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審 議 経 過 

第１回 川西市食育推進会議 審議経過（要旨） 

日時：平成２２年 ９月 ８日   

午後１時３０分～３時３０分   

場所：川西市役所 ４階 庁議室  

 

 

出席者：１６名（欠席者：２名）  

 

［会議次第］  

１ 開会 

２ 辞令の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員紹介及び事務局紹介 

５ 会長、副会長の選出 

６ 協議事項 

（１） 会議公開について 

７ 説明事項 

（１） 市民アンケート調査の集計結果（中間とりまとめ）について 

（２） 川西市食育推進計画策定に関する、これまでの取り組み経過について 

（３） 計画策定に関する基本的な考え方について（計画のイメージ、スケジュール等） 

（４） その他 

８ 閉会 

 

 議事 
【１．開会】 

事務局 

 

それでは、定刻がまいりましたので、ただ今から、平成２２年度第１回目の「川西市食育推
進会議」を開催させていただきます。 
本日は、皆様方におかれましては、大変ご多忙のところ、また、残暑厳しい折、本推進会議

にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
私は、本推進会議の事務局を預からせていただいております川西市健康福祉部 健康づくり

室長の藪野でございます。会長が決まるまでの間、お手元の「会議次第」に沿いながら、進行
を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  
【２．辞令の交付】 
市長から１６名の委員に委嘱辞令を交付（２名欠席）。 

事務局 

 

次に、第１回食育推進会議の開催にあたりまして、大塩川西市長から皆様に、ご挨拶申し上
げます。 
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 【３．市長挨拶】 

市長 皆様、改めましてこんにちは。市長の大塩でございます。大変暑い日が続いている中ではご
ざいますが、皆様方には、本市の施策の推進につきまして何かとお世話になっており、厚く御
礼申し上げます。そしてまた、皆様方には公私にわたり、何かとお忙しい中にも関わらず、川
西市食育推進会議の委員就任を快く受けていただきまして、誠にありがとうございます。 
さて、近年の経済情勢につきましては、国際化が非常に問われるところであり、その結果、

わが国の食生活の環境も随分変わってきているように思います。その意味では、いろいろな食
品に触れることができ、口にすることができるわけですが、反面、好き嫌い・偏りの結果、肥
満の問題や食品の自給率の問題などがいろいろ出てきているところであり、日本の食文化の伝
統的なものについて危機感があるとも言われています。この状況につきまして、国では食とい
うものを大きな問題として捉え、国民が将来にわたって健全な心身を培い、人間としての豊か
さを守っていくために、食育は欠かせないということで、総合的かつ計画的に食育を推進して
いこうという思いで、平成１７年７月に食育を国民運動とする「食育基本法」が施行され、こ
の法律に基づいて平成１８年３月には、「食育推進基本計画」が策定されたところでございま
す。この食育基本法では、市町村に、食育の推進に関する施策についての推進計画の策定を努
力義務として課されています。本市におきましては、平成２０年度からの第４次総合計画の後
期基本計画の中に、食育推進計画の策定を掲げています。そしてまた、川西市保健医療計画に
も策定を明記しています。 
そこで、計画の策定に向けまして、平成２０年５月に、全庁的な取り組みとしまして、食育

に関連する９つの部署の課長級の職員からなる横断的な庁内連絡会を設置し、調査研究を重ね
ているところでございます。また、今年の３月には、計画の基礎資料とするための市民アンケ
ートを実施し、準備を進めてきたところでございます。本推進会議は、川西市食育推進計画の
策定はもとより、その後の食育推進に関する重要な事項を評価し、審議をいただくために設置
させていただくものでございます。食育に関する各分野の専門家の皆様、地域でいろいろと活
動をしていただいている方や食育を推進していただいている団体の皆様方、そして関心をお持
ちのグループの皆様方などにも参画をいただいておりまして、さまざまな立場、視点から活発
なご意見・ご協議を賜りまして、その結果、優れた計画になるよう大いに期待をしているとこ
ろでございます。委員の皆様方には、大変暑い中、そしてお忙しい時にご無理を申しますが、
ご協力を賜れば大変嬉しく思うところでございます。食育推進会議の設立にあたりまして、挨
拶とさせていただきたいと思います。ご苦労をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願
いいたします。 

事務局 どうもありがとうございました。 
大塩市長におきましては、他の公務のため、ここで退席させていただきたく存じますので、

よろしくお願いいたします。 
  

【４．委員紹介及び事務局紹介】 

事務局 それでは次に、会議次第４の「委員紹介及び事務局紹介」に入ります。 
お手元の資料２の「委員名簿」をご覧ください。 
最初に、各委員の皆様からこの名簿順に沿いながら、所属されている団体名なども含めまし

て、一言で結構でございますので、自己紹介をお願いしたいと存じます。それでは、徳永委員
から、順番にお願いいたします。 
（委員、自己紹介） 
ありがとうございました。本会議は１８名の委員さんで進めてまいることになりますので、

大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
次に、事務局を務めます職員を紹介させていただきます。（事務局職員の紹介） 
なお、今後、推進計画の内容についてご協議いただく際には、庁内の関係職員が出席する場

合も出てこようかと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 
  

【５．会長、副会長の選出】 

事務局 次に、会議次第５の本推進会議の「会長、副会長の選出について」にまいります。 
「川西市食育推進会議 規則」の第４条第１項で、「推進会議に会長及び副会長を置く。」と

規定され、第２項で、「会長は、委員の互選によって定める。」こととなっております。 
会長の選出にあたりましては、いろいろ方法もあろうかと存じますが、何分、本日が初めて

の顔合わせであり、互選と申しましてもなかなか難しいのではないかと存じますが、この件に
ついていかが取り計らいましょうか。 
（「事務局に腹案がありましたら、紹介してください」との発言あり。） 
ただ今、事務局の方からというご意見をいただきましたので、もしよろしければ、事務局か

らご提案させていただくということで、委員の皆様よろしいでしょうか。 
（「異議なし」との声あり。） 



 

 

 3 

 それでは、本推進会議の会長には、大阪青山大学教授の藤原政嘉委員をご提案申し上げたい
と存じますが、いかがでしょうか。 
（「異議なし」の声あり。） 
ありがとうございます。ただ今、委員の皆様からご承認賜りましたので、会長には藤原委員

にご就任いただくことに決まりました。それでは藤原会長、恐れ入りますが、会長席の方に移
動をお願いいたします。なお、会長の職務でございますが、会議規則により、会長は、会務を
総理し、推進会議を代表していただきます。そして、推進会議を招集するとともに、会議の議
長を務めていただくことになります。それでは、藤原会長、早速で恐縮でございますが、会長
就任にあたりまして一言ご挨拶を頂戴したいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

会長 改めまして、藤原でございます。ただ今、会長という重責を仰せつかりまして、身が引き締
まる思いでございます。この「食育推進会議」は、川西市の食育推進計画及び推進に関する重
要な事項について調査し審議するという、極めて重要な機関でございます。何卒、よろしくお
願いいたします。この分野におきまして、ご造詣の深い皆様から、いろいろな忌憚のないご意
見やご助言をいただき、実のある会議にしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願
い申し上げます。 

事務局 

 

ありがとうございました。会長が選出されましたので、ここからの議事進行につきましては、
藤原会長が議長として進めていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

会長 

 

