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令和３年度第２回小金井市食育推進会議会議録(書面開催) 

 

日  時  令和３年８月２４日（火） 

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   山 崎 澄 江 委員  保 谷  匠  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 

  委 員   井 上 正 子 委員  横 山 英吏子 委員 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員   

欠席委員 中 谷 行 男 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 

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

 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和３年度第２回小金井市食育推進会議については 

書面審議で開催することとし、委員に対して資料をメール等で送付し、１６名中１５名の意見表明があ

った。過半数を超える意見表明があったことから本書面会議は成立する。 
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① 国民健康・栄養調査と小金井市比較資料 

委員名 ご意見 

横山委員 

アンケート結果より、小金井市民は、食生活改善への意識、食塩摂取量の状況（でき

ているので改善しないの割合が 37％と多い）、運動習慣への改善など、健康に対して

の意識は高い（特に年齢が上がり 50 代以降になると、できているので改善の必要は

ないと回答している人が多い）。 

この意識の高さは、どこから来ているものなのか気になる。外食や中食の利用が少な

いためなのか？ 

野菜の摂取状況や噛む・飲み込むが問題なくできることについての現状をみると、国

の平均より問題があることが分かる。小金井市民は、健康に対する意識と現状との乖

離があるのではないかと考える。 

溝江委員 
国と小金井市を比較をして、健康に留意し、食と前向きに考えている方が多い市だと

思いました。 

高田委員 

今後のアンケートの調査対象を 10～40(又は 50)代とする。今回の結果から、上の世

代は概ね一定水準を満たし【改善の必要がない】との回答多数から、今後は若い世代

(現役世代)に的を絞ることも検討してはどうか。 

山﨑委員 

国民健康・栄養調査と小金井市アンケート調査比較の資料から、野菜を多く摂ってい

る人の割合がきわめて少ないことがわかりました。 

健康な食生活にはたくさんの種類の野菜をバランス良く食べることが大切です。 

小金井市の取り組みの１つに地産地消の推進がありますが、新鮮で作り手のわかる安

心な野菜がより安価に手に入れば、市民は食生活にもっと野菜を取り入れやすくなる

と思います。 

コロナ渦の中、農業祭などの大きなイベントは制限されてしまうと思いますが、地場

野菜を広めるための情報発信(庭先直売所マップなど)、食育ホームページ(野菜レシ

ピの紹介など)等、今後もさらに充実させていただきたいと思います。 

南委員 

食に関しては、改善する必要がないと回答しているのは年配者ではないかと思います

が、国との回答年齢の調整などをすると小金井市の状況がより見えてくるかと思いま

す。 

松嶋委員 国民健康・栄養調査と小金井市の比較について結果だけでなく、評価や原因分析、今
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後の課題についてのコメントがあるとよいと感じました。 

