。 

○大竹会長 それも書いていなくて、それも取り組んでいないのとこれは読めちゃうんです。だから、

それもちゃんと全校で食育推進計画をつくって推進しているというふうに書いていただきたいと思うん

です。例えばというところで佐竹さんが情報収集できる範囲内でここを書き込んでいただければいいな

と思うし、そのときに栄養士の研究会に持っていって、これでいいですかと皆さんにご意見を聞いてい

ただくというのはぜひお願いしたいと思います。 

○佐竹委員 はい。 

○大竹会長 それで、あとは栄養士とか栄養教諭がどういう配置でここに書いていいのかというあたり

は、多分、こちらから直接教育委員会に問い合わせするよりも、佐竹さんたちが書いてくれたものを、

こういう書き方で間違っていませんかと佐竹さんのほうからちょっと聞いていただけると大変うれしい

んですけれども。多分そのほうがスピード感があって、すぐできるかなと思いますけれども。 

○佐竹委員 東京都の方なのでちょっと。私は小金井市の栄養士なんですけれども、東京都の栄養士の

方になっているので、ちょっとその辺が、私が書いてしまっていいものなのかなというのはちょっとあ

ります。 

○大竹会長 でもそれは、これは実はこの委員でつくるものなんです。だから、委員の一人として実は

書く責任があるので、いろいろ情報を集めて書いていただきたいと思います。 

○佐竹委員 じゃ、そういうことであれば。 
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○大竹会長 それで、ただし、間違っているところもあると思うので見てくださいという形にしていた

だいて。 

○佐竹委員 はい、わかりました。 

○大竹会長 いいですか。 

○佐竹委員 はい、大丈夫です。 

○大竹会長 よかったです。 

○村松委員 今やはり問題になっているのは、例えば２校で１人とか、そういう形態をとっている教育

委員会もあるわけです。だから、それぞれの学校ごとに栄養教諭か栄養士が配置されているということ

がまず１つはっきりしておきたいなということであって、それともう一つは、栄養教諭、栄養士さんが

単独で食育を行っているわけではなくて、教員たちと一緒になって食育の授業をどこでも推進していま

すので、そういったチーム化されて学校経営の中で食育が今推進されているんだということも、おそら

く小金井でも行っているはずなので、そのあたりをもう少し具体的に書くといいと思うんです。それと、

ここに前原小学校とか具体的な名前が出てきましたけれども、名前を上げることよりも、こんな活動が

あるということを上げていただいて、それをたくさん羅列していったほうが、説得力があると思います。 

○佐竹委員 わかりました。 

○大竹会長 よろしくお願いします。今まで学校教育のところが非常に多かったので、佐竹さんに頼め

てよかったです。 

○佐竹委員 私も２３年度から任命を受けたので、そのときまだいなかったので。 

○大竹会長 そうですよね。 

○佐竹委員 少し考えてみます。 

○大竹会長 よろしくお願いします。じゃ、これで（４）のところが少し充実するということでよろし

いでしょうかね。学校以外の団体のところはよろしいですか。この数字は入るんですよね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 わかりました。では、次に（５）の本市における食育に関する情報収集の現状というのは、

これはこれでよろしいですか。このアンケートも多分２回やったということをちゃんと書いていただい

たほうがいいと思います。 

○事務局  そうですね。わかりました。 

○大竹会長 では、そんなところで、この大きな２ですけれども、「小金井市の食をめぐる現状」につ

いてはよろしいですか。はい。 

 では、続きまして３、「食育推進の基本的な考え方」ですけれども、これについてはいかがでしょう
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か。小金井市における食育の基本方針、それから（２）が取組の指標ということですけれども、これに

ついてもちょっといいでしょうか、私、意見というか。実はどっちに入れようかなと考えているんです

けれども、このパワーポイントの最後の丸４つというので４つのキーワードにしているんですけれども、

前回つくったときも、ちょっと私はひねくってというのか、こういうふうにしているのは、実は団らん

というところが、人、わりと小金井市は都市型の地域でもあるので、単身者世帯が比較的多いんです。

そうした場合に、家族との団らんをあまり前面に打ち出してしまうと、それができない人もいる。なの

で、もちろん家族とのかかわりも大事ですけれども、そうじゃなくて、家族を超えた地域の人、友人や

知人とのかかわりで豊かな食生活というのをここに打ち出したつもりだったんですが、やはり団らんと

いう言葉だとその辺が誤解されるというところがあって、もしかして団らん、ふれあいを１つに合体さ

せちゃって３つのキーワードにしてもいいかなというように１つは思っていたんですが、そうすると、

ふれあいというのはもっと違った、例えば農業に触れ合うとか、そういうようなふれあいというのもあ

るので、やっぱりここのところをわかっていただこうと思って、この間の議員さんの方たちで報告した

ときはこの４つの輪をつくって、そして団らんというところに家族、友人、知人との団らんと書いたん

です。だから、もしよろしければ、文章はこのままで、この図みたいのをここに入れていただくと少し

小金井市の特徴が皆さんに伝わるかなと思ったんですけれども。 

 それが１つと、あと、このパワーポイントの１枚目の左、野菜を食べようというところですけれども、

これは、これに沿って小金井市でミニパンフレットをつくっていただいて、今いろいろなお店に置いて

配っていただいているというところなんです。それで、今バランス駒とかいろいろ栄養バランスを考え

ると、いろいろな、保健所でもそうですけれども、やってくださっていますけれども、あれも私なかな

か難しいなと思っていて、もっとぱっとわかる方法として、この実はアンケートの中に、肉の２倍野菜

を食べていますかというほうがぱっと感覚的にとらえられるので、そういうアンケートを入れたんです。

小金井市の人たちがちゃんとバランスのとれた食事をしているかどうかというのをバランス駒で聞くの

はちょっと難しかったので、こういう形で聞いているんです。 

 これを１つの小金井市の食育の、バランスのとれた食事のキャッチコピーにしていくとわりとわかり

やすいかなと思ってこれをミニパンフにしてもらったんですけれども、そういう意味では、この食育の

基本方針というところで、バランスのとれたというのでせっかくのミニパンフレットをつくったので、

これをここにまた組み込んでもらうと小金井市らしいキャッチコピーがここに入って、いいかなと思っ

ているんですけれども。このせっかく３年か４年かやってきたのの積み重ねでその中に入れ込まれると、

少し進んで、いいかかなと思うんですが、いかがでしょうか。何かいろいろ私の意見ばかり言ってしま

って申しわけないんですけれども、よろしいですか。 
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○村松委員 バランス駒は難しいですよね、確かに。 

○大竹会長 そうなんですよね。実は家庭科でも３食とか、あるいは６区分とかといって栄養を教えて

いくんですけれども、さらに高校になると香川式の４群というのでやるんですけれども、だんだん小学

校、給食なんかは大体３食ですよね。そこまでは大体みんなついてきてくれるんです。それ以上になる

と子供たちもついてきてくれない。多分成人になって社会に出てしまうとさらにわからなくて、今一生

懸命バランス駒もまたいろいろな形でやっていますけれども、あれもなかなか定着しないですよね。ふ

だん皆さん食べられているときにあのバランス駒の何個食べたかとちゃんと数えているかというと、多

分あまりしていないですよね。 

○村松委員 何杯のほうがわかりやすいですね、確かに、御飯の。 

○大竹会長 ですね。多分どこでもこんなことやっていないので、小金井市の特徴にしたらどうかなと

思うんです。よろしいですか。 

○池田委員 完璧。とてもすばらしい。 

○大竹会長 多分。私、あまり複雑なこと頭に入らない人なので、単純にぱっとわかるのが好きなので、

させていただきました。では、それも入れるということで。４つのキーワードはこのままにするという

ことでよろしいですか。はい。ありがとうございます。ほかにありますでしょうか。 

 あと、ちょっと時間がないのにどんどん言ってしまって申しわけないんですけれども、２の取組の指

標というのがありますが、これは、前回つくったときには市民に対するアンケート調査もしていなかっ

たので、国の調査結果及び都の調査結果しかここに入っていなかったんです。だけれども、今回市の調

査をしたので、そして食育月間とか食育の日知っていますかと聞いていますので、この指標は、小金井

市はどうだったかというのを○×△で入れてもいいかなと思うし、逆に小金井市の結果を入れて、それ

を何％に上げるというふうに目標を立ててもいいし。 

○事務局  そうですね。そうすると市のアンケート結果を何％と入れて、それで指標を何％にすると

いうような、そういうつくりにしたほうがいいでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。そうしたら、実は中２とか小学校とか書いてあるんですけれども、これは多