それでは、この後、「議長」を務めさせていただきます。 
まず、「副会長の選出」ですが、会議規則の規定により「副会長は、委員のうちから、会長

が指名する。」となっております。大変、僭越ではございますが、私の方から武庫川女子大学
教授の林宏一委員を指名させていただきたく思います。林様、よろしくお願いいたします。な
お、副会長の職務でありますが、「会長を補佐し、会長が不在のときは、会長の職務を代理し
ていただく」ことになります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。早速ですが、林副会長、
一言ご挨拶をお願いいたします。 

副会長 ただ今、会長からご指名をいただきました林と申します。改めまして、どうぞよろしくお願
いいたします。諸先生方を差し置いて高いところで大変恐縮でございますが、指名されたから
には、藤原会長のご指導のもと誠心誠意務めたいと思っておりますので、ご指導のほどよろし
くお願いいたします。 

会長 ありがとうございました。 
それでは、議事に入る前に、本日の資料の確認を事務局よりお願いいたします。なお、この

推進会議は、今後、肩の凝らない雰囲気の中で進めていきたいと思いますので、どうぞ、よろ
しくお願い申し上げます。 

事務局 （事務局、配付資料の説明） 

  
【６．協議事項】 

会長 それでは、協議事項１の「会議公開について」を議題といたします。事務局よりご説明よろ
しくお願いいたします。 

事務局 １番の会議公開についてです。資料１および資料３－１・３－２に基づきご説明をいたしま
す。資料１は、川西市食育推進会議規則で、これは川西市の付属機関に関する条例の規定に基
づき、組織および運営に必要な事項を定めるものです。この会議は、川西市の食育推進計画策
定およびその推進に関する重要事項について調査・審議するということです。第３条では、委
員についてですが、推進会議は委員２０人以内で組織するとされており、現在１８人で組織さ
れております。この委員の各々の区分ですが、学識経験者については食育の推進に関する団体
の役員または職員、３番目で、特に市長が必要と認める者で構成させていただいております。
本日辞令交付いたしましたが、任期は２年間、本日平成２２年９月８日からの２年間でござい
ます。委員は退任をすることができる規定になっております。第４条につきましては、会長・
副会長が先程選出されましたことについて述べております。第５条につきましては、会議につ
いて、この会議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないということで
す。第３項におきましては、議事について、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の
決するところによるという規定でございます。第６条の庶務につきましては健康福祉部の健康
づくり室において処理させていただくことを述べております。この規則は、平成２２年４月１
日から施行となっています。これが本日の会議の規則でございます。 
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 続きまして、資料３－１は、川西市食育推進会議 会議公開制度運用要綱（案）で、第１条
におきまして、会議公開制度の運用に関し必要な事項を定めるものです。２条におきまして、
この会議公開の内容ですが、審議会等の設置状況の広報による公開、会議の開催日時等の公開、
会議の傍聴、会議録の公開等により、会議を公開するというようなことを説明しております。
その中で、第６条は、会議の傍聴について、会議は原則として傍聴を認める形になっています。
その傍聴の定員は１０名です。ただし、必要がある場合はこれを変更することができるという
規定になっています。第７条におきまして、会議録の公開がございます。会議の終了後、下記
に掲げる事項を記載した会議録を作成することとなっています。その中で、７番目に審議経過、
主な発言要旨等についても公開させていただくことになりますが、これにつきまして記録を取
らせていただきたいので、事務局で録音を行うことについてご了解をいただきたいと思いま
す。できました議事録につきましては、第３項にありますように、速やかに市政情報コーナー
において公開を行います。この要綱を持ちまして、会議の公開をさせていただくという内容を
示しております。 
続きまして、資料３－２は、会議公開に関わる傍聴要領で、傍聴に関し必要な事項を定める

とあります。第２条で傍聴手続きとして、傍聴を希望する方については傍聴人名簿に記名・住
所および電話番号を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない等、以下、傍聴
できない者や傍聴者の守るべき事項を規定してございます。その中で、第６条、傍聴者の退場、
第７条では、指示に従わなければならない等、傍聴者のルールが載っています。行政どこでも
公開が原則になっています。これにつきまして、委員の皆様のご了解をいただきまして、会議
を公開することを認めていただきました時点で、案の形であるものを正式な形で要綱・要領と
させていただきたいと思っております。その他、各手続きに関する庶務の関係は、事務局であ
ります健康づくり室で執り行いますので、なにかございました時には、ご連絡等いただければ
対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。以上で、説明を終わります。 

会長 ありがとうございました。「川西市食育推進会議」の会議規則及び会議の公開に関して、特
に傍聴と録音についてご説明がありました。何か、ご質問・ご意見ございませんでしょうか。
ないようでしたら、この推進会議は要綱のとおり公開で行うことといたします。本日、傍聴の
方はございませんでしょうか。ありましたら、ただ今から入室していただきます。 
（傍聴者、１名入室） 
では、次に本日の「７．説明事項」に入りたいと思います。１の市民アンケート調査の集計

結果、中間取りまとめについて、事務局よりご説明お願いいたします。 

  
【７．説明事項】 

事務局 資料４、「あなたとあなたの家族の食に関するアンケート調査結果報告書」は中間取りまと
めということで報告させていただきます。今回、こちらのアンケートに関して、初めの市長の
挨拶にもありましたが、国では、食育は子どもの子育てに関する狭義の意味での食育ではなく、
いろいろな分野にかかわる食環境、さまざまな分野に関わる地域の特性を掴み、活かしていく
ことを目的として進めていくことになっております。川西市では、庁内組織として設置してい
る川西市食育推進連絡会および部会において、いろいろな視点を持ち、川西市の食環境につい
て何をしていくか、何を目標にしていく必要があるのか、まず現状を整理していくことが必要
であるということで、意見が一致しました。そして、兵庫県の食育推進計画「食で育む元気な
ひょうご」の中に、食を取り巻く現状と課題に関して、５つの柱が提言されておりますが、こ
れを参考に検討いたしましたところ、川西市では、「食生活と健康」、「地域の食生活と循環」、
「家庭などでの食育の伝承」、最後に「食育を推進していくシステムの構築」の４つを柱にし
て、検討を進めていくことを部会で決定いたしました。 
目次を見ていただきますと、Ⅰとして調査の概要を、１ページに目的・対象・期間・方法・

回収などに関わることをまとめております。 
次いでⅡでは、２ページに、今回の市民調査にご協力いただきました方々のさまざまな属性

を記しており、以降のページは、先程申し上げました４つの視点から調査した設問についての
アンケート結果を、本日は「中間取りまとめ」として、報告させていただきます。 
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 １ページの概要について説明いたします。この調査は川西市食育推進計画策定にあたり、市
民の食生活の実態や意識、食を取り巻く地域の状況等を把握するための基礎資料として活用す
ることを目的として実施いたしました。対象は、川西市内在住の１６歳以上の男女３，０００
人の方を無作為に抽出させていただきました。対象を１６歳以上とした根拠は、国の食育基本
法が成立し、その後は食育推進基本計画、以降、県食育推進計画へと進められてきた中で、近
年は１０代、２０代、そして特に大学生の食育啓発が非常に重要なポイントになっており、こ
の世代への啓発が必要であると、最新の食育白書にも出ています。これにより、川西市のアン
ケートでは、１６歳という年齢、例えば思春期で体の変化が現れたり、または、部活動や就労
により、主体的に自分自身の食について考え始める年齢であると想定したことによります。調
査期間は平成２２年３月１０日から平成２２年３月２３日の、概ね２週間とりました。方法は
郵送により配布・回収し、配布数３，０００通に対して、有効回収数が１，６８３通いただき、
回収率は５６.１％となっております。なお、中間報告書にあるそれぞれの数値は、回答方法
が複数回答可という設問もあり、合計が１００％にならない場合がありますが、ご了承くださ
い。 
２ページでは、回答者の属性を載せおります。１つ目の項目は、性別について、男性と女性

