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別紙 

 

第２回小金井市食育推進会議次第 

 

                日時 平成22年３月15日（月）午後２時     

                場所 小金井市保健センター１階大会議室 

 

１ 「小金井市食育推進計画」の進捗状況について 

 

２ 食育月間について 

 

３ 食育ホームページについて 

 

４ その他 

 

５ 配付資料 

 ・「小金井市食育推進計画」の進捗状況一覧（未着手の項目のみ抜粋） 

 ・平成21年12月21日 第１回小金井市食育推進会議 会議録 
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第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２２年３月１５日（月）午後２時～午後４時 

場  所  小金井市保健センター１階大会議室 

 出席委員  １３人 

  会 長   大 竹 美登利 委員 

  委 員   池 田 多鶴子 委員  大 谷 丕古磨 委員 

        酒 井 文 子 委員  雀 部 かおり 委員 

        井 上 誠 一 委員  藤 田 とよみ 委員 

        萩 原 哲 男 委員  廣 野 惠 三 委員 

        三 笠 俊 彦 委員  小 宮 三紀子 委員 

        西 岡 貴美子 委員  村 松 真貴子 委員 

 欠席委員      

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

事務局職員 

 健康課健康係長               高 橋 美 月 

 健康課主任                 大 関 洋 子 

 健康課管理栄養士              田 中 昌 子 

 健康課主事                 濱 野 康 子 

 健康課主事                 安 田 芳 和 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○大竹会長 定刻になりましたので、お２人まだちょっといらしておりませんけれども、後でおくれて

くるという連絡があったようですので、２１年度としては第２回になりますけれども、食育推進会議を

始めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 配付資料等はいいでしょうか、確認しなくて。はい。 

 それでは、まず議題の１、「小金井市食育推進計画」の進捗状況についてということで、これは事務
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局のほうからご報告いただきます。 

○事務局 前回の第１回目の食育推進会議のときに進捗状況をとらせていただきまして、今回は、Ｄで

事業内容等未着手のものだけの進捗状況に限らせていただいております。 

○大竹会長 大分たくさんある中でＡ、Ｂとかが多いのですが、幾つかがまだ未実施だったりするもの

があります。ここではＣということになっておりますけれども、それを抜き出していただいています。

それについて少し皆様のほうからアイデア等も含めまして、今年度中に取り組み始めて、来年度には実

施をする必要があるということなのですが、今の現時点でちょっとまだ取り組みがされていないものに

ついては来年度の実施も難しいかと思いますので、もう少しこうすればここのところが進むのではない

かというご意見等をいただければと思います。 

 では、まず上からやっていきましょうか。弁当の日ですけれども、弁当の日を実施するということに

はしているんですが、なかなかこれについては、今取り組みのスタートもちょっとできていないという

ことですが、いかがでしょうか。特にＰＴＡ代表のほうで藤田先生。 

○藤田委員 こういう話、ＰＴＡのほうの連合会に出ているんですけれども、１度も話が上がってきた

ことがないので、ＰＴＡのほうでどうかかわっていくとかどういうふうな感じで協議したらいいのかと

いう話が全然上がってきていないので。 

○大竹会長 そうですか。 

○藤田委員 はい。 

○大竹会長 できればＰＴＡのほうから積極的に取り組んでいただければとは思うのですが。そうする

と、ＰＴＡでこうすればできると思うけれども、市のほうではこういうところを協力してほしいという

ふうに話があれば協力するという感じですか。では。 

○藤田委員 どちらかというとこれはＰＴＡのほうから働きかける項目ということですか。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 そういうことですね。 

○藤田委員 そうですか。これは全校、小金井市内全統一でなければならないということですね。 

○大竹会長 いや、全然そんなことはないと思います。まず１つの学校で始めてもいいんじゃないかと

いう話はこの前回の食育推進会議ではあったんです。 

○三笠委員 私も昔、もう大分昔ですけれども、本町小学校のＰＴＡの会長をやっているときに提案し

たんです。実は、運動会ぐらいは弁当を持ってきてみんなで食べたほうが楽しいよという提案をしたん

ですけれども、どうしても、学校側ではいろいろ検討していただいたみたいなんですけれども、ちょっ

とそれは待ってくれという、いろんなご家庭の人もいるので。そんな意見もあったんですけれども、だ
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ったら、ではそこを一歩踏み込んで考えたらどうかなと。みんなで食べる、家族で食べたり、ではなく

ても、隣近所じゃないけれども、登校班だとかいろんなものがあればそういうものでそのグループみた

いにしてもいいし、また、もし不可能でなければ、きっと給食室が皆さん、今市内どうなっているかわ

からないんですけれども、あれば、そこで、つくってじゃないけれども、何かアイデアがあれば。これ

は私はそんなに難しく考えることもないのかなと。結構強引にやっちゃったらそれなりにいっちゃうん

じゃないかなというような、自分なりにはそう思っているんですけれども。議論ばかり重ねていても結

局は先へ進まない。総論的には、そういうとき、運動会ぐらいいいんじゃないかとかそんな意見はあっ

ても、やっぱり現実問題は、では学校としてもこうしましょうと校長先生が方針踏んでくれない限りは

なかなか難しいものがあるので、何となくできそうな、すごく前からこの弁当の日というのは出ていま

すけれども。現実に他の地域でもやっているようなところもあるみたいなので、そういうところも調べ

たらいかがでしょうか。すみません、意見です。 

○大竹会長 四国のどこかの小学校かな、校長先生がなさっていますよね。ニュースになって。この間

退職なさったけれども、引き続き校長として残られたんでしたっけね。 

○小宮委員 そうでしたか。 

○大竹会長 ええ。何かでずっと引き続き弁当の日を取り組んでいくということが。あれはわりと何回

か全国版に出て、ニュースにもなっていました。 

○小宮委員 子供がつくるんですよね。 

○大竹会長 そうです。 

○小宮委員 親御さんというよりも子供に、学校で練習したりしたんですかね。それでおうちでつくっ

てくる。 

○大竹会長 だから、この弁当の日というのは、親につくってもらうんじゃなくて子供がつくるという

取り組みにしないと多分今は難しいかなと思っています。 

○雀部委員 ここにも書かれているんですけれども、まずは、例えばここに一番最後に、給食の献立を

弁当に詰めかえるという形のところから入っていくのが一番やりやすいんじゃないかなと思うんですけ

れども。各クラスに届けられた給食を、自分が空のお弁当箱を持ってくる分については親もそんなにハ

ードルが高くないと思うので持たせてもらって、それに、ごはんはこのぐらい、主菜はこのぐらい、副

菜はこのぐらいというバランスを子供が学ぶ場として最初スタートしたらすぐできるんじゃないかなと

思うんですけれども。 

○大竹会長 多分給食室で調理するというのは、これは決められた施設でないと入れないので、それは

まず無理だと思うんです。なので、給食、調理室でつくったものを各クラスに持っていって、それでお
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弁当に詰めるというのは多分すごく、それこそハードル低くて、わりと手軽に取り組めるのではないか

なと思いますけれども。多分このあたりは担任の先生に全部任せると、担任の先生が負担になるので、

そこに少しＰＴＡの方たちがサポートして、全員じゃなくて大丈夫だと思うので、そういう形で、いわ

ゆるＰＴＡと学校とが協力するという形で進めていただければとちょっとイメージとしては持っている

んですけれども、例えば、藤田さんは緑小でしたっけ。 

○藤田委員 そうです。 

○大竹会長 そうですか。例えばそういうどこか１つでも始めていただくとね。可能な範囲内でという

ふうに。 

○藤田委員 例えば今のお話だと、今ここは、ちょっとすみません、私もちょっと、前回からの参加な

のであれなんですけれども、これに載っている弁当の日の事業内容として、ＰＴＡに協力して家族等で

お弁当をつくり、学校に持参する日を年２回実施するというのとはちょっとかけ離れていますね、給食

を詰めるというような。 

○雀部委員 お弁当の日といってお弁当をつくってきてもらうというと負担に感じる親のほうが多分多

いと思うので、最初に何でではお弁当の日があるかということが多分理解できないとなかなか入ってい

けないと思うので、まずはハードル低いところからと。要は子供にお弁当のバランスとかというのを学

ばせるところからスタートしていくという形で、ちょうど緑はボランティアのお母さんたちの体制もで

きている、毎年更新は今されていないんですけれども、前々年の体制ができているので、そこに声をか

けると多分、とかクラスのお母さんたちに声をかけるようにしてもらってというと始めやすいかなと。

何人かは入ってもらってという形にするとやりやすくなるかもしれないです。 

○大竹会長 前参加していただいたＰＴＡの代表の方は、やはり家族で、入れてつくるというところを

最初相当主張なさっていたので、可能ならぜひというのは思いましたけれども、ただ、私もちょっとそ

こまでは相当ハードルは高いなと思っているので、やはりまず学校のほうを中心としてお母さん、お父

さんを巻き込みながら、ＰＴＡを巻き込みながら子供と一緒につくるということを積み重ねていかない

と無理じゃないかなと私は思っているんですけれども。 

○萩原委員 ちょっと認識不足かもしれないんですけれども、小中学校ってセンター方式なんですか、

今。センター方式で、どこかの給食センターでつくったものを持ってくるわけですか。 

○大竹会長 小金井はセンターですか、中学校。自校式ですよね。 

○雀部委員 自校式です、小学校は。 

○萩原委員 そうですか。 

○池田委員 中学校は？ 
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○藤田委員 全部委託です。 

○大竹会長 自校でやっているけれども、そこの調理員さんは小金井市で雇っているのではなくて委託

しているんだと思うんです。委託者が来て、そこで調理をしている。 

○萩原委員 そうですか。では、学校の調理場で調理しているということですね。 

○大竹会長 はい。 

○萩原委員 そうですか。わかりました。 

○大竹会長 ええ。だから、わりと学校ごとにきめ細かく対応はしてもらえるんじゃないかなと思いま

すけれども。 

○萩原委員 できればモデル校みたいなのをつくってほしいですよね。 

○大竹会長 そうですね。ぜひ緑小、モデル校になりませんか。 

○藤田委員 実行委員長。 

○大竹会長 そうなんですか。 

○雀部委員 緑小です。 

○藤田委員 緑小一緒なんですけれども。 

○大竹会長 では２人も参加なさっていますので。 

○藤田委員 学校側に言うことは私ができるんですけれども、実際現場は。どういう感じで進めていく

とか。 

○雀部委員 あと、いきなり始めてもお母さんたちには響かないので、前月の給食だよりの裏に書いた

り、あとＰＴＡの会報に書いていただいたりして前ぶれを出しておいて……。 

○大竹会長 そうですよね。そうだと思います。 

○雀部委員 こういうことの意味があるのでやりますという振りがないとやっぱり意味がないと思うの

で。 

○大竹会長 そうですね。 

○藤田委員 意味づけがないと。私も多分何年か前にその話を聞いたときに、「え？ 嫌だ」と思った

一人だったので。やっぱり面倒くさいとか。 

○大竹会長 やっぱり家で、家族でつくると思うと面倒くさいですよね。 

○雀部委員 全学年は無理ですよね。 

○藤田委員 ええ、そうですよね。今、兄とかのをつくっていると、そのついでにとかというご家庭だ

ったら多分すんなりいくと思うんですけれども。 

○大竹会長 何か私のイメージとしては、どっちかというと学校で詰める、学校でつくって詰める。 
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○雀部委員 学ぶ場というか。 

