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令和３年度第３回小金井市食育推進会議会議録 

 

日  時  令和３年10月26日（火）午後２時～午後３時15分 

場  所  保健センター１階 大会議室 

 出席委員  10人 

  会 長   南   道 子 委員 

  副会長   松 嶋 あおい 委員 

  委 員   廣 繁 理 美 委員  北 脇 理 恵 委員  保 谷  匠  委員 

  委 員   田 中 康 雅 委員  伊 熊 和 也 委員  萩 原 英 幸 委員 

  委 員   横 山 英吏子 委員  溝 江 朱 緒 委員   

 欠席委員   6人 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員  高 田 佳代子 委員 

  委 員   山 崎 澄 江 委員  井 上 正 子 委員 

委 員   桜 井  努  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 

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

傍 聴 者  ０人 
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（午後２時 開会） 

 

○近藤主任 定刻になりましたので、第３回食育推進会議をはじめたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○南会長 はじめに委員の出欠に関して事務局からお願いいたします。 

○近藤主任 本日の出席についてですが、10名の出席となっています。委員の半数以上が出席してお

りますので会議として成立いたします。次に配布資料の確認をいたします。令和３年度第３回食育推進

会議次第、小金井市食育推進会議委員名簿、指標の比較資料、前回会議録案、パブリックコメントの説

明資料、パブリックコメント実施資料、第４次小金井市食育推進計画案です。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。また、前回の書面開催分の会議録ですが、

訂正中のため後日まとまり次第、皆様に承認していただきたいと思います。事務局からは以上です。 

○南会長 ありがとうございました。それでは議事に入ります。はじめに、(１)第４次小金井市食育計

画策定(案)について事務局から説明をお願いいたします。 

○近藤主任 第４次小金井市食育推進計画案をご覧ください。今回コロナ禍ということもあり、アンケ

ート結果を見ても、食育についての関心が少し下がっているように感じますが、新しい生活様式に私た

ちが合わせているのと同様、いまの環境下で食育を推進していくため、今回の計画では今まで以上に努

力が必要だと考えます。そのため新規事業はほとんどない状況ですが、次につなげていくために、関係

機関との連携が重要となってきます。本会議にて検討する内容は前回の評価についてです。計画案の

28ページの第３次計画の点検をご覧ください。こちらは第３次の冊子内に指標として記載されてお

り、今回のアンケート結果が表示されています。次第と一緒に綴じてあります３枚目の資料、取組の指

標について、前回のアンケートが平成 28年、今回が令和２年とまとめている表からこのような評価に

なっております。例として、３番の「バランスのとれた食事をする」の評価について、前回平成 28年

の際には、小学生が 37.2％、中学生が 44.6％、一般市民が 52.1％でした。今回、小学生は 43.6％と大

きく増えていますが、中学生は 37.7％、一般市民は 49.3％と低下しております。こちらの評価につい

て、委員の皆様のご意見を反映していきたいと思います。次に計画案の 31ページでは、今回第４次で

の取組の指標を掲載しております。28ページで評価がＡだった場合は達成されたと評価しております

が、評価されなかったため、項目２、３、４、６、７については第３次計画の点検と同じ指標が入って

おります。１番の「食育という言葉や意味を知っている」につきましては、第２次計画まであったもの

となっており、前回は指標を達成したため今回は指標としては削除されました。しかし東京都や国も指

標としており、書面開催においても掲載した方が良いのではないかとのご意見もあったため、再度指標
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として掲げました。また、５番の「野菜は一日 350g摂取を目標とする」につきましては、書面開催で

も地産地消を含め、多くのご意見をいただきました。「バランスのとれた食事をする」についても、主

食・主菜・副菜の点から考えると、野菜を食べることが地産地消やバランスの良い食事にも関係してお

り、また、東京都の新しい食育計画の指標にもあることから、市民の皆様に知っていただけるのではな

いかと思い追加いたしました。５番の「野菜は一日 350g摂取を目標とする」のパーセンテージの数値

につきましては、東京都が示している 40％と同じ数値を入れ、１番の「食育という言葉や意味を知っ

ている」については、前回 70％だったため同様の数字を入れさせていただきました。指標のパーセン

テージの数値設定については日々ライフスタイルも変化していることから、100％に到達するのは難し

いと考えるため、委員の皆様のご意見を反映させたいと思っております。事務局からは以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ただいまの説明についてご意見ございましたらお願いいたします。