では、女性の方が６２.６％を占めています。２つ目の年齢について、１０歳代から７０歳以
上という区分で、６０歳代の方が３０.５％と一番多く回答をいただいています。３つ目の居
住地区に関しては、中学校区で分けさせていただいており、大きなバラツキはありませんが、
若干、住所地により差があるようです。４つ目は、家族構成で、「夫婦のみ」、「当事者含めて
の二世代世帯」で、二世帯については、「当事者と成人になっている子どもがいる世帯」、「二
世代世帯の当事者と未成年の子どもがいる世帯」、「二世代で当事者と親の世帯」と、この３種
類について調査しています。また、「三世代」や「一人暮らし」の方は、「その他」という項目
で出しております。これらを、必要に応じて単純集計にクロスして報告させていただきます。 
３ページ以降は、最初に、「２ 家族の食生活や健康について」を大きなテーマとして、い

くつかの質問をしています。まず、お伺いしたのは、「問１ ここ数日間にあなたは何を食べ
ましたか」について、「朝食・昼食・夕食」のそれぞれを、「昨日・二日前・三日前」といった
区分で調査しています。昨日の晩御飯を思い出すのが難しいという方も増えていますが、単純
に食事の有無を質問しただけでは、「調査の日だけ」なのか、「いつも」なのか、「たまに」な
のかが曖昧になるため、「三日間」を限定して調査しました。３ページから８ページにわたり、
「朝食・昼食･夕食」という順番で報告しておりますので、お目通しください。また、三日間
それぞれの食事について、“どのようなもの”を“どこで”食べられたか、もしくは“食べな
かったか”をお伺いしました。 
４ページに、三日間の平均において、朝食を欠食する方が、昼食・夕食よりも多いという結

果が載っております。 
続いて、５ページ・６ページの昼食については、朝食・昼食・夕食の中では、「お店に入っ

て食べた（外食）」方が、最も多いという結果になっています。 
そして７ページ・８ページでは、夕食についてお伺いしましたが、「食べなかった」方は最

も少ないという結果になりました。また、それぞれの各細かい点はまた改めてご覧いただけれ
ばと思います。 
続きまして、９ページは、「問２ あなたが外食や中食（なかしょく）をする理由は次のう

ちのどれですか、当てはまる部分に○をつけてください」という設問です。ここで、中食につ
いて説明しますと、外食が家以外の飲食店に入って食事をすることに対して、中食は、お店で
お惣菜等を買って家に持ち帰ってから食べることを指します。また別に、家で調理して食べた
場合は内食（うちしょく）と呼ばれています。最近、外食の他に中食が増えてきていることも
あり、このことを表記しております。質問は外食も含めていますので、総括的に多いのは、各
年代とも、“家族の団らんや楽しみとしている”とありますが、２０歳代、３０歳代、４０歳
代くらいの世代になると、“時間がないから”が比較的高い数字となって報告されております。 
１０ページでは、「問３ あなたは食べ物の好き嫌いがありますか」を尋ねており、６割を

超える方が“好き嫌いはない”、または“ほとんどない”という結果にはなっていますが、年
齢別で確認すると、やはり年齢が若いほど、“多少好き嫌いがある”、もしくは“好き嫌いが多
い”と自覚されている方が多くなっています。また、このアンケートの別の質問で、健康感を
尋ねる項目とクロス集計しており、こちらでは“健康である”という自覚のある方は“好き嫌
いがない”、または“ほとんどない”、そして、“健康ではない”という方では“好き嫌いが多
い”という結果になっています。 
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 １１ページでは、「問４ あなたはサプリメントを摂取していますか」をお伺いしています。
サプリメントとは、「ビタミンやミネラル等の不足しやすい栄養素を補うための食品、栄養補
助食品」のことです。調査では、“日常的に摂取している”、“時々摂取している”方は、全体
の約４割を占めています。性別や年齢別でも、ある程度、特性が出てきている形になっており、
次のページで、その理由を尋ねたところ、“食事では足りない栄養素を補う”の他、“体の調子
を整える”という健康目的の方が多くなっています。 
続きまして１３ページは、「問５ あなたは毎日の食事で、次の１～１１の項目についてど

の程度気にしていますか」という設問です。ここでは、健康感や嗜好、実際の食生活の状況、
経済的配慮など、１１種類の項目についてお伺いしております。これらの結果は、１３ページ
から２１ページまで、各項目別に報告しており、ある程度の男女間、男女年齢別などで優位差
がある項目について、それぞれ報告しています。これらの年齢別の大きな特徴は、基本的に年
齢が高い方ほど、いろいろな項目を気にして食事をされている方が多く、年齢の若い方は“あ
まり気にしない”という方が多くなっています。 
続きまして、２２ページ。ここでは、「問６ あなたの家庭では、一日に一度以上は家族そ

ろって食事をしますか」とお伺いしたところ、“ほとんど揃って食事をする”、もしくは“揃っ
て食事をすることが多い”という項目に、６０％上の方が該当するという回答をいただきまし
た。その内訳を年齢別でみると、６０歳代、７０歳代以上の方は、家族揃って食事をされる方
が多いが、若い方になると、なんらかの理由によって家族揃って食べる機会が少なくなるとい
う状況になっています。 
続きまして、２３ページ。「問７ あなたの食事について当てはまるものを、次の１～１５

の中から選んでください」とお伺いしております。食事について、主観的な感想や状況を尋ね
ていますが、約５０％以上の数値になっているのは、“食事が楽しい”と思われている方が５
４.２％、“自分で料理をする”方が５８.５％、“テレビを見ながら食べる”方が５８.２％と
なっています。この５８.２％は問６の家族揃って食事をするかどうかを問う質問で、４１．
９％の方はだいたい食事を揃ってするという数字がでていることに、何か関連はないかと推察
するところです。 
２４ページ、「問８ あなたは現在、健康ですか」。先程の問３で好き嫌いについてクロス集

計した項目ですが、今現在の健康について、“どちらかといえば健康だ”という方を含め、約
９０％の方が“健康である”と回答しています。年齢別結果をみると、若い方ほど健康感が高
い傾向です。一般的に、女性の方が高い傾向ですが、５０歳代、６０歳代では男性と女性を比
べた時に、数字が逆転した年代もあり、５０歳代では“健康である”と思っている方は、男性
の方が多くなっています。 
２６ページ、問９。先程サプリメントについてお伺いましたが、さまざまなダイエットがあ

るなかで、去年はバナナダイエットが話題になりました。ここでは、「ダイエットをしていま
す」について、単純集計に、性別・年齢別をプラスして挙げ、２７ページでは、その理由をお
伺いしており、年齢別の部分にかなりの特徴が出ています。比較的若い年齢の方はダイエット
＝食事制限と捉えている方が多いようです。“ダイエット”は和製英語になっており、食事コ
ントロール・食事量を減らすという意味で、日本では浸透していますが、“お皿の数”などが
本来の“ダイエット”の意味ですので、これは日本の独特な考え方、使い方であると思います。 
２８ページ。このページから次の大きな項目としまして、今まで健康感等をお伺いしてきま