○大竹会長 そうですよね。 

○雀部委員 食教育の意味を強くしたほうが。 

○藤田委員 では、そういう意味では先ほどの雀部委員の言ったとおりに学校の給食を詰めるというの

でも意図はずれないということですか。 

○大竹会長 さらに一歩進んで、クラス単位になると思いますけれども、そこでつくって詰めるという

取り組みもできるかなと思うんですけれども、そのときも多分ＰＴＡの方々に協力してもらえばできる

と思うんです。先生１人じゃちょっと無理なので。そこはまたさらに何段階か先に、大分定着してきた

ときにそうする。 

○雀部委員 家に帰って子供が多分そのこういうことをやったよというお話を家でしてもらうとお母さ

んたちにもわかっていただけるので、やっぱり前振りがあって。 

○大竹会長 そうですね。そういうのがだんだん浸透していくと、遠足とか運動会のときに、にお母さ

んつくってとかお父さんつくってと一緒に親子でつくって持っていくということにつながるかな。それ

が多分そこに書いてある最終目的だと思うんですけれども。では、ぜひ緑小。 

○藤田委員 そうですね。まだいらっしゃいますよね。 

○雀部委員 います。まだ下にいます。大丈夫です。 

○大竹会長 モデル校でではぜひやってください。では１度ちょっとお話し合って。 

○雀部委員 そうですね。わかりました。 

○藤田委員 交渉係にはなれますので、実際現場はでは。そういうことで。 

○大竹会長 ありがとうございます。これで一歩進みます。 

 では次に、事業者の食育活動に関する促進策として食育ミニパンフレットの配布ということですが、

どういうイメージか皆さんで話し合っていただくと大変うれしいんですが、今私が変なのをお配りした

んです、これを。これは実はうまく私がプリントアウトできなくて、これが表紙で、あけると、これは

ひっくり返っちゃっているんですけれども、こうなって、裏に何か書いている。何しろ４ページ建てぐ

らいで、すごく簡単にぱっとわかるようなものをパンフレットでつくったほうがいいなと思うのと、な

おかつこれでも大きくて、私は名刺大ぐらいので、あけたら見れるというふうにしたいなと思ったんで

すけれども、今日一日格闘していたんですけれども、できなくて、とりあえずこの大きさで持っていっ

て、イメージだけをと思ったんです。 

○大竹会長 それで、もちろんこれはデザインも全然うまくできていないので、もっとちゃんとしたデ

ザイナーに、たまたまそれは、絵を貼りつけたのも、何かそういうコンテンツを持っていたので、そこ



－７－ 

から一番近いものを張りつけてあるだけなので、全然いい絵ではないんですけれども、何かこんなイメ

ージで、わりと絵が入って、あまり字ばかりで見たくないというものではなくて、すてきなデザインで、

小さいのをつくっていろんなところに置いて皆様に、小金井市民に渡すといいかなと思ってイメージし

たものです。 

 それで、栄養バランスというと、それこそ栄養バランスごまとか３群、６群というのがあるかと思う

んですけれども、あれもなかなか難しいですよね。なので、私が勝手に考えたんですけれども、といっ

てもちゃんと栄養学の先生に「これおかしくないよね」と言ったら「おかしくない」と言っていた。い

わゆるたんぱく質の２倍野菜を食べれば大体３食のバランスがとれるんですよね。もちろんそれに主食

は入っていないんですけれども、主食は多分皆さん食べられるでしょうし、主食でおなかの減りぐあい

を調整しているかと思うんですけれども、どうしても今の現代人はたんぱく質類を食べ過ぎて野菜が少

ないのでメタボになりやすいと私は思っているので、そこを、野菜をいっぱい食べましょうねというメ

ッセージだけ伝えれば大分メタボの解消になるかなと思って、こういうものはほかにはないと思うので

すが、その辺は栄養士の先生にもぜひご意見いただきたいと思いますけれども、こんなものをつくって

あちこちの飲食店に置いたり、あちこちに置いて小金井市民に宣伝したらどうかなと思っています。 

○村松委員 遅くなってすみません。よろしくお願いします。 

○大竹会長 どうも、お忙しいところ。よろしくお願いします。 

 いかかでしょう、まず栄養士の視点から見て。ぜひご意見をいただけると。 

○小宮委員 こういうものはやっぱり必要だと思います。いろいろ出ているんですけれども、正しいち

ゃんとした情報というのがなかなかどれかというのがありますので、市ですとかこういう会のところか

ら発信してもらうとすごくいいと思います。やっぱりコンパクトに胸ポケットに入るぐらいのサイズと

いうのはすごくまたいいと思いますし、端的に、あまり幾つも詰め込まないで、欲張らないでというの

は先生のおっしゃるとおり。 

○大竹会長 何かこんな小さいのが広げるとばーっと大きくなるのをお持ちになって。 

○小宮委員 東京都がつくりました。 

○大竹会長 東京都でしたっけね。 

○小宮委員 はい。 

○大竹会長 いいなと思ったんですけれども、あれも広げてこうなるのが、私なんかは「うーん」と思

っちゃうので。 

○小宮委員 ちょっと細かくて見にくいですね、あれ。 

○大竹会長 あれもたくさん情報が詰まっているんですよね。どうしてもたくさん情報を詰め込みたく
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なっちゃうんですけれども、あまり詰め込まなくてと思ったんです。ただ、最後は、小金井らしい食生

活というのは、あれは推進会議でつくったものに載っている字をそのままぺたっと張りつけただけなの

で、これは情報が多過ぎるんですけれども、そこまで書く必要があるか、ちょっと今最後のページどう

しようかなと思って、ちゃんと整理しないままに持ってきましたけれども。 

○酒井委員 先生、野菜をたくさん食べようというのもあるんですけれども、今果物もなかなか食べら

れないので、野菜、果物を食べようというふうにしていっていただけるといいかなと思うんです。 

○大竹会長 そうですね。実はそこの絵を野菜にしたんだけれども、ほんとうはここに果物を入れても

いいよねとは思ったんです。大きく野菜、果物を野菜というふうにしてと思って。肉の２倍野菜、果物

を食べようというと長くなっちゃうので、肉、魚の２倍野菜、果物を食べようじゃなくて、肉の２倍野

菜を食べよう、魚の２倍。すごく短く。ごろがいいように。 

○酒井委員 小金井は結構果物もとれるので。だから。 

○大竹会長 そう。では、肉の２倍野菜を食べようと２倍果物を食べようにするか。 

○酒井委員 でも、そんなに果物は要らない。 

○村松委員 ちょっと多いかもしれないですね。果物はちょっと。野菜の半分ちょっとぐらいですもの

ね。 

○大竹会長 だから野菜を食べるようにしておいて、この野菜の中に果物も含まれますと注意書きを。

ぱっと言いやすくて、短くて頭に残るというキャッチコピーとなるかなと思います。 

○村松委員 やっぱり野菜ですよね。野菜を食べようが一番。もちろん果物もそうなんですけれども。 

○池田委員 果物の１日の摂取料は？ 

○酒井委員 量は入れないですか、例えば３５０グラム。 

○大竹会長 そこまでになるとわからなくなっちゃうので。３群、６群とかバランスごまも全部それで

すよね。量をどう表示するかで結局ああいうふうになっていくので、もう量は概要、肉の２倍。 

○酒井委員 とにかく肉の２倍食べると。 

○大竹会長 それこそ、野菜は２倍ってどういうこと？ 加熱すれば小さくなるでしょうとかいっぱい

いろいろ出てきちゃうんですけれども、その辺を全部無視して、イメージで２倍食べようねという。 

○酒井委員 とにかく野菜を食べようと。 

○大竹会長 そう。 

○酒井委員 野菜の絵の中に果物も絵だけで入れちゃうというのは。 

○大竹会長 絵だけ入れる。 

○池田委員 今回は野菜を中心にと。 
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○大竹会長 そうですね。細かくやっていくとあれなんですけれども、どうですか、キャッチコピーと

か何か。 

○村松委員 いつもこのテーマになると果物の業界からクレームが来て、野菜だけじゃなくて果物もや

ってもらわなければ困ると言われるんです。でも、やっぱり今地産地消を進める意味でもとにかく野菜

ですよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 野菜を食べよう、これは端的だと思います。この中におっしゃるとおり果物も入れる。 

○大竹会長 入れると。絵としてね。 

○村松委員 野菜がとにかく少ないですものね。 

○大竹会長 ええ。ちょっとそれ印刷がうまくできなくてひっくり返っちゃっています。 

○村松委員 「肉に」なんですか。 

○大竹会長 「肉の」ですね。ごめんなさい。字が違っています。肉の２倍です。肉、魚の２倍とかと

書いたり消したりしていて汚くなっちゃったの。ほかに何かこんなアイデアもあるんじゃないというの

がありましたらぜひ出していただきたいんですけれども、いかがでしょう。 

○大竹会長 では、とりあえずこれをやって、さらにまた別の……。 

○池田委員 第２弾。 

○大竹会長 第２弾ができれば、さらに先に進めたいと思います。では、ミニパンフレットよろしいで

しょうか。 

○雀部委員 すみません。 

○大竹会長 はい。 

○雀部委員 パンフレットなんですけれども、つくるのはこれでいいと思うんですけれども、どこに配

るかということを課を超えてやっていただきたいなと思うんです。どうも配るのが、自分のかかわりの

ある施設というふうにどうも小金井市内の中は陥りがちなので、ほかの課の方にもお話をしていろんな

施設に置いて、どこに行ってもあるような状態が一番いいと思うので、市内の公共施設とかにいろいろ

置いてほしいな。 

○酒井委員 あと、何かこういう出版物、小金井市でつくる、どの課もですけれども、例えば、せっか

くこきんちゃんがあるんだから統一で、例えば全部こきんちゃんのマークを入れるとか、何かそういう

統一感みたいなのがあるといいかななんて思いますけれどもね。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 どこが少ないと思いますか。 
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○雀部委員 それは、どうしてこういうことを思ったかというと、この間児童館のほうで講習会をやっ

たんですけれども、そのときに、私、自分で１部しか持っていなかったんですけれども、このパンフレ

ットを持っていったんです。「どこに置いてあるんですか」と言われて、私も自分でやっぱり把握して

いなかった部分もあるんですけれども、ひとまず市役所に行けばあるよと言っても、子育て中のお母さ

んに市役所に行けというのはちょっと酷な話なので、なるべく自分に近い児童館だったりとか公民館だ

ったりとか、地域のいろんなところに置いてあれば一番いいのかなと思います。情報を欲しいのに、「遠

いからやめよう」というふうになってしまうんですね、どうしても。だったので、できれば、広めたい

ものがあるのなら垣根を越えていただきたいなと思いました。 

○大竹会長 その辺の配付というのはどういうルートでどうなっているんでしょうか。お願いします。 

○事務局 健康課の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

 基本的に健康課がつくったものを各課に依頼する場合には、健康課のほうから相手のこういうところ

に置いてほしいというところを文書を通してお願いする、依頼をするような形になりますので、今ご意

見いただいた件につきましてはまた皆様からもご意見いただきまして、やはりお子さん向けの資料であ

ればお子さんがいらっしゃるような施設に置かせていただきたいと思いますし、食育に関しましては、

とても広い層の方々が目に触れてほしい情報だと思いますので、それについてはこちらでも検討させて

いただければと思っております。 

○大竹会長 ありがとうございます。例えば今のミニパンフレットは配布しにくいんでしょか。全戸配

付なんてできるんでしょうか。回覧で回ってきたりしますよね。 

○事務局 今市が全戸配付をしているものというと、皆様、市民の方のお手元には１日号と１５日号と

いう形で届けさせていただいている小金井市の市報「こがねい」というものがあるかと思います。ただ、

あちらにつきましては、配付に委託料を払ってお願いしているようなところがございますので、なかな

か、全戸配付をするためには予算を事前にとっておく必要があるので、今回に関しましては、できるだ

け公共施設の窓口もしくは近隣の施設等に、ご希望のあるところについては１つ１つお願いして置いて

いただくような形になってしまうかとは思います。ただ、逆に市報に、こういうものをつくってこうい

うところに置いているというようなことは載せることも検討はできるかと思いますので、相談しながら

お願いできれば。 

○池田委員 町内会は。 

○大谷委員 町内会があるんですね。 

○池田委員 各町内会の会長さんにお願いして、班長さんを通して配ってもらうとか。 

○大谷委員 町内会で回覧板があるんです。それにその戸数分だけ挟んでいく。 
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○大竹会長 だから、そういう形で配付できないのかちょっとお伺い、そうしたら……。 

○大谷委員 現実に今、福祉関係なんかでやっていますからね。 

○事務局  そうですね。町内会は多分そういう形で幾つかお願いしているものもございますし、あと、

町内会の会長さんの会というのが年に１回とかありますので、そういう席にお伺いして資料の配付等を

お願いするようなことはできるかと思いますけれども。 

○大竹会長 では、そのあたりのでちょっと広めて、お願いするということですね。 

○池田委員 そうですね、せっかくだから。 

○大竹会長 あと、多分学校の子供たち、児童生徒には全員配付していただけるとうれしいなと思いま

す。多分それは何かのルートがあるんじゃないかなと思います。 

○藤田委員 すみません、今の学校のことで言いましたら、各ＰＴＡのほうに送っていただければ、Ｐ

ＴＡのほうでクラスごとに分けてということも可能です。 

○大竹会長 そうですか。 

○藤田委員 はい。 

○大竹会長 だそうです。では、どっちのルートでいくのか、ちょっとご検討いただいて。 

○事務局  その辺はＰＴＡの会長さんに何かお願いをすればよろしいんですか。 

○藤田委員 そうですね、そういうちょっとルートを、今はちょっとわからないんですけれども、例え

ば私のほうから会長さんのほうに言いまして、「こういう件で来ているんですけれども」と言うことも

可能です。 

○事務局 学務課含めて調整をさせていただければと思いますので。 

○大竹会長 わかりました。ありがとうございます。こういうふうにいろんなところ、部署から集まっ

ているとこういうときに便利ですね、縦割りじゃなくなる。よろしくお願いします。 

 次に、同じ食育活動の推進策ですが、コンビニエンスストアやファミリーレストラン等との連携とい

うことですが、これもこのミニパンフレットを配布したりというのは一つ入っているので、このパンフ

レットができればそこに置かせもらうということは可能かと思います。そのほか何かこういうことを推

進したらどうですかというのがありましたらぜひお話を。いかがでしょう。 

○小宮委員 新しいアイデアじゃなくてすみません。ミニパンフの配布についてなんですけれども、一

つ保健所のほうで食品衛生協会という協会のほうと関わりがあるといいますか、一緒に事業をやったり

したこともありますので、そこにお願いをして飲食店等にも置いてもらうことが。 

○大竹会長 それは飲食店ともかかわっているんですね。 

○小宮委員 そうですね。飲食店とか食料品販売業の方々の自主的な食品衛生の向上のための組織です
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ので、そのお店にもお願いできます。 

