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令和３年度第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  令和３年５月25日（火）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  12人 

  会 長   南   道 子 委員 

  副会長   松 嶋 あおい 委員 

  委 員   中 谷 行 男 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   田 中 康 雅 委員  萩 原 英 幸 委員 

  委 員   溝 江 朱 緒 委員  伊 熊 和 也 委員 

  委 員   北 脇 理 恵 委員  桜 井  努  委員 

 

 欠席委員   ４人 

  委 員   櫻 井 綾 子 委員  横 山 英吏子 委員 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員  保 谷  匠  委員 

 

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

事務局職員 

健康課長事務取扱福祉保健部長        中 谷 行 男 

 健康課係長                 永 井   桂 

 健康課主任                 近 藤 仁 美 

 健康課主事                 矢 島 幸 子 

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

傍 聴 者  ０人 
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（午後２時 開会） 

 

○南会長 定刻になりましたので、本日はお忙しい中、また緊急事態宣言下の中にお集まりいただきあ

りがとうございます。令和３年度第１回小金井市食育推進会議をはじめさせていただきます。まず、事

務局から、委員の出欠席についてお願いいたします。 

○事務局１ 本日の委員の方々の出欠でございますが、社会福祉協議会の櫻井委員、公募委員の横山委

員と澁谷委員から欠席のご連絡をいただいております。現在、３名の委員がまだ到着していない状況で

すが、本日会長を除いた、12名出席予定のため審議会として成立することをご報告いたします。次に配

布資料の確認をいたします。本日、配布させていただいたものとしては、令和３年度第１回食育推進会

議次第、小金井市食育推進会議委員名簿、資料１小金井市食意識に関するアンケート調査《令和２年度 

自由記述集計結果》、資料２第４回食育市民アンケート調査報告書 市民アンケート調査集計結果につい

ての分析（案）、資料３小金井市第４回食育市民アンケート調査《経年比較結果概要》、４番目の資料

が第４回食育市民アンケート調査報告書、そして東京都食育推進計画（概要）です。こちらは東京都が

新しい食育計画となりましたので配布させていただきます。資料６が令和３年度第１回食育推進会議次

第と一緒に閉じてあります令和２年度食育コーディネータ記録です。資料７が食育推進計画策定事業概

要です。以上をお配りしておりますが、お手元に資料のない方いらっしゃいますでしょうか。過不足等

ございましたら事務局のほうにお願いいたします。また、閲覧用として第３次小金井市食育推進計画を

皆様の机の上に置いています。会議の途中で確認したいことなどがありましたらご利用ください。こち

らは閲覧用ですので、お帰りの際には机の上に置いたままで結構です。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。議事に入る前に、昨年度７月におこなわれた会議の議事録について

は、皆様の手元に送付され、修正されたものがすでに市のホームページに載っています。また、今年度

から食育推進委員に加わった方がいらっしゃいますので、事務局から紹介をお願いいたします。 

○事務局１ それでは、到着したばかりで恐縮ですが、前任東京むさし農業協同組合指導経済課課長の

須崎委員が異動されて、桜井委員が委員を引き受けてくださいました。任期は小金井市食育推進会議基

本条例第14条第５項に基づき、令和４年１月31日までになります。この任期は皆様と同じです。それで

は桜井委員一言ご挨拶をお願いいたします。 

○桜井委員 ＪＡ東京むさし小金井支店指導経済課の桜井と申します。初回にもかかわらず遅れてしま

い大変申し訳ございませんでした。須崎の異動に伴い、私のほうで指導経済課長を拝命するとともに、

こちらの委員に参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局１ 事務局の異動について、前任の石原健康課長が新型コロナウィルス感染症対策担当課長と
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なったため、健康課長が不在となり、２月より中谷福祉保健部長が健康課長兼務しております。一言お

願いします。 

○中谷部長 福祉保健部長の中谷と申します。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局１ 今までどおり、事務局席ではなく委員席に座らせていただきます。 

○南会長 令和２年度の第２回食育推進会議で承認された計画作成委託先のコクドリサーチから２名出

席されております。ご挨拶をお願いできますか。 

○コンサル 株式会社コクドリサーチの崎川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○コンサル 同じく、株式会社コクドリサーチの小船井と申します。よろしくお願いいたします。 