分、市民の調査なので、全部市民になるかと思いますけれども。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 よろしいですか。 

○事務局  はい、結構です。 

○酒井副会長 では、この国とか都というのは。 

○大竹会長 これはこのまま残しておいて。 
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○酒井副会長 このままでいいんですよね。ここにもう一つ入れるということですよね。 

○大竹会長 もう一つだから小金井市のをとらえる。そうするともっと身近になる。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 では、それも入れていただくということでよろしいですか。はい。もしかしたら達成され

ているのもあるのかなと思うんです。ちょっと数字を見比べてかと思います。ほかはいかがでしょう、

基本的な考え方、１１ページ、１２ページ。そうすると多分１２ページの文章が、これ、東京都を中心

に書いているけれども、小金井市についてで少し修正したほうがいいと思いますので。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 少し文章も変わるかと思います。 

 では、いよいよ１３ページ、「具体的な施策の展開」ということになります。ここについて、先ほど

各課からのご意見が出ていましたので、それも折り込みながら検討したいと思います。具体的な施策の

展開で最初の施策の体系というところはこれまでとは大きくは変わっていないのですが、これでよろし

いですよね。ここについては特に、各部署もよろしかったですよね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 何か１個ありましたか。 

○事務局  ページの中ほどにあります、後ほどにも出てくるんですけれども、学齢期の食育推進のと

ころのイ、学童保育所・児童館のところ、「食育指導」になっているんですけれども、こちら、「間食

指導」というふうに戻させていただきたいということでよろしいでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。それでまた。そうしたら、ここのところを間食にするかどうかは後で検討し

たいと思います。そこの問題が出ているということですね。はい。では、大枠はよろしいでしょうか。 

 では（１）食育の土台づくり～啓発活動の充実と情報の整備というところで、いかがでしょうか。ま

ず、各部署から出ているのは、健康課のほうから①－１で、健康課が担当というのを関係各課へ変更し

たいということで、これはいいですよね。食育月間、食育の日の取り組みは。 

○事務局  これは前回もお示ししたんですけれども、学童とか学校とか、それぞれの部署のところに

同じ項目が入っていたんです。ですので、啓発活動ということで１つにまとめて、それで関係各課にし

たほうがいいのではないかということでこうさせていただいたところです。 

○大竹会長 各個別に入っていたのは削除するということですよね。 

○事務局  そうですね。はい、そういうことです。 

○大竹会長 では、よろしいでしょうか。 

○事務局  それと、経済課のほうからご意見がありまして、３の農業祭等での啓発活動、あと情報の



－１４－ 

整備のところで地場野菜等の情報提供、これ一応経済課になっているんですけれども、経済課が中心に

なってやっているわけではないということ。主に農業祭ですので経済課が担当しているんですけれども、

経済課が中心となってやっているわけではないというご意見がありました。ただ、農業祭ということの

事業の一環としてそういう啓発と情報の提供ということにはなるとは思うんですけれども、その辺は後

ろのほうに、２０ページの同じ、生産者の食育活動に対する促進策という項目の中の農業祭等での啓発

促進、あと地場野菜等の情報提供という同じ項目がここにも出てきているんです。これは一応経済課と

いうことで載せてあるんです。ですので、こちらの最初のほうは経済課が特に中心になってやっている

わけではないというようなご意見も出ているんですけれども、どうでしょうか。 

○大竹会長 どうでしょう。そうすると、場所は経済課がやっている農業祭だけれども、そこに例えば

健康課がふだんやっているものを持っていって啓発活動するとか各団体が行ってやるとか、そういう位

置づけですか。 

○事務局  経済課が中心ということではなくて、そのイベントを利用した関係各課というところかな

というような気もするんですけれども。 

○大竹会長 では、ここも関係各課のほうがいいということですかね。 

○事務局  それか、そこを除いて後ろのほうに集約してしまうのかというところなんですけれども。 

○大竹会長 農業祭というのだけ何かここは特記されちゃっていますよね。 

○事務局  そうですね。ただ、大きな啓発活動の場ではあるので、そこに載せることは構わないんで

すけれども、経済課がその啓発活動の中心というわけではなくて、健康課ももちろん啓発活動をする、

農業祭を利用した啓発活動、そういうのもということであるならば担当課は関係各課でもいいような気

もしないでもないんですけれども。 

○大竹会長 関係各課にしますか。そうすれば、経済課だけに任せないで、健康課も含めて出っ張って

いくということありますよね。よろしいでしょうか。では、関係各課にしたいと思います。 

 それから、もう一つはホームページですか。１４ページ①－２のファイブ・ア・デーというのは、こ

れは名前変えたんですよね。 

○事務局  そうです。 

○大竹会長 それでバランスのよい食生活に変えたということですね。 

○事務局  はい、そうですね。 

○大竹会長 それから②－３、食育ホームページについては、これも書き直した。 

 

○事務局  一旦関係各課にするということで修正したんですけれども、それに対してまたご意見が出
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たので、改めて皆さんにお諮りしたいということです。 

○大竹会長 平成２４年度から食育ホームページ編集委員により市報の中で食育に関する記事の抽出を

し、イベントスケジュールとして毎月掲載しているが、４の地域の食育に関する情報の提供に含まれる

ため、どうしたい。削除する。これは②－３を削除したいということですか。 

○事務局  そういうご意見です。 

○大竹会長 ３の「関係各課の食育に関する事業を紹介する」というのを削除したいということですか。

「紹介する」を削除するんであって「事業を紹介する」のはいいのかなと。どうしたいというのがちょ

っと私はよく理解できなかった。わかりました？ 皆さん。これはどうしたいんですか。 

○事務局  健康課の事業として今継続で掲載していますけれども、ちょうどその１行下のところ、食

育ホームページの事業内容として地域の食育及び食生活に関する情報を幅広く提供するというところが

ございますので、こちらの中に含まれるという整理でいいのかなと思います。 

○大竹会長 なので「事業を紹介する」は要らないんじゃないかということですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 じゃ「地域の食育及び関係各課の食に関する事業」、これ両方入れておいたほうがいいよ

ね、１本にしても。 

○井上委員 「関係各課」は入れておいたほうがいい。 

○大竹会長 いいですよね。 

○井上委員 はい。 

○大竹会長 では、これくっつけて１本にしたらどうですか。「関係各課の食育に関する事業や地域の

食育及び食に関する情報を幅広く提供する」で１本にする。やはり小金井市は何をやっているというの

がなかなか見えにくいので、せっかく、多分やっていると思うんですけれども、そこのところをきちっ

と出していったほうがいいかなと。 

○酒井副会長 関係各課としての各課の方たちは各課の情報を出してほしくないとかということではな

いんですよね。そういうことではないんですよね。 

○大竹会長 出してほしくないんじゃなくて、自分たちは出す情報がないと思っているんではないです

か。どうなんでしょう。 

○事務局  タイミングがあるんです。食育編集委員会は１か月に１回なんです。事業が掲載したとき

に終わっていたりとかいろいろなタイムラグがありますので、年中健康課みたいに１年間の行事をぽん

と載せるのであればいいんですけれども、その都度の事業として載せるとタイムラグが生じたりして煩

雑になってしまうので、できれば、農業祭なら農業祭という年間の大きな一つの事業を載せるとかそう
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いうことはいいと思うんですけれども、その都度の事業はなかなかその都度載せにくいというのがあり

