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令和２年度第２回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  令和２年８月２６日（水）午後２時～午後３時 

場  所  保健センター１階 大会議室 

 出席委員  １５人 

  会 長   南   道 子 委員 

  副会長   松 嶋 あおい 委員 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員  中 谷 行 男 委員  委員  山 崎 澄 江 委員 

  委 員   高 田 佳代子 委員  廣 繁 理 美 委員 

  委 員   横 山 英吏子 委員  田 中 康 雅 委員 

  委 員   櫻 井 綾 子 委員  萩 原 英 幸 委員 

  委 員   溝 江 朱 緒 委員  伊 熊 和 也 委員 

  委 員   保 谷  匠  委員  北 脇 理 恵 委員 

 

 欠席委員   １人 

  委 員   須 崎  登  委員 

 

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

事務局職員 

 健康課長                  石 原 弘 一 

 健康課係長                 永 井  桂 

 健康課主査                 近 藤 仁 美 

 健康課主事                 矢 島 幸 子 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○南会長 皆さん、こんにちは。お暑い中お集まりくださり、ありがとうございます。 

 では、定刻になりましたので、始めさせていただきます。これより令和２年度第２回小金井市食育推
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進会議を開催させていただきます。 

 初めに、委員の出欠に関して、事務局からお願いします。 

○近藤主査 本日の委員の方々の出欠でございますが、ＪＡむさしの須崎委員から、欠席の御連絡をい

ただいております。それから、高田委員からは、少し遅れてくるという連絡をいただきました。 

 本日は、会長を除きまして、現在１３名の出席となっております。過半数以上の出席予定であれば審

議会として成立いたしますので、それを御報告いたします。 

 次に、配付資料の確認をいたします。 

 本日、机上に配付させていただいたものとしましては、次第、名簿、それから前回の会議録。今は案

という形になっております。それから、市民アンケート。小中学生用、保護者用と、全部クリップでと

じてあります。それから、令和元年度の食育推進計画進捗状況報告というものです。 

 お手元に資料がない方はいらっしゃいますでしょうか。過不足等がございましたら、事務局へお願い

いたします。 

○南会長 資料はいかがでしょうか、大丈夫ですか。 

 それでは、議事進行に入る前に、前回欠席だった委員の方に御挨拶をしていただきたいと思います。 

 事務局から紹介をお願いします。 

○近藤主査 それでは、お名前を呼ばれた方は、一言ずつ御挨拶をお願いいたします。 

 まず、市民公募委員の山崎澄江委員。 

○山崎委員 前回はお休みさせていただきまして、申し訳ありませんでした。 

 ２期目になります山崎澄江と申します。子供が３人おりまして、中学校では南校長先生に、そして、

小学校では横山先生に大変お世話になりまして、またここで御一緒させていただけるということで、と

ても嬉しく思っております。 

 子供も2人が成人し、今年長男が社会人になり、だんだんと子育てが終わっていく感じがしています

が、こちらの委員会に参加させていただき、改めて食育などの勉強ができることを嬉しく思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○近藤主査 それでは、次に小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会、北脇理恵委員。 

○北脇委員 はい、北脇理恵と申します。今回はＰＴＡ連合会の代表として参りました。前任の内田さ

んの次の担当になります。よろしくお願いします。 

 プライベートのほうは、小学校２年生と６年生の男の子が２人おりまして、三小に通っております。

私自身は大学が栄養系の学校で、栄養士の免許を持っておりまして、小学校給食のお手伝いを少しやり

ました。なので、食育に対しては特別な思いもありましたので、今回は代表ということで参加させてい
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ただきます。 

 分からないことがいっぱいあると思うんですが、よろしくお願いします。 

○近藤主査 その次に、小金井市立東小学校栄養教諭、伊熊和也委員。 

○伊熊委員 はい。伊熊和也と申します。よろしくお願いします。 

 本校の古莊優子が育休に入りましたので、その間、務めさせていただくことになりました。昨年度の

８月から赴任させていただいております。どうぞよろしくお願いします。 

○近藤主査 皆さんと同じように、小金井市食育推進会議基本条例第１４条第５号に基づき、任期は令

和４年８月３１日までです。 

 以上、御紹介を終了いたします。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、議事に入る前に、事前に皆様のところに送付されていると思いますけども、前回の議事録です