○南会長 ありがとうございました。それでは意見提案シートについて、事務局からお願いいたします。 

○事務局１ 意見提案シートのご提出はありませんでした。 

○南会長 ありがとうございました。次に令和３年度小金井市食育コーディネータ実績について、事務

局からお願いします。 

○事務局１ 令和２年度食育コーディネータ記録をご覧ください。コロナの影響もあり依頼が少なかっ

たという実績です。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ご意見などありますでしょうか。本日の議題、令和２年度市民アン

ケート調査結果について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局１ 皆様には、先日データでも結果を送らせていただいておりますが資料１から資料３とピン

クの冊子をご覧ください。前回の調査から４年経っており、実施した昨年はコロナ禍でしたが、４割近

い市民の方から回答をいただきました。また学校につきましては、小学校、中学校２校ずつから回答を

いただきました。市民アンケートについては今回複数回答が多いため、合計すると100％にならないもの

があることをご了承ください。データを皆様に送る際、会議当日、おひとり一言ずつご意見、感想など

をお願いしておりましたので、ご闊達なご意見ご感想をお願いいたします。それでは、本日お配りいた

しました名簿の順番に感想などをお願いしたいと思います。高田委員何かご意見やご感想お願いできま

すか。 

○高田委員 アンケートの回収率が37％は少し低いのではないかと思いました。そして、回答の中に参

加してみたい食育活動は特になしという回答が多かった気もして目を瞑れない結果だと感じました。ま

た、食育というワードの意味を知っているかについては、思ったよりも若い世代に認知されていること

が興味深く、今の風潮なのかなと感じて捉えました。食品ロスについても、若い世代に意識が高いよう

に思いました。以上です。 

○事務局１ ありがとうございます。それでは、溝江委員。 
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○溝江委員 今回のアンケートと前回のアンケートと比較しながら読ませていただきました。コロナ禍

によって、回答も前回アンケートとかなり違いがあり、面白い結果が出たなと思いました。コロナを加

味した質問からも、コロナ禍で生活環境が変わり、食生活への影響が見え、不安な気持ちや困っている

ことなどを汲み取ることができて、とても興味深いアンケートになったと思います。食育に関してのア

ンケートではありましたが、新型コロナウィルス感染症が流行する前後の生活形態の変化について見る

ことができるため、別の分野でも使用できる資料になったのではないかと思いました。また、これだけ

内容の濃いアンケートに協力してくださった市民の皆様にとって改めて食育について学ぶことや意識す

ることがあったと思います。自由記述集計結果では、励ましの言葉がとても嬉しく、今後の食育推進委

員会で活かせそうなアイディアもたくさんあり、価値のあるアンケートができたと思いました。以上で

す。 

○事務局１ ありがとうございます。それでは、山崎委員。 

○山崎委員 アンケート結果で注目したのは、コロナ禍の影響による食生活への変化です。アンケート

の回答を見ると、家族揃っての食事時間が増えた、家族団らんでの食事の回数が増えた、食事時間が規

則正しくなったとの回答が多くあり、食生活においては良い傾向だと思います。また、１番多かった外

食が減ったについては、家で食事を作る機会が増えたからでしょうか、問８の食生活で不安に思ってい

ることの設問で、安心安全の食品を購入できているのかが不安であるとの回答が多く見受けられ、食卓

に安心安全な食品をという意識が高まっていると感じました。野菜に関しても、鮮度に配慮していると

いう回答が最も多く、小金井市産の野菜をもっと広める良い機会ではと思いました。意見感想の自由記

述の中にも多くありましたが、小金井市産野菜の販売所の情報がもっと欲しい、販売所を増やして欲し

い、スーパーで小金井市産野菜コーナーをわかりやすく作って欲しいなどがあり、私も同じ意見です。

最後に市民の感想にもありましたが、このアンケート調査をすることにより、市民が食生活を見直すき

っかけになったこと、食育に興味を持ってくれたことが大変意義のあるアンケートになったと思いまし

た。以上です。 

○事務局１ ありがとうございました。それでは、南会長お願いします。 

○南会長 小中学生アンケートにて、自分の体について、目が覚めてもすぐに起きられない子どもが半

数ほどいる結果にこのままでいいのだろうか、また、疲れやすいとの回答が３割と驚く結果となりまし

た。睡眠時間が少ないことについても、５時間より少ない子が4.3％、５～６時間睡眠が１割と受験勉強

なのか、それともインターネットなどをおこなっているのかわかりませんが、この辺りの改善はとても

大事だと思っています。朝食を欠食する子が小学生で１割ぐらいと栄養が不足がちになりやすくなるた

め、改善していく面で学校を通して市から何か要請ができればと考えます。また、問８のあなた自身が
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今までの食生活で不安に思っていることは何ですかという設問にて、特にないとの回答が一番多いので