ます。 

○大竹会長 ご意見がありますか。 どうぞ。 

○雀部委員 それこそイベントスケジュールの担当なんですけれども、食育ホームページで。今の話が、

多分皆さん流れが全然、全く見えてこないと思うんですけれども、最初は各課から健康課のほうに、食

育ホームページに各課がやっていることを、実際どういうことをやっているかというのを、見えてこな

いので、その辺をホームページのほうで紹介したいので載せてくださいと言ったんですけれども、事業

のほうが、健康課はほぼ１年間の事業をきちっと、日にちもきちっと決めている感じなのでいつでも出

しやすい状況なんですけれども、ほかの課は二、三カ月前じゃないと決まらないとか、急に変更があっ

たりとかということで載せるタイミングが、先ほど事務局のほうで言っていたタイムラグってそういう

ことなんですけれども、タイミングがなかなか各課によって違う。決まった日に出せるかといったら、

出せない状況だったりとかするんです。その後で決まっちゃったりとかということが出てきてしまって、

なかなかそれをやろうと思ってもうまくいかなかったものですから、では市報に出ている、掲載してい

るものであれば、市民も直接目にすることはするんですけれども、それをホームページのほうで紹介す

ることにしようかというふうに。そうすると、市報にも出ているので、同じことなんですけれども、ホ

ームページのほうで紹介するという形では、健康課だけではなくて、児童青少年課ですとかほかの課が

やっていることも紹介する形に全部持っていっているので、そこの辺の漏れはないと思うんですけれど

も。だから、この文章の中に、事業を紹介することはちゃんとしているので、入れ込んでもらって構わ

ないと思います。これからそれをしばらくやっていくという形で決まっていますので、市報は１日号と

１５日号があるんですけれども、その数日前に私のほうに、委員には届くようになっているので、それ

ですぐ上げるようにはしているので、ほぼ、ホームページ見ていただくとわかるんですけれども、たく

さん載せています、情報は。 

○大竹会長 なので、やっぱり市が取り組んでいるものは掲載するということで、このまま入れておい

たほうがいいんじゃないですか。だから、これからやりますよだけじゃなくて、やりましたという情報

だって必要なので、それも載せておくという意味では、タイムラグは、たまたまうまく載っからなかっ

たら、やりましたという報告を載せればいいので。よろしいでしょうか。では、ここはそういう形で、

２行を１本にするということはしても、「関係各課の食育に関する事業を紹介する」は載せるというこ

とでよろしいでしょうか。これで１４ページは終わりですね。 

○萩原委員 ちょっとよろしいでしょうか。１４ページの上段の、アンケートの結果が載っていますよ

ね。「食育に関心がある」と答えた方は７割以上ですか。 
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○大竹会長 はい。 

○萩原委員 その次の食育の日や食育月間の認知、これ９割以上ということで、ほとんど知らないとい

うことですよね。 

○大竹会長 そうです。 

○萩原委員 この文章が、何年もやってきて、ちょっといかがかなと思ってはいるんです。その前のペ

ージの１２ページの表、取組の指標の先ほどの議論したところの１番のところ、「知っている」という

のが７０％以上になってあるじゃないですか。 

○大竹会長 これは目標です。 

○萩原委員 目標か。 

○大竹会長 はい。 

○萩原委員 ごめんなさい。 

○大竹会長 だから、はるかに届かない目標を立てていいのかというのはあるんですけれども。 

○萩原委員 うん。だからこの文言の、何か工夫して載っけたらどうかなと思ったんです。この９割以

上が認知されていないという文言をね。 

○大竹会長 はい。なので、先ほど小金井市の調査結果をここに載せてくださいと言ったのはそういう

ことで。 

○萩原委員 そういうことですか。 

○大竹会長 はい。食育月間は何％が知っているというのはすごく低いですよね。 

○萩原委員 やはり認知を高めるための活動というのがこの以降の取り組みで出てくるかということな

んです。私、ちょっと思うんですけれども、市報って毎月発行されているし、今も委員の方が言ったよ

うに、いろいろな月間でやっていると。そういった情報を市報の中の、例えば食育のスペースをいただ

いて、いろいろなイベントですとか取り組みの情報、あるいはアンケート結果の市民に伝えたいところ

を市報に載っけてはどうかなと思うんです。嫌でも市報って、食育の欄があれば多分市民の方は見ると

思うんです。だからそういった取り組みを地道にやっていったらどうかなというご提案なんですけれど

も。 

○大竹会長 そうすると、多分、１４ページの①啓発活動の充実の１に市報・ホームページと書いてあ

るけれども、これはこれとして、例えば市報に食育欄をつくりとかと、そういうふうにするとか。 

○萩原委員 私個人的な意見ですけれども。 

○事務局  食育ホームページは独自でつくっているんですけれども、市報にそういうコーナーを設け

るというのはなかなか難しいです。 
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○萩原委員 無理ですよね。だと思います。 

○事務局  申しわけありません。だから、ホームページは食育独自のホームページがあるので、そこ

で啓発はしています。 

○萩原委員 だから、その９割をもっと減らしていくという取り組みがどこかで、アンケートとったり

するような傾向で今後やっていけばいいんですけれども、多分食育のホームページってあまり皆さん、

関心を持って開く人ってどのぐらいいるかという、そういった閲覧の回数も調査しながら何か取り組み

がでればいいかなと思うんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 うん。だからそこはちょっと手を入れたほうがいいかなとは感じているんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 せめて年に１回、食育月間のときだけでもアンケートのデータを市民の方が目にする機会

をつくる絶好の、せっかくデータをとったものがあるんですから、いじくる必要もないですから、その

まま出して、今の現状はこうですというのを見せるべきだと思います。 

○萩原委員 だから、市報の中で折り込みで何かチラシを入れるとか、そういった工夫もできればかな

り。 

○大竹会長 では、食育月間のときに市報に載せるぐらいなら多分できると思いますので。 

○萩原委員 いいでしょうね。 

○大竹会長 毎号だとちょっと無理なので。 

○萩原委員 そうですね。 

○井上委員 あと、もし、案なんですけれども、ＪＡ東京むさし、２カ月に１度折り込み誌、『むさし』

というのを何十万部もつくっていますので、そちらのほうで食育のちょっとした欄をつくっていただい

てデータ的に出していただけるんであれば、そこに掲載ということも。ただ、新聞、全市に入るかどう

かというのはちょっとわからないんですけれども、朝日新聞だとかいろいろあるんですが。ですから、

そういったところにもし入れるということも可能かなと。 

○大竹会長 そうですね。多分市報だけではなくて、例えば、学校で６月は食育月間だよというのを例

えば給食だよりみたいのに載せてもらうとか、いろいろなところでそうやって、ＪＡさんでもそうだし、

そういういろいろなところでやっていくと地道に徐々に広がるということだと思うので。 

○雀部委員 あとは、データを学校でも活用してもらうというのも必要かなと思うんですけれども。保

護者向けに、給食だよりの裏に食育月間というのはどこの学校でもやっているとは思うんですけれども、

データを活用するということもありかなという気はします。 
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○酒井副会長 多分食育の日とか食育月間を一番やっているのは学校だと思います。 