私から質問よろしいでしょうか。２番の「毎日きちんと朝食を食べる」の「きちんと」の文言は変更で

きますでしょうか。 

○近藤主任 前回、前々回と同じ項目名のため、文言は変えない方が良いと思っております。 

○南会長 例えばアンケートを取る際には「きちんと」が人によって異なるため、「きちんと」の意味

がわかるようなアンケートを取っていただくと、より具体的な数値がわかると思います。３番の「バラ

ンスのとれた食事」についても、本来であれば栄養摂取量が食事摂取基準のレベルでバランスがとれて

いると良いのですが、実際には難しいと思います。一般的に主食・主菜・副菜が揃っていると栄養バラ

ンスも整うと論文にもなっており、今後アンケートの項目は詳細かつ客観的な質問項目で作成していた

だくと良いと思います。 

○横山委員 ５番の「野菜は一日 350g摂取を目標とする」、１番の「食育という言葉や意味を知って

いる」以外の指標の数値は何を参照したのでしょうか。 

○近藤主任 前回計画の数値に準じて設定しております。新しく入れ込んだものについては、こちらで

指標を示してみたのですが、東京都や国と比べると多少厳しい部分はあるのではないかと考えておりま

す。 

○横山委員 小金井市が厳しい数字に設定したということでしょうか。 

○近藤主任 家族と一緒に食事をするの家族の意味が、全員揃って食事をすることを指しているのか、

家族の誰か一人とでも食事をしていれば良いのかによって回答の意味合いが変わってくると思います。

毎日きちんと朝食を食べるについても、前回と同様に数値を伸ばすのが難しく、本来であれば家族と一

緒に食事をして欲しい期待も込めて 100％に設定したいと思いますが、現在のライフスタイルからみて
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も難しいと考えます。時代に合わせて指標を少し下げ、次期計画の指標が達した際にはその指標の数値

を上げるといった方法もあります。 

○南会長 他にご意見ございませんか。 

○近藤主任 例えば、以前に地場野菜の指標が 80％だったため、今回も利用する市民 80％の指標に設

定をしているのですが、実際に私が市報で調べた際、以前と比較しここ５年ほどで販売所や農地面積自

体も減少している実態があります。以前、農協の桜井委員が地場野菜販売の周知が足りないとお話をさ

れていましたが、実際、畑が減少すると生産量も上がらないため、買いたくても買えない状況があるこ

とも反映していけたらと思います。 

○南会長 第３次計画の点検で評価について、達成しているとＡ評価なのですが、達成しているものが

ない状態です。残りのＢとＣの評価ですが、このことについてはいかがでしょうか。 

○廣繁委員 評価について、何故その評価を行ったのかの理由を明記して市民の方にお伝えするのでし

ょうか。それともここにＣやＢを記載するだけになりますでしょうか。 

○近藤主任 文書そのもので出すような形になります。説明書きのようなものを付けることは考えてお

りません。 

○廣繁委員 例えば一つの指標に対して複数の現状値が示されているものがありますが、一方の現状値

は上がっていて、もう片方の現状値は落ちている場合には、どのような考え方をしてＢ判定やＣ判定に

なったかを説明することが必要だと思います。 

○近藤主任 評価については前回アンケートと今回アンケートを比べることがわかりやすい方法だと思

います。その中で三つの回答があり、二つが下がって一つが上がった場合、どこを評価するかについて

は会議の中での話し合いの結果で決まったと説明ができればと思います。 

○南会長 ありがとうございます。他にございますか。 

○松嶋委員 食品ロスの軽減について、「小・中学生の活動している」の割合が高くなっているのです

が、何か学校で推奨していることや行事で取り組んでいること、他にも食品ロスの言葉が周知されてき

たからなどにもよって指標が異なると思います。一方、一般市民の数値が下がっている理由の分析がな

いと、この数字が何故こうなっているのかがわからないと思います。評価方法として、例えば指標を

100％に掲げている項目については、アンケートの結果が 90％であれば改善傾向が見られることも含め

Ａ評価とするのか、もしくは前回の指標より１％でも下がったらＢになるのかなど様々な評価方法があ

ると思います。数字に振り回されるよりも今後は原因を究明し、改善していく評価に変えていけたらと

思います。 
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○近藤主任 小学生については、自宅で食事をする際「残すことはあるか」といった質問のため、分類