すが、42.9％の方はあまり食について考えたことがない方も含まれているのではと思いました。全般的

に見て、時間に余裕のある高齢者の食生活が良いなというのが特徴的で、若い人は健康というより、少

し不摂生でもあまり生活に支障がないせいか、主食・主菜・副菜を揃った食事をしている率や野菜の摂

取量などもあまり良い結果とは呼べない形だと思います。これらについては国がおこなっている国民健

康・栄養調査と小金井市を比較し、コクドリサーチからコメントいただきたいと思っております。以上

です。 

○事務局１ ありがとうございます。それでは、松嶋委員お願いします。 

○松嶋委員 先ほど、山崎委員もお話されていましたが、自由記載を見ていて、やはり小金井市産野菜

に対する情報の要望が非常に多く、農業体験や親子体験、今コロナ禍ではおこなわれていませんが料理

教室や地産地消の推進など様々な取組がおこなわれているのにもかかわらず周知ができていないと感じ

ます。新型コロナウィルス感染症が流行してから道草市という、農業を共有しながら体験、食事ができ

るイベントを開催したのですが、市報で募集したところ７分でいっぱいになりました。そういった要望

がすごく高いため周知や機会を増やしていければ、より一層小金井市産野菜に対する活性化につながる

と考えており、資源があるのにつながっていないのがもったいないと思いました。周知の方法は市報だ

けでなく、SNSで野菜を使った献立や小金井ファーマーズ・マーケット ムーちゃん広場の情報などでシ

ェアをしてはいますが、よりたくさんの方が小金井市産野菜の情報について目にするような機会を増や

していける取組をしていけたらいいなとアンケートを見て思いました。以上です。 

○事務局１ ありがとうございます。伊熊委員お願いします。 

○伊熊委員 私は第３次小金井市食育推進計画の取組の指標に、どれくらい近づいているのかという視

点で拝見させていただき、本校の教育目標の中でも第３次小金井市食育推進計画を参考にさせていただ

いております。毎日朝食を食べる児童を100％、バランスのとれた食事をする小学４年生を50％以上、地

場野菜を食材に利用する市民80％の数字を参考にさせてもらいましたが、朝食を食べる児童については、

今回のアンケート調査では96.9％になっており、前回のアンケート調査では91.6％でしたので、数値は

上がっており目標値の100％に徐々に近づいていることから、小金井市での食育推進の力が働いた結果だ

と思いました。また、バランスのとれた食事をする小学４年生では、給食は残さず食べますかの設問を

参考にしました結果、いつも残さず食べるが62.1％、大体残さず食べるが29.2％と、この数値もクリア

していると感じました。そして、地場野菜を食材に利用する市民では、普段からどのぐらい地場野菜を

使おうとしているかという設問を参考にし、野菜の購入についての設問では、いつも買う、週に１、２

回買う、月に１、２回買うを合わせて51.7％だったため、地場野菜の買い方がわからない、地場野菜ま
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で辿り着かないところが問題だと思い、より一層力を入れていく必要があると感じました。私からは以