○雀部委員 そうですね。 

○大竹会長 ただ、これは市民に対するアンケートで、市民が知っているかというとずっと低くなっち

ゃうんです。だから、もちろん学校はやってくれているんですけれども、それが、市民にいかに伝える

かというのがなかなか今のところうまく伝えられていないということです。 

○雀部委員 食育月間のところなんですけれども、後のほうで言おうかなと思っていたんですけれども、

どうしても青年とか中年とか、それこそ朝食を、先ほどのアンケートの結果を見ても、欠食していたり

ですとか食育への関心が比較的薄いのは青年、中年の男性というふうにデータでも出ているので、この

層に働きかける何かをやっぱり考えなければいけないなと。何年もそのままというわけにはいかないの

で、相変わらずそこは変わらずというわけにもいかないので、ここがどうしても手薄だと思うんですね、

うちは。 

○大竹会長 そうですね 

○雀部委員 なので、ライフステージ別のところで書いてもいいんですけれども、食育月間からまずは

働きかけるということで、前も私言ったんですけれども、駅での働きかけというのが年に１回あったほ

うがいいんじゃないか。前おっしゃられていましたけれども、ＣｏＣｏバスに張るとか駅でとか、広報

的なことをするというのは、働いている人にとっては駅が一番見やすいみたいなので、それもどうにか

交渉してできないかなと思うんですけれども。 

○酒井副会長 予算の問題があると思うんですけれども、例えば食育月間とかは、その垂れ幕みたいな

のを市役所に掲げておいてもらうとか。 

○大竹会長 多分それは全てこの①－１、市報・市ホームページ・学校等で食育の啓発活動を行うに入

るんだと思います。具体的なものがじゃどうするかというところで、なかなか今この委員会が具体的な

ものでこうしたらというのを出してまさに推進する活動までに至っていないというのがあるかなと思い

ます。では、そこまで書くかどうかはちょっと別として、できる範囲内で。 

○事務局  そうですね。ここの項目をうたっておいて、具体的にどうするかというのはまたご意見を

いただくということでよろしいですか。 

○大竹会長 そうですね。ただ、きっと、そろそろ来年度の予算を検討する時期だとも思いますので、

そんな多額は無理でしょうけれども、多少そういうことに使えるような予算を入れて出しておいていた

だければと思います。 

○事務局  はい。 

○池田委員 すみません、私児童館でいろいろとさせていただいていますけれども、この食育計画の見



－２０－ 

直しの中のページ２０の②－４、児童館を削除するとなっております。これは理由が、事業者の捉え方

として、企業の実施するエコクッキング云々と書いてありますけれども。 

○大竹会長 ごめんなさい。ちょっとページ、順番にやっていいですか。 

○池田委員 はい。 

○大竹会長 今１４ページに行っちゃった。 

○池田委員 すみません。 

○大竹会長 今１４ページが終わったので、今度は、１５はなくて１７でしょうかね。そして今の話が

入るんですね。今のところ、いいですか、１４ページ。あまり具体的に書けなそうなんですけれども。

ただ、今、委員さんのほうから出していただいた具体的な取り組みというのは、市のほうで、特に健康

課のほうでしっかり頭に入れておいていただいて予算を少しいただくとか、どう取り組めばいいかとい

うのを今後検討していただくということでよろしいですか。 

○事務局  すみません、調整させていただきたいところがあるんですけれども、食育ホームページの

関係各課の食育に関する事業紹介のところですけれども、この計画の中に健康課の実施する事業として

掲載するためには、ほかの関係各課との調整が必要になるので、先ほどの例えば食育月間のときに市報

に食育の取り組みを掲載するですとか、その広報のところについてはちょっと文言を検討させていただ

いてまた報告させていただきたいと思います。 

○大竹会長 これは、ホームページの話を今したんですよね。ホームページは健康課でいいんですよね。 

○事務局  食育ホームページが設立された当初の目的というのが、４番にある地域の食育及び食生活

に関する情報を幅広く提供するというところで、関係各課の食育に関する事業紹介というのは確かに今

年度実施していますけれども、こちらを市の事業として掲載するためには、関係各課にここのところを

協議を図っていないというところもありますので、この書き方についてとか食育ホームページの目的に

ついて内部で調整しなければいけないところもあり、この各課の紹介をしているというのを残したいと

いう提案自体は承りましたので、どういった形でこの計画に入れていくかというのはもう少し内部で調

整させていただきたいと思います。 

○雀部委員 あまり具体例を要は出さないということですよね、ここに。この何年間にわたる計画なの

でということですよね。 

○事務局  そうですね。 

○大竹会長 中でやっていることは、確かに各課のイベントスケジュールの紹介はしているけれども、

それを表立ってそれだけ抜粋して書くような形にはしないということですよね。意味を含めるというこ

とですよね。 
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○事務局  はい。基本的に市で行っている食育の事業に関しては、それぞれの課の、例えば健康課で

したら健康ガイドですとか、学童でしたら学童だよりとかそういったところに今掲載しているところで

す。そちらについてまとめて食育ホームページで掲載いただいているんですけれども、おっしゃるとお

り、今年初めて、今後運用をどうしていくかとかそういったことも含めてホームページ編集委員の方と

もちょっと相談させていただいてからこの計画に掲載したほうがいいかと思いますので。 

○松井委員 ただ、やはり市民の立場からすれば、あらゆる情報が得られるほうがずっといいわけです。

それが市にとってもいいわけです、情報提供の場がたくさんあるということは。でも、きっと各課の中

でそういうことを了承を得なければいけないという手続上のこともあるんだと思うんですが、ただ、こ

ういうことであまり目くじら立てるような課はないんじゃないですかなんて思うんですが、どうでしょ

うか。市民の立場に立ってみれば、この食育ホームページ、充実していますよね、私も何回か拝見しま

したが。そこを見ることによっていろいろなリンク、ほかにもリンクできるような情報がたくさん得ら

れるということが一つの小金井の力になっていくと思うのですが。ですから、あまり、お立場もわかり

ますけれども、でもそれは、ほかから何か困るとか言われたら、なぜ困るんですかというふうに市民の

立場に立って進めていっていただけるとありがたいなと思ったのですが。別に強制はしませんけれども。 

○事務局  掲載できるように調整をさせていただきます。 

○松井委員 ぜひ。 

○事務局  確定というのがこの場で言えなくて申しわけありませんが。 

○事務局  審議会の委員のご意見ということで健康課のほうは承ります。 

○大竹会長 そうですね。多分、あちこちにパンフレット出していったらいいだろうではなくて、やっ

ぱりそこにばらばらと食に関するのが載っているよりも、それを集めて、小金井市はこんなに食につい

てやっていますよというまとめたもので市民の方に情報を提供するほうがインパクトがあると思います

ので、そういうふうに載せていただきたいということなので、よろしくお願いいたします。多分見せ方

の問題だと思います。よろしくお願いします。 

 では、１４ページよろしいですか。続きまして、意見としては１７ページになります。先ほどから言

っている食育の学童保育につきまして、イ－１、食育指導ではなくて間食指導にしてほしいということ

の大きな提案のようですが、いかがでしょうか。ちょっと私言ってよろしいですか。学童保育でも、例

えば長期休業中にお昼を、毎回つくるということはないと思いますけれども、夏休みに例えば１回とか

２回とかつくったり、あるいはおやつをつくって食べるというような活動というのはされているんだと

思うんですよね。なので、昼食、おやつづくりを通じて豊かな食生活を育む食育に取り組むとかという

ような形にしていただけると、別に間食に限らなくても、いろいろな場面で学童も食について取り組め
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るんじゃないかなと思いますけれども。もしかしてプランターや何かでトマトをつくったりということ

も学童ではすることもあるんじゃないかなともちょっと思っているんですけれども。 

○事務局  今日児童青少年課長が見えていますので。 

○児童青少年課長 児童青少年課長です。私どものほうで申し上げたのは、まず、２０年から２２年に

つくられた計画は間食指導という表現なんです。そして、２０年から２２年までというのは子供に対す

る施策を中心としたということでつくられています。今後、２５年以降のものについてはライフステー

ジ、全世帯に対してやっていこうということですよね。国の計画、都の計画、それらにおいてというこ

とは、直接的に自分が実践できるようなことを目指そうと思っています。つまり、箸の持ち方の指導と

いうことで、箸の持ち方についてというのを家庭で身につけられるようなことを第１にし、かつ市とし

ては取り組みの中でそういうことも視点として持っていくというのが求められていると私は思っており

ます。もともとの計画の中で、この計画を立てたときに、学童保育所のところに箸の持ち方の指導とい

うのが載っていたわけです。それがそもそも児童青少年課長としては違和感を感じています。それは多

分こちらの委員の皆様の中でも違和感があるということでお話し合いをいただいたんだと認識していま

すけれども、今回こういったことで新たな計画をつくるようになれば、学童保育所において、会長がお

っしゃっていただいたように、箸を使うこともあります。でも、それは、長期休業中というのはお弁当

を持ってきますので、持ってくる弁当が必ずしも箸ということではないわけです。おやつについても、

必ずしも毎食手づくりをするわけでもないわけです。そうすると、どこのステージで、どこの施設で箸

の持ち方ですとか食事のマナーというのを子供たちに訴えたらいいのかというので考えたときに、この

計画に載っているのは学童保育所だけなんです。それはいかがでしょうかというのが削除したいという

最も大きなポイントでございます。 

参考までに申し上げれば、箸を使ったメニューを提供するときには、そのときそのときで学童保育所な

どでは、箸の使い方がうまく使えるような指導はしていますけれども、小金井市が計画として載せるの

であれば、箸の持ち方指導、食事のマナーの指導を載せるのが学童保育所という施設であることには異

を唱えたいので、このことを載せるのであれば、載せる場所は違うところではございませんでしょうか

というのが児童青少年課としての意見です。以上です。 

○大竹会長 以前は取り組みの指標の中に箸の持ち方というのは入っていたんです。なのでそれをどこ

に入れるかということで、ここに入っちゃったんです。私も、マナーとか箸の持ち方をどこかでやると

いうのをあまり具体的に書き過ぎるのは食育とはちょっと違うのかなと思うんです。例えば学校でもそ

ういう場面があると思いますけれども、何かそこに限定して学校でやってくださいというと、またそれ

はそれで違和感ありますよね。もっと広い意味での食育、もしかしたらマナーも入るかもしれないけれ
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ども、そこだけに特化するものではない食育に取り組むという書き方のほうが私もいいと思っていて、