田中委員 

小金井市においては食習慣を改善したい人の割合が増えており、この機会を逃すこと

なく食育の重要性を啓蒙しさらなる改善につなげられると良い。そのうえで今後はソ

ーシャルメディアの活用が有益だということが確認できた。 

またコロナ禍では外食の回数が減っており、この機会に再度食を見つめ直せると望ま

しい。 

「噛む」、「飲み込む」問題に関しては小金井歯科医師会としてもオーラルフレイルの

予防に力を入れており、口腔機能の低下を避け、口腔機能の健康増進ひいては全身の

健康を維持するためにも、かかりつけ歯科医院での若い頃からの継続的な定期健診が

望まれる。またその基盤となる小児期までの口腔機能の発達が欠かせず、ここに食育

の問題が大きくかかわる。噛ミング 30（カミングサンマル）は一口 30回以上かむこ

とを目標にしているが、特にゆっくりよく噛むことは大切でこれは食材の調理方法に

大きく左右されることの認識を広めたい。伝統的な和食は一般的に噛むことに優れて

いることが多く推奨したい。同時に前歯を使うことが少なくなっており、食材の大き

さも注意喚起したい。 

また、牛乳の有用性は間違いないが飲みながら食べる習慣にならないことが大切で給

食には十分な注意、改善が必要と思われる。 

萩原委員 

10 代～40 代の食習慣と運動習慣の改善意識は高いように思いますが、そこに野菜の

摂取量が比例していないのがとても残念です。 

地元農家、JAよりもっとアピールが大切だと思いました。 

行政、JAと共に農業体験や食育の場をもっと増やし食の大切さ、農家と JAの取り組

みを理解して頂きたいと思います。 

学校給食に対しては農家マップ(生産者の顔写真付)等作成し、近所の農家や小金井市

で作られている野菜をもっと知って貰いたいと思います。 

北脇委員 

全国と比較をして、小金井市民は、食習慣の改善、塩分摂取意識改善の意識が高く、

持ち帰り弁当、総菜などの利用は低い。TVや本で食生活情報を得る傾向にもある。総

合的に判断すると、日頃の食への意識は高く感じられる。しかし、野菜の摂取率がど

の年代も全国平均より下回る。この一見、矛盾と思われるような結果になっている。 

この結果より、小金井野菜、農家の直売野菜、食育に対し野菜の位置づけの重要性に
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もう少し力を入れて行く必要性があるとして受け止め、今後に活かして頂きたい。 
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②国、都、小金井市との計画目標比較 

委員名 ご意見 

横山委員 

・小金井市は目標値が記入されていない。決められているものについては、指標を記

入して欲しい。 

・朝食を欠食する市民が国よりも多いことに驚いた。添付資料①でも感じたが、小金

井市民は健康的な生活をしていると思っているが、朝食欠食状況を見ると、国平均よ

りもできていない？ 

・学校給食における地場産物活用について、月平均の回数を出すことは可能だと思う

ので、国と数値の比較が可能なら、そのように示した方が分かりやすい。 

・栄養バランスに配慮した食生活を実践している（主食・主菜・副菜）がそろった食

事を 3度している市民が多いことが分かった。これから添付資料①で、健康的な生活

を送っていると回答した理由が窺える。 

・生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけ

た食生活を実践する国民を増やすについては、小金井市は低い％であった。小金井市

民は、添付資料①では健康に対して意識が高いことがわかるが、塩分を控えること、

適性体重を維持することについては、4割も意識していない現状であった。 

・ゆっくりよく噛んで食べる割合が低いことについても驚いた。よく噛んで食べるに

高い割合の他市町村はどのような啓蒙や活動をしているのか知りたい。 

・食育推進に関わるボランティアや農林漁業体験を経験した国民については、東京と

いう地域性もあり難しさを感じたが、小金井市は野菜栽培や果樹栽培もおこなわれて

いるので、市内農業体験ができる機会が増えると良いと思う。 

・食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やすについての数値も低い

ので、小金井のごみ問題も合わせて取り組めると良い。 

・小金井市の伝統的な料理（郷土料理）について、知らないので知りたい。小平⇒か

てうどんのようなものはあるのか？ 

溝江委員 

この資料により、国の目標がしっかり理解でき、食育の大切さを改めて再確認した所

もありました。遠回りに見えますが、こんな時期だからこそ、免疫力を高める為にも、

もう少し、国として、明確に食育に取り組んでいくべきなのではないかと思いました。 

高田委員 若い世代が参加したいと思える企画の底上げ。農業体験は若い女性の関心も高いと感
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じます。非日常体験が出来る企画を打ち出す、企画を時勢をくんだものに刷新してい

く、流動性が必要だと思われます。 

桜井委員 

（１）食育に関心を持っている国民を増やす 

→小金井市において「食育」の意味を知っているが 92.5％と非常に高いのは喜ばしい

事ではあるが、まだまだ実際に浸透しているとは思えないので、青壮年部（後継者団

体）による小学校への「出前授業」や、直接、圃場での活動等を、より一層充実させ

ていく事が重要と考えます。 

（５）学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす 

→前回の会議でも発言させて頂いたが、平成２９年度より学校給食納入業者となり、

年々使用料、使用率共に増えている状況です。非常にありがたい状況ではありますが、

課題が多々あるのが現状です。 

野菜のサイズ等における規格については、近隣市の規格を聞き取りしてみても、小金

井市については非常に厳しい（通常サイズよりとても大きいサイズ）ものとなってお

ります。今後も農家と栄養士の話し合い等、橋渡しの場を設け、お互い無理のない形

を築ければと思っております。いずれにしても、ＪＡとして地域住民に小金井産の良

さをＰＲしていかなければならないと感じております。 

南委員 

食文化や農業体験、食育ボランティアなど活動を伴うような取り組みでの消極性が見

られたので、それら食育をどのように市として取り組んでいくかが課題です。市立の

小中学校の食育の取り組みが地域の住民や保護者と行うなど学校行事に参加という

形でなど、食育活動場所がえられれば、無理なく食育ができると思いました。 

松嶋委員 

計画取り組み比較について国と市の比較単位が違いわかりにくい。例えば（７）の数

値について、塩分を控えたい、適正体重について国との比較で市民はかなり少ないよ

うに見えますが、正確な比較ができているか疑問です。塩分を控えているのでこれ以

上控えないという人数しか拾っていないので・・・ 

保谷委員 

（10）農林漁業体験（14-1）伝統料理や作法の継承（15）食品の安全性についての知

識のパーセンテージが大きく低いので、小金井市としてはそこに力を入れるべき。 

特に（10）農林漁業体験以外はやりづらく、重点的にやるべきだと思う。 

北脇委員 
P6（12）ゴミ緊急事態宣言を出している小金井市としてはこちらにも積極的に取り組

んでいただきたい。 
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例えば、簡易包装の食材を選ぶようにしているか、農家直売所をどの程度利用してい