したが、食環境に関する「３ 周りにある食品やその流通・消費・廃棄などについて」の設問
となっております。 
「問１０ あなたの家庭では、食料品を主にどこで買いますか」を、まず、お伺いし、次の

ページに、南北に長い川西市の居住地区別の状況を報告しています。 
３０ページでは、「問１１ 問１０で答えた店舗等では、川西や近隣で栽培された野菜（地

場産野菜）を売っていますか」とお伺いしております。３７ページまで、問１１～１２として、
さらに細かく、地産地消の視点から地場産野菜を“買う”、“買わない”について、それぞれの
理由をお伺いし、問１２では、実際に売っている場に出くわした際には購入されるかをお伺い
しました。比較的年齢が高い方ほど購入機会が多いようです。よく買う理由は、“新鮮である”
や“安心できる”、“地元に愛着がある”といった結果が挙がっています。３６ページでは、逆
に“あまり買わない”、“全く買わない”理由を回答いただき、“地場産にこだわらない”、“あ
まり売っているのを見かけない”が、主な理由であると思われます。 
続きまして、３８ページ。「問１３ 次の川西市の特産のうち、あなたが買ったことや食べ

たことがあるのはどれですか」と、伺ねています。生産量も関わってきますので、単純に人気
があるということではなく、後ほど、生産量等に触れるページもあるので、そちらでも説明い
たしますが、“川西産のいちじく”が、全ての年代で食べられる機会が非常に高くなっており
ます。 
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 ３９ページでは「問１４ 川西の特産品の桃やイチジク、栗、トマト、原木しいたけを使っ
た商品のアイデアはありませんか」の設問について、記述式の回答になっています。このアン
ケートの特徴ですが、記述項目が多く、ご回答いただいた方も非常に多いので、今回はごく一
部のみご報告いたします。川西市の特産品は季節が非常に限られているものが多いため、寄せ
ていただいたアイデアには、保存法を考慮した、季節を越えて楽しく食べられる方法などが多
いようです。 
４０ページ、「問１５ あなたの家庭では、国産の食料品を買っていますか。外国産の食料

品を買っていますか」という設問です。この回答は、昨今の外国等の農薬・ポストハーベスト
などに関連する食品輸入の問題や、国内でも産地偽装問題など、ある程度、時事関係によりデ
ータが変わってくると思われますが、“ほとんど国産の食料品を買っている”、“一部外国産も
買うが国産を買うことが多い”方が８５％を越えています。ただし、年齢別の報告でも分かり
ますように、“国産・外国産を気にしない”で買っているのは、年齢が若くなるほど高いとい
う傾向になっています。 
４１ページ、「問１６ あなたの家庭では、食料品を買うときや食べるときに、消費期限・

賞味期限を気にしていますか」を、お伺いしております。こちらは今回の「食育」においても、
国等の重点項目として挙げられています。元々、消費期限・賞味期限は流通業者の方が安全と
安心を提供する指標とするためにつくられたものですが、一般の方がこれを見て購入し、食品
の利用状況を変える一つの要因にしている例も多々あります。川西市民は、期限が来たら即捨
てる方よりも“少しくらい期限が来ても食べられそうなら食べる”と、食品を噛んで味わい、
見極めて召し上がられる方が一番多い回答になっています。そして、消費期限と賞味期限では、
消費期限の方が品質的に腐敗状態に近いといえるので、消費期限の方が、“期限を過ぎたら食
べない方”が多くなっています。 
４２ページ、このページから「４ 『食』についての伝統や教育について」お伺いしてまい

ります。 
まず、「問１７ 子どもたちに、『食』に関する作法（マナーやしつけ）や文化、知識などを

学び伝える場として、あなたが重要と思うところ」をお伺いしております。この結果は９５.
５％という非常に高い数値で“家庭”であるとお答えいただいきました。ここは複数回答です
ので、“学校・幼稚園”、“新聞・テレビ・本・雑誌”順になっており、次に９．７％ですが“自
治会や子ども会・地域の組織”が挙げられています。やはり“新聞・テレビ・本・雑誌”から
も学ぶことはありますが、食にかかわる場では、このように、人との交流を通じて食育・マナ
ー等を広く伝えられると考えられる方が多いようです。 
４３ページ。実際に「問１８ 『食』に関する作法で、あなたやあなたの家庭で意識されて

いることは何ですか」の設問で、食卓でできることでは、“「いただきます」や「ごちそうさま」
と言う”ことや、“お箸・ナイフ・フォーク・お茶碗等の正しい持ち方”、それ以外では、“食
べ残しをしない”などが挙げられています。年代別に見ると、“よく噛んで食べる”という項
目は、４０歳代・５０歳代・６０歳代・７０歳代の方から比較的多く挙げていただいています
が、それ以外の項目では、いずれも、３０歳代・４０歳代の比較的若い子どもさんを持たれる
方が注意しておられること、取り組まれる方が多いという結果が出ています。 
４５ページ、「問１９ 次の取り組みのうちで、関心のあることや実行していることはあり

ますか」。先ほどは食卓でできることを伺いましたが、こちらは社会的な場面で、どのような
食育に関する行動を実践されているかをお伺いしました。結果として、一番多いのは、“買い
物をする時の『マイバック』持参を心がける”でした。これに関して、市のリサイクル推進課
が普段から啓発している取り組みでもありますが、いろいろなスーパーマーケット等で、買い
物袋の有料化が進んでいることや、また、一部外国のセレブ俳優さんなどがマイバックをお洒
落感覚で薦めたことも、推進の一助となっているのではないかと思われます。この設問の男性、
女性、もしくは年齢別の集計が次のページに挙げております。 
４７ページ。このページからは「５ 地域で食育を推進していくシステム・体制」について

の設問になっております。  
問２０では、「『食』に関する情報（農業生産・商業流通・消費・廃棄などの食環境や、食品

の安全・安心、健康、文化など）は、何から得ることが多いですか」を、お伺いしております。
先ほどの質問では学びの場を、こちらでは情報を得る場や手段をお伺いしていますので、一方
向的な伝達媒体である“テレビ・ラジオ”、“新聞・雑誌・本”が高い数値で挙がってきており
ますが、“家族や知人など”の項目も３４.５％となっており、また、若い年代においては、“イ
ンターネット”の活用が、他の年代と比較して高くなっているのが特徴です。 
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 ４８ページ。ここでは「問２１ あなたは『食育』という言葉をご存じですか」を、お伺い
しました。この設問は国や県のアンケートでも尋ねている項目です。後ほど、計画イメージの
説明でも改めて触れますが、大抵は、最初の方の設問にて、お伺いしている項目です。あえて
本市のアンケートでは、これまでの各設問項目自体が「食育とは、どのような行動や仕組みを
いうのか」の説明を、各設問に回答記述していく中で、「今まで意識せずにいたことが、実は
食育行動に当てはまるのだ」という「気づき」を導くように、ストーリー性を持たせ、設問順
番を構成しました。そのこともあってか、“食育という言葉と意味も知っている”と、過半数
を超える方からご回答いただきました。 
４９ページでは、その“言葉も意味も知っている”とご回答いただいた方に、「地域で協力