上です。 

○事務局１ ありがとうございました。次は、北脇委員。 

○北脇委員 私は生活の多様化に係わる回答が多いことに注目しました。資料１の14ページ、15ページ

あたりに記載のある、家庭内一人ずつ状況が違うため選択肢が１つでは回答できないとの記述が何名か

見受けられました。とても当たり前であり、世の中は変化してきているので、前年度とは違う回答の仕

方が出てきたということを感じました。また、WEBで回答できるものにしてほしいとの意見がありました。

やはり家庭の環境も変わり、回答方式も変わり、これからの世の中にあった質問、もしくは回答の仕方

を積極的に市から提供することによって回答率を高める努力が必要だと感じました。比較については前

回調査の比較がありますが、ほかの市と比べて小金井市がどうなのかが、この回答からは見えてこない

ため近隣市や全国と比べたデータがあると、今後の小金井市の方針が固められていけるのではと思いま

した。先ほどからお話がある地場野菜については、今回のアンケートの趣旨がわからない、食生活につ

いて普段から考えないという回答が多数見受けられて、やはりそういった方は普段から考える機会が少

ないと思いますので、無人販売の野菜から意識していただくように仕向けることや、お野菜のコーナー

で食育のことを考えていただく、町全体、企業全体、個人全体でやっていく取組方法を整理してこの食

育推進委員の中でアピールしていく方法もあるのではと感じました。以上です。 

○事務局１ ありがとうございました。社協の櫻井委員がお休みのため田中委員。 

○田中委員 委員になりまだ日が浅いため経年的な変化はわかり辛いのですが、これだけのアンケート

を取っている以上は、それが十分結果として活かされなくてはいけないと責任を感じているところです。

アンケートを取る以上は、正解があるとは限りませんが、なぜこのアンケートが必要でどのようにして

いったら良いのかという、そういったフォローがわかりやすいところにある必要があると感じておりま

す。いずれにしても、食育を小金井市全体で、全国レベルで考えていく必要がありますが、まず小金井

市全体で考えるのであれば、啓もう活動や広報活動が一番難しいため、このアンケートを活かせるよう

にしていければと思っております。また、歯科医からの立場で言わせていただくと、地場野菜や食材を

使った料理は非常に有効ではありますが、噛むことの内容をもう少し盛り込ませて欲しいです。その野

菜その素材を使ってどういった調理をされ、どういった食べ方をするかその際に口の中の機能が非常に

関わっていきます。特にいまの子どもたちは虫歯よりも歯並びが問題視されておりまして、例えば前歯

で物を噛み切れない、何気ない時に口がポカンと開いている、マスクをしていると鼻呼吸し辛いという

要素も相まって我々も悩んでいる現状です。保護者の方から前歯で食べればいいのかといった質問を受

けることがありますが、食材が細かい調理や牛乳などと飲みながら食べるのが当たり前な食生活をして
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いると歯並びが悪くなる食べ方になってしまいます。その辺りを歯科医としても頑張って指導している