るか、地場野菜を選ぶことにより、配送の負担を減らし CO2削減に貢献など 
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③保護者と小中学生比較資料 

委員名 ご意見 

横山委員 

・国との比較があれば見たい。 

・朝食の供食割合の低さと小・中・高と割合が上がっている。なぜなのか？朝食を食

べる時間が、登校時間と関係があるのか？睡眠時間と関係があるのか？親の仕事との

関係があるのか？ 

・中学生の朝食欠食率が小学生の頃に比べて上がっている。同じ家庭で育っているが

この差はどうして起きるのか気になる。 

・保護者の解答と小中学生の解答に違いがあるので、保護者は子供のことを見とれて

いるとは限らないことが分かった。子供への調査の必要性がある。 

・牛乳を飲む頻度については、学校給食がなくなった高校生の方が、中学生よりも必

ず飲むと答えているのは、良いことだと思う。 

・学校がない日に牛乳を飲むかどうかは、家庭の冷蔵庫の中に牛乳が常備してあるか

どうかにも関係してくるのではないかと思う。又、飲まないという回答が、3 割以上

もあることが気になる。 

・体調について、ふだんの体の調子についてあてはまるもので、小・中学生は「目が

覚めてもすぐに起きられない」が 46％もおり、疲れやすいの解答も全体の 1／3 と高

い割合である。食生活だけではなく、生活習慣の乱れや、運動不足なども考えられる

のではないか。 

高田委員 クッキングは YouTube(動画)の活用に移行し、一方で体験は実地での活動を継続する。 

松嶋委員 総括や課題などのコメントがあるとよいと感じました。 

北脇委員 

P9 牛乳を飲む頻度 

なぜ牛乳なのでしょう？牛乳は子どもの 3大食物アレルギー（卵・小麦・乳）の 1つ

になっています。こちらのアンケートを回答することにより、食物アレルギーの子ど

もは、自分は食べられない「いけない子」として受け止めてしまう可能性があります。

牛乳でなくても、卵でも、味噌汁でも他の物でもいいはずです。しかし、他の食材に

置き換えて聞いて欲しいと言う事でなく、宗教や食の多様性もある現代においてこの

質問自体が古い考えだと思いますし、食物アレルギーが増え苦しんでいる子どもの気

持ちを傷つける可能性がある質問だと思います。次回より、削除検討して頂きたいで
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す。 
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④指標比較資料 