なので学童保育には食育の指導というのはそのまま残したいというのが私の意見で、それは間食に限ら

ないで、学童のいろいろな活動の中で食育の場面というのはいっぱいあるだろうから、食育の指導は置

いておくべきだというのが私の意見なんです。そのかわりマナーや箸の持ち方は私も削除したほうがい

いと思います。 

○児童青少年課長 もう一度発言してもよろしいですか。学校の小学校、中学校の取り組みでは、給食

を通じた食育という表現で取り組みがあるわけですよね。 

○大竹会長 はい。 

○児童青少年課長 学童保育所ではメインで食に関することというのは、日常では間食しかないわけで

す。長期休業のとき初めて出席をする子は弁当を持ってきます。そうすると、食育指導といえば食育指

導ですけれども、どの場所で食に関する指導をするかというと、それは間食のときがメインなので、前

期のときの間食指導という表現と同じように後期の、後期というか今回改訂するのも、食育指導という

表現ではなくて間食を通じてというほうがふさわしいのではないかということで意見を申し上げさせて

いただきました。 

○雀部委員 指導という言い方がそもそもちょっとおかしいんじゃないかなというか、そうだと思いま

す。 

○児童青少年課長 すばらしいですね。間食を通じた食育とかそういう感じ。 

○雀部委員 食育でいいんじゃないか。両方あわせて。 

○松井委員 うん、そのほうが。 

○雀部委員 多分指導というとほんとうに上から目線で何かをやらなくちゃいけないような感じを受け

るので、多分この言葉だと思うんですけれども。 

○大竹会長 指導を抜かして食育で（学童保育）じゃだめですか。 

○松井委員 先ほどもあったように、食育というのは食べることだけじゃないですよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○松井委員 皆さんとコミュニケーションをとって楽しく食べるとか。だから、その食育という言葉を

使うことはいいんじゃないかと思うんです。逆に間食指導のほうが何か不自然な言葉に感じます。 

○児童青少年課長 間食を通じて食育という。 

○松井委員 そういうことですけれども。 

○大竹会長 「食に関する場面を通じた」はだめですか。というのは間食というと間食だけに限定され

てしまうような。 
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○松井委員 私もそんな気がします。 

○大竹会長 もっと豊かな活動が学童では行われているんじゃないかなと私なんかは思います。 

○福祉保健部長 すみません、発言していいですか。 

○大竹会長 はい。 

○福祉保健部長 福祉保健部長です。今、児童青少年課長がお話し申し上げたのは、まず、指導という

言い方があまり好ましくないので、上の給食を通じた食育と同じように、要するに学童保育所で市とし

て提供しているのは間食ですよね。 

○児童青少年課 そうです。 

○福祉保健部長 市として提供しているものを通じた食育の取り組みという考え方でいくと、間食を通

じた食育、上は給食を通じた食育ということで、同じレベルで考えるとすれば、市が提供している間食

を通じた食育、長期休暇については、保護者の方が子供さんに何らかの形で食事を持たせるということ

がされているわけですから、決して市が提供しているわけではないんです、その食を。なので、市が提

供しているという考え方からすると、「間食を通じた食育」というようにして、括弧して学童保育所と

いうことになるかなと。私は、市の立場からするとそのような言い方が適切ではないかと思います。ま

ずこの事業名だけで考えますと。 

○大竹会長 どうですか、皆さん。 

○村松委員 感想ですけれども、ぱっと見たときに、間食指導と書かれていると、すごく狭い、狭義な

意味での指導しかしてくれないのかなという感想を抱いてしまうのではないかと思います。食育指導と

いう大きなくくりの中で文字として書かれていたほうがぴったりくる感じはします、個人的な感想です

が。確かにおっしゃるように、学童保育所の形態というのが今おっしゃられたような内容ではあるんで

すけれども、文言として見たときに、間食だけの指導をしていればいいのという疑問を抱いてしまう人

もいるのではないかと思うので、文言としてきちっと活字にするのであるならば、食育指導というほう

がいろいろな、包括していますから、食育、間食も含めて、いただきます、ごちそうさまでしたという、

あと、みんなで分け合うこと、これも食育の一環だと思いますので、食育という言葉を使ったほうがむ

しろ自由にいろいろな活動ができるのではないかなという、これは感想です。 

○大竹会長 ほかはいかがでしょうか。 

○村松委員 というかここまでずっと食育という言葉をキーワードにしてきたのに、ここだけ間食指導

というのは。 

○児童青少年課長 間食を通じた食育へ訂正させていただきたいということです。 

○村松委員 事業名のところですよね。 
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○児童青少年課長 ですから、そこに食育というのは入るわけです。それをどこでというと、学校にお

ける給食を通じた食育と同じように間食を通じた食育と訂正をさせていただけないでしょうかというの

が事業担当課の意見です。 

○村松委員 休みのときには間食だけではなくてお弁当があるからということなんですよね。 

○大竹会長 もう一つは、アは、小学校、中学校では、給食だけではなくて、いろいろな活動が入った

中の一つとして学校は給食を提供しているのは非常に大きな活動なので入っているかと思うんですけれ

ども、そうすると、この食育に関しては、学童で書かれているのは間食を通じたとしか書かないと、学

童は間食を通じてしか食育やらないのかってすごく狭めて皆さんとらえられちゃうんじゃないかなと思

うので、もっとプラスアルファの部分せっかくやっているので、何かもうちょっと違う書き方のほうが

いいかなと私も思うんです。 

○萩原委員 事業内容の中で今言われた間食の指導をうまく表現して入れたらどうですか。右の事業 

の。 

○大竹会長 そうですね。間食を中心としてとかって。豊かな食生活を育む食育に取り組むとかという

書き方がどうかなと私は思いますけれども、もしあれでしたら。もちろん団らんとか食事マナーとか箸

は全部削除する。これは私も削除したほうがいいかなと思います。 

○児童青少年課長  事業名は食育指導のほうがよろしいというのが委員の皆さんのご意見ですね。 

○大竹会長 はい。 

○児童青少年課長 では、わかりました。 

○大竹会長 間食に限定しないほうがいいような気がします。それが１７ページですが、授業における

食育、ア－１、ちょっとこれ順番が前後しちゃっていますけれども、ア－１が、「食育の推進と情報発

信」、表題をそういうふうにして、「食に関する全体計画を基に積極的に食育の推進を図る」としたの

に対して、具体的な取り組みがわかるようにしたため。なので「積極的に食育の推進を図る」としたと。

これが直された文章なんでしたっけ。 

○事務局 こちらが学務課の意見をもとに訂正されたものです。 

○大竹会長 学務課のほうから提案されて訂正されたもの。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 これは私は「学習指導要領の中に入っていることによって学校ごとに食に関する全体計画

を作成し」のほうがもっと今やっていることをそのままあらわしているかなと思うんですが、そんなふ

うに「学校ごとに」なんてしちゃいけないんですか。これ全体計画って、どこがつくる全体計画なのか

なというのもちょっと読み取り切れなかったので。指導要領を受けると、あれは学校ごとにちゃんとつ
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くらなくちゃいけないんですよね。 

○佐竹委員 はい。 

○大竹会長 だから「学校ごとに食に関する全体計画を作成し」という文章のほうが私はいいかな。市

だけが号令かけていて、学校がやっていないわけじゃなくて、学校はちゃんとそれを受けて各学校で全

部取り組んでいるので、そのほうがいいかなとずっと私は思ったです。よろしいですか。 

○事務局  はい、わかりました。では、作業部会で再度検討します。 

○大竹会長 あとはいかがでしょう。５の地域と交流した食育活動について、表題を「地域と交流した

食育活動」とし、「給食を年２回実施する」を削除したと。前回の推進会議の意見及び担当者の実施内

容をそろえたため。 

○事務局  実際に地域との交流は以前ＪＡと学校のほうで行っているという話でしたが、給食を一緒

に年２回食べると限定してしまうと未実施となってしまうので、給食を食べるという部分だけ削除した

いということです。 

○大竹会長 それを受けて担当部署はどう言っているのかが。 

○事務局  なので、そのまま。 

○大竹会長 でいいんですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 はい、わかりました。それで、私、ちょっとここで、「給食だより・校内放送等での取組

を含め」と入れるのがすごく違和感。地域の交流なのにどうしてこれを入れるんだろうと思って。そう

ではなくて、「学校での食育活動の一環として地域の生産者等と児童生徒が交流する」のほうが何かこ

の５の表題に書かれている内容をあらわしていると思ったんですけれども、どうでしょう。 

○松井委員 これ、でも、給食だよりとか校内放送の中で、例えば生産者さんに来てもらって話しても

らったりとか、何かその交流の内容を書いてとかって、そういう意味も含めて書いているんですかね。 

○大竹会長 多分そうでしょうけれども、そこにも限定されないですよね。例えば総合的な学習の時間

で取り組んだり、各教科の中で、例えば５年生で生産農業とかやりますよね。そうするとそこで多分、

田んぼじゃないけれども、お米を植えたりとかしますよね。そういういろいろなところで、給食だより

とか校内放送に限定しないで、学校での全体の、まさにさっきの、全体計画ですけれども、その全体計

画の食育活動の取り組みの一環として地域と交流のほうがいい、もっと幅広くなっていいかなと思いま

す。いいですか。 

そのプラスアルファで、その前の４なんですけれども、先ほど学童で箸の持ち方にすごく違和感を覚え

たように、ここにも「特に、箸の持ち方の指導と」と入っているんです。これだけが残っちゃっていて、
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これも箸の持ち方に限らず食について取り組めばいいので、特に「食育の日の取組を強化する」だけで