としてこのように分類をいたしました。一般市民の食品ロスについて、一つは普通の質問になっており

ますが、もう一つの質問については「あなたは食育についてどのようなことを行っていますか」といっ

た聞き方のため、前回の質問と同様の聞き方を行ったことに対し、答えられているものをお示しいたし

ました。理由として、前回と比較しなければ指標の評価を行いにくいと考えたからです。食品ロス軽減

のための活動は、自分で行っているものが活動なのか、ボランティアのように皆で行うものが活動なの

か、個人の考え方によって判断が難しかったと思います。次回アンケート調査を行う際は、より直接的

に指標につながる質問にすることを考えております。 

○南会長 ありがとうございました。 

○田中委員 この箇所の評価についてそれぞれ対策していくために、小学生、中学生の数値が上がった

り下がったり、その中間をとると評価として非常に不確定になると考えております。このことから、小

学校４年生はＢ、中学生はＣと学年ごとに分割することによって具体的に対策が立てやすいと思いま

す。必要であればその後に、総合的にもう一ランク全体の評価を付けてもいいと思います。 

○南会長 ありがとうございました。他にございますか。 

○健康課長 28ページ第３次計画の点検について、本日配布された指標の比較の資料に差し替わる認

識でよろしいでしょうか。 

○近藤主任 第３次計画の点検に関して、現在評価は入っておりますが、以前に作成した平成 28年に

行ったアンケート調査結果と今回のアンケート調査結果との比較を入れ、委員の皆様に確認と検討を行

っていただきたく、以前のデータを付けさせていただきました。 

○健康課長 評価等も細分化しすることによって施策等を導き出しやすいと考えます。本日の議論をベ

ースに 28ページの記述を厚くし加筆していければと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○北脇委員 前々回の会議の際、自由記述の中で「何のためにこのアンケートをやっているのかがわか

らない」といった声が多数あり、私たちも質問等をしつつ理解しながら前に進んだと思います。先ほ

ど、事務局から質問の仕方が良くなかったと説明があったように、アンケートを受けた人が何のために

アンケートをしたのかわからない、質問する側もどのようにまとめるのかを考えてアンケートをとって

いなかったとのことでした。後から見て、答える方も結果を見た方も何と何が結びついているかがわか

らないため、例えば食品ロスの軽減についての評価は、この質問がこれにつながっていますといった記

載をすることによって、この質問に対しての回答率が向上したことやパーセンテージの上がり下がりが
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わかりやすいと思います。私たちの気持ちと答えた方の気持ちがこの中に組み込まれる形になるため、