ね、御自身の発言が訂正されているかどうか、確認をお願いできますでしょうか。 

 大体確認は終わりましたでしょうか。 

 この案でよろしいと思われる方は挙手をお願いいたします。 

（ 挙  手 ） 

○南会長 ありがとうございました。 

 もし何か追加で訂正がありましたら、終了までに事務局へお願いします。 

 では、続いて意見提案シートについて、事務局から何かございますか。 

○近藤主査 意見提案シートの提出はありませんでした。 

○南会長 ありがとうございます。 

 では、議事に入らせていただきます。 

 まず、市民アンケートについて、事務局からお願いします。 

○近藤主査 前回の会議で、今までのアンケートに加えまして、コロナ禍での食生活について伺ったほ

うがいいのではないかという意見がありました。市民の皆さんがどのような食生活をされていることを

知るのも必要ではないかということで、質問を事務局と会長の南先生とで、大体考えられるようなこと

を出してみました。その後、前回会議に出席してくださった方々に見ていただきまして、それで作った

のが問５－１と２になります。今話題になっていることは質問票の前のほうに入れたほうがいいんでは

ないだろうかということで、問５に入れさせていただきました。 

 ５－１は「あなたの食生活でコロナ感染拡大により、かわったことがありますか。あてはまるものを

選んでください」ということで、なるべく考えられるようなことを幾つか挙げさせていただきましたが、
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ここにないものを書いていただくことにつきましては、空いているところだけでは欄が限られるという

ことで、最後の問３６が自由記述欄になっていますので、そこに書いていただくことにいたしました。 

 そして、５－２は「あなたの食生活が変わった理由を教えてください」ということで、前の５－１の

回答に対しまして、多分こういう理由が並ぶだろうということで、入れさせていただきました。 

 これがコロナ関係のものになります。 

 皆さんに見ていただいて、いろいろ御意見をいただきまして、直して軌道修正したら皆さんにお返し

して、質問の仕方を少し直したほうがいいであるとか、私のほうの間違いであるとか、そういうところ

も皆さんに見ていただきました。 

 問１０、１１は朝食のことになります。朝食につきましては、国や都の調査を見ても、朝食の摂取率

が思わしくなく、その重要性が指摘されているので、質問を少し整理して、１つ多くなったと思います

けれども、１０と１１ということで入れています。 

 それから、２ページ目の１１－４ですけれども、「あなたのご家庭では、朝食で主食以外に何を食べ

ますか」ということで、肉類と魚類は一緒の欄でしたが、食品別と考えて、別にしたほうがふさわしい

のではないかという御意見がありましたので、肉類と魚類は分けました。これに関しましては、ほかに

小中学生用のほうにも、食品を選ぶところがあるのですけれども、全部、肉と魚に分けさせていただき

ました。 

 あと、問１６「１日に主食をどのぐらい食べていますか」です。この前から例を絵で示すとことばで

入れて、実際の絵を全然入れていなかったのですけれども、という問いなんですが、前のときも絵を入

れていましたので、前回と同じ絵を入れさせていただきました。 

 それから、次が問１８です。３ページ目です。「牛乳またはヨーグルトの摂取量はどのぐらいですか」

というところで、「牛乳２００ミリリットル」と書いてあったんですけれども、分かりづらいのでグラ

ムのほうがということで、グラムに直しました。摂取量もグラムのほうがという御意見もあったんです

けれども、注釈で「ヨーグルト１個＝１００ｇ程度」という注釈をつけたので、選択肢のほうは前のま

まになっております。 

 次の問１９です。ここで、和食の定義が非常に難しくて、どういうふうに表すかというのはこちらと

してもすごく困っていたんですけれども、皆さんからの御意見で、農水省のホームページに和食の定義

みたいなものがありまして、それを入れたほうがいいのではないかということで、入れさせていただき

ました。右のほうに、「和食 主食はご飯、汁物はだしを活用し、みそやしょうゆ等の調味料を使った

もの、魚や大豆製品を用いた」ということで、実際には魚や大豆製品という表現はなかったんですけれ

ども、こちらで検討いたしました。和食って、主食が例えばハンバーグと味噌汁とご飯だったら、それ
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は既に和食という認識も結構あったりするので、できるだけ日本食という考え方からしたら難しいかも