して食育を推進するために必要と思うもの何ですか」をお伺いしましたところ、８５.７％と
いう高い数字で“家庭での団らん”が挙がっております。後は、“近所づきあい”、“地域の自
治会やＰＴＡ活動の取り組み”等の他、“ボランティア活動の理解”、“行政の情報発信”や“商
業施設等での積極的なアピール”が、いずれもおとらぬ数値となっています。 
５０ページ以降は、記述式の自由回答の設問となり、「問２２ あなたや子どもが学校で学

び得た『食』に関する知識を、普段の生活で活用していることがあればお書きください」では、
いずれの項目もそれぞれの方の経験に基づくところから学び得たことの提言・ご意見が多いか
と思います。 
５１ページの問２３で、「『食』に関することで、これからの時代を築いていく子どもたちに

伝えたいことがありますか」と、お伺いしております。最近は、いろいろな研究・学問が多様
化しており、栄養素だけをみて食事をする方が増えているように思われますが、今回のアンケ
ートでは、食べる喜びや楽しみを味わうなど、人がいて食があり、食と人があって食事がある
という「食卓」に関する意味合いでのご意見も、多く寄せられていると思います。 
５２ページ、最後の設問になります。「問２４ 『食』に関することで、普段思っているこ

とや希望すること、ご意見などがありますか」という設問は、孫たちの時代はどうだろうか、
家族の意識のずれが食に出て家庭が崩れるようになっていくのではということなど、今、社会
的に漠然と抱える不安などについて、ここでも反映されているのではないかと思われます。 
以上で、説明を終わらせていただきます。 

会長 どうも、ありがとうございました。この市民アンケート調査の集計内容につきまして、何か
ご意見・ご質問はございませんか。 
非常に、中身は濃いです。課題やターゲットなどがアンケートの調査結果から見つかるよう

な気がします。何かご意見ありましたらお願いいたします。 

委員 ２ページの４番、家族構成のところで、夫婦のみが３割、その他が１割、二世代とかその他・
無回答は別として、川西市の家族構成と一致しますか。夫婦のみは３割くらいですが。 

事務局 核家族について、これが正しい回答ではありませんが、平均世帯人員は平成１７年の国勢調
査のデータでは一世帯は２.７人になっていますが、「夫婦のみ」については読み取れません。
世帯構成としては、すべての世帯では約５９，０００世帯が川西市にはありますが、核家族の
世帯はこのうち約４２,０００世帯となっていますので、若干このデータで比べてみると、夫
婦のみという部分や核家族では、細かい数値と一致してないところがあると思います。 

委員 この調査の内容ですが、元はどこか国が各地方に出させている原案があって、それを参考に
したものか、それとも、川西市独自に検討会みたいなもので考えられたものですか。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

国のアンケート調査項目は大きく約９項目になっており、また兵庫県の調査は、国の大きい
設問の小設問を細かくアンケート項目に直した、非常に多い設問数となっています。それらを
融合する意味で、兵庫県食育推進計画にある「食を取り巻く現状と課題」に示される５つの柱、
“食生活の現状”、“食料の生産と流通”、“地域の食文化”、“地域の食育活動”、“食育推進シス
テム”について、これらを単純に川西市に反映できるかなど、庁内の食育に関連する９つのセ
クションから構成された食育推進連絡会部会で意見交換を行い、検討を重ねた結果、独自の視
点からこのアンケート調査項目をまとめました。項目の中には、ある程度は参考にできるもの
が、国や県のアンケート項目にもあると思います。 
ここの地区と近隣の、または県単位の比較ができる項目もいくつかあるわけですね。 

事務局 はい。今日報告させていただくのが、まだ全ての報告ではございませんので、第２回・第３
回の報告の時にも述べさせていただくところがあり、また後ほど、これからの計画イメージに
ついての説明でも、一部触れさせていただきたいと思います。 

会長 次に行きたいと思います。次の説明事項２の「川西市食育推進計画策定に関する、これまで
の取り組み経過」につきまして、事務局より説明願います。 
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事務局 資料５です。これまでの取り組み計画でございます。これは１９年度から、なんらかの動き
をしたという部分を書いてあるのですが、それまでの経過を簡単に説明します。市長のお話の
中にもありましたが、国の方は平成１７年の７月に食育基本法を制定、１８年３月には食育推
進基本計画を策定。兵庫県におきましては平成１８年４月に食に関する条例を制定し、兵庫県
では平成１９年３月には県の食育推進計画を策定しております。その中で、目標値を定めてお
りまして、兵庫県下の市町の計画策定値を平成２３年度で５０％としようと挙げてございま
す。ただし都市部の市町につきましては、平成２３年度では１００％必要と言われています。
それを受けまして、本市におきましても、平成１５年度から２４年度の第四次総合計画の後期
基本計画、平成２０年度から２４年度までの計画の中で、食育推進計画につきましては、平成
２３年度までに策定しますと、策定の予定を立てております。それに基づきまして、表にあり
ますように、平成２０年の５月３０日のところに丸印がありますが、これは課長級メンバーに
よります庁内の食育連絡会を立ち上げて、第１回の会議を行っております。平成２１年の１０
月には名称が変わったのですが、庁内の課長級で構成する川西市食育推進連絡会を設置いた
し、その下部組織として食育推進連絡会部会を設置しています。これにより、食育における各
部署の認識を深めるとともに、各課の横断的な情報交換と情報共有をすることを目指しており
ます。その部会の中でも、先程から９部署と申し上げておりますが、具体的には政策課、消費
生活センター、商工・観光課、農林・労政課、リサイクル推進課、保育課、健康づくり室、学
校教育課、学務課という形で、食育に関する関連部署を集結いたしまして、各課長級で構成し
ておりますのはこの連絡会です。それにつきましては、ここに書いてありますように、平成２
０年から、８月２４日これは平成２２年度ですが、今まで４回行っております。前に戻って、
下にある部会、これは連絡会自体が課長級で行っていますが、作業部会として課長補佐・主査
級の職員で月１回を目途に毎回会議をもって行っています。平成２１年度の終わりに、１月く
らいからはアンケートがございましたので、かなりの回数をアンケートの案をまとめて、合計
で１２回の会合を行っております。これにつきましては、また計画を策定するために、これか
らも集まっていただいて、議論していただくことを考えております。３つの会議の中の最後が
食育推進会議、今日行っております会議です。 
以上でございます。 

会長 どうもありがとうございました。今までの取り組み経過について、ご説明がありました。資
料５につきまして、何かご意見ご質問ございましたらお聞きしたいと思います。 

委員 絵に描いた餅にならないようにしてください。この計画をつくった後はどうですか。市はこ
の計画を基に何をしていこうとされているのですか。あるところもそうですが、冊子ができま
した。１７０～１８０部、それを関連部署に配りました。はい、終わりです。それではなんに
もならない、ということが気になる点です。川西市の場合もこれをつくるのは結構ですが、そ
れを基に何をしていくつもりなのですか、何か計画があるのでしたら教えてください。 