○大竹会長 そうですか。では、そちらを通じてぜひ、少しあれですよね。 

○小宮委員 戻っちゃってすみません。 

○大竹会長 いえ、どういたしまして。ありがとうございます。そのほかございますか。 

○藤田委員 すみません、ちょっとさっきの件なんですが、会長というのは、会長の中の会長校があり

ますので、そちらのほうで、来年度は東小さんになりますので、そちらの会長さんが一番偉い会長にな

りますので、意見の統一はそちらにお願いします。東小さんが要はＰＴＡ連合会の会長校になりますの

で、来年度。 

○大竹会長 わかりました。 

○村松委員 例えば、農水省で進めているフード・アクション・ニッポンという食料自給率を上げよう

という運動などを見ると、私はこういうことで食料自給率を上げることに貢献していますという、アク

ション宣言と言うんですけれども、それを書くことによってバッジをもらえるとか、何かそういう子供

たちにも親しみやすいような取り組みを国もしているんです。それで、結構バッジがかわいいんですよ

ね、白くて、赤い線で書いてあって。何かそういう、小金井のこういう食育の活動に自分も参加します

と宣言したらワッペンをつけるとか、何かあまり邪魔にならないように、危なくないように、ワッペン

でも何でもいいんですけれども、そういうものをちょっとつけて意識を……。 

○池田委員 農協のかわいい。 

○村松委員 かわいいですよね。 

○酒井委員 これはちょっと違うんですけれども、江戸野菜の。 

○池田委員 農協の。 

○酒井委員 学生がつくったバッジ。 

○池田委員 それもあれだけれども、農協のあれかわいいですよ。カワセミの。 

○井上委員 ムーちゃんというのができましたので。 

○村松委員 バッジがいっぱいになっちゃう。 

○井上委員 ちゃんとした着ぐるみもありますから。 

○村松委員 これはどうするともらえるんですか。 

○井上委員 これはＪＡのほうにお話ししていただければ。５種類ほどつくっていますので。 

○酒井委員 何かペンギンといううわさもあるんですけれども、カワセミだそうです。 

○池田委員 かわいいの。 

○大竹会長 私この中でちょっと前から、ここでも言ったと思うんですけれども、考えているのは、今、



－１３－ 

緑提灯ってありますよね。あれは日本の国内の野菜の、それこそ自給率１００％だと５つ星がつくんで

す。 

○酒井委員 今年何周年かですよね。 

○大竹会長 何周年かですよね。何かあれはほんとうにＮＰＯの小さなところが取り組み始めたのに、

どんどん広がっていって、ちょうど今のこういう時期で広がっていって全国展開しているものなんです

けれども、そこに認定されて、そこの飲食店がどれだけ国産のものを使っているかって全部調べて。緑

提灯というのがあるんです。 

○酒井委員 あれは星あるんですよね。 

○大竹会長 星があるんです。最後、最高は５つ星なんです。そこまでやるのは大変だけれども、小金

井さんのそういう野菜みたいなのを使ったところにはシールを張っていくのはどうかな。そういうシー

ルをつくって。 

○雀部委員 ステッカーみたいな感じ？ ステッカーで。 

○大竹会長 ステッカー。ステッカーを、よくガスのとか……。ＮＨＫ受信のとかあるけれども、あれ

に並べて、「小金井野菜を使っているお店です」というのをべたっと張るの。 

○雀部委員 野菜とこきんちゃんとかというとどうでしょうね。 

○大竹会長 こきんちゃんの絵でも何でもいいんですけれども。 

○酒井委員 江戸東京野菜の場合はこういう……。旗みたいな何か。 

○井上委員 タペストリー。 

○酒井委員 タペストリーですね。があって、「江戸東京野菜あります」という。 

○大竹会長 それは「あります」なんで。 

○酒井委員 「あります」って。 

○大竹会長 では、それを売っているということ？ 

○酒井委員 売っているんじゃないんですけれども、飲食店に掲げたりしているんですけれども、それ

はつくって、江戸東京野菜に関しては。 

○大竹会長 そうなんですか。では、それとダブりますね。 

○村松委員 でも、地場野菜、江戸東京野菜に限らず。 

○酒井委員 限らずだから。地場野菜ですから。 

○大竹会長 小金井産。 

○酒井委員 うん。そのほうが多いと思います。 

○大竹会長 そういうのを、認定じゃないけれども、認定して渡すというのは、どこかの、それこそ三
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笠さん経由でできません？ どこ経由でできるんでしょうか。 

○三笠委員 先ほどおっしゃったんですけれども、どちらかといえば商工会の中でも食品を扱っている

食品安全衛生、そちらのほうが。商工会といっても幅広いので。工業から全部入っていますから、その

分野の中でいろいろ分かれているんですよ。商店街もありますし、そういう各、料飲組合だとかいろん

な組合に分かれていて、一番というのは、やっぱり安全衛生という部分ではそこが中心になっていろん

な。こういうの、きっとそういうところに加入しているところで、募集全部募るんですけれども、そこ

で参加をしていただくところが、今増えてきていますけれども、これだけのお店が取り組んでいますよ

と。江戸東京野菜を使ったものでと。先ほど言ったステッカーなんかも、こういうお店は必ず張ってあ

ります。ステッカーというんじゃなくてもっとこんな……。 

○大竹会長 タペストリー。 

○三笠委員 壁に。そういう、こういう扱っている店は必ずこういう野菜を使っていますよということ

で張ってあるので、その辺ちょっと、いろんな団体があるので、やっぱり同じことをやっていれば同じ

方向に進んでいくことが大事なんですけれども、私が商工会の理事会に行ってうまくその辺を伝えられ

るかどうか。また、理事会の場合は発表する場あるんですけれども、工業の人もいますから。あまりこ

っちに関係ない人もいますので、その辺が、どっちかといえば安全衛生のほうの会議に出ていければい

いのかなと。オブザーバーでも何でも、そういう会合にあるときにね。それはそちらに言えますので、

その会合があるときに例えば大竹先生に行っていただくとか、そういうことも。 

○大竹会長 そうなんですか。 

○三笠委員 そういうのもいいんじゃないですか、ゲストで。そうしたらその中でそういう、この部分

の疎通が、共通なものが得られるんじゃないかと思います。 

○大竹会長 それは小宮さんももしかして少しかかわっているんですか。 

○三笠委員 会議に出ていますよ。 

○小宮委員 はい、出ていますし、ダブっているんです。同じ方々が商工会にも加盟して、食品衛生協

会そのものが商工会にも入っている形になるんです。 

○三笠委員 ダブっています。そうです。 

○大竹会長 そうですか。では、その辺で可能かどうか少し探っていただけますか。今すぐ結論は出な

いと思う。先ほど村松先生がご提案くださった、それは子供に限らないんですか。何か私はこうやって

いますよというのは。 

○村松委員 子供から大人まで。 

○大竹会長 子供？ 
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○村松委員 国のほうのフード・アクション・ニッポンは大人がアクション宣言するんですが、アクシ

ョン宣言ボードみたいな、普通の紙ですが、こういうところに「小金井でとれた野菜を食べます」とか

「野菜を多く食べるようにします」とか何かアクション宣言みたいなものを書くんです。で、持ってい

くとバッジをもらえるみたいな。だから、子供、大人別に限らずに、小金井独自のスタイルでそういっ

たものができればいいかなと思ったんです。 

○大竹会長 そうですね。それはどこで取り上げられる……。 

○村松委員 例えばホームページにそういうのを載せるとか。 

○大竹会長 なるほど。 

○村松委員 ええ。僕はこういうことで野菜を多く食べるようにしますとか、そういうのを応募してホ

ームページに掲載してもらって、そうしたら何かバッジとか何かをいただくとかね。 

○大竹会長 もらえる。その今全国で取り組んでいるフード・アクション・ニッポンは大人も子供もよ

くて、そして何かバッジをもらえるんですか。 

○村松委員 それは大人です。大人で、特にいろいろな形でアピール力を持つ仕事をしている人たちが、

コマーシャルも何かボランティアで出ていると言っていましたよ、地産地消の自給率の。 

○酒井委員 米粉のパンとか食べているシーンが。 

○雀部委員 そう、米粉の。 

○村松委員 今、国は米粉をとにかくみんなに食べてもらおうということをしているので、そういうこ

とに賛成した人たちがアクション宣言を書いて送るんです。それがフード・アクション・ニッポンのホ

ームページに掲載されています。そうするとバッジをもらえるんです。 

○大竹会長 そうですか。では、ホームページでやって、バッジが……。 

○村松委員 お金もかかるんですが、でも、みんな一人一人が参加しているような意識が持てる運動に

はなっていくかなという気がするんですが。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 ホームページ上に自分の取り組みを書いていくみたいな。食の取り組みですか、こういっ

た。「江戸東京野菜を食べるようにします」とか、何かそういう自分の食に対する取り組みをホームペ

ージに送って、掲載されたら何かバッジみたいなものを胸につけていただく、そういう動きがあったら

いいなと思います。 

○大竹会長 そうですね。 

○村松委員 子供たちもバッジ欲しさに頑張ってくれるかなというのもあるので。 

○大竹会長 そうですね。 
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○池田委員 集めるの大好きだから。 

○大竹会長 そうですね。ということで、では、ここの②ではその３つぐらいの取り組みを行うという

ことで。まだもしアイデアあれば。 

○雀部委員 よくコンビニエンスストアに行くと、食パン、サンドイッチみたいなものとかお弁当とか

総菜とかに地方の特色を出したものを今出して売っているコンビニさんとかもあるんですけれども、こ

の間も見ていたら山崎パンで出しているランチパックというサンドイッチみたいなのがあるんですけれ

ども、それも地域によって違うようなものがはさまっているランチパックが何種類か置いてあったり。

それは近くのローソンだったんですけれども、あったりとかしたので、長期間でなくてもいいんですけ

れども、短期間でペア的でいいんですけれども、小金井市でどこかやってくださらないかなという、こ

れはどこに言ったらいいのかなと。 

○大竹会長 商工会議所を通じてでしょうかね、そこは。 

○三笠委員 あまりちょっと。コンビニさんは大きいですから。 

○雀部委員 大きいですよね。皆さんどうやって、やっていらっしゃるのかしらってすごい不思議に思

うんですけれども。 

○三笠委員 大もとじゃないですか。 

○雀部委員 大もとにやっぱり言ってということですかね。 

○酒井委員 前、まだ雀部さん入られる前に千葉でやっぱり高校生がつくったお弁当か何かのコンテス

トで優秀なものを、あれはセブンイレブンさんか何かが地産地消で、期間限定でお弁当を販売したとい

うのもあって、その資料も持ってきたりしたんですけれども、大もとかもしれない。 

○雀部委員 そういうのがあれば、一番食育に関心の薄い層に持っていくにはコンビニがやっぱり一番

手っ取り早いかなと思うんです。ちょっとでも小金井が書いてあったりとかするのは、一番若者が行く

場所というと、わざわざ公共施設には出向かないと思うので、コンビニが一番手っ取り早いかなと思う

んですけれども。 

○井上委員 セブン＆アイ・ホールディングス。 

○三笠委員 そこへ行かなければだめでしょうね。それで、それが取り上げられて、向こうは商売です

から、果たしてそれを小金井の店舗に、何店舗あるかわからないけれども、置いて売れるかどうかとい

うところ、そういうリサーチもしていますから。でも、話持っていくぐらいは。 

○雀部委員 話持っていくだけでも多分大分…。 

○三笠委員 非常にいいかなとは思うんです。 

○雀部委員 そうですよね。 
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○三笠委員 ぜひ、小金井にこういういいものがあるので、それをつくったお弁当は絶対売れますよぐ

らい。 

○雀部委員 タイアップしているというのは企業イメージとしてもすごくいいと思うので、市とタイア

ップしていることは。 

○三笠委員 非常にそうですね。 

○大竹会長 前、ここの会議に、一つはセブンイレブンが来ましたよね。地域エリアのマネジャーの方。

多分そこのセブンイレブン。 

○池田委員 学芸大のそば。 

○大竹会長 学大、あれは本部経営なので。 

○酒井委員 すごいあそこ売れているんですよね。 

○大竹会長 売れているみたいですね。 

○小宮委員 日本でも有数の売れているところと聞いたことありますけれども。 

○大竹会長 そうみたいですね。 

○井上委員 じゃがりこの新製品を必ずここでやると言っていましたね、小金井。 

○大竹会長 あと、あそこのヨーカドーが出店する前、まだオープンの前にここにいらっしゃいました

よね。それで何かいろいろ話を聞きに、聞かれたので、多分その２人はそちらでつかんでいると思いま

すので、そのあたりにではお願いしてみましょうか。 

○井上委員 １度お会いしていますものね。 

○大竹会長 お会いしていますね。ここに参加してくださっているので食育に関心がある。 

○酒井委員 いいことだと思う。 

○大竹会長 そうですね。何か小金井の特長あるものを扱ってくれないか。 

○雀部委員 野菜をやっているとこ、地場野菜。 

○大竹会長 地場野菜をそのとき売ってくれないかと言ったら、非常に品質管理が厳しくて、虫とか何

とかを殺菌しなくちゃいけないから地場野菜は難しいとそのときおっしゃっていましたよね。 

○井上委員 言っていました。 

○大竹会長 だけれども、そういうふうに調理されたものなら。 

○雀部委員 そうですよね。加工した場合はどうなるんでしょうかね。 

○大竹会長 加工ならいいかもしれないですね。 

○雀部委員 それはありますよね。それができれば報道機関に乗れば広がると思うんですけれども。 

○大竹会長 そうですね。では、そちらから通じてちょっと連絡していただくとよろしいでしょう。あ
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りがとうございます。ほかにでは②のところでありますでしょうか。よろしいですか。いろいろいっぱ