しれないので、魚とか大豆という表現を入れたほうがいいのではないかということになりまして、今回、

このように入れさせていただきました。 

 それから、次は問２３です。中食をこの１週間の間にどのぐらい利用したかという丸をつけていただ

くものですけれども、これは朝昼晩が横軸で、１日目、２日目、３日目、４日目と書いてあるのが縦軸

だったのですが、逆のほうが見やすいのではないかという御意見がありまして、直してあります。 

 それから、中食を何回食べたかとただ聞くだけでは意味がないということで、中食を利用する理由も

入れさせていただきました。 

 次が２６番の食育についてです。ここには、前は食育基本法については書かれていなかったんですけ

れども、これは食育のアンケートなので、その法律が制定されたことを知っているかどうかを聞くのも

意味があるのではないかということがありまして、２６－１に「知っている」、「知らない」というこ

とを入れさせていただきました。 

 それから、食育の意味が２６－２。 

 それから、前に独立してあった食育の日、食育月間というのは、次のページですけれども、同じ２６

の問いの中に入れさせていただきました。 

 あとはほとんど全回と同じです。あと３６ですね、最後のところですけれども、「アンケートについ

てご意見・ご感想などがあればご自由にお書きください」の後に、市でこういうことをしてほしいとい

うことを選択肢で書いても、幅が広くなってしまうだろうということがありまして、ここのところに「ま

た市役所の食育に関する事業で実施してほしいものがありましたらお書きください」ということをこち

らから一言、付け加えさせていただきました。 

 この後が、Ａ４のものは小中学生対象のものと、保護者対象のものとあるんですけど、どちらのほう

といたしましても、選択肢で魚とか肉というものもあるんですが、市民アンケートと同じ分類にしまし

た。小中学生の６番です。「朝ごはんを食べるときの自分の気持ちに近いものはどれですか」というこ

とで、４番目「わからない」というのも１つ付け加えてあります。それから、「（又は何とも思わない）」

ということですけど、こういうのがついたほうが回答しやすいのではということで、これを付け加えさ

せていただいております。 

 それから、その裏の１２番の「牛乳を１日コップ１杯飲みますか」というところですが、「１杯    

以上」のほうがよいのではないかということで、変更しました。 

 それから、１３番です。「体の調子についてあてはまるもの全てに〇をつけて下さい」というところ

で、８番、今は「下痢気味である」となっているんですけど、以前は胃腸の調子が悪いみたいな表現だ
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ったんですが、「便秘気味」があるんだったら、そのほうが分かりやすいということで、表現を変えさ

せていただきました。これは、保護者のほうの１２番も同じように、訂正してあります。 

 それから、先ほどの市民アンケートのコロナ禍でのことを聞いているんですけれども、こちらも聞い

たほうがいいのではないかということだったのですが、スペース上、難しいので、例えば小学生の１１

番と１２番で、「給食のない日曜日、夏休みには」というところに、「コロナによる休校日」という形

で加えてみました。まだコロナによる休校日からそんなに長い時間がたっているわけではないので、子

供たちにしてみたら回答できるかなということで、今ある問題に言葉を付け加えて変更をしてみました。 

 そのほかについてはほとんど変更しておりません。 

 あとは、皆さんに見直しをしていただき、番号の間違いだったり、気になった表現とか、てにをはが

抜けているところがありましたので、そういう指摘があったところは一応直したつもりです。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、何か御意見はございますか。お願いします。 

○北脇委員 北脇です。前回お休みをしたので意見を出す場がなくて、今言っていいのか分からないの

ですが、どうしても気になったところがあるので、もしできるようでしたら修正を検討していただきた

く思いますので、発言させていただきます。 

 小中学生対象の食育に関するアンケート、この１枚物です。こちらの６番の④の「わからない（又は

何とも思わない）」の「又は」の漢字ですが、小学生何年生を対象にしているのか分からないですが、

まだ学校で習う漢字ではないので、振り仮名を振っていただくか、平仮名で書いていただくかで、御配

慮をお願いしたいと思います。 

 後ろのページに行きまして、１３番の⑧の「下痢気味である」のところですが、こちらの漢字もふだ

ん使う漢字ではないので、読めない可能性があるんです。なので、振り仮名ですかね、こちらは。御検

討いただければと思います。 

 あとですね、こちらのアンケートの大きいページのほうですが、今お話を聞きながら軽く見た程度な

ので全て目で追えていないんですが、気になったところがありまして、問２３番の中食について。こち

らは１から８までたくさん考えてくださって、いろんな選択肢があるんですが、今、家族の働き方の多

様化でこれに当てはまらない御家庭もあると思うんです。なので、９番「その他」で、内容を解くこと

ができなくても、９番に丸をされた方がいるという結果が分かるだけでも十分だと思うので、スペース

的な問題もありますので絶対ではないんですが、「その他」も付け加えたほうがいいんではないかと思

いました。 
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 その下の問２６です。「食育基本法が制定されたことについての質問。こちらの回答ですが、１番「知