のですが、こういった食育の機会に食べさせ方などが歯の機能にも影響を及ぼすことを市民の皆様に啓

もうできたらと考えました。以上です。 

○事務局１ ありがとうございました。萩原委員。 

○萩原委員 私は野菜農家として、地場産の周知が足りていないことが非常によくわかりました。新型

コロナウィルス感染症が流行して、２回目の緊急事態宣言後から畑の体験や畑で直接買いに来てくれる

方の問い合わせが非常に多くなっているイメージはありましたが、スーパーやほかの経済センターなど

での販売に関しては周知が少し足りないと実感しました。道草市でも一緒に宣伝をしていたつもりでし

たが、まだまだ足りないことを今回の数字を見て肩を落とす部分が多かったです。給食の出荷にもだい

ぶ力を入れていましたが、もう少し地場野菜の大切さのアピールも必要だと思いました。様々な取組を

おこなってきたつもりではいましたが、どの辺の部分がどう足りないのかを改めて考えていかなければ

いけないと思います。自粛期間もありだいぶイベントが制限されていますが、経済センター、農協の方

と一緒にアピール活動も大々的にやりたいと思います。畑に遊びに来てくださる方が増えてはいました

が、全体としては増えていないイメージがあるため、小金井全体の農家として今後はアピール活動をし

ていきたいと思います。以上です。 

○事務局１ ありがとうございました。桜井委員お願いします。 

○桜井委員 先ほどからお話があるとおり、小金井市産の野菜の周知が低いことに農協としては非常に

残念で頑張らなければいけないと反省しています。特に問25-1あなたやあなたの家族が小金井市内で採

れた野菜を買うことがありますか、ほとんど買わないが約30％、週１、２回19.4％、月１、２回が26.6％、

50％を超えており、さらに、なるべく小金井産の農産物を買う、あまり当てはまらないが約50％、まっ

たく当てはまらないが31％と80％を超えているという点に、非常に残念であり、悔しい気持ちと、我々

の努力が足りないと思いました。ただ、給食について、萩原委員からもお伝えがありましたが、平成29

年度から農協が給食の納入事業者に登録をいたしまして、年々使用率は伸びています。すぐ近くに農家

がいて、その日の内に小金井市産の安心安全で新鮮な野菜を給食で食べられる子どもたちにとっては非

常に素晴らしく喜ばしい幸せなことだと思います。それと関係している設問で、小金井市内で作られた

野菜が給食に使われていることの認知度が83％と子どもたちには認知されており、それをお家に帰って

ご家族にも話し伝わっていると思います。そういった点をしっかり踏まえて、目標では30％とあります

が、現在の12、13％を少しでも高めることを目標に頑張っていきたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。以上です。 

○事務局１ ありがとうございます。次に、廣繁委員お願いします。 
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○廣繁委員 新型コロナウィルス感染症が流行るようになって、新しい生活様式を実践しなくてはなら

ないことが求められている現状です。そういった状況についても、今回のアンケートの中に盛り込まれ

ていて、人々の食生活を幅広く見ることができるのは良いと感じています。新しい計画を策定するにあ

たり、そういった状況なども踏まえて食育に関する新しい視点も盛り込む必要があると考えております。

先ほどお話にもありましたが、アンケート調査報告書の11ページに食生活の変化を尋ねた設問がありま

すが、外食が減少した、家族での共食や団らんが増えたと回答した市民は多く見受けられる一方で、一

人で食事をすることが増えたと回答した方も一定数おり、自分で料理をするようになった人もいれば、

インスタントやレトルト食品が増えたと回答している方もいます。コロナ禍という状況を経て、もう一

度市民一人一人が自分の食生活を見直していく必要があり、市民の食育の実践とそれを支えるような仕

組み作りが大切になってくると感じました。先ほど高田委員もお話されていました、食育活動に参加し

たいものがないことに関して良いものをやっていても伝わらなければ、せっかく取り組んでいるのにも

ったいないなと私も感じています。最近では、SDGsという言葉をよく耳にするようになり、国や都の食

育の計画にもその考え方として盛り込まれています。日本ではアクションプラン2021といったものを立

てているのですが、その中でも食育は大切だと示されており、さらに食品ロスのことについても様々な

言及がされておりますので、そういった広い分野で食育を捉えていくことが今後必要だと思いました。

食品ロスについても食べ残しが指標に上げられていましたが評価は中々難しいと思います。小金井市の

指標の中に４つのキーワードが入っていて、団らんや環境、触れ合い、野菜、そういったキーワードで

食育が進められていますが、このキーワードに沿って小金井市の食育が少しずつ着実に進んでいるので

はないかとアンケート結果を見て感じたところです。以上です。 

○事務局１ ありがとうございます。中谷部長お願いします。 

○中谷部長 今回のアンケートは新型コロナウィルス感染症関係について入れようという議論があり、

うまく反映できて良かったと思います。すぐにコロナが収束するのかと思うとそうではなくて、日常生

活に多大な影響を及ぼしていることが食育、食事の関係も話題によくあがっており、外食が減って家で

食べることが多くなった反面、誰と食べているのか、ただ家で食べていれば良いというわけでもなく、

何食べるのかといったことも、この計画のアンケートをもう１度よく読みながら、今後どういったこと

が課題になるのかを見つけていけたらという視点で見ていました。また、今まで若い人の話がずっと話

題に出ている印象でしたが、改めてアンケートを見た際に、高齢者の方で、できているので改善しない

といった回答が多く見受けられます。塩分の調整や規則正しい食生活はできているので改善しないも多

く、田中委員ともオーラルフレイルの話をする際に、食育という計画を作っているのであれば、中高年、

高齢者の方に対しての食育の意味ももう少し見ていき、このアンケートがしっかりと計画に結び付けら
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れていけるように頑張っていきたいと思いました。以上です。 