いアイデアが出てきて、何かうまくいきそうですけれども。 

 では、④専門家との連携ということで食育モニター事業、これはわりと簡単にいきそうなんですけれ

ども、どこでつっかえているのかちょっと報告していただけますか。食育モニター事業はどこまでいっ

ていて何、が動いていないのか。 

○酒井委員 これ、大竹先生、一番上の食育モニター事業というのが実施、継続になっているんですけ

れども、これはどう……。 

○大竹会長 うん。なので、今の実態を報告していただこうと思っているんです。 

○大谷委員 実施しているとは思えない。 

○事務局  検討でも実施になっていたんですけれども……。 

○大竹会長 どこまで実施されて、どういう形でスタートして。 

○事務局  それは、企画政策課と健康課の引き継ぎががうまくいっていなくて、結局確認したところ

実施はされていなかったんです。 

○大竹会長 されていなかったんですか。 

○事務局  はい。こちらで聞いていた話は、保健所が中心に、地域活動栄養士会とのつながりができ

ているという話だったんですけれども、それを確認したところ、小金井市と地域活動栄養士会は別につ

ながりは特になくて、一応食育関連団体にこちらからお願いして登録はしてもらっただけで、そのとき

に何かしらやりとりがあったわけではないということだったんです。モニター事業に関しても、保健所

中心に実施と聞いていたのですが、保健所の方では、保健所中心にという感じでは認識されていなかっ

たようなんです。一応今市が考えているのは、このモニターを、ホームページ等で募集して、地域活動

栄養士会に仕事をお願いするときは報償費を支払って仕事をしていただく場合が多いので、市の栄養士

を中心に一応その食事指導を行ったものを公開するという形で今考えているんですけれども。 

○池田委員 では検討中。 

○大竹会長 わかりました。ちょっと待ってください。モニターをまず募集すると。それは市民ですか

ら、応募してくださったら、そこで何かのそれこそいろんなモニタリングをしてもらうわけですよね。

それがちょっと具体的に何をしてもらうのかがわからないと募集してもしようがないかなと思うので。 

○事務局  食育モニター事業というのが、非常に具体的な事業内容なので、どういう、何でモニター

というのが必要となったのか、このモニターというのを公開することで、どのような目的があるのか、

その具体的な事業内容策定にまで至った経緯なんかがもし聞ければここでお聞きしたいなと思うんです

けれども。 
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○大竹会長 多分、それこそ酒井さんや池田さんなどがいろいろなさっていますよね。その辺のところ

をもっと積極的にやるというところに巻き込んでいこうとしたのかな。というふうに、私のイメージで

は。 

○池田委員 そうなんですかね。 

○大谷委員 あまり論議した記憶がないですね。 

○池田委員 うん。これに関してはあまりね。 

○大竹会長 そうですか。 

○事務局  市のほうで栄養個別相談というのが毎月ありまして、何人かの方が継続で利用されている

方もいますし、個別相談としては事業としてはあるわけです。 

○大竹会長 栄養相談というのは、自分の栄養について「これでいいですか」とかって相談を受ける？ 

○事務局  そうです。目的が様々なので、乳幼児から高齢者の方まで、減量、食べ物アレルギーなど、

食事の内容についての相談なのでテーマは幅広いんですけれども、多分公開というのは難しいと思いま

す。 

○大竹会長 そうしたら、わかりました。何をモニタリングするかというのはいろいろあると思うので、

その辺の、今市から公募でいらしてくださっている方たちあたりが、例えば今年度はこれについて少し

小金井市民の意識とか実態を聞いてみましょうという、いろいろテーマを考えていただいて、それをこ

ちらに投げて、それをモニターしていただくということだと大丈夫ですよね、少し具体的に言うと。と

いうことで考えていただいていいですか。 

○小宮委員 では、この進捗状況の取り組みのところに書いてある文言はもう無視をしていいというこ

とですか。市の栄養士等に協力を得て実施するとかと書いてあるんですけれども。内容によりますよね。 

○大竹会長 でも、それを投げて、こちらで窓口になっていただくので、そういう意味では栄養士と協

力しになりますよね。 

○小宮委員 では、田中さんとこちらで考えるみたいな感じで。 

○大竹会長 いいですか。 

○事務局  いいです。 

○大竹会長 それでお願いします。 

○小宮委員 すみません、計画を見ると、この食育モニター事業というのが書いてあって、地域活動栄

養士の協力を得て食生活の改善に意欲のある市民等の方の指導経過をホームページで公開して、それは

きっといろんな人にたくさん参考になるというふうに読み取れるんですけれども、今回少し形を変えて

いくということですが、地域活動栄養士会というのも年に２回ほど料理教室を夏と冬やっております。
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この地域活動栄養士会は保健所で実際定例会も今開いておりまして、何らかの働きかけをすれば動いて

くれる可能性がないとは言えないかなと思いますが、自主的にやっていらっしゃるので、今まであまり

つながりを持ってやっていたということではないのでちょっと定かではないんですけれども、もうそれ

は完全にやめて別な形に。 

○大竹会長 いやそんなこと……。ちょっとごめんなさい、私もこの全体像がわかっていないので。そ

うすると、小宮さんに入っていただいて、小金井とか東京都とかってしないで、その可能性のあるとこ

ろと、それからもう既に動いている部分あるわけですよね、もしかしたら部分的かもしれないけれども。

それを少し広げて、別の、いわゆる栄養とか何か、健康とかだけじゃなくて、食生活で、生活の部分に

広げていくということで少し考えていただくということでどうですか。何かそういう既存のもう既に走

っている組織があればそこと協力してもらうのが一番いいですよね。ということで、では小宮さん、よ

ろしく。すみません、そういうふうにいろいろ教えていただくとうれしいです。 

○大谷委員 ちょっとまだイメージがつかめないですね、そのモニタリングということ自身が。 

○大竹会長 ええ。 

○大谷委員 我々考えているよりも……。基本的にモニタリングというのは何をモニタリングするのか

ってもうちょっとイメージがわかないと。 

○大竹会長 そうですね。多分小金井市の市民、小金井市民は食に関してどういう要望があるかとかど

ういうところで困っているとか、そういうこと……。 

○大谷委員 いや、それで、実はこの大竹先生の言われた食育市民アンケートというのが非常によくで

きていて、よくわかるんです。だから、下手なモニタリングするよりこの内容を解析したほがより効果

があるんじゃないかと私は思いながら、昨日だって今日のために全部精読しました。 

○大竹会長 そうですか。ありがとうございます。 

○大谷委員 あるものを使って。あまり余分なことをやるよりは。 

○大竹会長 そうですね。はい。 

○大谷委員 せっかくいい資料ございますから。 

○大竹会長 そうですね。多分、これはマス調査ですけれども、そのモニタリングになるともうちょっ

と個別事例になってくるかなと思うんですが、どうでしょうか。そうでもない？先ほどのいろんな、相

談に来るとおっしゃられましたよね。それって個別の方たちのいろんな困ったことを相談に来るわけで

すね。 

○事務局 そうです。 

○大竹会長 その事例が積み重なっていくということですよね。 
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○事務局 と私はイメージで解釈したんです。その食育モニター事業となると、何名か個別の事例があ

って、その改善していく経過とか、結果１年後、食事指導などを行って、例えば、検査結果だったら検

査の結果がどういう数値結果が改善したかとか、そういうことを公表して皆さんに参考にしていただく

というのがねらいなのかなというふうに。 

○雀部委員 モニターのそもそも意義がどこまでなものなのかなと。広く市民にということであれば、

ある１人の人でモニタリングするよりかは、先ほど言っていただいた、これをベースにして今実態どう

なのかということを知らせるだけでもかなりな意味があると思うので、この資料をもっとわかりやすく、

それこそパンフレットじゃないですけれども、市民にわかりやすく伝える方法を模索、モニターじゃな

くて模索して発信するというのでもいいのかなと。 

○酒井委員 そのほうがこの会の趣旨には合っているのかなみたいな。モニタリングをしてというのは、

やっぱり行政的に今やっていらっしゃるような形で、多分それ何かの形で機会があればそれの結果報告

みたいなのもあると思うんですけれども、これから新たにそういうことをこの中で構築してやっていく

意味というか意義というかがここの中ではあるのかなと。さっきおっしゃられたように、もう１回アン

ケートも大勢の方とっていただいているので、これをどうにか上手に生かすという方向性のほうがどう

でしょうかね。 

○大竹会長 多分両方が、こっち側からこっちからこうやってくっつくんだと思うんですけれども。だ

から、ここで出てきた課題、例えば若い人たちがあまり栄養を考えないし、自分でもつくっていないし、

そういう意味では非常に課題が多い食生活を送っていると。そういう課題に対してどうしていったらそ

の食生活が改善されていくかというのが、個別でなくても、ある集団でもいいから働きかけることによ

ってこう変わっていきましたというあたりのずっと経過を見ていく、その辺を公表していく。多分そこ

までいくのはすごく難しいので、とりあえず、今大谷さんがおっしゃったように、まずこの中で何があ

るのかというのを整理して発信していくというのもいいかもしれません。 

○酒井委員 多分来年度、田中さん、小宮さんにお聞きすれば。来年度の国の食育に関してというのは、

今度若い世代に食育推進していくということですよね、来年度って。 

○小宮委員 国ですか。 

○酒井委員 国というか、東京都かもしれないんですけれども、大きい目標みたいな。 

○大竹会長 取り組みの目標ですね。 

○酒井委員 例えば今年度は乳幼児関係に重点をみたいな、そういうのはないんですか。来年度はここ

に重点を置くみたいな。 

○小宮委員 東京都の食育計画なんかも年度ではなくて、ずっと５年間ぐらい、柱があって同時進行だ
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と思うんです。すみません、ちょっと単年度ごとに目標があったかどうかはちょっと……。 

○酒井委員 特にはないんですかね。 

○小宮委員 あまりないかなと認識していたんですけれども。 

○大竹会長 ただ、小金井のこの調査でやっぱり一番特徴的なのは、若い人も多いんです、大学が多い

ので。うちの学生も含めてなんですけれども、その食というのは相当問題があるので、そこにどうやっ

て発信していくかというのは小金井市の一つの課題かもしれないですね。 

○雀部委員 難しいよね。学校だとだめなんですよね。市民だけじゃないですものね。 

○酒井委員 大学、例えば学生、学芸大学で何か学生を対象にモニタリングといっても、小金井市民と

は限らないですよね。 

○大竹会長 学芸大の学生は小金井市民とは限らない。 

○酒井委員 そうですよね。 

○大竹会長 まあでも、広く小金井市に来て、よく在勤・在住ってあるじゃないですか。勤じゃなくて

在学だけでね。 

○酒井委員 はい、在学。 

○村松委員 あまりそこはこだわらないほうがいいと思います。学生さんだったら小金井に住んでいる

かどうかということは。全部学芸大学の学生さんはこの中に入れて。 

○酒井委員 もう小金井と。入れて。ああ、なるほど。 

○雀部委員 若い世代に訴えるのなら若い人がモニタリングの対象になるのは一番いいとは思うんです

けれども。 

○大竹会長 そうですね。 

○大竹会長 ホームページで公募したときにどこまで若い人が応募してくるかというのはなかなか。一

番関心がないと思います。 

○大竹会長 でも、少しその辺のところを考えてみますか。今ちょっとここではなかなかアイデアがわ

かないですけれども、もう少し皆さんの協力を得ながら田中さんと一緒にでは考えていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 次は、大学等との連携推進、２２年度に向けて研究推進のために検討中と。これはどうですか。 

○池田委員 これってこのことですかね。 

○大竹会長 このことなのかな。 

○大谷委員 このことみたいだね。 

○大竹会長 そうですか。わかりました。 
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○池田委員 そうですよね、だって。 

○大谷委員 それでなきゃ。 

○大竹会長 調査をして分析して、さらにその次を続けていくということですか。 

○大谷委員 ２０年度実施ですからね。 

○大竹会長 はい、わかりました。では、さらに継続して２２年度と２３年度と考える。 

○事務局 たしかこれ、計画を作成する年に、初年度に市民のアンケートをとっていただいたかと思い

ます。 

○大竹会長 そうですね。 

○事務局 来年度、２２年度、計画の最終年としてまた市民アンケートについては予算をとって予定を

しているところです。ですので、それだけこの取り組みによってなのか、または……。 

○事務局 いろんな状況の変化によってなのか、変わったところというのはあるかと思いますけれども、

一応来年度につきましては市民アンケートのようなものをまた再度実施をして、そのときの状況を確認

するというような事業は組んでおります。ただ、その初年度につきまして、先ほどおっしゃっていたア

ンケートの結果の回収とその統計等につきましては、委託という形で大学の方々のご協力を仰いでつく

ったところですので、ちょっと来年度どういう形になるかわかりませんけれども、そのような形でまた

ご協力をお願いするようなことになるかとは思っております。 

○大竹会長 これはよろしいんですかね、このままで。２２年度やるでしょうということを考えていけ

ばよろしいんですかね。はい。 

 では次に、企業との連携推進ですけれども、保健所に協力してもらって、独身寮や社食等のある企業

の把握をしているというところ、これは今どういう状況なんでしょう。 

○小宮委員 市の方と話をしまして、保健所のほうで社食ですとか独身寮で給食のあるところは把握を

しておりますので、改めて当たってみたんですが、ところが、私もここに焦点を当ててあまり見たこと

がなくて、いつも全体像で見ているんですが、小金井の市内にある社員食堂があるところが１つ、１カ

所なんです。それからあと、独身寮かどうかわかりませんが、寮として、寄宿舎として給食を出してい

る、朝ごはん、夕ごはん出しているところも１つだったんです。 

○大竹会長 ああそうですか。 

○小宮委員 ええ。大分もうこの数年で、もっと五、六カ所あったんですけれども、みんな移転したり

廃止したりとか、もともと何十もあったわけではないんですけれども、幾つも廃止になっているという

のが改めてわかりました。 

○大谷委員 企業がないからね。 
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○池田委員 企業そののものが小金井は少ない。 