事務局 ご承知のように、現在及び将来にわたって、健康で文化的な市民の生活、あるいは豊かで活
力のある社会を実現するさまざまな提言を通じて、食の安全性とか栄養、あるいは食の文化、
食に関する知識と食を選択する力を習得するということで食育基本法が施行されました。今の
ご質問ですが、本市ではこれまで健康づくりや子育て関係、学校教育、環境、消費生活等の分
野におきまして、それぞれ個別で食育を推進できたわけでございますが、それをより総合的に
計画的に充実していこうということで、計画として取りまとめ、食育を推進していく中での基
本的な考え方、今後の方向性、取り組み目標を示していこうというものでございます。食育推
進計画の指針としまして、すべての人々に市民の方々の生活の基本であります食の大切さを改
めて考えていただきたい。それとともに、市民自身の健康や豊かな人間性、自然への感謝、こ
のような気持ちを育んでいけるように、市民の皆様方の参画あるいは協働のもと、私ども行政
はもちろんのこと、家庭や学校の教育関係者、地域の皆様方、保健医療関係者の皆様方、農林
事業者、関連業者が一体となって、市民が将来にわたって健全な精神を培って、より豊かな人
間性を保てるように、非常に大きなテーマになるのですが、健康で元気なまちの実現に寄与し
ていこうというものが食育推進計画の策定でございます。従いまして、食育推進計画の策定が
ゴールではないと考えています。計画の策定は、本市における食育推進の新たなスタートと認
識しております。 
今後、推進会議の委員の皆様方におかれましても、この計画の策定に関わっていただくので

すが、策定後の本市における食育の推進にご支援・ご助言を賜りたいと考えています。少し漠
然とした回答ですが、食育推進を今まで個別にやっていたものを計画として一つにまとめ、こ
れを指針として全市をあげて食育推進の充実に取り組んでいきたいと考えています。 
市役所が全部で、折角つくるのならば、川西市独自の踏み込んだような計画をつくっていた

だきたいと思います。 
委員 

 

会長 どうもありがとうございました。 
次に、説明事項３の「計画策定に関する基本的な考えについて」を、事務局から説明をよろ

しくお願いします。 
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事務局 資料の６を見ていただけますでしょうか。「川西市食育推進計画イメージ」という表紙が付
いている、左綴じの資料になっております。 
先ほどの市民アンケートの説明のデータなども活用しながら、まず、第１章では「食育推進

計画を策定する社会的な背景」などを説明させていただきます。 
第２章では「川西市の食を取り巻く地域特性」として、川西市の他の計画とも併せまして、

川西市の現状や課題を説明いたします。そして、この「食育推進計画イメージ」では目次のみ
に記しておりますが、今後、先ほどの本市アンケートの大きな４つの主題とも関連させながら、
第３章の「食育推進の基本的な考え方」では、基本的なそれぞれのコンセプトに触れ、第４章
の「食育推進の展開」では、「食育」は一つの目標でもあるけれど、手段にもなるという観点
から、いろいろな繋がりをもつ取り組みや事業等を紹介し、第５章の「計画の推進に向けて」
では、地域での食育活動の重点的な課題や行動目標などを紹介させていただく予定ですが、今
の段階では、あくまでもイメージとして、説明させていただきたいと思います。 
それでは、川西市食育推進計画の策定にあたり、食育計画がなぜ今必要になっているかの背

景を説明いたします。国の食育基本法は「生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基
礎となるべきもの、様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食
生活を実践することができる人間を育てること」を目的としています。この最初にも記されて
いるように、「食」は子どもから高齢者まで、人々が生きていくために欠かせないものであり、
体と心、両方の人間形成の源であります。ただ、近年は少子高齢化やライフスタイル・価値観
の多様化等、さまざまな問題が出てきています。先ほどのアンケートでも、いろいろな食に関
する事件等に関する意見がありましたが、私たちの食を取り巻く現状において、これらは健や
かな生活の営みを阻害し、活力を低下させかねない重要な問題として認識を改め、国が今後の
食のあり方の方向付けとして、平成１７年６月に食育基本法を制定いたしました。この食育基
本法は、国が作っただけで終わらず、国民一人ひとりのものにしていくように、そして、地域
として推進していくようにと記しております。川西市でも、市民一人ひとりが今をより生き生
きとして生きつつ、将来を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れる
ように、自らの食について考える習慣や、食に関する様々な知識と食を選択する判断力を正し
く身につけるための取り組みであること、食を通じた様々な繋がりを確認することを目標とし
て、この計画づくりを進めたいと思っております。 
国の食育基本法が成立してからは、川西市におきましても、次に示させているように、第４

次川西市総合計画をはじめとし、それぞれの部署で、川西市次世代育成支援行動計画や保健医
療計画、産業ビジョン等、それぞれの分野での食育に関連する事業を進めてきており、それら
の情報交換を密にするという作業を進めてきました。 
その上で、この間、国は、一番新しいデータとなる平成２２年の食育白書において、国民全

体の食育の周知度・認知度は高まりを見せているものの、生活習慣病の増加、２０歳代、３０
歳代など若い世代を中心した食生活の偏りや食育への関心の希薄化といったことを大きな問
題としています。これについては、２０歳代、３０歳代だけの問題ではなく、２０歳代、３０
歳代に受け継いだ、その上の世代、そして２０歳代、３０歳代から受け継がれていく、もう一
つ若い世代に対しても提言していかなければならないということを言葉の背景に見てとり、川
西市でも、いよいよ全市を挙げて食育に取り組んでいく時期に来たという考えから、子どもか
ら、青年期・中年期・壮年期・高齢期に及ぶ、全てのライフステージに応じた食育の育み、個
人で育む食育から家庭で育む食育、そして地域へと次々と発展し広がっていく食育推進計画が
求められています。 
今までの食育に関連する各課の取り組みの一部を、２ページの下部に報告しています。３ペ

ージには、先ほど触れました計画の位置づけとして、本市におきます第４次川西市総合計画と
食育推進計画の関連を示し、そして、関連性のある代表的な他の計画を、右側に挙げておりま
す。４ページでは、上位計画である第４次川西市総合計画や川西市次世代育成支援行動計画等
における、「現状・課題・方向性」を載せています。次の５ページは、計画の期間を提示し、
本計画は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間とし、状況の変化等が生じた場合には、
必要に応じて見直すこととしております。 
計画策定の体制については、先ほど説明しました、食育推進連絡会及び同部会において協議

検討を行いますが、同時に、本市の参画と協働のまちづくりの理念に基づき、市民アンケート
の結果と併せて、本日の出席者で構成する食育推進会議、この構成員の一員には、市民委員を
一般公募で行っており、広く市民の方々の声をいただきながら検討を進めてまいりたいと思っ
ております。そしてその後は、この計画策定を進め、素案等がまとまった時にはパブリックコ
メントを行って、市民の方に公表させていただき、より広く市民全体からの意見を寄せていた
だきたいと考えております。 
こういった流れを踏まえまして、６ページから「１ 川西市の食を取り巻く地域特性」を、

アンケートの結果や各部署の持つ各種データなどを紹介しながら、説明いたします。 
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 (１)地勢について。豊かな自然と悠久の歴史に包まれた私達のまち川西市は、兵庫県の南東
部に位置し、兵庫県の伊丹市・宝塚市・猪名川町の南北に流れる一級河川の猪名川を挟んで、
大阪府の池田市、箕面市、豊能町、能勢町の４市３町に接しています。面積は５３.４４平方
キロメートルで、東西に狭く南北に細長い地形となっており、その平坦な南部には中心市街地
を形成し、中部は住宅団地が多く、良好な街並みを形成しています。また、北部は山岳地帯を
形成し、里山を有するなど、大阪都市圏内における未来に夢を持つ、豊かな水と緑に包まれた
大都市近郊型の住宅地となっており、地域によっては、京阪神に野菜などを出荷する近郊農家
が点在し、この特徴として、ほうれん草や小松菜などの軟弱野菜の路地栽培が盛んです。加え
て、とまと・もも・くり等特産品も多く、特にいちじくの名産地として知られており、先日の
即売会でも約２時間で完売したということで、一部ブランド化した形で、名産地として知られ
ております。これらは、都市近郊という本市の有利性を使った都市型農業の食育を推進してい
く上で、重要な資源となっております。（２）は人口の推移を載せ、平成１７年度以降は、約
１６１,０００人前後で、現在も横這いで推移しています。 
次の７ページには、（３）として、先ほど少し触れました世帯構成の推移を載せており、棒