委員名 ご意見 

伊熊委員 

「１毎日きちんと朝食を食べる」について、H28に比べて R2は現状値が減少傾向であ

る。また、20歳代及び 30歳代の若い世代は、朝食欠食の割合が依然として高く、加

えて、次世代に食育をつなぐ大切な担い手でもあるため、引き続き、特に若い世代の

朝食を減らすことを目標としたい。 

「2 家族と一緒に食事をする」について、朝食の現状値が減少傾向である。家族が食

卓を囲んで食事しながらコミュニケーションを図ることは、食の楽しさを実感するこ

とだけでなく、食や生活に関する基礎を学ぶ機会となる。引き続き、取り組みを推進

していくことが重要であると考える。また、指標が「朝・夕いずれかでも。」に対して

現状値は朝食と夕食で値が分かれているため、統一するのはどうか。 

「3 バランスのとれた食事をする」について、小学生が改善傾向にあるが、指標には

とどいていない。 

また、中学生と一般市民の現状値が減少傾向である。心身の健康を確保しながら、健

全な食生活を実践するためには、一人一人が栄養バランスに配慮した食事を習慣的に

とることが必要であるため、改善意欲のある市民を引き続き増やしていくことを目標

としたい。 

「４食生活に地産地消を取り入れる」について、H28に比べて R2は現状値が減少傾向

である。多くの市民が農業の役割を理解し、自らの課題としてその将来を考え、それ

ぞれの立場から主体的に支えあう行動を引き出していくことが重要である。 

「５食品ロスの軽減」について、小中学生は指標を満たしている。一方、一般市民は

52.1％と減少傾向である。この 52.1％は「食品ロスを少なくするような食事づくりを

している」に対する回答のため、食事作りをしていない回答者は Yesの回答ができな

い。食品ロスを少なくするための活動をしているとするのはどうか。 

井上委員 

「食育」とは栄養バランスの取れた食事を家族・友人とコミュニケーションをとりな

がら楽しく食事をするという事ですが、一人暮らしの人が共食できる機会がもっと増

えれば良いと思います、また小金井市産の野菜がスーパーや庭先販売などで手軽に安

く買えるように、そして現在小金井市産の野菜を購入している人は 51.7％ですが、簡

単に調理できる料理教室などが有ればと思います、主食・主菜・副菜などの食事を生
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涯にわたって摂り、心身の健康を確保していくことが大切でいろんな方法でもっと PR

していければと考えます。 

食品ロスについても大きな課題だとは思いますが、自分自身ではその削減の必要性に

ついても理解できますが、どう取り組んだら良いのか分かりません、削減のために何

らかの行動をしている人を増やす、そのために食品ロスが国際的にも大きな問題であ

ること、その現状等をアピールしていくことが必要だと考えます。小金井市でロスを

少なくするような食事作りをしているのは 52.1％で国と比べてもかなり低いようで

す。 

横山委員 

１．朝食について。とても残念な結果だと思う。 

保育園や幼稚園、学校教育で働きかけることで、子どもがいる家庭には効果があると

思う。大人だけの世帯に、どのように啓蒙していくか…。全ての人に伝えることの難

しさを感じた。 

２．コロナ禍ということもあり、家族と一緒に食事をする機会は増えたのではないか

と想像していたが、朝食の％が下がっていることに驚いた。 

３．改善意欲をもつには、自分自身の食生活について客観的に見つめる必要があると

思う。現在は、客観的に見つめることができていないと思う。 

４．地産地消の割合が下がっているのはなぜなのか？ H28 年度は、特別な活動をさ

れていたのか？ 

５．食品ロスの軽減について、小・中学生では達成されている。家庭科や社会の授業

で学習効果が反映されているのではないかと思われるが、どうなのか？逆に、一般市

民は％が下がっている。食品ロスについて知る機会があるのか？ないのであれば、発

信が必要ではないか。 

高田委員 食育コーディネーター設置は継続が必要か。 

松嶋委員 総括や課題などのコメントがあるとよいと感じました。 

北脇委員 

〇食育の項目を追加していただきたい 

第 4回食育市民アンケート調査、ｐ17～20 問 27，28 より食育全般の関心が減って

しまっている為、検討していただきたい。 
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⑤小金井市食育推進計画策定に係る施策実施状況について 

委員名 ご意見 

横山委員 

様々な課と連携を行い、コロナ禍の中でもできることを実施されていることが良く分

かった。 

エコクッキングに関する YouTubeの配信など、新しい取組みをされていたことが分か

った。どのくらいの方が視聴したのか知りたい。また、せっかくたくさんのいい取組

があるので、それを市民の方にわかりやすく知らせるよりよい方法があるといいと思

う。（市報だけではない、現代的な方法も）さらに、双方向性のある取組、フィードバ

ックがある取組ができると、市民の意識改善や行動変容に繋がると思った。 

溝江委員 

残念ながら中止されている事も多く見受けられましたが、工夫されて、どうにか止ま

らずに動いていている所もあり、皆さまのご努力いかばかりか…。本当に頭が下がり

ます。 

南委員 
前回よりも減少傾向のある項目に関しては、特に重点項目として取り組む必要がある

と感じています。 

松嶋委員 
コロナ禍であり、これまでと比較するのが難しいと思いますが、課題については担当

課を超えて今後、解決できる問題もあるのではないかと思いました。 

北脇委員 

〇5-22-7 フードドライブは、コロナ禍において重要度がさらに高まっていると聞い

ています。生活困窮者世帯などに、広く周知されるように広報に力を入れて頂きたい

です。 

また、フードドライブという言葉を聞きなれないとの声を聞きましたので、説明を入

れるなど、ご配慮いただければと思います。 

〇44-26-3 給食を通じた食育が 1 件が廃止になっています。子ども達にとって、給

食を通して学ぶ食育は、興味深く、楽しく関心を持てる絶好の機会になります。こち

らでの廃止は残念ですが、新たな事業の中で子ども達への学びの機会の創出をお願い

します。 

〇48-26-1食育指導（学童保育） 

仲間と一緒に楽しく食べ、第 4の食事であり補食である、おやつの役割を知る。を追

加していただきたい。 

残念ながら、学童保育のおやつは、保存料や添加物が多く入っている菓子が多く、補
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食という意味合いが低いのが現実です。 