○小宮委員 そうですね。それから、あとスーパーなんかでも、社員食堂があるんですけれども、ちょ

っと調べておきますが、ヨーカドーとかちょっと、あるはずだなと思って見たんですけれども、なくな

ったかな。何か随分とそういう施設を持たなくなってきているんだなという。給食を廃止したり、会社

が移転したりなくなったりというのがあったりして、今のところ届けがあるのが、届け出制なんですけ

れども、１つずつなんです。なのでちょっと。でも、給食のない寮もきっとあるとは思いますので、ち

ょっと別な形で。商工会さんにでも入っていらっしゃるんですか、そういうのは。 

○三笠委員 いや、寮は入っていないけれども、大体企業的に見ると、寮はありますよ。でも、皆さん

まちまちだから、そんなつくってというのは、採算も合わないだろうし、そういうところまではやらな

いみたいです。夜帰ってきますよね。 

○大竹会長 夜も遅く帰ってきちゃったりね。 

○三笠委員 そう。それで朝も、行く時間も、行っている場所が違うと、早く出る人もいるし。だから、

前は、１０年ぐらい前までは出していたところも、もうやっていないです。今言ったように企業が少な

いですから、社員食堂があるはあるような会社は１つと言ったのは大体わかりますけれども、そんなも

のでしょうねというところです。 

○大竹会長 一定程度大きいところじゃないと、会社ね。 

○三笠委員 ある程度大きいところだったら、府中市さんや調布市さんとか、ある程度の企業だと逆に

そういうのがないと皆さん昼ごはん困りますので、そういうものはあると思いますが、小金井にはない

です。と思います。だから、ここは削除してもいいのかもしれない。いいかなと思います。 

○大竹会長 あるいは、実際にはそういう給食とか出していなくても、結局そこに働いている人たちは

食べるわけですよね。そういう食事をバランスがとれてある程度安くてというのを供給できるようなと

いうのを企業それぞれ取り組んでいく。自分で食堂は持っていなくても。 

○三笠委員 確かにね。それは必要かもしれないですね。 

○大竹会長 そういうことは必要かもしれないですね。今はお弁当会社か何かに頼んでいるんでしょう

か。そういうところが多いんでしょう、お弁当が。仕出しの。 

○小宮委員 多分仕出しのお弁当をお昼届けてくれるところが多いですからね。 

○大竹会長 その仕出しのお弁当屋さんというのは小金井市に幾つかあるんですか。 

○三笠委員 あります。 

○大竹会長 そうですか。 

○三笠委員 うん。小さい工場なんかでも、つくるの大変だから、２つでも３つでも持ってきます。 
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○小宮委員 仕出しのお弁当屋さんが、栄養のほうでは給食だけの把握なのであれですけれども、食品

衛生の部門では営業許可というのを必ずとるので、それはそっちを調べれば仕出し屋さんのほうの把握

はできます。 

○大竹会長 仕出しのバラエティーというのは、給食だと必ず栄養バランスと言われますけれども、仕

出しというのはあまり関係ないですね。 

○小宮委員 健康増進法はかからないんです。 

○大竹会長 にはひっかからない。 

○小宮委員 はい。給食は特定の多数にという特定なので。仕出しですと、だれが食べるかわからない

ので、一応飲食店と同じような形になるので、給食の届け出とかは要らないんです。 

○酒井委員 でも、何かこの間、市役所の人がとっているので、何かどこか、ヘルシーなお弁当とかい

って食べている人がいましたけれどもね。何かそこのは結構バランスよく考えられている。 

○大竹会長 結局選ぶ人がヘルシーか、そうじゃなくて揚げ物が多いのが好きかどうかによって、選ぶ

ほうが考えなくちゃいけないということになるんですよね。 

○小宮委員 保健所にも入っていますけれども、やっぱりヘルシーメニューとかというのは来ます。揚

げ物があまり入っていないおかずが入っているお弁当とかというのは売りにして出していますね、仕出

し。 

○大竹会長 やっぱりお弁当だとどうしても肉とか揚げ物とかが多い傾向ですよね。そうすると、今こ

こにあがっているのはそこまでは考えていないですね、きっと。把握できる給食の範囲内でということ

でしょうね。一応２つだけみたいですので。把握していく、いる。把握できますものね。 

○小宮委員 ええ。これは２０食以上は届けることになっていますので、これしか多分ないんだと思い

ます、２カ所しか。探せばあるというものではなくて、多分ほとんど、１つ２つは漏れているかもしれ

ませんけれども、そうたくさん増えるとは考えにくい対象かと思います。 

○大竹会長 そういうことで、ではその辺で確認をしておいていただく。ただし、それだけでいいのか

というとちょっと問題があるかもしれないですね。それはさらに次の段階でという  でしょうね。 

○小宮委員 仕出しはどうしますか。仕出しも一応把握しておきますか。 

○大竹会長 そうですね、把握したほうがそれはいいですよね。もし可能でしたら。可能なんですね。 

○小宮委員 それは可能だと思います。 

○大竹会長 そうですか。 

○小宮委員 そういうのって情報としてどうなんでしょうかね。ちょっとわかりません。個人情報みた

いになっちゃうのか。まあならないですかね。 
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○大竹会長 では、そういうことでよろしくお願いします。 

 そうしますと、ちょっと今懸案事項になっていましたのが少し前に、一歩前に進みそうですので。あ

りがとうございました。これで２２年度が何とかなりそうですね。大分時間をかけましたけれども、１、

推進計画の進捗状況については終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 次に、食育月間についてですが、６月でしょうか。これもちょっと事務局……。 

○事務局 ６月。 

○大竹会長 ６月ですね。事務局のほうからちょっとお話。 

○事務局  去年６月２週  土曜日に……。 

○大竹会長 １４日だったです。 

○事務局  すみません。保健所さんと合同で福祉会館のほうで食育月間、講演会と、酒井さんに講師

をお願いしまして、講演会と野菜の試食をしたんです。今年も一応そういうものを、内容的にはまだ確

定はしていないんですけれども、６月３週目、４週目ぐらいで一応日程は押さえてはいるんですけれど

も、考えています。そのどういうことをやるかということを皆さんでご相談していただきたいなと思い

ます。 

○大竹会長 アイデアということのようですが、場所は押さえてあるということですか。 

○事務局  場所は一応福祉会館を押さえてあります。 

○三笠委員 福祉会館って何人ぐらい入るんですか。 

○事務局 つながっている部屋をフルに使うと。ただ、あまり、縦に長いお部屋ですので、講演会など

の場合には一番後ろのお部屋まで人を詰めてしまうとちょっと声が通りづらいかと思います。大体６０

人から７０人ぐらいは入っていただけるような形ではあります。 

○事務局  いすだけという形であればそれなりの形はとれるかなと思います。 

○大竹会長 そこでちょっと調理するというのは可能なんですか。 

○事務局  調理とかになるとやっぱり保健センターのほうで。まだ中身はちょっと詳しく決めていな

いので。そういうものになると保健センターの２階を考えていいます。 

○大竹会長 ここの２階？ 

○事務局 はい。調理をする内容にもよると思うんですけれども、保健所等の許可が要ったりとかとい

うことがありますので、そういう内容も含めてご検討をいただければと思います。 

○池田委員 保健所のほうで今年度の食育月間のあれは何か決まっていらっしゃいますんですか。 

○小宮委員 では、ちょっと申し上げてもよろしいですか。 

○大竹会長 はい、お願いします。 
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○小宮委員 保健所のほうで、とりあえず３カ年食育を地域で推進したいということで、食育のキャン

ペーン等を府中を会場にしたり、あと各市で細々とやらせていただいております。今年も、予算のほう

の確定はまだこれからなんですが、多分ほぼつくと思うんですけれども、一応２２年度の６月２３、２

４に府中を一応メイン会場に、ちょっと保健所のあるところで申しわけないんですけれども、メイン会

場に、フォーリスというところで２日間ほどまた今年もキャンペーンをしたいと考えております。そし

て、あと、保健所は管内６市ということで、遠くから来ていただけないですから、それぞれの市でいろ

いろな形で会場を設けさせていただいてキャンペーンをやりたいという方向性としては昨年と一緒にな

っております。それで、小金井地区では小金井市さんと一緒に保健所もやらせていただいて共同開催と

いうことで、このシンポジウムに保健所のほうも何らかの形で参加をさせていただく形で考えておりま

す。 

○大竹会長 ここで今考えようとしているものに一緒に協力していただけるということですね。 

○小宮委員 はい、一緒にさせていただいて。 

○池田委員 こういったことをテーマにという、それはまだ決まっていませんのですね。 

○小宮委員 そうですね、やはり共同開催なものですから、保健所のほうだけで決めるということでは

まだ考えておりません。 

○池田委員 ２３、２４は何かテーマみたいなのは。 

○小宮委員 ここは、今のところちょっと、まだこちらも検討中なんですけれども、「３食食べて笑顔

の毎日」というのが一つのスローガンなものですから、やはり３食しっかり食べましょうということで、

朝ごはんなど、特に欠食が多いので、そのあたりが一つ、それからもう一つは、やはり野菜を食べよう

という、そこをテーマにしたことになると思います。武蔵野市は少し違いますけれども、この地域、皆

様どこの地域でも地場野菜がある程度つくられているということで、盛んだということで野菜、それか

ら……。 

○池田委員 ごめんなさい、３食食べての中に、朝ごはんのももちろん含まれますよね。 

○小宮委員 そうですね、３食の中で一番食事を抜くことが多いのが朝ごはんなので、どうしても３食

食べてというと朝ごはんをしっかり食べようねみたいなことになりますので、そこら辺と野菜と、あと、

全部一緒なんですけれども、やっぱり若者に対して、若い世代に対してのアプローチをしていきたいと

いうふうなことで少しずつ固めつつあって、まだ固まってはいないんですけれども、柱はそのあたりに

なるかと思います。 

○大竹会長 どうぞ。 

○萩原委員 中央公民館ですよね、福祉会館。あの４階に調理実習室があるところですか。 
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○事務局  そうです。 

○萩原委員 そこは、一昨年でしたか、うちのほうでほとんど……。 

○大竹会長 そうですよね。きれいにしてくださったんですよね。 

○萩原委員 バックアップさせてもらったんですけれども。もし一体感を持つんであれば、講演会、同

じ階でしたか。４階……。 

○事務局  講演会は５階。 

○萩原委員 ５階でしたか。 

○事務局  はい。 

○萩原委員 ただ、人数が、あそこは師範台入れて５つ。だから５人ぐらいかね、多くて。 

○酒井委員 ６人はいけると思います。 

○萩原委員 ６人。２４名。だから、普通料理教室は２４名なので、大体、やっているんですけれども、

どういうテーマでやるかわからないんですけれども、もしそこでやるんであれば、うちのほうは講師の

ほうですね。クッキングでいいですか。 

○大竹会長 出していただけるんですか。 

○萩原委員 多分手配できるようになるので。 

○大竹会長 いいですね。 

○萩原委員 ただ、ここで、ここも同じようなスペースなんですかね。見たことないんですけれども。 

○大竹会長 どのぐらいですか、ここのスペース。 

○萩原委員 何名ぐらい……。 

○事務局  ２１名、師範台が１個と、あと調理台が２つなので、師範台を入れて大体……。３台です

ね。６名から７名。 

○萩原委員 だから、どういう形でその料理教室をやるかですよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 対象をどうするとかね。親子なのか、あるいは男性だけなのか。そうすればメニューも含

めてちょっとうちのほうで検討できると思うんです。 

○大竹会長 そうですか。そういう意味では、そういう活動型のものを入れるというのはいいですね。

ただ座って聞いているだけだときっとつまらないと思うので。 

○三笠委員 通常だと、講師、講演を聞いたりシンポジウム、パネリスト、そういうので、参加型とい

うのになると何かつくる。でも、今聞いているとやっぱりキャパの問題で、２４だとか２１だとかにな

るとその辺どうなのかな。７、８０人、６０人から７０人入れる会場でどのくらい、宣伝によって人と
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いうのはどのくらい来てもらえるかというところもあるんでしょうけれども、その中で２０名しか参加