グラフが、単身世帯・核家族世帯・三世代世帯を示し、線グラフが平均世帯人数を示します。
平均世帯員は昭和６０年の３.３人に始まり、平成１７年には２.７人になっております。これ
は国勢調査を基にしています。（４）では、本市における出生数の動向を挙げております。平
成１７年度以降は１，２００人台で推移しており、合計特殊出生率も平成１６年で１.１２と
いう数字であったのが、平成２０年では１.２１という形でやや上昇の傾向も見せながら、ほ
ぼ横這いという微妙な数値になっており、全国平均より下回った数値になっています。なお、
合計特殊出生率とは、下の注釈にもあるように、１５歳～４９歳の女性の年齢別出生率を合計
した指標であり、一人の女性が平均して一生の間に何人の子どもを産むかを知る数値です。 
８ページ。ここでは「２ 食生活と健康」としてまとめ、（１）主要死因状況について、市

民の死因状況の一位は悪性新生物３５.３％、これは全国や兵庫県とも同じ順位になっていま
す。心疾患と脳血管疾患の間に肺炎が入っているところが川西市の特徴にともいえますが、こ
の心疾患・脳血管疾患を含めて、悪性新生物と合わせると、約６０％が生活習慣病等に起因す
る形になっています。 
９ページの（２）健康感、先ほどのアンケートの中間取りまとめでも触れましたが、“健康

だ”、“どちらかと言えば健康だ”を合わせた“健康だ”と自覚する方の割合は９０.３％にな
っています。 
次の１０ページ、（３）朝食の喫食状況について、これは国の調査にもある設問であり、３

日分の朝食の喫食状況について、“朝食を食べなかった”方は約４％となっており、年代別で
みると、３日間調査したいずれの日も、他の年代よりも１０歳代から３０歳代の方では、家で
作った物を食べた割合は８割未満と低い状況です。また、食べなかった方においては、約１割
という高い数値が報告されております。 
１１ページには（４）外食や中食（なかしょく）をする理由をアンケートの９ページの問２

から、（５）食べ物の好き嫌いを１０ページの問３から、挙げています。 
１２ページからは、「３ 地域の食生活と循環」という生産から消費、廃棄や再利用に至る

食環境について、地産地消や食の安全安心などを考えるデータを挙げています。 
まず、（１）農家数および耕地面積について、平成２年から１７年の１５年間では、１６０

戸以上の農家数の減少がみられます。それに伴って、耕地面積は４割減少というデータになっ
ています。（２）農業収穫量の状況では、農業収穫量については水稲・トマト・ねぎ・キャベ
ツ・だいこん・たまねぎ・きゅうり・ほうれん草に続き、いちじく・もも・くり・かき・ぶど
うなど果物についての収穫量を挙げおります。  
１３ページの、この３つの項目は、いずれもアンケートから引用しており、（３）食品の購

入場所、これはアンケートの２８ページの問１０から出しています。（４）地場産野菜の購入
状況は、アンケートの３２ページの問１１～１２から、（５）国産食料品の購入状況は、アン
ケートの４０ページの問１５から、それぞれ挙げております。 
１４ページ、（６）米飯給食の状況では、この委員の皆様の中にも学校給食に関して、たく

さん活動していただいている方がおられますが、文科省では昭和５１年より日本食のよさを見
直すため米飯給食を推進しており、川西市でも、米飯給食を進めてきた結果、平成１９年度以
降は週３回の米飯給食を実施しており、今後も、この数値は同数に増やしていく予定です。（７）
ごみの状況については、平成１９年に国が食育の取り組みでも廃棄物を重点課題として挙げて
おり、市リサイクル推進課から、総ごみ排出量と１人１日あたりごみ排出量について、平成１
５年度から平成２１年度までのデータを挙げております。このごみの減少等については、産業
関連部署でも今後の課題として挙げています。 
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会長 

１５ページの（８）食の安全に関する意識は、これもアンケートから用い、１３ページの（５）
に続くものになります。賞味期限・消費期限や、輸入食品もしくは地産地消等を含めて、いろ
いろな問題を抱える、食の安全に関する知識などの課題を挙げております。この項目について、
国も食品の安全に関する基礎的な知識を探る形での設問をしておりますので、ある程度、参考
にすることができるかと思います。（９）食に関する相談件数は、市消費生活センターに寄せ
られた平成１７年から２１年までの件数を挙げております。 
１６ページからは、「４ 家庭における食生活と食文化の継承」ということで、（１）家庭で

意識している食に関する作法などについて説明しています。アンケートの４３ページの問１８
から引用して年代区分別に載せています。特に、表の下段の右から２つ目の項目、“特に意識
はしていない”では、１０歳代の方が１０.２％と大きい数字が出ていることが一つの特徴だ
と思います。 
次の１７ページで、（２）家族揃っての食事状況、（３）家庭での食事状況について、これも

アンケートからの数値で、２２ページの問６と２３ページの問７を挙げております。 
１８ページには、（４）食文化や知識を学び伝える場として、アンケートの４２ページ、問

１７から引用していますが、実際の事業の一例や事業風景の写真などを紹介する予定です。 
１９ページからは、「５ 食育を育み養護する仕組み」ということで、まず（１）食育の認

知度について、年代別のほか、下段に、川西市と国の比較を挙げています。それによると、国
の調査の方が、やや早い時期であったこともあり、食育について、“言葉も意味も知っている
方”、また、“言葉だけ知っている方”を合わせて比較すると、川西市の方が多いという結果に
なっております。 
２０ページ、（２）食育を推進するために必要なことについて、アンケートの４９ページ、

問２１-１を挙げています。 
２１ページでは、アンケートの４５ページ問１９を挙げ、（３）食に関する取り組みへの関

心のあることを、次のページでは、（４）食に関する情報収集の手段について、４７ページ問
２０のデータを挙げております。 
以上が川西市の現状報告となる計画イメージです。 
次に、資料７の「計画策定のスケジュール（予定）」につきまして、今まで報告させていた

だいた資料の中に１つだけ、Ａ４の横の用紙になります。横軸は年月です。縦軸は、作業項目
になり、順番に“アンケート”及び“計画策定に必要な最新情報の収集・分析”、そして、“市
民参画の食育推進会議とパブリックコメントの意見反映”、“庁内各課のヒアリング”、“概要版
の作成校正、版下作成”を挙げております。現時点の平成２２年９月上旬の列を、縦軸の“市
民参画の食育推進会議の開催、パブリックコメントの意見反映”の行にあわせていただきます
と、①②③という丸数字を出しておりますが、この数字は、今後の食育推進会議の開催予定時
期等を想定しており、今後は１１月上旬ごろに２回目、そして２月中旬ごろに３回目を開催さ
せていただく予定です。その作業について説明しますと、本日１回目に、皆様からいただいた
ご意見等を集約し、具体的な施策の修正をさらに進めます。これに関しては、各担当課と協議
検討を行い、実例などを含めて紹介していきたいと思っております。そして、今後の食育推進
計画の考え方や計画の推進、推進の体系化について、より具体的にまとめて皆様に報告いたし
ました後に、パブリックコメントを行い、さらに計画書として内容を充実させたものをつくり
あげ、３回目の会議で皆様から承認を得たいと思っております。 
そして、この計画書に併せ、概ね承認が得られるころに、概要版も作成していきたいと思っ