いいような気がするんですけれども。 

○松井委員 そうですね。 

○大竹会長 ええ。あとは１７ページは特にないですけれども。 

○萩原委員 １７ページで、今の、その下の地域向けの食育教室ってあるんですけれども、私どもガス

事業者として何ができるかなと。今までそんな貢献していなかったんですけれども、今までは、報告し

たのは、エコクッキングを小中学校に今まで出前授業でやっていましたと、それくらいだったんです。

今非常に全国的にエコクッキングというのが広まりつつあって、実は多摩支店のプログラムというのは

教育委員会を通じて学校便で各小中学校にばらまいているんです、ＰＲ。小金井市って非常に少なくて、

今年も去年もそうですけれども、緑小学校かな。来年の２月に２日間ほどやって、延べ３カ月ですから

約１００名程度なんです。ですから、今回のこの計画の中に枠があるんです、実は。多摩支店で何クラ

スできますよと。その枠を小金井市のどこかの小中学校に当てはめようかなと思っているんです。です

から、今まで、学校の家庭科の先生が多摩支店に電話をかけて受け付けるわけです、実際は。今回私も

委員になっているので、その枠を例えば小学校２校とか中学校２校とか、そういったところに割りつけ

てやったらどうかなと思っているんです。うちで行くと全部ただなんです、実は。材料費だけ学校負担

多分するんだろうと思うんです。材料費って１回やってもせいぜい２,０００円ぐらいです。２,０００

円以内にとどまるんです。ですから、そういったことによってエネルギーの大切さですとか食べ物とか

ごみを減らすですとか水を汚さない、いろいろ環境のことを考えて料理するエコクッキングという目的

があるので、その辺を小中学校の児童の方にしてあげたらいいかななんて思っているんです。市のほう

も多分予算がないと思うんです。とれないと思うので、学校の出前授業全て、これ以外にいろいろな事

業をやっていますけれども、無料で出張していますので、そういったこともできるので、考えていただ

ければ、まさに来年度の計画、支店のほうでもつくる段階ですから、そろそろ。反映できるんじゃない

かなと思っています。 

それからもう一点は、そこの上段の２番です。給食を通じた食育の中で、実は紙芝居的な食クイズとい

う学校給食向けの教材があるんです、食事する前の。紙芝居型になっているんですけれども、そういっ

たものも多分、リーダーを決めてもらって１日１問やっていけばいいんじゃないかなと。ですから、全

校ではなく、例えばモデル校的なものをつくって、この学年が終わったら上位の学年にやってもらうと

か、後で実物はお持ちすることはできるので、そういったことも結構、食事に関する質問というんです

か、小中学生の、主になっているので参考になるんじゃないかなと感じています。 

あわせて、先ほど、９番の「地域向け」という表現がどうもしっくりこないんです、個人的には。先ほ
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どの「地域と交流した」、何で地域が入るの、小中学校の取り組みの中で、この頭に。もうちょっとう

まい表現ができないかなと思っています。 

○大竹会長 では、順番に。まず９、「地域向け食育教育」と書いてあるんですけれども、これはまさ

に、多分学校で地域に向けてやってほしいというので入れているんですよね。それに対して今のは、多

分地域の団体と協力して学校で。 

○萩原委員 そういう意味ですかね。 

○大竹会長 ええ。食育をするというもので、ちょっと違うかなと思うんですけれども、どうしましょ

うか。 

○雀部委員 多分地域のとらえ方というのがちょっとばらばらなのかなと思うんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 その地域の生産者の意味だったり地域の事業所だったり、地域の不特定多数というのもあ

りますから。 

○大竹会長 あります。 

○雀部委員 こういうふうな書き方をすると、まるで地域の不特定多数の方を学校に呼んで教室をやっ

ているようなイメージに多分事業名がとられがちかなと思うので、事業名はやっぱりちょっと変えたほ

うがいいのかなと思うんですけれども。 

○大竹会長 あるいは「地域と協力して」だと「向け」ではなくなるんです。それで対象が保護者にな

るんでしょう。 

○萩原委員 方向としてまさにそうですね。 

○大竹会長 ええ。そうすると、「地域と協力して」というのは、今の地域の企業だったり団体だった

りと協力できる。そのほうがいいですか。学校はやりにくいですか。 

○雀部委員 事業者がここには連携と書いていますよね、言葉としては。 

○大竹会長 地域と連携して。 

○雀部委員 事業者のほうは、２０ページのほうに、「事業者の食育活動」の中で、「食育教室等での

連携推進」というふうに書いて、小中学校での、同じことをここに書いていると思うんですけれども、

一番下の４番の項目なんですけれども。 

○大竹会長 はい、そうですね。 

○雀部委員 事業者側から見るとこういう形で書いているので、同じような感じで書けばいいかなと思

います。 

○大竹会長 こっちは事業者で、それを学校のほうにも書くということでいいですか。 
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○雀部委員 それかどちらか１つに統一するのか。何かこういう、「地域向け食育教室」と書くと、学

校が地域のことまで全部担わなければいけないのというニュアンスにとられがちだと。 

○大竹会長 ちょっと重いですよね。 

○雀部委員 学校のガードがどんどんかたくなるような気がするので。あれもこれもやりなさいと言わ

れているようだと思われがちなので。 

○大竹会長 そうですよね。 

○雀部委員 協力とか連携とかという感じでしょうか。 

○大竹会長 「地域と連携した食育教室」として大丈夫でしょうか。 

○事務局  食育でよろしいですか。食育教室。地域と連携した食育。 

○大竹会長 これは食育教室なんでしょうね。 

○松井委員 ５番と９番がうまく一緒にならないでしょうか。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 「地域と連携した食育活動」ですか。 

○大竹会長 多分８番までは児童生徒を対象にしているんです。９番からは児童生徒対象じゃなくて保

護者対象なんですよね。 

○雀部委員 これ実際やっているんですか。 

○大竹会長 やっていないですか。 

○雀部委員 という疑問があるんですけれども。 

○佐竹委員 親子教室はやっています。 

○大竹会長 親子教室はやっているの。 

○佐竹委員 はい。 

○大竹会長 では、地域向けではなくて、保護者を対象とした食育教室に変えちゃったらだめですか。

そのほうが、やっているということになりますよね。じゃ保護者。 

○事務局  「地域」を「保護者」に変えればいいでしょうか。 

○雀部委員 ただ、そう書いちゃうと、どこの学校も全部それをやらなければいけないみたいな感じに

なるのでつらくないでしょうか、学校側として。どこもかしこも必ず親子教室をやらなければいけない

みたいな感じになりますよね。どこか１校やっていればオーケーという感じですか。 

○大竹会長 うん。そうです。 

○酒井副会長 何か学習指導要領の中に例えばそういうことって入ってますか。 

○大竹会長 入っていないです。大体学習指導要領は児童生徒の教育なので。 
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○雀部委員 じゃ、やっぱり５番とくっつけちゃったらどうでしょうか。 

○松井委員 生徒が交流したり、保護者向け、地域向けの食育教室を実施するとこっちにくっつけちゃ

ったほうがいいような。 

○雀部委員 内容を含めるような形にしたら。要は地域と何かつながっている感がある食育という感じ

にしたらまずいでしょうか。分けちゃうとちょっと。 

○酒井副会長 ７、８で「保護者と協力した食育支援」というような。 

○大坪委員 でも、７、８は保護者向けで、９も保護者向けの食育教室であれば、７、８、９と同じく

くりのような気がするんですけれども、保護者との。だから、９番も７、８と同じような違う段にして

一くくりでも。 

○大竹会長 そうですね。５番よりもまだ７、８、９を一本化したほうがいいですね、保護者向け、保

護者向けだから。「保護者と協力した食育支援」にして、一括して７、８、９にして。だから、この表

題、事業名はやめて７、８、９を１本にして「保護者と協力した食育支援」にして、中身はこれでもい

いかもしれないですね。そのときに、「環境に配慮した」と限定するのかな。 

○萩原委員 そうなんだよね。 

○雀部委員 親子教室はどうなんですか。環境に配慮したという感じなんですか。 

○佐竹委員 環境に配慮しているわけではないです。１００％環境に配慮しているかと言われると。 

○雀部委員 東京ガスさんのは明確なんですよね、エコクッキングなので。 

○大竹会長 だから、「料理教室も含め、保護者・地域向けの食育教室を実施する」でいいんじゃない

ですか。環境は、もちろん東京ガスは環境に配慮したというのを入れていただいていいんですけれども。

というのは、小金井市の食育は環境ということが主で。 

○大坪委員 「料理教室等を含め」じゃなくて「料理教室等」でいいんじゃないですか。「含め」は要

らないような気がするんです。 

○大竹会長 等の。 

○酒井副会長 「保護者と協力した」になるんだったら「地域向け」は要らない。 

○萩原委員 要らないですよね。 

○大竹会長 「地域」は要らないです。 

○萩原委員 このいきさつは、エコクッキングって東京ガスの登録商標になっているんです。エコクッ

キングと入れられなかったので、実は、最初の策定のときに。それであえて「環境に配慮した料理教室」

になっているんです。 

○大竹会長 では、そういうことでいいですか、９番は。私、実は８番も、欠食、孤食に限定されちゃ
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っているのでちょっと違和感があって、朝食の欠食や孤食の問題。「朝食」もどうだろうな。「欠食や