っている」、２番「知らない」、で、３番目に「聞いたことがある」とか、「名前だけは知っている」

とか、私自身がもし回答者だったら、知ってるっていうほど丸はできないし、知らないでもないし、ど

うしようと悩みそうだなと思ったので、その点だけ思いましたので、発言させていただきました。 

 これらに関しては、今後の進め方や、あと余白の制限もあると思いますので、事務局の方で検討して

いただければ結構ですが、私の意見として述べさせていただきます。 

 以上です。 

○南会長 事務局、いかがでしょうか。 

 ２６については、私は、「知っている」、「知らない」というのは多分、「聞いたことがある」、「な

い」だと思うのですけど、２番で言葉や意味を知っているかという問いがあるので、１番目は単にその

言葉を知っているかという意味で、「知っている」、「知らない」だと思うのです。内容じゃなくて、

表面的な言葉を知っているかという感じですけれど、これだと内容も知っているととってしまいますね。 

○北脇委員 そうですね。人によって捉え方がちょっとと思ったので、知っているの度合いがどの程度

で「知っている」に丸をしていいのかなと、私自身はアンケートで悩みますので、そこで気になっただ

けなので……。 

○南会長 ２番目に内容を聞いているので、「聞いたことがある」とか「聞いたことがない」にしたほ

うがいいかもしれませんね。 

○近藤主査 そうですね。 

○松嶋副会長 松嶋です。確かに質問の内容が「平成１７年に」とかって、多岐にわたる細かいことが

書いてあって、知ってる、知らないと言って、食育基本法があることだけは知っているけれども、１７

年とかそういう細かいことは知らないとか、そのくらいのことで、もし悩むような余地があるとすれば、

「聞いたことがある」とか、そういう柔らかい回答があってもいいのかもしれないですね。 

○南会長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 この市民アンケートについては、これでまとめてということでよろしいですか。また何か気がついた

ことがありましたら、連絡をいただいてもまだ間に合いますので、お願いいたします。 

○南会長 業者にはいつ頼みますか。 

○矢島主事 業者には、仮に例えば８月末というのがあるんですけれども、もしそれを超えてというこ

とがあれば、一旦、８月末までには御連絡をいただければと。入稿日を延ばしますので。お願いいたし

ます。 

○南会長 その場合は、メールでこういう御意見がありましたというのを回していただいて、委員の方々
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に了承という形で承認していただいて、業者に委託という形をとればよろしいですか。 

○矢島主事 はい。 

○南会長 お願いします。 

○保谷委員 保谷です。アンケートの問５の１８、１９の「お酒の飲む量が増えた」、「減った」とい

うのがあるんですが、「お酒を」かなと。次のお菓子は「を」になっているので、そこの辺り変えたほ

うがいいかなと思いました。 

○南会長 ほかにいかがでしょうか。 

○横山委員 横山です。ただの数字の間違いなんですけれども、小中高生の方がいる御家庭のみお答え

くださいのＡ４のプリントの１６番。回答するところで、１１番が抜けていて、１２番が２つあるので。

アイスクリームが１２番。 

○南会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。では、後ほど見つかりましたら、事務のほうへ連絡をお願

いいたします。 

 それでは、市民アンケートについてはこれで終了させていただいて、続いて、食育進捗状況調査につ

いて、お願いいたします。 

○近藤主査 もう１つのＡ３の資料をご覧ください。「小金井市食育推進計画進捗状況報告（令和元年

分実施分）、前年度の実施分についてになります。本来でしたら、皆様に前もって送って見ていただき

たかったんですけれども、今年度は調査そのものも遅かったもので、今日、皆さんにお見せすることに

なってしまって申し訳ないです。 

 左側に書いてある部分が平成３０年度の利用実績、そのときの評価。そして、右側のほうは令和元年

度進捗状況というものが今回、各課に調査をかけて記入していただいたものになります。対前年度の進

捗状況の評価が記入されていますが、令和元年度に今までなかった新しい事業については、評価はなし

ということになります。 

 時間的に全部の説明は無理なので、私のほうで健康課の事業と、ヒアリングをした課のものを説明し

ていきたいと思います。 

 最初は「食育月間・食育の日の取組」になります。健康課の取組の前年度との違いは、食育行事とし

て歯科医師会主催の「歯と口の健康」というイベントで、食育のブースを出しておりまして、そこでパ

ネル展示だったり、クイズだったり、そういうものを行っております。 

 その中で、前年度と違う部分は、大人１人に対しまして１日に食べていただきたい野菜の量の実物展

示をしてみました。大体５種類ぐらいの野菜を生で切ったものと同じ野菜のゆでたものを食育ブースで
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見ていただきました。１日食べていただきたい量は３５０グラムですけれども、実際に国の調査等でも、