食習慣ができるのは、こうした日々の食に対する向き合い方が大きく影響します。保

育園で理想的なおやつを食べていた子どもたちが小学生になり学童では、おやつでは

なくお菓子を食べこととなる残念な現状であり、この現状は大人の都合で作られてい

ます。 

学童でのおやつも食育の場ととらえ、おやつは第 4の食事（補食）であっていただき

たい。友達と共に幼い時から食育に触れる場として、おやつの質を考え、将来の生活

習慣に繋げることは必要なことです。 
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⑥令和３年度第１回小金井市食育推進会議録について 

委員名 ご意見 

横山委員 

・SDGsと食育を関連させた取り組みについて賛成です。新しく始めるというわけでは

なく、現在行っていることを関連させて考えていくことでもよいと思う。 

・小金井市の食育は経済課や健康課、環境政策課、ごみ対策課など様々な課が係わっ

ているということから、うまくつなげることが有効だと思う。ハッシュタグが有効な

のか、他の方法が有効なのかは、様々な年代の方々から情報を収集したほうがよいと

思う 

高田委員 

アレルギー食に関する対応は、直面される方々にとって大きな懸案事項なので、行政

として働きかけを行っていることを常に広く認知されている状況であることと、サポ

ート出来る体制は整えておく必要性が高いと考えます。 
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番外意見 

委員名 ご意見 

渋谷委員 

子ども食堂主催という立場から、アンケート結果を踏まえて、子ども達の食生活を子

ども食堂の方々と共有出来たら良いのではないかと思います。 

実態と理想の擦り合わせが出来たら。 

これは健康課だけではなく、子育て支援課や、社協等と連携していかないと出来ない

かもしれませんが、実際に、必要なところに、細かいところまで手も目も届いてない

ように感じます。 

今や、子ども食堂は貧困家庭の、というものではなく、核家族や 1人親家庭、または

高齢化の一人暮らしの方、全ての人のプラットホームになる大事なところです。 

そこが、1人 1人と直接、食で関われる場所でもあると考えます。 

今後の取り組みとして、子ども食堂を更に取り上げていただきたい。そしてそこで食

育が充実するよう働きかけていただきたく思います。 

南委員 

子供食堂という名の食を提供する場が食育の場になるのはとても賛成です。ボランテ

ィアの方に食の知識があると良いと思います。市からのサポートがあると良いです

ね。 

廣繁委員 

○小金井市の食育の更なる充実を図るため、新計画では、これまで行われてきた「小

金井市らしい食生活」の実践状況を評価し、新たな切り口で取組を推進していくこと

が必要かと思います。例えば、平成 20 年度から実施している市民調査のデータ（指

標）の推移等を市民の皆様にお示しし、成果を強調した上で、課題となる取組をしぼ

り、取組を具体的にお伝えしていくことはいかがでしょうか。さらに、市民、関係団

体、関係機関、市等食育に関わる人々が一体となって行動していくための具体的な仕

組みや方法を提案するとともに、こうした人々から積極的に発信できる体制を整えて

いくことも大切かと思いました。今後の食育が、アフターコロナや人々のライフスタ

イル、社会情勢を踏まえたものであることが重要と考えます。 

○調査結果を見ると、家庭での食育として 8割以上の市民が「食事はなるべく家で手

作りする」と答えていますが、「なるべく小金井産の農産物を使う」人は 2割に留まり

ました。さらに、小金井市内で採れた野菜を「よく買う」人は 3割、改善したいこと

として、「小金井市産の野菜を用いて作る」ことを挙げた人は 4 割いらっしゃいまし
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た。また、知識や情報を得る機会である市の食育のイベントには、5割以上の人が「参

加したことはない」と回答し、4 割以上の人が参加したい食育活動は「特にない」と

答えています。このため、市民の取組意欲を高めるため、新計画では、例えば小金井

の「野菜」に特化した様々な食育を、体系的に実施していくことはいかがでしょうか。

食文化継承の活動や農業体験など、市民の身近な活動を通じて食育を行うことで、よ

り効果が高まるのではないかと思いました。加えて、食育に関わる人々からも、様々

な取組のご提案をいただけると思います。市民の意識に働きかける食育が大切である

と考えます。 

 

 

 

 


