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会 議 次 第 
1. 報告事項 
 ◎市健幸まちづくり条例について 

 ◎市食育推進計画の各施策の進捗状況について 

2. 協議事項 
 ◎今後の食育推進について 

3. その他 
 ◎「かわにし健幸マイレージ2016」と「出前健幸測定会」について 

 

会 議 結 果 

 

 別紙審議経過のとおり 
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〈 開 会  １３時３０分〉 

○司 会   （開会宣言） 

○事務局 それでは、新しい委員さんもいらっしゃいますので、自己紹介をお願いいたします。 

（各自己紹介） 

（部長挨拶・配付資料説明・辞令交付） 

今後の議事進行に関しましては、会長にお願いいたします。 

○会長  それでは資料に沿って進めてまいります。会議は肩の張らない何でも言える会議に

したいと思っているので、席に座ったままで発言していただけたらと思います。 

それでは、次第の１つ目、報告事項のうち「川西市健幸まちづくり条例について」につきまして、

事務局より説明お願いいたします。 

○事務局  （報告事項：資料 １ 説明） 

○会長  ありがとうございます。市の「健幸まちづくり条例」は様々な議論があり出来上がって

いるが、説明にあったように３つの大きな柱がある。第一に個人がいかに健康について感じ取

るか、そして、地域で健康をどのように支えあうか、という事が中心として言われていたと思う。

その中で食育をどのようにとらえていくかを基本計画の中にあげていただいた。具体的には第

１４条で食育があげられ、今後推進していこうとなっている。８ページから９ページにかけて詳し

く載っている。食への関心をもち、食に関する判断力を養うという事をどのようにしていくか。特

に昨年、国から「第３次食育推進基本計画」が示されている。その中で「実践活動をどうする

か」が課題になっている。その辺のことを踏まえまして、意見あればいただきたい。条例で歯と

口の健康づくりについての項目もありますが、委員どうですか。 

○委員  歯と口の健康は食育にもつながるし、体全体の健康にもつながる。歯科医師会とし

ては、全力で赤ちゃんから高齢者、障害者などの全世代について、予防歯科センターを中心に

頑張っている。まだまだ PRが足りない部分もあるので、この推進計画と一緒に PRしていきた

い。 

○会長  ありがとうございます。委員はどうですか。 

○委員  私は仕事で高齢者を中心に口腔ケアの仕事をしている。よく介護をしているご家族

さんの話では、胃ろうになってしまったご家族さんからは、ちょっとでも口から食べてほしいとい

う意見をよく聞く。何か、力になることができればと思っている。また、最近出産をして栄養士や

いずみ会から味噌汁のことなど、話を聞いたり、食べることについて色々調べ試行錯誤してい

る。子どもがこれから、幼稚園、小学生と育っていく中でしっかり育っていってほしいと思ってい

る。 

○会長  委員はどうですか。 

○委員  先ほど、会長がおっしゃった通り、実践活動という事が大事。子どもも大人も、家庭

で食事を作る人だけでなく、小さい子どもから高齢者まで自分の食べるものに、調理や買い出

しなどでもどれだけ主体的に関われるかで、食に対する興味など出てくるし、気づきも出てくる

のでは。全ての人が実践に近いところにいれば、食の関係者になれる。食は他人の話ではな

く、食の関係者として関われる。実践活動を大事にしていきたい。 

○会長 委員、地域でご活躍されているということですが、１４条「心豊かな食文化の醸成や食
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環境づくりに資するための事業に関すること」という部分がありますが、何か思いつくことや考