型のほうに出席できないとなると、どうなのかなと。では、何かのレシピをつくる。ここで言うと、こ

んなお弁当みたいなあれは。何かお菓子屋さんも出ていますね、かめやさんとか何とかさんとかね。で

も、こういう、こっちはプロですけれども、もっと皆さん簡単にそういうもので何かお菓子ができます

よなんていうのがあれば、そういうレシピを家庭でつくれるものがあれば、そういう宣伝もするという

のもそうだし、試食、前もってつくっておいて、それをこんなものですよとか、そういうこともいいか

な。もっと広いところがあって、来ていただいて、やっぱり多くの人に参加していただいて、皆さんが

参加型だったら、できるんであれば、そういう会場でもあればいいのかなという気がしますけれどもね。

ただ、講演になるとちょっとテーマが難しいし、人集めも非常に、ＰＴＡに頑張ってもらわないとなか

なか難しいのかなという気がします。 

○池田委員 これは一つの情報としてのあれなんですけれども、この野菜を食べようとなっております

でしょう。ちょっとファイブアデーの方にお聞きしたんですけれども、講演はどこでも無料で行きます

と言ってくださっているんです。それで、何しろ１日に５皿、７０グラムという運動ですよね。それで、

全然、行きますとは言っていらっしゃいます。一つの例としましてね。だからどういうものに絞るかで。 

○大竹会長 そうですよね。調理台がそんなにないという意味では、そこに参加して、教わりながらつ

くるというともう２４人とか限定されちゃいますよね。何か私ちょっと、いろいろコンペとかやるとお

もしろいかなと思っているんですけれども。そうするとみんなから、例えばこの野菜を使った料理コン

テストみたいにして、前もって出しておいてもらって、その中から、例えば調理台が８つしかなかった

ら８つのグループに来てもらって、そこでつくったのを参加者に試食してもらって、投票してもらって

どれが１位とかとやるとちょっと楽しいかなと思うんですけれども。それで、そこだけじゃなくて、あ

とあいている部屋に、例えば小金井市で食のグループたくさんありますよね。そういうグループで自分

たちの活動報告、パネル展示でやってもらうと、多分その人たちのグループは皆さんいらっしゃいます

よね。だから、最低限何人かは確保できるかなとも思うんですけれども。 

○萩原委員  だから、どのぐらいの規模でやるかですよね。 

○大竹会長 そうですね。 

○萩原委員 以前あそこで小金井博覧会でたしかやっているんですよね、１階から５階まで。 

○大竹会長 全部？ 

○萩原委員 うん。使ってやっていることもあるし。だから、食育、この月間でどういうことをどのく

らいの規模でやろうかというものがないと。だから、その気になればいっぱい団体あるんだろうと思う

んです。 
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○大竹会長 ですよね。 

○萩原委員 学校もあるだろうし。そういうのを巻き込んでやるかどうかですよね。 

○大竹会長 どのぐらいの規模を考えていらっしゃるんですか。 

○事務局  前回と同じぐらいで。 

○大竹会長 前回と同じぐらいですか。あまり大きくは考えていないみたいですけれども、あまり大変

でなくてこのぐらいできるというのであれば少し広げてもいいです。 

○萩原委員 だから、今、先生が言われたレシピですか、審査。例えば小金井市でとれる野菜をどれか

使ってうまく料理して、そこで優劣をつける、審査するというのもいい手だと思うんです。ただ、人数

も制限されていますよね、どうしても。 

○大竹会長 そうです。 

○萩原委員 調理台が５つとしてもね。 

○大竹会長 ５つしかなかったら５グループ。 

○萩原委員 そうなんですよね。 

○大竹会長 前もって５グループ選んで、それでやってもらうといいますかね。だけれども、その前に、

提案してもらうのはもっと、２０グループぐらいあるかもしれないので。 

○萩原委員 そうですね。 

○大竹会長 そこまで来ない。 

○大谷委員 やっぱり今、先生おっしゃった方法がいいと思います。というのは、なるべく参加者は大

勢になりますから。それからある程度選択されて、それでそのイベントをやるということで、なかなか

おもしろいというのか、案だと思います。そうしないと、去年、おととしなんて参加者少ないですし、

去年でも場所の問題とか設備の問題でせいぜい５０人ぐらいかなと私は見ていたんですけれどもね。そ

れ以上に広げないとほんとうの小金井市の食育にならないと思うんです。今のご提案の方法はそういう

意味でちょっと広がりができるんじゃないかという。 

○池田委員 このアンケートも市民の皆様に知っていただきたいと思うけれども。 

○大竹会長 それ、もうちょっと簡単にしてこうね。 

○池田委員 何かね、こういうのを。 

○大竹会長 パネルにしてもいいですし。 

○大谷委員 ポイントだけやってパネルに掲示をして。 

○大竹会長 何かそういう料理のコンペやって、どうですか、出てきそうですか。 

○酒井委員 この間、こきんちゃん弁当の募集があったんですけれども、あれ、１７点でしたっけ。 
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○事務局  １７点です。一番最初に募集したときは、企画政策課のほうで７点か８点。その後、１７

点になったんです。 

○酒井委員 江戸東京野菜コンテストは広く、小金井市内だけじゃなくて、去年１２月にやったのは６

０点ぐらい。 

○大竹会長 ６０点も来るのね。 

○酒井委員 来ましたけれども。 

○村松委員 それはまた審査形式でやったんですか。 

○酒井委員 そうです、審査形式で決めました。 

○村松委員 では、その料理つくってきてもらって、審査員に食べてもらう？ 

○酒井委員 いえ、最初書類審査で点数を絞って、本選のときには、審査員と、あと緑センターの家事

室を使って、そこでつくっていただいて実際にそこで食べて、一般の方も入っていただくようにしたの

でつくったものは順次皆さん見ていただけるように持ち込んで、審査員は食べて審査という形でした。

○大竹会長 その審査員も特定の人に決めなくて参加者に……。 

○酒井委員 そうですね。 

○大竹会長 してもらうと、自分も一参加意識ができるじゃないですか。自分の１票が反映したと思う

と楽しいかなと。では、わりとそういう意欲は高いので、募集すると集まりそうですね。 

○酒井委員 そうですね。この場合は市内で募集というか広く……。 

○池田委員 市民でしょう、小金井市民対象。 

○酒井委員 でも、こきんちゃん違いましたよね。 

○池田委員 こきんちゃんは違う。 

○酒井委員 こきんちゃんは全国。 

○事務局  こきんちゃん弁当のときは、まずはレシピと、あとは写真か何かを送っていただくような

形だったと思います。実際にはレシピの内容、分量であるとかそういうものからの書類審査と最終的な

判断で、あのときたしか始まる前に、優秀な作品をピックアップして、つくったものを食べて審査がで

きないかというところで初め企画政策課のほうでは考えていたんですけれども、事前に保健所等の許可

が要るんではないかというところを確認して、やはり幾つか難しいハードルがあって、最終的に書類審

査にしたような経過があったと思います。その場でものは実際には食べないでレシピでつくってみただ

け。 

○大竹会長 つくっていないですよね。 

○事務局  つくってあります。こっちではつくっていなくて、参加者の方がレシピとでき上がりの写
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真を。 

○大竹会長 送ってもらったそれだけ。その場では食べられないわけ。 

○事務局  その場では食べていないです。味は調味料なんかの分量なんかが書いてあるので、それを

見て。 

○池田委員 想像して。 

○雀部委員 想像で審査します。 

○大竹会長 その場で食べて。お弁当はいろいろなものが入っているから難しいと思うけれども、例え

ばカラミダイコンを使った料理とかというと１品だから、わりとみんなちょっとずつ食べられるとかあ

りますよね。そういうので審査ってやっぱり保健所的に難しいんですかね。 

○小宮委員 私も細かくはちょっとわからないので、間違っていたらいけないんですけれども、ちゃん

としたところの厨房できちんとつくること。ちゃんとしたというのは別に、調理実習室で全然オーケー

なんです。そういうところでちゃんとつくられていることというのがまず必要条件。 

○大竹会長 絶対条件ですね。 

○小宮委員 はい。 

○大竹会長 それがクリアしていると大体大丈夫。 

○小宮委員 多分。それとあと、同じ建物の中でそのまま。 

○大竹会長 食べる。 

○小宮委員 はい。というか、運搬するとまたその運搬の管理が必要なので。 

○大竹会長 多分そこで試食というと、例えば５台調理台があって、そこでつくって、みんなそこに食

べに行くというぐらいが一番手軽でいいですかね。それなら可能？ 

○小宮委員 ちょっと早急に確認はしてみますが。 

○大竹会長 可能かもしれない？ 

○小宮委員 そうですね、かもしれないです。 

○池田委員 試食はいろいろ。 

○酒井委員 でも、料理コンテストっていろんなところで行われていますから多分大丈夫ですよね。 

○小宮委員 そうですね、ただ……。 

○雀部委員 福祉会館と調理室でつくったものをその一番広い部屋のところに持っていって、審査をし

てもらうのはその広いお部屋でやってもらうというのもありなんですか。 

○村松委員 つくっているところに多くの人が立ち入ることがやっぱり問題一つあるんです。だから、

おっしゃったように……。 
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○大竹会長 持っていって。 

○村松委員 持っていくと。 

○酒井委員 １２月のときはだから一般の方はつくっている場所には入れませんでした。審査員だけで

す、入ったのは。ただ、そこを撮影して、撮影隊がいまして、別室で一般の方にはその状況を見ていた

だいた。 

○大竹会長 一般の人は食べられないわけね、そうしたら。 

○酒井委員 そうですね。食べられなかったです、そのときは。 

○池田委員 お菓子のときは試食できましたね、ちょっと。 

○村松委員 試食がないとつまらないですよね。 

○大竹会長 参加者が何か堪能しないとつまらないなと思うんですけれども。 

○村松委員 だから、つくらなくてもいいので、例えば家庭でつくってきていただいて、それを試食し

てみんなで審査するとか。 

○酒井委員 それはだめなんですよね。 

○大竹会長 家庭はだめなんです。 

○小宮委員 家庭はやっぱりその管理が十分かというので。 

○村松委員 では、そこでやっぱりつくってもらったほうがいいんですか。 

○大竹会長 そこでつくってもらって。 

○村松委員 上に上げて別室で。 

○大竹会長 別室で。だから、その参加者が食べられる方法がもしあれば、ちょっとそのことを考える。

だめだったら審査員……。 

○酒井委員 だから、あまり凝ったものじゃなくて……。 

○大竹会長 １品だけ。 

○酒井委員 例えば調味料を限定するというか、何品とかとかって、何かそういう簡単にできるような

感じで限定してつくってもらって工夫してもらうみたいな。 

○大竹会長 そうですね。 

○酒井委員 すると簡単なものができますよね。 

○小宮委員 そうですね。ちょっと確認してみますが、やっぱりよく加熱したものとか焼いたようなも

の、焼き菓子みたいなものわりと。 

○酒井委員 オーケー。 

○小宮委員 いいんじゃないかというところはあるかと思うんです。 
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○大竹会長 漬物みたいなのは難しいかもしれない。 

○小宮委員 そうですね。 

○大竹会長 加熱しないのは難しい。 

○小宮委員 いろいろ感染症が結構ありますので。 

○大竹会長 そうですね。 

○池田委員 ６月だしね。 

○村松委員 ６月はね。 

○大谷委員 そうですね。 

○大竹会長 だから、あとはテーマですよね。こういうことの範囲でつくってくださいというそのテー

マを何にするか。 

○雀部委員 野菜スイーツですか。 

○大竹会長 小金井産の野菜を使った。といっても、小金井産もいっぱいあるじゃないですか。それだ

けで大丈夫ですよね。 

○大竹会長 野菜のスイーツ。野菜スイーツ。 

○雀部委員 野菜を使ったスイーツというテーマでなんていう話もちらっと出たこともあるんですけれ

ども。 

○大竹会長 それはおもしろいですね。 

○雀部委員 最近はやっているじゃないですか、野菜を使ったスイーツのお店とかも。すごく若い女性

とかにも人気なので。比較的若い人には、おかず的なものよりかは受け入れられやすいのかなと思うん

ですけれども。 

○大竹会長 では野菜のスイーツ。 

○酒井委員 １２月は創作料理部門とデザートというか、部門もあって、結構料理も出てきました。料

理というかデザートというかスイーツも。 

○池田委員 試食のほうは野菜スイーツあれですけれども、野菜を食べてもらおうというのがテーマだ

ったら、やっぱり小金井産の野菜を使ったお料理のというふうに広く。何しろ小金井産の野菜の味をみ

んなに知っていただくというのも一つの。 

○大竹会長 ただ、今後例えばこれをルーチン化していって毎年というと、スイーツに限定するという

のも一つの手だと思います。多分、コンペなので、こういうふうにとすごく限定したところでみんなが

競ったほうがおもしろいとは思うんです、広くするより。 

○雀部委員 ただ、何の野菜があるかというのは。 
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○三笠委員 ６月は何が。 

○井上委員 ６月でしたら早ければ夏野菜が出てきます。 

○大竹会長 だから、例えばウドを使った料理とかというふうに限定しちゃうという手もある。もちろ

んウド以外使ってもいいけれども、ウドを使った料理とかというふうに限定すればそれはそれでまたお

もしろい。そうしたらスープでもいいし何か炒め物でもいいしスイーツでもおもしろい。 

○雀部委員 それはおもしろいかもしれないですね。でも、そうすると確実に確保できるものじゃない

と。 

○大竹会長 野菜を限定するか、そういうふうにスイーツという形で限定するかどっちかという形。 

○酒井委員 野菜に限定しちゃうと厳しいかもしれないですね。 

○大竹会長 野菜を使ったスイーツのほうがもしかして若者受けしますね。では、今年はそれでいきま

しょう。 

○雀部委員 そこで野菜を買えるということはできないんですか。野菜を買うということはできないで

すか。どこか一角で売ってもらうというのはできないですか、小金井産の野菜を。 

○大竹会長 できますよね。 

○井上委員 手配のほうは何とか。 

○雀部委員 １テーブルでも、実際食べてもらって、ああ、この野菜と思った野菜をその場で買えると。 

○大竹会長 いいですね。 

○雀部委員 親しみもわいて。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 それに、直売所の、ありましたよね、本とかリストみたいのが置いてあったら持って帰っ