○南会長 ありがとうございました。私も農水の方とお話したことがありますが、国で様々な施策をお

こなうが国民に伝わらなく、毎回省内ではどうしたら国民に周知できるのかという議論しているとのこ

とです。聞いた話では有名女優を女性雑誌に登場させて誰かと対談させるなど、様々なことを考えてい

るということで、小金井市でもどうやって市民に伝えるかがポイントになると考えています。若い人は

インターネットとかでそういったことを検索するのにとても長けているため、それで引っ掛かるような

ものを、市から配信するのも一つの手段ではないかと思います。 

○中谷部長 外食を控えて家で食事を作ろうとしている自粛期間中のタイミングで発信をすればよかっ

たと思いましたが、行政がコロナ対策で奔走しており、実際には中々取り組めるような状況では全くな

いのですが、この状況に何ができるかを考えチャンスに変えていく発想を持たないといけないと思いま

した。農家や庭先販売を含めてどういった商業展開をするのか、そういった視点もこのコロナ禍だから

こそ、検討すべきタイミングではあるのかなと思っています。ただ、今すぐに何かやろうというビジョ

ンが見えているわけではないのですが、そういったことも頭の片隅に置かないといけないと感じました。 

○南会長 ありがとうございます。食育基本法という法律ができたのも、その辺りのことを改善してい

かないといけないと国が思っているのでできたのだと思います。このアンケートでは食育基本法や食育

を知っているかという問いに、あまり知られていないとの回答もあります。国が国民の食に危機感を覚

えて、何とかしなくてはいけないと思っていることを周知し、今の自分の食が本当に正しいのかを考え

てもらう人の率を上げることも大事だと思っています。 

○松嶋委員 情報発信の仕方ですが、小金井市の食育は前も言ったとおりに経済課や健康課、環境政策

課、ごみ対策課など様々な課が係わっています。この間エコクッキングのことを周知した際に、それを

もっと食育のホームページに載せてほしい、農業の方とつなげてほしいなどの意見がありました。様々

な課が係わっているため、それを一つの情報に集約すればここで見られるといったことを食育ホームペ

ージがやるのが一番いいではないかと思います。我々はボランティアでやっているので、そこまで中々

うまくいきませんが、小金井スタイルというキーワードで様々な課が発信していただければハッシュタ

グなどで情報が集約でき、農家の方や環境の方、たくさんの方が小金井スタイルという一つの言葉でつ

ながることができるのではないかと思いました。各課が結託してそれをおこなうのは難しいことだと思

いますが、情報発信の際にはそういった一つのキーワードでつながるのも一つの方法だと思いました。

以上です。 

○南会長 ありがとうございます。 

○北脇委員 いま、小金井スタイルで検索してみましたが、いまの世代には小金井スタイルの名前が浸
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透していないため、ハッシュタグ小金井食育とわかりやすく、全てに入れていただくことによってどこ

の課を跨いでいても一つに集約されると考えます。今後それが小金井スタイルにつながるように次の段

階で考えればいいのかなと思いますので、広報には全てハッシュタグ小金井食育と入れていただくこと

を事務局で検討していただければと思います。 

○松嶋委員 そのほうがわかりやすいと思いますが、小金井市でおこなっている取組を一つにまとめた

情報の発信の仕方があればいいと思っています。 

○南会長 ありがとうございます。ほかに何かご意見ございませんか。 

○北脇委員 資料１の自由記述に、このアンケートをプレッシャーに感じる方もいるようです。潜在的

にはいまの自分の食生活が良くないと認識しており、例えば外で買ってきたものをお家で食べるとか、

子育て中なのにあまりご飯作れていなくてレトルトに頼っているなど、食育アンケートをおこなう上で、

強迫観念を植え付けても食育のイメージが良くないため、具体的なことはいま思い浮かばないですが、

そういった方もいることも踏まえてうまく取り入れながら、食育のことは大事なことですので現状の食

生活が良くなくても今後について考えていけるような発信していけたら良いと思いました。以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ほかにございますか。ただいまのご意見や今回のアンケートを基に、