孤食の問題や栄養バランスの重要性など」。何と書いてあったかな。私自分の字が読めない。子供にと

って。 

○大坪委員 欠食や孤食って食習慣のことなので、そのあたりの表現でどうでしょうか。欠食とか孤食。 

○大竹会長 「といった食習慣や栄養バランスの重要性などの問題に、子供の問題について保護者に対

する啓発を徹底する」。孤食だけでいいですか。そもそも食育って栄養バランスってあるんじゃないか

なと。 

○大坪委員 食育と大きくなって、その中に栄養バランスがありますね。 

○大竹会長 そうですよね。 

○大坪委員 ええ。正しい食習慣を身につけるという意味がここに持ってくるんであれば。 

○大竹会長 「欠食や孤食などの食習慣、正しい食習慣に関して」というんですか。 

○大坪委員 かたくなる。 

○大竹会長 では、「欠食」、「孤食」消しちゃいますか。消しちゃうのがいいかどうかなのかがちょ

っとわからないんだけれども。これ、なおかつ「などの」も入っていないんですよね。これだけやるの

かなと思っちゃう。「欠食や孤食の食習慣や何々などの問題に関して保護者に対する啓発を徹底する」

というふうに何かもう１個ぐらい入れたほうがいいような気がするんですけれども。何がいいですか、

そうしたときに。 

○大坪委員 上に、２段目のところに「望ましい食習慣を身に付けさせる」。普通の言葉だと食習慣の

確立となってしまうかと思うんですけれども、上に「身に付けさせる」という形ですので、望ましい食

習慣を身につけさせるための何か保護者に対する普及啓発を徹底するとか、そんなような意味合いとい

うんですか。 

○大竹会長 孤食も抜かしちゃってね。 

○大坪委員 大きくくくって「望ましい食習慣」というような。 

○大竹会長 だから文章上には孤食とかそういうような文章は外すということですよね。 

○大坪委員 でも、あったほうがいいんでしょうか。 

○大竹会長 あったほうがいいんですか。いや、その辺の入っていった経緯も。 

○大坪委員 難しいですね。 

○酒井副会長 欠食と孤食がいろいろ問題になっているからということで。 

○大竹会長 からという部分でね。 

○酒井副会長 具体的な。 
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○大竹会長 などが入ってくるか。 

○酒井副会長 うん。でなんでしょうね。 

○大竹会長 では、「欠食や孤食の問題も含め望ましい食習慣の確立に向けた保護者に対する啓発を徹

底する」でいいですか。では、そういうふうに直してください。お願いします。 

○村松委員 食育という枠の中でとらえていいものかどうかというところはあると思うんですが、国分

寺市の場合、私教育委員をしていて、ごみ減量リサイクル推進委員もしているんですけれども、給食残

渣のことなども食育の一環として取り上げているんです。小学校のたしか５年生の教育課程の中にあっ

たと思うのですが、給食で残したごみはどうなるのかを調べていったり、その日ごとにどのくらいの給

食残渣があったかを調べていったりして、地域の方たちがつくってくれた野菜を、一生懸命つくってく

れた野菜を残してしまうとどうなるのかというような、たしかそういった学習活動もしているんです、

食育の一環として。だから、バランスのよい食生活や残さず食べるとか、ごみ、環境に配慮したという

ようなところもどこか入るといいのかなと思ったのですが、食育の活動として。 

○松井委員 小金井市の場合は給食の残渣って何か堆肥化しているんですって。 

○村松委員 堆肥化、どこでも今そういう動きになっています。 

○井上委員 今はどこでも。大体多分この５市関係はやっている、ＪＡ東京むさし管内は結構始めてき

ているかなと思います。 

○雀部委員 きています。夏休みは各家庭から持ち込んでくれればあけますよということもやっていま

すし。 

○井上委員 学校でね。 

○村松委員 だから、そういうことはうたったほうがいいですよね、やはり、食育として。 

○大竹会長 そうしたら、ここで「望ましい食習慣の確立や環境に配慮した食育活動などについて」と

いうふうにここに入れちゃったらどうですか、９は「環境」を削除しちゃったので。そうすると幅広い

活動になりますよね。 

○雀部委員 担当課が違うような気がするんですけれども。そうなると学務課じゃないですよね、ごみ

関係は。 

○大竹会長 いや、学校でやるので。 

○雀部委員 そうですか。 

○大竹会長 学務課です。じゃないんですか。 

○雀部委員 学務でしたか。 例えば夏休みのやつなんて学務でしたっけ。 

○事務局  違います。 
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○雀部委員 違いますよね。担当課が変わるのなら項目を分けなければいけないのかなともちょっと思

った。それか２つ担当課を並べて書くかしないといけないか、それを入れるんであれば。何でしたっけ、

名前、課が。 

○大竹会長 例えば、家からごみを持ってきて学校で、よく家庭科なんかでもやりますけれども、それ

を。 

○井上委員 ごみ対策課じゃないですか。 

○大竹会長 いや、学校の学習の中にそれを取り入れる場合には学務課なんです。 

○井上委員 確かに。 

○雀部委員 授業としてということですよね。 

○大竹会長 授業としてやるから。 

○井上委員 授業としてはね。 

○大竹会長 うん。だけれども、そうではなくて、環境課というの、あそこは。 

○井上委員 ごみ対策課です。 

○大竹会長 ごみ対策課でやって、そこに子供たちが参加するとか地域の人たちが参加するというの、

それはごみ対策課なんです。これは今学校の中での取り組みをここで取り上げて。 

○村松委員 だからリンクしていくわけですね。 

○井上委員 そうなんです、リンクなんです。 

○雀部委員 関係各課になっちゃう。 

○村松委員 水と緑とかもうね、していくわけです。でも、今学校の中で必ずごみとリンクしている取

り組みってしているはずなので。だから学務課でいいんじゃないですか。 

○大竹会長 ですよね。 

○村松委員 指導室ですか。 

○酒井副会長 文言はさっきの８番というか。 

○大竹会長 はい。 

○酒井副会長 ここに入れるということですか。 

○大竹会長 はい。 

○酒井副会長 長い。 

○大竹会長 「望ましい食習慣の確立や環境に配慮した食への取り組みなどについて啓発」。そうした

ら「保護者とともに推進する」になるのかな。 

○萩原委員 これって、学校公開日って毎月ありますよね。ないでしたっけ。 
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○雀部委員 学校公開日ですか。毎月はないですけれども。 