えはありますか。 

○委員  私は長年、幼稚園の現場で働いていた経験があるので、その経験が生かせれば

と、今回参加させていただいた。学校や幼稚園では実践は、子どもと親とが土にふれあうこと

が大事だと思った。例えば、苗を買ってきても、黒のポットから外すことができず、そのままプラ

ンターに植え替える方がいるような実態が何十年も前からある。そんな中で、どうやって実践

活動を学校教育の中に取り入れていくかが大きな課題だと思っている。私自身、地域の「こど

も食堂」に興味があり、市がどんなふうに関わりを持っているのかも興味があり、活動に参加さ

せてもらっている。その中で、少し聞かせていただきたいのですが、「川西市健幸まちづくり条

例」を見させてもらったが、４ページの学校等の役割の部分の「７」と書いてあるのは、何か意

味があるのか？他のところは何も番号は書いていないが。 

○事務局  申し訳ございません。誤植です。 

○会長  学校という言葉が出てきましたが、委員は何か意見ありますか。 

○委員  第１４条に「心豊かな食文化」などが書かれてありますが、当たり前のことに気づくと

いうことについて中学校では、ミルク給食ですので給食指導をしていない。子どもが、家に帰っ

たら当たり前のように食事がとれて、当たり前のように弁当を持ってこれる、その当たり前のこ

とに子どもが気づくという事も食育に関する教育に入るのでは。平成３０年から道徳が教科化

になり、平成３１年からは中学でも教科化になっていく。道徳の心は食文化や食育にも繋がる

のではないかと思うし、広い意味では食育も道徳も教育も学校では全て豊かな心を育てるの

にも必要と思っている。 

○副会長  「健幸まちづくり条例」ということで、今までは「健康づくり計画」と「食育推進計画」

とを分けて考えていたが、今回新しく統合することになった。これはとても良い事だと思う。良い

ことではあるが、それまでわかれて専門的に独立してできて、今回くっつける良さもあるが、反

対にくっつけることで、分量的に上限が定められるのではと思う。その中で、食育が１本の柱と

して位置付けられたことは素晴らしいこと。後は、くっつけることで表現が大きくなってしまうの

で、食育の部分では具体的にどうするの、何するのという事をこれから色んな方に意見を聞い

ていきたいなと思う。 

○会長  他にございませんか。 

○委員  食育ということでみていきますと、大学生の女の子達の食事の実態を見ているとぞ

っとするようなお昼ご飯を食べていることがある。川西市の小学校は完全米飯給食になって５

年になり、中学校も２年後にどうするかという問題があるが、その子たちが将来大人になって、

子どもを産んで次に自分の子を育てていくときに、食育の基本が川西で何かモデルになるもの

がないだろうか。川西は阪神間で唯一の完全米飯給食。親に「中学校もぼちぼち給食かな」と

伝えると嬉しそうな顔をする。その顔をみると私は反対するところもあるが、心配だというお母

さんには、「心配しなくていいよ」と言いたくもなり、どっちもある。なので、「給食」ではなく「昼

食」を考える。中学生がもっときちっと食事を考える。自分で自分のごはんを作れない子もたく

さんいる。「弁当の日」など、自分たちの食事は自分たちで考える・作るというキャンペーンを広

げていただけないか。私が小さい頃は当たり前のように買い物・つくることや風呂たきなどの用
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事もやってきた。そういうことをやっていく中で家庭の中にメンバーとして入っていった。今は、