第４回食育計画を策定していきますが、国や都でも３月に計画の策定がされていますのでそれらと合わ

せて考えていきたいと思っています。最後に今後の計画策定の予定を事務局からお願いいたします。 

○事務局１ その前に、本日欠席の横山委員からご意見いただいておりますので、代読をさせていただ

きます。「見て思ったことです。問８今までの食生活で不安に思っていることで、一日分の栄養を満た

す献立がわからないことが、２番目に上げられていました。特に10代から40代に多いことがわかり、家

庭科での学習で学んだことや、学校給食、食育で毎日目にしてきたはずであるバランスの良い食事、献

立が生活に活きていないなと感じました。学校ともっと連携できればと感じています。次に問28-１①主

食、主菜、副菜の揃った食事を３度するは、年齢が低くなるに従いあまり当てはまらない、まったく当

てはまらないの割合が多くなり、10・20代では半数以上がバランスの悪い食事をしていることになりま

す。（３度と言うのは厳しいかも知れませんが）これからこの年代の方々が年を重ねていった際に、生

活習慣に起因する疾病に罹る割合は現在より増えるのではないかと心配です。それから保護者の方のア

ンケートです。問５のお子さんは普段家族と一緒に朝ご飯を食べていますかという設問の結果には驚き

ました。一人で食べることが多い小学生が17.1％、中学生が26.7％、高校生になると43.2％にもなりま

す。子どもの些細な変化に気付くことができるのでしょうか。食事の時間は、体の健康はもちろんです

が、心にも栄養をチャージする時間だと考えます。心身ともに健康に生活するためには、共食が大切で

す。考察を求められていたわけではありませんが、思ったことを書かせていただきました。」と横山委
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員からご意見をいただきました。 

○南会長 ありがとうございます。 

○事務局１ そして、東京都食育推進計画（概要）と書いてあるものは東京都の新しい計画内容となり

ます。そこに目標が何％などと書いていますが、これが令和３年度から令和７年度までの東京都の計画

です。今回配布はしておりませんが、国からも出ており、概要版が紙１枚だったため配布しておりませ

ん。内容としては、東京都と同じような内容となっており、食育に関心を持っている国民を増やす、朝

食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数を増やす、地域等で共食したいと思う人が共食する割合を

増やす、朝食を欠食する国民を減らすといった様々な項目があります。国全体の目標のため、個人的な

家族や学校ではなく、企業に対しての記載、食品ロスのために何らかの行動をしている国民を増やすな

ど、国民にこうして欲しいといった目標がパーセント表記で出ています。計画書自体はページ数が多く

て配れませんでしたがご興味ある方はインターネットで検索をしていただければと思います。概要版だ

とわかりづらいため計画書自体を見ていただくのが良いと思います。最後になりますが、今後の事業日

程についてのご案内です。本日令和３年５月25日は第１回の食育推進会議になります。この食育推進会

議は皆様ご存じのように、年４回が定例会としておこなわれております。昨年はコロナ禍もあり４回開

くことはできませんでした。ここからコクドリサーチの力もお借りして食育推進計画案を作成していき

ます。８月末ぐらいに第２回の食育推進会議、ここで毎年進捗状況調査として、各課でおこなわれてい

る食育に関する事業がどの程度進んでいるのか、今年度も調査にかけている内容の結果を審議したいと

思います。また、その結果が今後作成していく計画の中で継続していくものいかないものを各課に聞か

なければいけないため、その結果も会議の際に出していきたいと思っています。そして、計画案がおお

よそ立ったところで、委員の皆様のご意見をいただきたいため、第３回の食育推進会議を10月上旬ぐら

いまでに開催できたらと思っています。この審議会では計画を作るにあたりパブリックコメントを募集

するのですが、大体11月ぐらいと考えています。パブリックコメントの募集期間が約１か月は必要とな

りますので、11月下旬と書いてありますが、実際には募集が全て終わってからになるため、12月いっぱ

いに食育推進計画案と修正作業などをおこなっていきたいと思います。そして年明け、答申・第４回食

育推進会議、最後の会議を開きたいと思います。その後、食育推進計画の印刷をおこない、できたもの

を皆様に配布する流れを考えています。非常にタイトなスケジュールにはなりますが、いまの委員の中

に３期目の方がいらっしゃいまして、一応この委員は３期までということになっています。私も長い間

皆様にお世話になりながらここまで作り上げてきたため、現在のメンバーでこの計画作成を終わらせた

いと考え４回目最後の答申を１月末におこなう予定を作りました。 

○南会長 ありがとうございました。以上の説明についてご質問などはございますか。少し慌ただしい
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計画になるかもしれませんがよろしくお願いいたします。ほかに何かありますか。本日の次第はこれに

て終了になりますがよろしいですか。以上を持ちまして、令和３年度第１回の小金井市食育推進会議を

終了いたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。 

○一同 ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