大体２８０グラム前後ぐらいしか取れていないのが実情です。生だと結構量はあるんですけれども、実

際に加熱した物を見ていただくと、なんだ、少ないなあという声も結構聞かれまして、加熱すると思っ

ているより多く食べられることが分かっていただけただけでも、よかったと思います。 

 来ていただいている方というのは、歯科医の先生方のほうでいろんな健診とかも行っているので、小

さいお子さんから高齢者の方まで様々ですけれども、うちのブースは特に高齢者の方は少なくて、御家

族連れが多かったです。お母さんだけじゃなくて、一緒に来てくださったお父さんなんかと見ていただ

きまして、数字で知るのと実際の量を見るのは違うので、それはよかったかなと思っています。 

 あとは、毎年恒例の食品を赤、黄、緑に分けるゲームや野菜の花当てクイズで楽しんでいただきまし

た。幼稚園、小学生のお子さんが多かったですけれども、中には赤ちゃん連れの御家族の方もいらっし

ゃいました。 

 それから、乳幼児食育メールというものを健康課では行っていて、それは一般の皆様が見るというも

んではなく、赤ちゃんのいる方が登録をして読んでいただくものです。今ここに数字はないのですが、

２９年度に乳幼児の食育メール配信業者が替わって、登録数がすごく減ったんです。令和元年度には９

７９件で、やっと前の水準に追いつくことができるようになりました。 

 それから、この食育月間・食育の日のイベントというのは、農水関係からの調査がありまして、公立

保育園だったり、市立の小中学校も多くの取組をやっているので、昨年の平成３０年から記入していた

だくようにしております。 

 それから、次に５ページです。５ページをご覧いただきまして、四角の上から３段目のところ、３の

２２の３というところで、農業祭での啓発活動というのがあります。その右のほうを見ていただきます

と、農業祭の次に農業絵画コンクール、食育カレンダーがありまして、前回の会議で皆さんに配付させ

ていただいたカレンダーがこの食育カレンダーになります。市民ボランティアの食育ホームページ委員

会が野菜の献立や献立の写真などを提供して、協力しております。 

 次のページ、６ページになります。一番上です。ごみ対策課の循環型社会体験（エコベジタブル）教

室の推進。私も全然知らなかったので、ごみ対策課のほうにどういうものでしょうかということを。普

段、捨ててしまう野菜の部位を使った料理教室を行ったそうです。野菜を作った際に。前回までこの会

議の委員だった酒井さんが講師をやってくださったということです。 

 それから、そのすぐ下の夏休み生ごみ投入リサイクル事業。こちらは、学校に生ごみ処理機がありま

して、給食を作るときに出る生ごみをそこに入れて堆肥化するために乾燥させるところまでやる機械な

んですけれども、その機械が夏休みは給食がないため空いているので、そこに近所の住民の方が投入を
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する事業です。 