たりとか、広がっていくかなと思うんです。 

○大竹会長 そうですね。 

○雀部委員 つながりが。 

○大竹会長 では、小金井産の野菜を使ったスイーツをコンペでやると。そのときに、そこで使う野菜、

使った野菜を、多分前もってレシピを送ってきて、どれ、だれにやってもらうか決まると思うので、そ

こで使われている野菜を、多分調理室じゃなくて別室になると思いますけれども、そこで売ってもらう

と、農協のほうで。ということでよろしいですか。そうすると、どこでやればいいか、イメージ、私ち

ょっとよくわかっていないんですけれども、福祉会館ですか。 

○雀部委員 公共施設で売れるんですか。公共施設で売れるのかな。福祉会館でものを売るというのは

どうです。 
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○大竹会長 大丈夫なんでしょうか。 

○事務局  ちょっとそこが。これは確認させてください。 

○大竹会長 もしくは、出口でやるとか。 

○池田委員 出たところで。 

○雀部委員 駐車場のところでもいいですよね、駐輪場とか。 

○大竹会長 あるいは、ほんの少量で、わけてもいいかな。あげちゃう。 

○大谷委員 でも、１０月のときは小金井公園の光華殿の前でテント張って売って、私は買いましたよ、

あそこ。 

○大竹会長 では、売れるんなら、ちょっと場所的に売れる方法を考える。 

○大谷委員 売れる工夫をしたらどうですかね。 

○大竹会長 そうですね、工夫をして。 

○村松委員 売れないのはでもおかしいですよね。おかしいような気がしますけれどもね、こういう公

共性のあるイベントですからね。 

○大竹会長 そうですよね。では、そういうイメージで、コンペをやるということと野菜を売るという

こと、それから各小金井市の中で活躍しているグループの人たちに自分たちの発表をしてもらう。それ

はパネルやなんかで。そのぐらいのところで、ちょっと場所とか、ちょっと私がイメージがわかないの

で、どこがいいかを確認して。 

○池田委員 グループ参加ということ？ 

○大竹会長 グループじゃなくて個人でもいいです。 

○大谷委員 どっちでもいいです。 

○大竹会長 どちらでもいいです。 

○酒井委員 先生、これ日にち確定したほうがいいと思います、今日。日にちが入らないと動けない。 

○雀部委員 それぞれの団体がということですか、パネルでというのは。団体？ 

○大竹会長 だから、個人でもいいです。食育の活動、食に関してのいろんな活動をしている。 

○雀部委員 そうですね。登録されているということですね。 

○大竹会長 そうです。 

○雀部委員 私たち……。 

○大竹会長 登録していないですか。 

○雀部委員 展示でもいいですよね。 

○大竹会長 何でもいいんですよ。別にパネルじゃなくても。写真を撮って様子を展示という形でもい
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いですよね。こういう団体はこういうことをしていてというのでもいいですよね。私が考えているのは、

１枚それぞれにお渡ししますので、そこに展示してください。 

○雀部委員 いろいろ情報を。 

○大竹会長 パネルで展示することです。１グループあるいは１つに１つの畳ぐらいのパネルの面積を

お渡しするのでそこを自由に飾ってください。 

○雀部委員 確かに登録団体は１度この前年に集めただけで、そこから何も機能していないです。お互

いに……。 

○大竹会長 どのぐらい数あるんですか。 

○雀部委員 幾つあるんでしたっけ。 

○大竹会長 登録団体幾つぐらいあるかご存じですか。 

○酒井委員 ここにもう３名いますから。 

○大竹会長 もし多過ぎるとしたら……。 

○酒井委員 ３名もうかかわっている人が。 

○事務局  ５団体か６団体あります。 

○大竹会長 そのぐらいしかないの？ ならいいです。５０も６０もあったらどうしようかなと思った

んですけれども。多分３０ぐらいまでだったら何とかパネル用意できます。そのぐらいの部屋あります。 

○事務局  場所もあるんですけれども、さっき話した福祉会館か保健センターというので日にちが変

わってしまうと思うんですけれども……。 

○大竹会長 どっちがいいですか。 

○事務局  とりあえず福祉会館ですと、うちのほうで仮に押さえているのが１９日の土曜日、２５日

の土曜日。 

○酒井委員 それは家事室は押さえていないですよね。 

○事務局  押さえていないです。 

○事務局  保健センターですと、土曜日ですと６月、同じく１９日、２６日。 

○大竹会長 １９日、２６日でどちらかのほうが。どこかとダブります？ 

○池田委員 にこにこ農園って子供の小金井市の、そこに参加しているんです、子供たちと。 

○大竹会長 イベントがあるんですか。 

○池田委員 ジャガイモの収穫祭。 

○大竹会長 それがいつ？ 

○池田委員 ジャガイモをもう作付しまして、収穫が６月なんです。 
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○大竹会長 いつ？ 

○池田委員 大体いつも土曜日なんです。 

○大竹会長 はい。いつかってわかります？ 

○池田委員 いつかというのが６月まだ決まっていないのよね。 

○井上委員 植えつけ先週の土曜日だったものですから。 

○池田委員 大体土曜日みたいなんです。ただ……。 

○大竹会長 では、遅いほうは可能性高い？ ２６日のほうが。 

○井上委員 そうですね……。 

○池田委員 収穫……。 

○大竹会長 あまりよく私わからないんですけれども、そんなに短い期間で育つものなんですか。 

○池田委員 ジャガイモはそうなんです。 

○井上委員 収穫は６月になると思います。 

○池田委員 ６月とは聞いているんですけれども、日にちが。でも、全然ダブっていても。 

○井上委員 微妙ですね。多分２６日ぐらいが一番。 

○大竹会長 可能性高い？ 

○井上委員 可能性が高いのかなという。 

○大竹会長 では、こっちは１９日に設定して。 

○池田委員 では１９ですね。 

○村松委員 １９のほうが。食育の日ですしね。 

○大竹会長 そうですよね。では１９日で。それで、どちらかというと福祉会館のほうがいいんですよ

ね、皆さん。 

○池田委員 立地的には。 

○大竹会長 だから、そっちの調理室があいていたらそっちにして。 

○池田委員 皆さん行きやすいよね、あっちのほう。 

○酒井委員 ただ、家事室がとれないと。 

○大竹会長 だから、家事室があいていたらそっちにして、あいていなかったらここでいいですか。 

○酒井委員 １９日あいています？ ここも。 

○事務局  ここはあいています。 

○大竹会長 ここはあいています。そっちの福祉会館のほうはわからないので、一応１９日に決めてお

いて、家事室もとってもらってということでよろしいですか。 
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○事務局  はい。 

○大竹会長 はい。 

○事務局  コンペに参加される方というのは、募集をかけるんですよね。 

○大竹会長 そうです。 

○酒井委員 市報。 

○大竹会長 ホームページ。ぜひ皆さん出してください。 

○大谷委員  市のホームページでしょう。 

○大竹会長 そうです。 

○池田委員 食育ホームページにも出しますよね。 

○雀部委員 市民限定ということですか。 

○大竹会長 こきんちゃん弁当市民限定していないんだったら市民限定じゃなくていいですね。 

○事務局  こきんちゃん弁当のときは、こきんちゃんのキャラクターの周知というのがメインだった

ので、全国に広めたいということで制限をしなかったんです。それで、小金井産の地場野菜……。 

○大竹会長 どのぐらい応募がありそうですか。それによるんですけれども。 

○雀部委員 市民に限定すると難しいですかね。 

○大竹会長 だから、今回限定しないでやって、多かったら少しそこから絞って。今年多かったら来年

は市民限定にする。 

○雀部委員 小金井産の野菜でつくるんですよね。 

○池田委員 江戸東京野菜って絞らなければ。 

○大竹会長 小金井産ですよ。それは限定したほうがいいと思うんです。 

○酒井委員 江戸東京野菜でも来たんですから大丈夫だと思うんです。 

○大竹会長 では、小金井産の野菜ということなので市外でもいいですよね、小金井産の野菜を使って

くれれば。 

○村松委員 小金井産かどうかわからないですよね、でも。 

○雀部委員 そうですよね。調べようがないですよね。 

○村松委員 まあいいんですけれども。 

○大竹会長 何があるかをではアピールしておく、そこのホームページで。 

○井上委員 わかりました。 

○酒井委員 でも、ずっと書いてありますものね、ホームページに。 

○井上委員 書いてはあります、ホームページ上には。 
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○雀部委員 小金井でとれる野菜ってちゃんと。当日それこそ材料を使う段階で、小金井産の野菜だけ

についてはこちらでその分量を用意してというと確実に小金井産になりますよね。ほかはあれですけれ

ども。そこを。 

○大竹会長 そのぐらいは多分オーケーですね。 

○井上委員  そうですね。手配いただければ動きますので。 

○雀部委員 そうですよね。もう前もってわかっている分量については。 

○大竹会長 はい。ということで、では、小金井産で、市民には限定しないということでお願いします。 

○村松委員 これは例えば１位、２位、３位とか順位を決めるんですか。最優秀賞とか。 

○大竹会長 はい、最優秀賞。 

○池田委員 野菜スイーツ。 

○大竹会長 うん、野菜スイーツ。順位を決めたら何か賞状を出したほうがいいですね。よろしいです

か、その辺の準備は。 

○事務局 はい。 

○大竹会長 よろしくお願いします。 

○雀部委員 野菜プレゼントでいいんじゃない？ 

○大竹会長 野菜プレゼントで。副賞は野菜でいいと思うけれども、でも一応賞状は。 

○雀部委員 そうですね。 

○大竹会長 では、２番目、これで終わりにします。すみません何か時間をとってしまって。 

 ３番目、食育ホームページについて。これはどなたから説明。 

○事務局  委員さんのほうでは何か。 

○酒井委員 食育ホームページの委員が４人並んでいるので、では。 

○大竹会長 そうですか。ではそちらのほうから。 

○酒井委員 端から。 

○大竹会長 状況を説明いただいて、特に課題があれば。 

○大谷委員 酒井さんから始めてください。 

○大竹会長 どなたかまとめて。 

○雀部委員 だれかまとめて。 

○大竹会長 まとめて言ってください。ちょっとごめんなさい、時間がなくなってきちゃったので。 

○酒井委員 わかりました。状況は、順調に、ホームページごらんになっていただいていると思います

のでわかると思うんですが、かなり充実しておりまして。ただ、市内の方にどれだけ見ていただいてい
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るかなというのが今編集委員の中で話題になるんです。ですから、もう少しホームページの宣伝をいろ

んなところでやらなければいけないんじゃないかなということがあります。内容的にはいろいろ、食文

化についても池田さんがやってくださったり、安全と安心も大谷さん、それからブログのほうはみんな

で頑張って、雀部さん中心に、料理のほうは、もう１人いらっしゃるんですけれども、池田さんと私と

雀部さんと、もう１人田中さんという方でローテーションを組んで毎週アップさせているので、かなり

何十もメニューもできてきているんです。そのコンセプトも簡単な、初心者のお母さんたち向けという

か、料理が苦手な方でもできるようにということで、なるべく作り方も簡単なものというふうに限定を

して今やっていて、もうすぐ１年を迎えるので、次年度からはまた新たに何か考えようかなというふう

にしています。 

○酒井委員 それで、食育ホームページ編集が始まってもうすぐ１年なので、報道機関に宣伝をしてほ

しいなと思っていて、小金井市はボランティアでこういうホームページをやっていますよというのを健

康課さんのほうからちょっと流してもらいたいなみたいなのがちょっと編集委員の中で。 

○大竹会長 プレスかどこかに流してほしいと。 

○雀部委員 というのは、実は市外の方には結構評価いただいているんですけれども、市民が知らない

という状況だったりするんです。それで、流して、実際そうだったんですけれども、井上さんがＮＨＫ

の番組に１月の最初に出られたときにはアクセス数がすごく伸びたんです、それで。という経過をたど

っていまして、それを見ると、やっぱりプレスにちょっと載せてもらったほうが、若い人も見たりとか

という機会は増えるんじゃないかということで。なかなか、これは外部の方から言われたんですけれど

も、食に携わっているプロがこれだけ集まってボランティアでやっている機関というのはないそうなの

で、その物珍しさを取り上げていただければ、それで市民の方が、ひいては市民の方に見ていただける

というのをちょっとアクションを起こしてみてもいいんじゃないかという話になりました。 

○大竹会長 村松さんのほうから。 

○村松委員 それは、ホームページだけを紹介するというのは難しいんです。こういうのがあるという

のを紹介するのは難しくて、どうしたらいいかというと、そのホームページが紹介できるようなそこで

動きをする。例えば、この６月１９日、これをきっかけにして取材に来てもらう。実は小金井市ではこ

ういったホームページもやっているんですと。ホームページだけを取材に来てくださいというとなかな

かどこも来てくれないんです。結構そういうホームページ充実しているところも全国にあるので。だか

ら、うまくそこに、今までとは違う、ほかとは違う取り組みをしていますというところがあれば必ず来

てくれるので。そのときは、朝日、読売とか新聞とテレビと、ｊｃｏｍもそうですけれども、そういっ

たところに一斉に同じ資料を流すということが必要で。だから、そういう意味では６月１９日を早目に
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プレスサイドに流して、市民の方たちはもちろんですけれども、取材に来てくれるかどうかをしっかり