子どもを親・大人の中に取り込まないでいるところが多い。給食にするのか、弁当にするのか

どっちがいいかわからないが。予算もありますしね。 

○会長  給食も給食法という法律のしばりもありますし、難しいですね。委員が言っている部

分はまさに実践の部分。委員何かないですか。 

○委員  自分のことを差し置いておこがましいが、昼食を自分でつくる経験は良い意見だと

思う。今の大学生や就職してからもそうだが、1人で食事をつくる技術は必要。 

○委員  親はものすごく反対するだろう。 

○会長  委員どうですか。 

○委員  いち母親として申しますと、働いていて、毎日朝ご飯などを作るのは負担が大きい。

女性はワークライフバランスも大事と言われているので、母親としての生活を考えると弁当に

手放しで賛成はできない。しかし、食育は大事だと思っている。子どもと一緒に食事の時間は

大切にしていきたい。伝統や地元の食材についてなども話せるので、心がけていきたい。 

○会長  地域で実践されているいずみ会の委員、何か意見ありますか。 

○委員  私たちのグループは実践の立場にある。お母さんに赤ちゃんへの薄味の塩分濃度

３％の味噌汁と、お母さんたち大人への体に負担のかからない濃度のお味噌汁６～８％くらい

の味噌汁を試飲していただく事業もしています。昨日もファミリーサポートといって、学校が終

わった後の親のサポートをする人を対象に、食事などを提供する方たちに料理教室を開いて

きた。明日も、親子料理教室といって就学前の３歳～５歳対象に料理教室を行う。「朝ご飯を食

べよう」というテーマで、具だくさん味噌汁などを作る。なので、上は老人会から下は子ども達ま

で、他にも男性を対象に色々な教室を受け持ち、毎日のように実践している。 

○会長  今後、「健幸まちづくり条例」の１４条の食育の推進に関する施策をどのように実践

していくかが、この会議の中心的なことになると思うが、他に何か意見はありますか。 

ないようでしたら次に、「市食育推進計画の各施策の進捗状況について」につきまして、事務

局の方から説明をお願いいたします。 

○事務局  （報告事項  資料２・３・４・７及び参考資料を説明） 

○会長  ありがとうございます。非常に盛りだくさんの事業の報告をしていただきました。特に

資料３におきましては、経年的にどんな風に実践活動ができているか、あるいはできていない

か詳しく説明いただいた。この件に関して何かご意見ありませんでしょうか。 

今回のフォーラムでは、映画上映やトークセッションなど違った観点から興味があったかと思

います。トークセッションでは、副会長や栄養教諭もご登壇されてますが、何か思い出はありま

すか。 

○副会長  映画を見させてもらったが、タイトルも「１００年ごはん」ということで、目先のことで

はなく、２世代、３世代に繋がっていく内容で私自身とても勉強になった。改めて、食の安心・安

全や栄養があるからだに良いものは、今日・明日でできるものではなく地域全体で、できること

から取り組んでいくことがよく分かった。誰かがそういうことをやろうと、気持ちを起こし、周りを

巻き込んで少しずつやって、そして、できたら継続していく、その積み重ねが１００年に繋がると

いうことで、非常に感動した。 
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あと、舞台に上がった時に、フロアが近いということもあり、市民の皆さんの顔がよく見える

が映画を見られた皆さんは本当にいきいきしていた。トークショーの間では、市民の皆さんは、

ある発言には、「うんうん」とうなずいていたり、ある発言には「うーん」と首をかしげていたり、そ

ういう反応が手に取るようにわかり、非常にいい企画だと思った。とても勉強になった。 

○会長  農に係る食育が重要になってくるかと思いますが、これに関して JA六甲代表の委

員何か意見ありますか。 

○委員  JA兵庫六甲でも食農教育という形で、各地区で田んぼの教室という取り組みや、農

の分野では安全安心なものを消費者の方にお届けしたいということで、生産者の方々には徹

底した履歴管理という、農薬をいつかけて、基準を守るというかなり厳しい状況の中で、食を守

るというかたちで生産をすすめてもらっている。 

○会長  地産地消まではいかないけど、基準の中で作ってるということですね。 

○委員  地産地消に関しては、数年前から地元に直売所をかまえまして、各地区で地元産の

ものを販売している。川西市にも「四季の郷」とあと２か所、黒川と久代に直売所があり、そうい

った処で活動させてもらっている。 

○会長  ありがとうございます。委員何か意見ありますか。 

○委員  食育フォーラムでも発表させてもらったが、地産地消まで至らないという保育所給食

の話もありましたが、安全なものを子ども達の口に届けたいという気持ちはある。小学校もそう

だが、保育所でも自校でつくるということはとても大きいと思う。今日もだが、小さい保育所なの

で朝から色んな匂いがしてくる。子ども達が「今日の給食は何かな」と鼻をぴくぴくさせて、「お

なかが減ったな」とかを感じながら、おいしく、楽しく食べる。生きていく源になる食育ということ

で、私たちの対象は小さいので、２代先３代先は考えられないが、生きていく力になる食べると

いうことに意欲的に育ってもらうように力を入れている。この前、歯科医師会の講演を聞かせて

もらって、本を３冊ほど読ませてもらったが、子ども達が大きくなって、自分の力で食事を作って

食べて、大人になって、またその力を次世代に継承していくことが大切になってくると思う。保

育所の子ども達も毎日人参や大根の皮をむいたりしているが、それをそこだけで終わらせるの

ではなく、家庭に返して、家庭で一緒に作れるようになって、お母さんが忙しそうだなって思っ

たときは、自分で代わりに食事を作ろうかくらいの力がつくような子に育てていきたいなと常々

思っている。 

○会長  その他、ご意見ありますか。 

○委員  地域の野菜を保育所に届けるのが難しいなどと資料にも書いてあったが、市によっ

ては、市と産地や生産者と公営的な立場で地域の野菜を取り入れているという活動がある中

で、川西市はカリキュラム、保育所の給食や小学校の給食、今後、中学校給食の可能性があ

るのならば、総合的な意味でどういう風に食を育んでいきたいのか、といったようなカリキュラ

ム的なものは存在しないのか。 

○委員  存在している。市の食育計画に基づいた、うちでは川西市立保育所のガイドライン

があり、それをもとに各保育所でも食育計画が作られている。ただ単に食べるとか、好き嫌い

なく食べるなどではなく、食と文化だったり、人間関係といったような項目を立てた計画書を基

にあり、普段の保育とリンクさせていくという事にはなっている。ただ、色んなものを地域から取
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り入れるとあったが、今のところ小学校などと違って保育所は小さいので、地域の農家の方と