 その前の年が８校で、その次が９校になっているのは、前年度、学校内の工事で敷地内立入禁止とな

っていたために、その工事が終わって復旧したので、元の９校になったそうです。全部で学校は１４校

あって、１４校というところは確認しなかったんですけれども、これは毎年、数が多少変わることもあ

るそうです。学校の敷地内の工事などで変わる場合は、立入禁止なので、またそれが終われば再開でき

ますが、実際にこの事業を受け持っているのはほとんど町内会の方、それからボランティアの方だそう

です。その方たちが高齢化などで継続できなくなることがあります。このように町内会では続けられな

いところもでてきているので事業全体が縮小傾向にありまして、なかなか全部の学校でやっていくのは

難しいということをごみ対策課から聞いています。１回やめてしまうと引き受ける人がいないので、組

織としては継続できないと聞いていますということでした。 

 それから、昨年、話題になりました、次のフードドライブです。こちらにつきましては、ごみ対策課

が社会福祉協議会の敷地内で現在は行っています。食品の賞味期限などのチェックもしながら、御家庭

で食べ切れない分の食品の受け取りを行っています。期限切れや期限の近いものについては、最初から

受け取らないということでした。受け取った食品は、そのまま社会福祉協議会に引き渡し、社会福祉協

議会から子ども食堂や生活困窮世帯に届けるとのことでした。 

 これは前年度の評価ですけれども、今年度は学生さんで困っている方にも届けることができましたと

いうことであります。 

 それから、次、７ページをご覧ください。６の２２の１にあるのは、先ほど、皆さんに検討していた

だいた市民アンケート調査です。これは５年に１回という形で、前年度は実施なしだったので、評価は

空欄にしてあります。 

 その後、食育ホームページの関係があるんですけれども、こちらは御存じの方もいらっしゃるかと思

いますが、食育ホームページの委員さんは全部ボランティアでやっておりまして、ホームページを御覧

になった方もいるかと思うんですけれども、前年度も、以前から掲載されている野菜の献立に新しくま

た献立を追加したり、写真を撮り直したりなど、結構丁寧にやってくださっています。それから、前か

ら御覧になっている方は気づかれていると思いますが、デザインなんかも見やすいデザインに変更して

くださっております。毎月、編集会議を行いながら、ホームページを更新しております。 

 それから、次が８ページ。上から３番目、環境学習というところで、私も知らなかったんですけれど

も、こちらは環境政策課で、ゆるベジ講座というものを行ったそうです。 

 この対象者は、年齢の区切りはなく、興味のある方に来ていただきましたということでした。年齢層

が幅広くて、小学生から大人までということでした。 
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 ゆるベジとは、野菜を食べなくちゃいけないということではなく、野菜って本当においしいねと思う

ような料理を作る講座ということで、中身は動物性の食品や砂糖は使わない献立をみんなで作って、食

べるんだそうです。 

 それから、同じページ、１５の２３の６です。下から２番目です。ここの下のほうに、地場野菜等の

販売促進というところですけれども、農協さんが学校給食に地場野菜を入れておりますが、ここには書

いておりませんが、令和元年度は給食に使用している野菜のうち、約２２％は小金井で取れたものだっ

たそうです。 

 次が１０ページ。１０ページからが健康課の資料になります。皆さんも御存じのとおり、今年の４月

ぐらいからコロナ患者が多くなって、健康課の行事も部屋にある程度の人数を入れて、さらに調理実習

とか試食などがあって、マスクを取って何かを口に入れるという行為になってしまう事業は、中止が相

次いでしまって、実施回数も減ってしまいました。両親学級もすごく人気の講座だったんですけれども、

実際にその時期は中止していて本当はお父さんたちに味噌汁を作ってもらったりするプログラムもあっ

たのですけれども、そういうプログラムは中止という形で、現在プログラムを全部練り直して、実施し

ている状態になっております。 

 コロナになるまで事業が実施できた時期には、結構予約がたくさん入るんですが、１０月以降になる

と、風邪がちょっとでもはやると、実際にはキャンセル待ちが出るぐらいだったのに、ふたを開けたら、

今日は熱があるからという電話を朝から相次いで受けたりして、来ていただけないことも結構ありまし

た。キャンセルがどのぐらい来るかということもあるんですけれども、なかなかそういうところは難し

いなと思いました。 

 それから、１３ページですね。１３ページの上、指導室。これは小学校、それからこの先も中学校の

部分があるんですけれども、小学校が今年度から新しい学習指導要領でとなり、中学校は来年から新し

くなるのですが、そういうことも絡んで、今後の課題のところに「計画を見直すよう指導する」とその

ように入れていただきました。 

 それから、最後のほうで１８ページからですけれども、公民館の新しい事業につきましては、先ほど

説明しましたとおり、新しい事業には評価は入れないようになっております。その年によっていろいろ

あるので、前の年と続き物ではないところは、新しい事業として記入していますということでした。 

 その後、２１ページ、配食サービスです。ここにつきましては、例えば一番上の精神障害者配食サー

ビスというのは、前の年よりも数的にはすごく減っているんですけれども、別にこれはコロナがどうの

ということではなくて、例えばこれを御利用なさっている方が入院したり、それから週３回の利用を２

回に減らしたり、利用者の都合でこの数は変わっていくので、別に何か市のほうで宣伝が足りないとか
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そういうことではないということを担当課のほうから説明を受けています。 

 それから、最後の社会福祉協議会につきましては、市役所の直営とは異なる事業ですけれども、食に

関する事業ということで昨年も入れさせていただいたので、今年度も私が担当者の方に人数等を聞かせ

ていただきました。利用者の方は一人暮らしなので会食をすごく楽しみにされているし、また、昼食会

では、どなたかがお話しに来られたり、落語を聞いたりという形で会食会を開いているそうです。交流

会はお茶とお菓子だけで、一人暮らし会食会はお食事をするんだそうです。去年は全部、計画どおりで

きたんですけれども、今年はこういう事態では、実施は厳しいですということを聞いております。 

 こちらの説明は以上です。 

○南会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまの報告、大変な量がありましたけれども、何かお気づきの点はございますか。 