電話で確認する。「来ていただけるんでしょうか。読売さんは来てくれるんですけれども、朝日さんは

どうですか」とか。 

○大竹会長 それはいいですね。 

○村松委員 ＮＨＫは立川支局があるので、それは私がご紹介しますから当たってみてください。こう

いう大きな取り組みをしたときにホームページのことも必ずＰＲして、一緒に取材してもらうようにす

ればいいのではないかと思います。 

○大竹会長 １９日のときにちゃんとホームページの展示もできるように。 

○池田委員 食育ホームページは、食育月間のときにどういう形で参加するかというのを今日お聞きし

なくていいの？ 

○大竹会長 ちゃんとそういうふうにこういう人たちがかかわっていますとか、実際にそこにパソコン

を置いてアクセスできるようにするとか。多分それは可能ですよね。 

○事務局  ネットがつながらないんです。 

○大竹会長 では、そのときだけ無線ＬＡＮのか何か使うっていう。 

○事務局  それもないんです。市のほうだとちょっと、ほとんど通信に関しては内部の情報端末限定

しているところがございます。ですので、ちょっとほかの課で、そういう情報部門のほうでそういうイ

ベント用のもの、もしくは見せられるようなものがあるかどうかを確認しますので。その辺ないと市の

ほうから提供することは難しいかとおもいます。 

○大竹会長 だれか持っている人いません？とかって。個人で持っている人。 

○池田委員 無線ＬＡＮはあるけど。 

○大竹会長 こういうふうにして、エッジみたいのってあります？ 

○池田委員 その機械だけはあります、使っていないのが。 

○酒井委員 でも、何か講演会とかに使っているパソコンとか使えるんじゃない？ 通じていないから

か。 

○大竹会長 パソコンじゃなくて結局……。どことつながるか。井上さんあたりにはあるかもしれない。 

○井上委員 持っていますけれども。 

○大竹会長 ほら。最悪ではそこに頼む。 

○井上委員 私はｅモバイル。 

○酒井委員 では、食育ホームページの件は、どなたか補足があれば。皆さん何か補足ありましたらお

っしゃっていただければ。 
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○大竹会長 ホームページの今のことについて。プラスアルファ。 

○井上委員 これといって。先ほど言っていただいたように、１周年、食育ホームページ迎えますので、

やはりそちらのほうでも推進員のほうと一緒にやっていきたいという委員長からのお話もありました。 

○大竹会長 そうですか。 

○井上委員 はい。 

○大竹会長 ありがとうございました。例えば１周年でさらに広げるとかそういうのは大丈夫なんです

ね。 

○酒井委員 それは今考え中です。一応１カ月に１遍必ず編集会議開いていますので。あとメーリング

リストでもやっていますので。 

○大谷委員 私が一寸感じていることですが、食育ホームページの編集委員と食育推進会議との関連が

はっきりしない点です。別に直属の機関というイメージではありませんが、その辺の位置付けを明確に

する必要を感じます。現在の編集委員は井上委員を含めて推進委員が５名で推進委員以外の方が２名で

す。 

○大竹会長 メンバーですね。 

○大谷委員 メンバーですが、この中に重要な役割の方がいるわけです。それは編集委員長です。ホー

ムページ製作に非常に堪能な方ですが、推進会議のメンバーではありません。 

○大竹会長 というか、推進会議のメンバーではないということですね。 

○大谷委員 推進会議のメンバーでない点に問題があります。 

○大竹会長 でもホームページの委員ではあると。 

○大谷委員 ホームページの委員であるので、その辺がすっきりしない点に問題があります。予算とか

いろいろ問題あり難しいとは思いますが、ボランティアのことは別にして編集委員と推進会議の関連性

をオーソライズするような作業をする必要があるのではと常々思っていました。会長のご意見をお聞き

すると同時に。その有能な委員長をどのように処遇すべきかということです。 

○大竹会長 多分ここの食育の取り組みは、基本は市役所の統括で、そこを通じてそれぞれの部署でや

っていくことをお願いする、そのうちの一つにホームページの委員会があるということで、逆に言えば、

このホームページのメンバーのたくさんがここに入っているということはたまたまであって、こっちの

ほうが多分イレギュラーになるんですよね。だから、そのこともここに入れる必要があるとはちょっと

私は思ってはいないんです。多分ホームページのほうは今ボランティアのほうでお願いしているので、

今度ここの食育のメンバーがかわったとしたら、今の方は今度外れてその方が入るということは可能性

もあるし。ということかなと私は思うんですけれども。 
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○大谷委員 何か入ってもらったほうがいろいろ都合がいいということは感じるんです。だから、もし

あれだったら私がやめてその人にここに座ってもらうという。 

○大竹会長 それは任期とかいろいろあるので。 

○大谷委員 そのほうが有効に役立つと思い発言しました。すみませんでした。 

○事務局 食育推進会議、この場に関しましては条例事項で、市の食育推進計画の策定、またはその計

画の実施の推進に関すること、これは食育の推進に係るいろいろな事項をお話し合いしていただくため

の会議の場となっております。皆さんにご意見たくさんいただいてつくったと。最初の食育推進計画の

ほうですね。この中の一つとして市でホームページを持つというような項目があって、それに従ってボ

ランティアの皆様を募って、ご協力をいただいて今ホームページの実際の更新等、すべてをお任せして

いるようなところでございます。ですので、今回の件につきましては、市としてはご意見を承りますけ

れども、先ほど委員長からお話があったとおりに、それぞれボランティアの方々につきましても委員長

を決めさせていただいていろいろお願いしているところですし、食育会議の皆様についても前回委嘱状

を配らせていただいた任期をお願いしているところでございます。また次の任期に向けましては、いろ

いろご意見承ったことを検討しながら進めさせていただきたいと思っておりますが、今回に関しては一

応今のメンバーの方にお願いしたいと考えております。 

○村松委員 お気持ちはわかりますけれどもね。 

○事務局 それは、ホームページの委員の方々にはとても、先ほどお話あったとおりに月１回、実際に

はおうちでの作業等を含めればとても濃い活動をしていただいているのは市としてもご理解をしている

ところです。今後の活動やホームページの内容につきましても、また、さまざまなこちらの食育の施策

に関しましても検討をとらさせていただければと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

○大竹会長 ということです。では、すみませんがよろしくお願いいたします。なるべくメディアに発

信してもらえるといいですね。一応３番で終わります。 

 それで、その他ということですが、何かございますか。 

○事務局 特にないです。 

○大竹会長 そうですか。では、今日はいろいろ配っていただいているのがあります。この辺、もし説

明がありましたらお願いいたします。パンフレット、配っていただいた。 

○事務局  では、小宮さん。 

○小宮委員 よろしいですか。 

○事務局  はい。お願いいたします。 
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○小宮委員 保健所が仮庁舎のほうに移転いたしました。今現在府中の駅のそばにありましたところが、

かなり古くなってきたという、耐震性の問題があるというふうなこともありまして移転いたしまして、

２枚、ピンクのと、それから白いのと配っていただきました。これから移転しますというのと移転しま

したというのと２つつくりましたので、ダブルで配っていただきました。場所が、ちょっと不便になり

まして、北府中の駅から歩いて十数分または分倍河原から十五、六分というところです。東芝のほうに

近くになるんですけれども、そこに５年間仮庁舎住まいをする形になりまして、また５年後には前にあ

ったところに戻ってくるというふうな予定になっております。なかなか保健所には皆様おいでになるこ

とはあまりないので問題はないかと思いますけれども、もしおいでの際、間違えないで、新しい庁舎が

ございますのでよろしくお願いいたします。 

○大竹会長 ありがとうございました。ほかの３部はよろしいですか。 

○酒井委員 まず、こちらなんですが、パパ・ママ支援講演会というのが５月１１日にあるんですが、

これは現在、ホームスタートといいまして、拠点型ではなく在宅型というか在宅支援型のパパ・ママ支

援の事業を今起こそうとしておりまして、そのホームスタートジャパンというところの先生なんですけ

れども、西郷先生という方、この間国会でも参議院の委員会で説明をされた方なんですが、この方が来

ていただいて、ホームスタートというものはどういうものかということをお話しくださいますので、ぜ

ひ皆様もご興味がありましたら、また、小さいお子さんをお持ちのご家庭の方にお知らせしていただき

たいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 それとこちらなんですが、今年で３回目を迎えます春うららのお花見弁当フェアということで、江戸

東京野菜を使ってお花見弁当を、後ろに出ているんですが、参加飲食店の方々に、その下に生産農家さ

んも出ているんですが、生産農家さんのつくった江戸東京野菜を使ったお弁当、もしくはお菓子とかを

つくっていただいて販売するというフェアがございますので、ぜひお花見にこちらのお弁当を使ってい

ただきたいと思います。今年は１３店舗ですか、なりまして、毎年少しずつ増えてきていますので、よ

ろしくお願いいたします。これも地産地消ということで食育の一貫でもあるかなというふうにも位置づ

けられております。これは経済課のほうが主体になっておりますけれども、食育もちょっと絡んでいる

かなと思ってお持ちしました。 

 それと、こちらは小金井でつくっている、前にもお配りしていると思いますけれども、お野菜のリー

フレットです。 

 それと、一番最初のときにお話しすればよかったんだとは思うんですが、小中学校の中での活動とい

うことで、食育関連団体ということで登録している団体があるんですけれども、活動が全然その後何も

ない状態でして、うちは藤田さんなんかにご相談したり、西岡さんなんかにもご相談に乗っていただき
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たい問題なんですが、関連団体の食育を市内でやっている、ここにも、例えば私とか雀部さんとか、池

田さんは個人で活動しているんですが、これを学校の中でもやりたいと思っていまして、実は私と井上

さんはもう２回ほど第一小学校と学芸大学の附属小学校で、ゲストティーチャーで食育絡みで、井上さ

んは農業の話が主なんですが、絡みの話をさせていただいておりますので、できれば、お子さんにもも

ちろんなんですが、お母さん方の会合とか、先生方とか栄養士さんの会合なんかでも、食育の話をでき

る人間がこの中にも何人もいますので、ぜひ資源として活用していただきたいなとみんな全員思ってお

りますので。例えば大谷先生なんか、安心・安全の問題ではとても詳しい先生でいらっしゃいますので、

そういうことも含めて、せっかくですので、食育推進委員の中にそういう活動している人がたくさんい

ますので、ぜひお声をかけていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○村松委員 詳しくどのような活動をしていらっしゃる方はどこに連絡したらいいか、そのような情報

がないと前に進まない。 

○酒井委員 一応関連団体の把握は健康課でしょうか。 

○事務局  ちょっと名簿のほうを印刷してきますね。 

○村松委員 はい、そうですね。具体的な話がないとちょっと進められない。 

○西岡委員 １回目にお休みした西岡です。四小の栄養士をしています。今、酒井さんから食育のこと

が出ましたけれども、今小学校、中学校で、今年も２２年ということで、私、この３月からメンバー交

代したんですけれども、いろいろ話も聞いていますし、今回集大成ということで、地場の野菜をそれぞ

れ各学校で使ってはいたんですけれども、もうちょっと、ある程度この秋には、例えば今回は大根とか

キャベツとかブロッコリーとかにんじんとか、どのぐらい秋に収穫できるか、農家の人に作付のある程

度の量をお伝えしたほうが、急に欲しいとか、急に要らないとかそういうんじゃなくて、市内の農家の

人につくっていただくんだからということで、この秋のある程度の量を学務課の管理栄養士がまとめま

した、先日。そしてまた、そのときもルバーブ、あれも使うか使わないか、各学校によってまた違うん

ですけれども、それも予定されています。ジャムで使う学校、あるいは生でジャムを煮る学校、瓶詰め

のジャムを買う学校とか、あるいは今回、この４月から、この間ちょっと試作したんですけれども、パ

ン屋さんにそのルバーブのジャムを練り込んでもらったもの、パンを給食で出したらどうか。アレルギ

ーの問題とかいろいろあるんですけれども、難しい問題は。してはどうかということで、実際につくっ

てもらって、もう試食もしました。そういう段階で、今年ある程度集大成ということで、地場の野菜を

市内の給食でも積極的に使っていこうということを進めております。すみません、１回目お休みしまし

て、ご報告遅くなりました。 

○大竹会長 ありがとうございます。今のほうは多分給食のほうのところでしていただいているんだと
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思うんですが、先ほど酒井さんがおっしゃったのは、クラスの中での食育などにぜひ人材を活用して、

担任の先生のほうで食育に取り組むときに呼んでいただければということですよね。 

○井上委員 そうです。 

○大竹会長 ぜひ、先生のほうから各栄養士に話を。多分食育やるときには栄養士さんと担任の先生と

が協力することも多いかと思いますので。 

○西岡委員 そうです。授業の時間を使うわけですから、ある程度そこで、総合の時間を使うか、いろ

いろあると思うんです、道徳の時間を使う。その辺は学校側と相談して、何年生、今うちなんかは小学

校なのでテーマがものすごく、６年間限られているのでちょっと難しいかもしれないけれども、一小さ

んということもあったので、その一小さんの話をちょっとお聞きして、なるべくなら市内の学校でも、

そういうふうに名簿をつくってくださるということで、連絡して学校に呼びかけてたいと思っています。 

○大竹会長 では、それを渡していただいて、そういう形で。あと、その他よろしいですか。 

○小宮委員 先生、では一言、もしなければ最後に。役所なものですから、定年とか異動とかがつきも

のでございまして、私は今回定年になりますので、必然的に。ちょっと嘱託職員みたいな感じで続けた

いと思っておりますけれども、一応こちらの保健所はもうないと思います。 

○大竹会長 そうすると別の方が今度いらっしゃるんですか。 

○小宮委員 そうですね。後任になると思うんですけれども、また。大変お世話になって、とても勉強

させていただきましてありがとうございました。お世話になりました。 

○各委員 どうもありがとうございました。残念ですね。 

○大竹会長 残念です。 

○小宮委員 残念ですけれども。 

○大竹会長 今日は大分、一歩先に進めることができたかなと思っています。次回はちょっといつかわ

からないのですが、いつごろになりそうですか。何月ごろ。 

○事務局  ６月にこのイベントがあるような形で、前年はもう少し回数が多かったんですけれども、

今年度から年に２回という形でこの食育推進会議については考えさせていただいております。ですので、

次回は夏から秋にかけてになるんではないかと思うんですが。 

○大竹会長 ということだそうで、またそのころ皆さんにご都合、日程等をお伺いすると思いますけれ

ども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうも今日はありがとうございました。 

 

（午後４時 閉会） 