どなたかがいつ見てもわかりやすい評価の方法をご検討いただきたいと思います。以上です。 

○南会長 ありがとうございました 

○健康課長 アンケート結果は別冊で作成されているのであれば、「詳細はアンケート結果も別冊で作

成していますので、そちらもご参照ください。」と誘導する方法もあります。 

○南会長 締め切りが迫っているかと思いますが、今のことを行える時間はありますでしょうか。 

○近藤主任 後ほど改めてお話しさせていただきますが、パブリックコメントの日程との絡みがあるた

め、時間がなく、委員の皆様が良ければ、南会長に一任してもよろしいでしょうか。 

○南会長 なるべく市民の方が読んでアンケート結果が結びつくよう形にし、下部に説明文をいれる、

もしくは「詳細はこちらをご覧ください」といったように誘導できるような文章を追加いたします。28

ページの評価はこれでよろしいでしょうか。 

○横山委員 「家族と一緒に食事をする」について、小学４年生、中学１年生ともに、指標が 100％と

なっており、小学４年生、中学１年生とまとめた形で現状値が記載されております。別々にアンケート

をとっているため、別にできるのであれば、課題があるのはどちらなのかが見えると思いました。 

○南会長 ありがとうございます。先ほど発言があったように、100％にするといつまでも達成は難し

いため、Ａにしづらいかと思います。指標目標を下げると、９割にするのか８割にするのかも問題とな

り、本来であれば理想は 100％であるため難しい問題です。 

○北脇委員 先ほど、委員の方からお話があったように、年代別に分けるのは、今後多様性の時代の中

で必要だと思っております。また、子どもによっては部活動や塾、習い事等で帰宅時間が異なります。

それこそ若者からお年寄りまで一緒に横に並べることがさらに難しくなるため、小学生・中学生・一般

市民と３段階の評価で最終的に細かい評価があり、その後、総合的に判断しＢやＣと評価する形でも良

いかと思います。 

○南会長 ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

○廣繁委員 先ほど、課長からご指摘がありましたが、別紙と 28ページでは評価が異なっておりま

す。例えば、「バランスのとれた食事をする」について、28ページですとＢ評価になっており、別紙

ではＣ評価となっています。食品ロスの軽減も 28ページではＣですが、別紙ですとＢになっておりま

すので、28ページを見て評価することでよろしいでしょうか。 

○近藤主任 委員の皆様から、小学生・中学生・一般市民に評価を分けた方が良いとのご意見があり、

はじめに出した評価は総合したものになっております。３番の「家族と一緒に食事をする」について小

学生はすごく伸びており、中学生と一般市民は落ちているため、こちらではＢだが、こちらはＣになっ
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ているといった形で分け、上がった箇所を素直にＢとし、異なる箇所はＣにしても良いと考えておりま

す。 

○南会長 そのような方向でお願いします。再び評価し直したものを後日、新しい指標としてこうなり

ましたとお示しする形でよろしいでしょうか。 

○近藤主任 小学生・中学生・一般市民で分類し、一般市民だけであれば一般市民だけ、小・中学生は

小学生と中学生で分類いたします。 

○南会長 ありがとうございます。評価については終了し、続いて 31ページの取組の指標ですが、こ

の点についてご意見ございますか。この東京都の「野菜は一日 350ｇ」といった表現ついては、一般市

民の方にどういった調査をするのかが非常に不明瞭ですが、お皿の数でしょうか。 

○廣繁委員 東京都食育推進計画では、「健康を意識したバランスの良い食生活の実践」という項目が

あり、その中の指標の一つとして「一日あたりの野菜摂取量が 350g以上の成人の割合」が示されてい

ます。現状 32.2％のため、40％を目指す指標となっています。もとは国民健康・栄養調査データの都

民版を使用しています。 

○南会長 都民版とは、国民調査の中の都民が回答したものでしょうか。 

○廣繁委員 はい。 

○南会長 若い人だと、国民調査では最近では 263人ほどしかいないのですが、この数値から、さらに

東京都で回答した人だけといったことになりますでしょうか。 

○廣繁委員 東京都で実施した分のデータを評価に使っていると伺っております。 

○南会長 ありがとうございます。それを小金井市では可能でしょうか。 

○近藤主任 栄養調査は、実際には行っていないので実測は難しいのですが、他の地区を見ると、一日

350gを成人の目標にしていることの認知度や他にも皿数、小金井市でも付け合わせでどのくらいとい

ったことをアンケートで聞いたと思います。一食に二皿以上、一日五皿とすれば一日の目標をクリアで

きるため、この箇所の認知度を次のアンケートでは聞いても良いのではないかと考えております。実

際、認知するだけではなく実践しなければいけないため、この点に関して、次回以降で委員の皆様と一

緒に考えて行きたいと思います。 

○南会長 食の部分に関しては、正確な数値を把握するのがアンケート調査では難しいと思います。そ

のため、五皿との表現も良いのですが、より具体的に、お皿の大きさを示しても良いと思います。お皿

だけにフォーカスすると様々なお皿の大きさがあるため、何センチのお皿を一皿としますといったよう

にアンケートをとっていただくと、具体的な数字に近づくかと思います。 
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○北脇委員 青森県のホームページでは 350gがどのくらいかが掲載されており、生野菜であれば両手