○北脇委員 北脇です。今、見なきゃいけないところは、どういったところでしょうか。例えば令和元

年度の進捗状況の評価を見て、その評価が適正であるとか、こういったことの説明が分からないので教

えてくださいとか、今はどこをどう見ればいいのか、基本的なことで申し訳ないんですが、委員として

どういったところに目をつけたらいいのか、基本的なところを教えてください。 

○近藤主査 各課が行っている行事で、数字だけ見れば人数が多くなっているとかいう場合、それだけ

参加がよくなったので、評価をＡにしているものがあったりとか、去年よりも内容をよくしたので評価

をよくした。それから、さっきみたいに利用者の都合でというのはしようがないんですけれども、利用

者が減ったりしているのはＰＲが足りなかったんじゃないかとかいうことで、下げたりするものもある

んですが、評価の基準としては、１ページ目にある自己評価で、そこのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを基準に評価を

つけてあります。 

 あとは、効果があったと思われるところについては、まだ健康課はいいんですけど、ほかの課につい

て、これは食育にふさわしくないんじゃないかとか、そういう御意見もあったら、それはそれで、その

課にはお伝えするようにいたしますし、あとは内容。いろんな課から来るので、私も全部細かくはリサ

ーチできないんですけれども、何か分からないことがあったら、今、私がこの場でリサーチし切れなか

ったことは後で聞いて、質問された方にお返しすることはできるかと思います。 

 あとはその評価。時々出るのは、その評価はふさわしくないんじゃないかという評価をいただくこと

もありますが、皆様の御意見につきましては、それぞれの課には返したいと思います。ただ、ここで出

た意見が全て別に強制力があるわけではないので、絶対そうしてほしいという意見があったとしても、

課の都合とか予算とかもあると思うので、実行できないものもありますが、見て思ったことを言ってい

ただければいいのかなと思います。 
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○北脇委員 ありがとうございます。 

○南会長 前年と比較して人数が増えたり減ったりしていた場合の、その理由がきちんと書いてなけれ

ば、それについて質問をしていただけると、いいと思います。 

○北脇委員 いいですか。 

○南会長 はい。 

○北脇委員 北脇です。今回の評価と内容についてですけど、先ほどもおっしゃったように、コロナの

関係で参加率が減ってしまったりとか、開催できなかったりとか、定員を減らしてしまったりとか、と

ても大変な時期だと思うんです。なので、一概に参加者だけで評価はできないと思います。その中で、

参加者何人で評価幾つって書いてあるのが幾つかあるんですが、この評価の根拠が見ていてもよく分か

らないので、例えば６ページ目の４の２２で、エコベジタブルのところです。循環型社会体験。こちら

はたまたまお友達が出たのと、自分が過去２回ぐらい出ていたので、この事業を参加者として楽しませ

ていただいたんですが、とてもいい内容で、個人的にはＡ評価をしていもいいんじゃないかと思うぐら

い、とてもすばらしい会だと思います。それなのに、評価がＢでもったいないなと思って。何でＢなん

だろうと思ったときに、この中でＢの根拠が見当たらないというので……。 

○南会長 Ｂは最初のこの上に書いてあります。前年度と同様の内容だとＢ評価ですね。 

○北脇委員 ああ、新たに何かをするとＡになるということなんですね。 

○南会長 昨年度と違って、これも付け加えましたという……。 

○北脇委員 あっ、分かりました。じゃあ、前年同様でよかったというのは、残念ながらＢ評価という

ことなんですね。 

○南会長 そうですね。 

○北脇委員 これはＢということなんですね。すみません、失礼しました。それなら大丈夫です。 

 じゃあ、こちらの点は大丈夫で、先ほどのコロナの話ですが、いろんな事業があって、このコロナの

関係であと２年ぐらい続くだろうと世の中的に言われていると思うんですが、今後、コロナを見据えて、

じゃあ、事業をどういうふうに展開していこう、もしくは変化させていこうとか、そういったお話とか

って何か出ているんでしょうか。 

○近藤主査 今のところは特には出ていないです。ただ、今年度は、去年、既に予算、事業計画が組ま

れているので、私たちもそのとおりやるつもりではいたんですけれども、実際には２月の段階でああい

うふうになってしまって、でも、そこで変えることはできないので、４月になってから、例えば私のほ

うの離乳食教室は最初、４、５、６月は中止だったんです。７月につきましては定員を半分にして、試

食はなしになった。それから、時間を短縮という形で行いました。 
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 今も試行錯誤ということで、保育士さんに手遊びなんかもしていただいたんですけれども、７月の段