○井上委員 ないんじゃない。何カ月でしたっけ。 

○雀部委員 学期ごとにあるんです。 

○萩原委員 結構そういうときに保護者の方って来るじゃないですか。そういった場を活用するんです

かね、こういう取り組みって。そうじゃないんですか。 

○大竹会長 保護者とともにという場合にはもちろんそれで協力してくれることもありますけれども、

ある取り組みに対して、全員じゃないけれども、何人かの保護者の方がボランティアみたいな形で来て

くれて取り組むということもあり得ます。 

○萩原委員 では、ＰＴＡも巻き込んでいるんじゃないですか、いろいろな。 

○大竹会長 まさにＰＴＡを巻き込んで協力してもらうということはあり得ます。 

○萩原委員 ですよね。 

○大竹会長 「保護者と協力した食育支援」と言ったら、保護者に対して啓発をというよりも、そうや

って保護者とともに推進するみたいな言い方のほうがいいですね。それじゃまずいですか。 

○雀部委員 「支援」じゃなくて「推進」じゃだめですか。 

○酒井副会長 ここの保護者に対する啓発という言葉だと、保護者の方に責任を。何というのかな。何

という表現になるのかな。 

○大竹会長 それこそ上から目線で学校から保護者にやれと言っているという感じですよね。 

○酒井副会長 そういう感じ。啓発、徹底する。 

○大竹会長 でも、いや、それってあまり。実質的にはどうなのか。それよりも保護者を巻き込んで学

校の教育を展開するほうが。 

○酒井副会長 「保護者と協力した食育支援」というふうに協力したとうたっていますからね。 

○大竹会長 そうです。 

○雀部委員 実際に朝食の欠食で指導というか啓発されたかと言われたら、あまりされていないような。

給食だより等には朝食をきちんと食べようとかというのはうたわれていますけれども、何かほかにと言

われればそんなに。 

○大竹会長 だから、それは７で書いてあるからいいんですよね。 

○雀部委員 そうですよね、給食だより。 

○大竹会長 うん。なので、まさに保護者に、これはもう啓発しているんですよね。なので。 

○村松委員 でも、実際に問題になっているのは、やっぱり保護者にいかに啓発するかなんじゃないか

なという気がするんですが。結局、子供がウドの室を見学に行って、その子供が家に帰って「ウドを食
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べたい」と言って初めて母親が「ウドって何？」って、そんな会話が行われるということをよく耳にし

ますけれども、朝御飯を食べさせないで学校に行かせてしまう家庭があったりすることがあるわけで、

実際に。だから、子供を通してある意味家庭の保護者に食育をするというようなニーズもあるのではな

いかなという気がしますが。ある幼稚園で、「なぜ朝御飯を食べなければいけないんですか」と母親が

手を挙げて質問したというのを聞きました。だから、ほんとうに学校だけではなくて子供を通して家庭

に対する食育指導が必要になってしまったのかなという気がします。啓発は、「啓発」という言葉は必

要なのではないかと思いますが。 

○大竹会長 では、もうあまり時間がなくなってきているので、今のような問題を含めて宿題にしてい

いですか、各自の委員の方たちに。ここを、この３つを「保護者と協力した食育支援」という形で書き

たいと思いますけれども、これを、今いろいろな意見が出てきたところをどうやって書き込んでいった

らいいのか、３つの柱で。それを少し考えていただければと思います。それを２週間ぐらいの間に健康

課にお寄せいただく。それを含めて最終的に。各課にも問い合わせますので、それも含めて最終的に検

討したいと思います。ありがとうございます。 

○福祉保健部長 すみません、参考までに。２０年、前の計画、改訂前の。見直し前の。それには７と

８が「保護者に対する食育支援」となっていて、今、新しい見直しをしたところは「保護者と協力した

食育支援」。だけれども、対象者が保護者ですよねみたいなご意見が今出ましたよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○福祉保健部長 そうすると、この事業名のところを「保護者と協力した食育支援」という、「と協力

した」という言葉になっているので、これを「保護者に対する」という文言に戻すということも選択肢

にはあるんですか。 

○大竹会長 あります。 

○雀部委員 たしかこれは弁当の日が実施できなかったのでということでしたよね。その上の項目にあ

ったんですよね、前回。 

○福祉保健部長 そう。弁当の日は、「保護者に対する食育支援」のすぐ上に「弁当の日」という事業

名があったんです。だから、「保護者に対する食育支援」という文言に戻すことも選択肢の一つにある

ということで、あればそれも含めた宿題ということで、今、委員長がおっしゃったような宿題でいいの

かしら。どうなんでしょう。これ、どこの段階で変わったか、私はちょっと流れがわからなかったので。 

○事務局  前回の推進会議の中で「対する」を「協力した」というご意見いただいたと思います。 

○酒井副会長 強いかなという感じのほうがあったんだと思います。 

○大竹会長 まさに上から目線で学校からと。でも、学校はそんなに保護者に指導するのは難しいとい
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う言い方はおかしいですけれども、やはり中心は子供に対する教育なので、それを通じで保護者に対し

ての啓発とか指導ができるけれども、保護者への教育が中心ではないので多分こういう書き方に変えた

んですよね。 

○村松委員 そういう意味だと「保護者と協力した食育支援」っていい言葉ではありますね、確かに。

一緒にやっていきましょうという。 

○大竹会長 一緒にやることによって保護者へも啓発する。 

○村松委員 そうですね。いいですね。いい言葉です。 

○大竹会長 では、なるべく「保護者と協力した食育支援」という形で考えていただいて、その中に保

護者への啓発も何か含めたような活動を皆さんに考えていただくということでよろしいですか。ありが

とうございます。 

あと２０ページがわりと大きくいっぱいあるんですよね。これはでも全部訂正するで終わっていていい

んですか。 

○事務局  ええ。それは推進会議のご意見をいただいて訂正ということになります。 

○大竹会長 そうですか。はい。では、大きなやりとりの中ではそのあたりが問題になったんですね。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 では、ということで、最後ちょっと宿題になってしまいましたけれども、一応これで検討

させていただいたということになりますが、よろしいですか。 

では、あと、ちょうど時間になってしまいましたけれども、その他ということで何かございますでしょ

うか。 

○事務局  よろしいですか。 

○大竹会長  はい。 

○事務局  では、その他として２点ございます。１点目に、前回資料でお配りしました。『小金井らし

い食生活』というはがきサイズのミニパンフレットについてですけれども、商工会の三笠委員のご協力

で、市内の飲食店にたくさん配布いただけるということで、今月の上旬に商工会にお持ちいたしました

ので、ご報告させていただきます。 

あともう一点ですが、本日、食育月間実行委員会の募集のチラシを配付させていただきました。前回

の食育推進会議で例年より早目の広報をということでしたので、昨年は今年の１月中旬の広報で募集を

かけましたが、今年は１１月１日の広報で募集をかけさせていただきました。委員の中で関係する団体

の方とかにもお声がけいただけるというお話でしたので、本日ちょっと多目にチラシを作成いたしまし

たので、もしお声をかけていただける方がいらっしゃるようでしたら、事務局のほうにお知らせいただ



－３７－ 

ければと思います。以上です。 

○大竹会長 では、特に新任の委員の方々、よろしくお願いいたします。あとはよろしいでしょうか。 

○事務局    次回の日程はまたこちらのほうで調整させていただきます。 

○大竹会長  そうですね。まだちょっと先になりますので。委員さんのほうからはよろしいですか。 

○酒井副会長 今日皆さん見お配りした、ちょっと説明をさせていただきますが、水色の『江戸東京野

菜読本』というのは、ただいま東京都の補助事業ということで、小金井市も入って５団体で協議会をつ

くって、江戸東京野菜コンシェルジュ育成事業というものを行っております。その中で、江戸東京野菜

コンシェルジュ育成講座というのをやっておりまして、その中で、講座の中で資料として使っているも

ので、また、その江戸東京野菜が出ているんですけれども、まだもっとどんどん増えていくんですが、

今、去年の時点での江戸東京野菜についてがいろいろと載っておりますので、参考資料としてお持ちし

ました。 

それと、赤いチラシのほうなんですが、これも小金井市が主催ということで『秋の黄金丼フェア』とい

う江戸東京野菜を使ったフェアのチラシができ上がりましたので皆さんにお持ちしました。ということ

です。 

○大竹会長 ありがとうございました。これは経済課ですけれども、これはいいですか。 

○酒井副会長 それも一緒、一緒というか経済課でつくったパンフです。 

○大竹会長 以上でよろしいでしょうか。今日は皆さんいろいろご意見をいただきありがとうございま

した。 

○井上委員 一応今月１０、１１と武蔵小金井駅の南口で農業祭が行われますので、ぜひよろしければ

ご参加いただければと思います。江戸東京野菜のブース等もありますので。よろしくお願いをいたしま

す。 

○大竹会長 こういうところでも食育月間とか食育の日とかも。それこそさっきのこれを配っていただ

くとか。ぜひお願いしたいと思います。 

○井上委員  はい。もしあれでしたら江戸東京野菜のブースのところで一緒にお配りできると思います

ので。そちら、私担当でやっているので。 

○大竹会長 よろしくお願いします。 

○事務局  追加ですみません。前の計画で一番最後に事業一覧が載っているんですけれども、新規事

業を含めて、今回事業を調査するところですので、それが加えられる予定です。 

○大竹会長 ５の「計画推進に向けて」のところに入ってくる。 

○事務局  一番最後のほうに。 
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○大竹会長 さらにこれの後に資料編として入るということですか。 

○事務局  はい。 

○大竹会長 では、よろしいでしょうか。今日はどうもほんとうにありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