で三杯分、茹でたものであれば片手で三杯分など、どちらにしてもわかりにくい表記となっておりま

す。 

○松嶋委員 目標値として目安を載せると実際に食べている量が想像しやすいと思います。現在は行わ

れていないのですが、キッズカーニバルの食育にて、ザル一杯に 350g分の野菜を乗せて展示をしてい

ますが、３割ぐらいの方は「このぐらいは食べている」とお答えするご家庭が多く、感覚としてみた分

量があれば想像しやすいかと思います。 

○南会長 他にご意見ございますか。 

○横山委員 ６番の「食生活に地産地消を取り入れる」について、63％から 51％と大きく減ったこと

に疑問を抱いておりましたが、畑の減少により庭先販売所が 10件も無くなったことを知り、疑問が解

消されました。 

○近藤主任 畑に関しまして、市報に庭先販売所の件数も載っていたためお話させていただきました。 

○萩原委員 現在、庭先販売所を新たに制作しております。現状として相続などで畑が減っている部分

は多いのですが、空き農地も現在問題となっており、その空き農地を我々が借りて耕作をしようといっ

た動きや取組をはじめております。水準が戻るのにはまだ数年かかりますが、このことがうまくいけ

ば、地産地消のバランスもとれていくと思います。 

○南会長 ありがとうございます。 

○松嶋委員 ６番の「食生活に地産地消を取り入れる」は 80％以上だったと思いますが、現在給食の

20％ほどが地場野菜だと認識しており、そのことについては反映されておりますでしょうか。 

○近藤主任 反映しておらず、理由といたしまして、給食については管轄課があり、ここで数字を出し

てしまうのはどうなのかといったことがあります。おそらくこの箇所に数字を出した場合、萩原委員も

申し上げたように、使う方の思惑だけではどうにもならない部分があり、本来は数字を出した方がわか

りやすいとは思いますが、小金井市として絶対こうしますといったことが言えないため、反映しなくて

も良いと考えております。 

○松原委員 これは市民が地場野菜を使っている意識の問題が大きいため、私は地場野菜を推進する立

場ですが、例えば「ムーちゃん広場」といった直売所に行っても、小金井産の野菜だけではなく、国分

寺市の野菜や近隣市の野菜が最近は多いと感じており、どこまでを地場野菜と呼ぶのか疑問を感じてお

ります。 

○近藤主任 ここで指している地場野菜は小金井産の野菜です。 
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○松嶋委員 食育ホームページでも小金井市で採れる野菜を推進しておりますが、徐々に地場野菜自体