階ではそういう手遊びとかも、どうしても歌ってしまうとかって、マスクをしていてもなかなかそうは

いかないので、そういうプログラムはやめていて、８月にはお母さんたちが、お子さんが泣いたりとか

いろいろあるので、保育士さんには来ていただいたんですけれども、そういう形で少しずつ、こちらと

しても今までにないことなので、試行錯誤を繰り返しながらやっているのが実態です。 

 来年についてはまだ話し合っていないんですけども、この先は読めないんですが、それで勝手に事業

を削っていいのかという問題もあると思うので、今は試行錯誤を繰り返しながらという回答しかできな

いんですけれども。 

○北脇委員 分かりました。ありがとうございます。 

 で、北脇ですが、長く取ってしまってすみません。今、質問をしたのは、コロナにおいてこれから事

業の形態を変えなくてはいけないというのは、各課で必ずだと思うんです。各課の予算ですとか体制も

あると思うので、各課で対策をとられるんだと思うんですが、コロナ禍の中で今回、需要が増えたと感

じたのが、先ほどの同じページのフードドライブの件です。今、フードドライブは社会福祉協議会で、

月１回、１時間半だけの開始をされていて、私もたまたま近くを通ったときに拝見させていただいたん

ですが、何で市役所で受け取ってくれないんだろうとか、何でこの月のこの時間しかやってくれないん

だろうとか、疑問に思ったことがあったんです。 

 こちらのほうは生活困窮者とか子ども食堂に行くものなので、コロナで特に需要が増えてくるところ、

今後も増えてくるところだと思うんです。なので、できればこちらに対して、コロナだからこそもうち

ょっと手厚い何かをするとか、対策をとられる。で、常時、受け取りをする窓口を作るですとか、そう

いった次のことを考えていただけたらいかがなのかと思いまして、発言させていただきました。 

 すみません、長くなりましたが以上です。 

○南会長 それについてはいかがでしょうか。 

○健康課長 この進捗状況評価ですけど、本来、全ての出した数とかを連絡して、お互いに評価をして

からこちらにお出しするのが通常の流れなんですが、今回はまとまったばかりということで、各課でこ

ういう考えているんだとか、こういう現状なので今のところ、これぐらいしかできないというところま

で突っ込んだ評価をする前にお出ししちゃっているところがあるので、順番が前後しちゃうんですけれ

ども、これから各課で、食育推進会議の中で出た意見などもフィードバックをして、今後、事業展開に

役立てていただけるような評価を次の審議会のときにお知らせできるようにしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○南会長 ありがとうございました。 
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 ほかにございますか。よろしいですか。では、進捗状況報告書に関しては、今回はこれで終了とさせ

ていただきます。 

 次に、資料はないんですけど、令和元年度のは事務局で資料を   。 

○近藤主査 今後計画の策定をするにあたり、前にいらした方はご存じだと思うんですけど、私たち職

員だけではなくて、委託会社に協力をいただいて作るということになっています。今回は、国土リサー

チという会社が業務を受けてくださることになりました。もちろん国土リサーチさんには今までの資料

や会議録等に目を通していただくようにしておりますが、今後、必要に応じて社員の方がこの会議に出

席していただく場合もあるかと思うのですけれども、そのことにつきまして皆様の許可をいただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○南会長 では、次回からひょっとしたら、国土リサーチの方が出席をするという、その件については

了承いただけますか。 

 ありがとうございます。では、次回、参加することがあるということですので、よろしくお願いしま

す。 

 ほかに連絡などはありますでしょうか。 

○近藤主査 事務局からは以上になります。 

○南会長 ありがとうございます。 

 次回は何月というのは決まっていますか。 

○近藤主査 今、アンケートのほうの話を詰めていて、業者さんのほうには印刷に時間がかかるので、

それを渡します。今、私たちの中では、１０月ぐらいまでには発送をして、１か月ぐらいで回収はしよ

うかと思っています。その結果が出てくるのが、順調にいったとしても１２月、１月、そのぐらいにな

ってしまいますので、次回は早くても１２月以降で考えております。 

○南会長 ありがとうございます。では、そのような日程だということで、よろしくお願いします。 

 何かございますか。 

○北脇委員 北脇です。何度も申し訳ないです。こちらのほうも今日、全部目が通せていないので、宿

題にさせていただいて、８月末までに何かあればメールでということでよろしいでしょうか。 

○南会長 はい。お願いします。 

○北脇委員 ありがとうございます。 

○南会長 では、アンケート調査、食育推進状況報告書については、何かあったら８月いっぱいまでに

事務局へ連絡をお願いいたします。 

 それでは、皆さん、ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。 



－１６－ 

 では、議事に関しては終了しました。 

 その他について何かございますか。よろしいでしょうか。 

 では、以上をもちまして、令和２年度第２回小金井市食育推進会議を終了したいと思います。皆様、

お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