ておりますが、あくまでもここのスケジュールは、計画策定のスケジュールで食育推進のスケ
ジュールではありませんので、ご協力くださいますようお願いいたします。 
どうも、ありがとうございました。計画のイメージとスケジュールにつきまして、事務局か

らの説明がございました。これにつきまして、何かご意見・ご質問等はございませんか。また、
何か出てきましたら、後日でもメールでも送っていただければと思います。 
では、ご質問がないようでございますので、最後の「その他」に移りたいと思います。折角

でございますので、各委員様におかれましては、何か日ごろ思っていることを一言ずつでもい
ただければ幸いと思います。何かご意見ございますか。 

委員 

 

委員 

資料６、１４ページの学校給食で米飯が週３日ということに驚きました。引越してきたので
知らないのですが、子どもの学校給食のメニューは、どこで知ることができるのですか。 
学校給食のメニューは小学校ではお便りをお出ししていますが、中学校の方も、教育委員会

のホームページのみですが紹介しております。川西市のホームページを開いていただいて、“教
育委員会”の“学校教育”のところを開いていただきましたら、メニューの献立が出ています。
米飯の開始ですが、今までの実績は３回でしたが、この夏に各校で炊飯器を設置していただき
まして、９月の初めは試行期間になり週３回で行っていますが、９月の最終週ごろになりまし
たら、米飯を週５回実施の予定です。“概ね５回”ということです。 
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委員 

 

委員 

メニューは、栄養士の方が決められていると思いますが、保護者の意見などが入る余地があ
るのでしょうか。 
今の段階でもご意見をいただいてもよいのですが、会議としては、担当の栄養士が原案をつ

くり、次に、担当者会に１０人が出てきて検討します。その次に教育担当者会で、最後に給食
指導担当者会、各学校から１名出席していただいて、給食指導の視点からということでも検討
を徹底しております。 

委員 地産地消と言われていますが、学校給食で、川西市のものを積極的に使って、給食に出すこ
とをなさっていますか。そうすることが、子ども達の郷土愛を育むことにもなるといます。 

委員 いい質問をしていただきました。今まで、手元を見てもらう時間がなかったと思いますが、
「完全米飯給食を求めて」という、私が月間雑誌の編集委員をやっておりまして、そこでは、
できることなら子ども達にご飯を中心に、母親達は皆パンで育った、だから母親達は箸の持ち
方も分からない人達、先割れスプーンで育った人達が、子どもを育てなくてはいけない時代で
したので、その反省を今、日本人はやはり、食は米だということで完全米飯給食を日本はよう
やく見直してきたのですが、阪神圏や大阪府では、まだ週５回ないです。あっても能勢の方で
４回くらい、他はみんなありません。兵庫県はあと３つありますが、全部米処の地域で阪神圏
では初めて、この９月の月曜日から全部５回でやろうとしています。ただ、子ども達は米で全
部育つわけでもないし、月に２回、焼きそばの日もあるでしょうし、パンもあるでしょう、そ
ういう形にしたいということで実りましたので、兵庫県の中で川西市は一番自慢していいと思
います。地産地消という点でも、兵庫県の中で川西市だけでも、米をまず食べさせてやりたい。
川西市でつくった米を食べさせてやりたい。川西市では足らなくても、せめて宝塚やその近辺
あたりまでの米を食べさせてやりたい。地産地消も休耕地もどんどんこれから、おじいちゃん、
おばあちゃん達もがんばって、子ども達と一緒に野菜づくりをしていこうというので、先頭切
って川西市はやっていると思います。 
この機関誌に原稿を書いておりますので、またお見せする機会がありましたら読んでいただ

きたいと思います。この雑誌は学校給食を私が編集した中を別刷りにしまして、兵庫県の歯科
医師会が、会長の挨拶を含めて出しましたので、一度よく見ていただければ、現状の子ども達
の米飯給食がどのようなものか、読んでいただければ分かると思います。参考にしていただけ
ればと思います。 

会長 どうも、ありがとうございました。他に何かございますか。 

委員 地産地消の取り組みなのですが、ある程度広域でやらなければいけないなと思っています。
兵庫県産の地産地消を考えるという考え方も出てきます。 

会長 はい、ありがとうございました。他にご意見はございませんか。 

委員 先に戻って申し訳ないのですが、推進計画のイメージのところなのですが、いろいろなデー
タを取りまとめていただいたり、その前の食に関するアンケートをしていただいたりしてい
て、うちの会でもよくアンケートを実施するのですが、逆にアンケートを提出していただける
方は、割と食に対する関心の高い方だと思います。その関心の高い方５６％のデータを元にさ
れている部分があるので、やはり改善というか推進計画としては、本当は回答をいただけなか
ったような方からのデータが一番大事ではないでしょうか。そのあたりで言うと、朝食なども
とてもデータがよいと思います。これが、専門的なデータとほぼ合っているのかどうかという
ようなところと、もう少しデータとは違うところに課題があるのかという部分もございます。
その解決策はなかなか思いつかないのですが。 
ありがとうございました。まだまだ意見をお腹の中にしまわれている方がたくさんおられる

かなと思いますが、事務局の方で、何かございますでしょうか。 
会長  

 

事務局 本日、「中間取りまとめ」としてご説明申し上げました「市民アンケート調査の集計結果」
につきましては、今後、内容の精査を重ね、あるいは、国・県との対比をできるようなものを
盛り込みまして、精査し、完成しましたら委員の皆様方にお送りさせていただきたいと考えて
います。 
また、次回の推進会議の開催時期でございますが、計画策定の進捗状況にもよりますが、予

定では「１１月上旬ごろ」を考えております。その際には推進計画の「素案」をお示しさせて
いただきたいということで、開催日時につきましては藤原会長と調整させていただきたいと思
います。日程が決まりましたら文書にてご案内させていただきたいと思います。 
それでは、私どもの今北健康福祉部長より皆様方にお礼のご挨拶を申し上げたいと思いま

す。 
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部長 本日は、第１回目の川西市食育推進会議を開催していただきまして、大変ありがとうござい
ました。お忙しい中をご出席いただき、貴重なご教示をいただいております。われわれ健康福
祉部健康づくり室が事務局となって、これからもお世話させていただきます。今日は第１回目
から貴重なご意見を賜っております。特に川西市らしさがいるのではないか、こういった中で
委員の皆様方におかれましては、これから計画の策定は元よりでございますが、先ほど申しま
したように、計画の策定がスタートの年になると思います。その後、策定後の推進状況におき
ましても、委員の皆様方の貴重なご意見をお聞きしていかなければならないと考えておりま
す。これから長い期間となりますが、何卒、お力添えを賜りますようによろしくお願い申し上
げまして、お礼の言葉とさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 

会長 それではこれをもちまして、第１回目の推進会議を「閉会」とさせていただきます。 
委員の皆様には、長時間大変お疲れ様でございました。議事がスムーズに進行しまして、ご

協力ありがとうございました。本日はこれで、終わりたいと思います。 
  

【８．閉会】 

 