を手に入れることが難しくなる中で、本当に身近なものを食べてもらいたいと思っております。しか

し、最終的に国産を食べているのか外国産を食べているのかまでいくのではないかと思っています。食

糧自給率の問題を考えると、小金井産に限らず、近隣市産くらいまでは許容していかなければ、小金井

市の畑や野菜の収穫量は減少しているため、今後、このような指標も少しずつ考え直していくのか、小

金井産にこだわって進めていく指標なのかを検討する必要があると思います。 

○南会長 ご意見ありがとうございます。指標のパーセンテージについて、５と６については新たに設

け、２、３、４は東京都に準拠している意味で東京都と同じパーセンテージでよろしいでしょうか。 

○近藤主任 ５のみ新規で、６は以前と同じです。１番の「食育という言葉や意味を知っている」につ

いてですが、第２次計画から第３次計画になる際に入れたのが指標 70％でしたので、今回は 51.7％を

踏まえ前回のまま入れさせていただいております。東京都のアンケートの結果として食育を知っている

人の割合は 68.7％と設問の内容が少し違うところもありますが、この点に関して差はあるので、前回

の指標が適当かと思い 70％と設定いたしました。委員の皆様いかがでしょうか。 

○北脇委員 １番の「食育という言葉や意味を知っている」に関して、項目に再度復活させて欲しいと

意見を書いた一人です。食育というものはすべてのことに係わるため、次回これで達成しても削ってほ

しくないと思っております。そもそも指標の場所にずっとあり続けるのか、大項目のような形で載せる

のか、どこの位置づけにするのかといった問題があると考えております。もしこの指標の中に入れてい

くのであれば、今後削除されることなく、達成したとしてもそのままあり続けるポジションとして

100％に書きかえていただきたいと思います。もう一点、６番の「食生活に地産地消を取り入れる」に

ついて、消費者の立場からすると、地場野菜がスーパーやコンビニで販売していることが消費者として

は買いやすくなったことも実際に肌で感じております。現状として畑や直売店も減少しておりますが、

消費者とつなぐ努力を農家さんがされてきたことが見えているため、一概にイコールにはならないと思

っております。これから指標の 80％の検討もされると思いますが一つの意見としてお伝えいたしま

す。以上です。 

○南会長 １番の「食育という言葉や意味を知っている」からですが、今回は 70％でよろしいでしょ

うか。続いて２番目、「毎日きちんと朝食を食べる市民」について、今回のアンケート結果では約

75％ですが、希望として 100％であって欲しいことから 100％でよろしいでしょうか。続いて「家族と

一緒に食事をする」の指標については、小学４年生、中学１年生、中学２年生共に 100％、この数値も

このままでよろしいでしょうか。中学生になると習い事や塾があるため、特に中学２年生が指標達成す
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るのは難しいと思います。東京都と同様に低学年であればもう少し高い数字になるのではないかと思い

ますが、このアンケートの対象学年は今後も変わらないのでしょうか。 

○近藤主任 以前は中学２年生と中学３年生でしたが、受験等もあり中学３年生には負担が大きいこと

から今後も中学１年生と中学２年生に調査をすることを考えています。 

○南会長 ありがとうございます。これも望ましいことから指標の数値は 100％でよろしいでしょう

か。続いて４番の「バランスのとれた食事をする」ですが、小学４年生、中学１年生、中学２年生共に

50％以上、改善意欲のある市民が 60％以上になっております。本来成長期の子どもはもっと高くなけ

ればならないのですが 60％でよろしいでしょうか。続いて５番の「野菜は一日 350g摂取を目標とす

る」が 40％以上と、この箇所は自分が達成しているのか判断するのが難しいとは思いますが、先ほど

議論にありましたとおり具体的な量を示して回答してもらうと良いと思います。国民健康栄養調査では

どのような内容のアンケートが行われておりましたでしょうか。 

○廣繁委員 国民健康・栄養調査の調査方法は、秤量記録です。調査員が家庭に訪問して調査方法を説

明し、調査に当たった人にはどのくらいよそったか、例えばレタス何ｇトマト何ｇと口にした食品をす

べて計量し記録していただいて、調査員がその内容を確認するようになっております。 

○南会長 現状、国民栄養調査では４割に達していないのでしょうか。 

○廣繁委員 達しておりません。 

○南会長 この点を踏まえ、小金井市民の指標は少し高くてもよろしいでしょうか。 

○松嶋委員 例えば野菜ジュースやコンビニのサラダ、食べ物にも一日分の半分の野菜が取れるサラダ

に 350gの表記がされるようになったことから、野菜一日 350gが認知されるようになってきたと感じて

おります。意識を上げていきたいと考えるのであれば小金井市産の地場野菜を推進していることにも付

随し、指標を 40％以上より上げていただいた方が良いと思います。 

○南会長 50％でよろしいでしょうか。アンケート調査では具体的な量を示しながら行っていただきた

いと思います。続いて６番目「食生活に地産地消を取り入れる」が、地場野菜を食材に利用する市民が

80％以上のところ、現状 51.7％と比べ指標が少し高めではありますが、今後販売所も増え、地場野菜

が手に入れやすくなることを考慮し 80％以上にしたいと思います。 

○松嶋委員 農地イベントや農業、地場野菜に興味のある方が増えてきていることから、少し目標を高

めに設定していただきたいと思います。 

○南会長 今の内容を含め 80％でお願いします。続いて「食品ロスの軽減」ですが、食品ロス軽減の

ために活動している市民 80％以上、現状は５割程ですが、以前から食品ロス問題は、社会的問題にな

っていることから意識が高くなる人が増えるのではと思います。 
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○松嶋委員 活動ではなく行動といった言葉にするのはいかがでしょうか。 

○南会長 ありがとうございます。行動といった言葉に変更し 80％以上にいたします。他の部分につ

いて訂正やご意見はございませんか。訂正に関して、事務局でお願いいたします。訂正ができ次第、パ

ブリックコメントの資料としたいと思います。次に議事２番目、今後のスケジュール、パブリックコメ

ントについて。事務局から説明お願いいたします。 

○近藤主任 本日計画案についてご意見を伺いましたが、計画を決める際、パブリックコメントとして

ご意見の募集を行います。実際に市民の方にパブリックコメント用資料を配布するのは来月 11月８日

の月曜日から 12月８日の水曜日までを募集期間としています。もう一枚の説明資料については、実際

の計画案の説明とし、また食育推進会議がどういった団体なのか、付属の説明の資料を付けたものが記

載されており計画の目的等の概要となっております。裏面には、委員の皆様を記載し「このメンバーで

このような作業をしています」といったことを簡単に記載し、これまでの会議録、会議の資料について

はホームページにて公開しております。このパブリックコメントを一か月間行った後に、パブリックコ

メントで出た提案や修正をまとめ、次の会議でお示しいたします。時間が限られておりますのでまとま

り次第、会議の前に一度委員の皆様にお出しし、会議の際に出た意見をまとめたものを答申として市長

に提出する予定です。スケジュールがタイトになってしまいますが、次回の４回目の会議は１月 20日

から 31日までの間に行い、会議内容としてパブリックコメントを反映した資料を検討していただく予

定です。今ここにいらっしゃる皆様と内容について審議を行ってきたこともあり、答申までを終わらせ

て、計画案を完成させたいと考えております。 

○南会長 ありがとうございます。そのような段取りで進めさせていただきます。本日は以上で議事が

終了になりますが、その他にございますか。 

○松嶋委員 パブリックコメントですが、SNS等でパブリックコメントを募集していることを拡散して

もよろしいでしょうか。 

○健康課長 議会の報告を 11月１日にする予定ですので、その辺りから拡散をはじめていただければ

と思います。 

○松嶋委員 パブリックコメントの際、ツイッター等で拡散されていると思いますが、それをシェアす

る形でお出ししてもよろしいでしょうか。 

○近藤主任 ツイッターよりは、ホームページに一式の書類が記載しておりますので、ホームページの

URLなどを貼り付けていただけたらと思います。 

○松嶋委員 ホームページの URLを、フェイスブック等に載せさせていただきたいと思います。 
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○近藤主任 ここからは、皆様がそれぞれ所属している団体で、食に関係するイベント等の告知があれ

ば教えていただければと思います。 

○田中委員 本来６月に、「小金井市民の歯と口の健康」ということでイベントを行っておりました

が、去年からコロナ禍もあり、現在では宮地楽器ホールの１階の入口に子どもたちの塗り絵や川柳など

のポスターを展示しております。また、子どもの口腔機能発達不全症といった新しい病名も出てきてお

り、口腔機能を上げる目的としての取組を強化しております。コロナ禍もあり、あまり大きい行事はで

きませんが、口腔がん検診とペアで今年も 12月５日に開催いたします。よろしくお願いします。 

○近藤主任 産業商工祭りについて今年は行われますでしょうか。 

○萩原委員 産業祭は開催いたしますが、農業部門については中止です。交流会館では子どもたちに描

いていただいた野菜の絵画コンクールのみ開催いたします。 

○近藤主任 コロナ禍でない時は、イベントの案内などをしていただいておりましたが、委員の皆様が

お揃いだったため告知していただきました。参加や見学をしていただければと思います。 

○南会長 他に何かございますか。よろしいでしょうか。以上を持ちまして、令和３年度の第３回小金

井市食育推進会議を終了したいと思います。皆様お疲れ様でした。 

○一同 お疲れ様でした。 

―― 了 ―― 