契約するといっても、６０食、１００食、１２０食となるので、それを契約するとなると難しい。食育

フォーラムでもあったが、学校は、多田のお米を使うなど少しずつやってきている。できれば、

近くの農家さんなどがいればやっていくのが夢だが、うちだけ契約などとなると非常に難しい。 

○委員  そのために市と産地、生産者との公営的な育みができれば、その季節に取れる野

菜など、どの位できるのかなど前もってわかればいいかなと思った。保育所、小学校、中学校

の年間のカリキュラムなどがあれば、その辺をお聞きしたいなと思った。それをどう保護者の

方に伝えていき、地域に伝えていくというような基本的なことに繋がっていくと思う。 

○会長  地産地消と学校給食とのやり取りなどについて市の農政はどうですか。 

○事務局  産業振興課です。地産地消ということですが、農家の現状として、農家の高齢化

や水路であったり、ため池であったりと農業施設の維持など、直面している課題として農家をい

かに継続させていくかということが大きな問題になっており、なかなか地産地消とまでは成りえ

ていない現状です。ただ、やはり地場野菜を学校や幼稚園、保育所などで使うのは大切なこと

だとは思う。そういうことは微力で落としこんでいるがなかなかできていない。その辺がネックだ

が、例えば、農業塾をやっている。昨年は、市内の多田院で農家さんの所で農業塾をやらせて

もらって、農に興味がある一般市民の方１５～２０名が参加した。その農家と地元の小学校と

がコラボして、実際に小学校のお子さんに来ていただいて、大根を抜いたものを持ち帰って、

給食等に使ってもらうなどの活動を行い食育に貢献している農家さんもいらっしゃる。そういう

取り組みは地道ではあるが、少しずつ取り組みを広げていけたらと思う。学校現場も給食に反

映するには、それだけの野菜の量を確保することなど、農家さんにも働きかけて、色んな条件

的なものがあると思うが、うまくマッチングできていけたら、学校給食とコラボして、できたらお

子さんにも実際に埋まっているものを見てこれを自分たちが食べるんだというようなことを感じ

てもらって、そういった関連性などを勉強してもらう機会があればいいなと思う。去年試験的に

ではあるが、させてもらって実感としていい取り組みだったと思う。なかなか食育の推進として

はできていない現状の中で感じているところです。 

○会長  ありがとうございます。委員は、食育フォーラムに参加されて何か感じたことなどあり

ますか。 

○委員  違う話だが、土をもらったが家に持ち帰って植木に植えたら今まで全然元気がなか

ったものが、元気になった。あの土はどうやって作っているのかとか、どこで買えるのかとか、

もっと聞きたかったのに聞けなかったし本も買えなかったので、残念という思いがあったので、

またこのような機会があればいいなと思っておりました。 

○会長  委員何かありますか？ 

○委員 小学校～中学校になる子どもがいたので、給食だよりに載っているレシピを子どもに

求められて作ったりするなど、地産地消の現場を見ることはできなくても、食育に実を結ぶ部分

があるのではないかと、保護者としては感じています。ただ、資料３を眺めていても、たとえば、

学校給食では給食だよりを作っているが、担当課が少しずつ違っているので、一貫して取りま

とめる組織はないのか。食育という大きな柱があって、色んなことにまたがっていて、色んなこ

とをしているのはわかるが。それこそ、私立はどうなっているのかなと思う。昔に、県からの事
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業だが、歯科衛生士のカミングハーモニーさんと栄養士がタイアップして、歯磨き指導と食事

の大切さを保護者と子どもに伝える機会があった。しかし、それは全て公立の幼稚園対象だっ

た。私立の子どもにも聴かせたい。少しずつ、ずれていくところを統一した対処ができて政策の

効果が幅広くなるのではないか。食育フォーラムのアンケート内容、どういった方が来られてる

かで分けてもらっているが、「関係者ですか」という項目がない。実際にお手伝いにきた団体さ

んも来られるわけですから、実際にチラシだけを見てきて人がどの位いるのかが、他の事業と

併せて毎回気になっている。知る必要があるのでは。本当に来てほしい人に来てもらうにはど

うしたらいいのかを考えていくべき。良い事業をやっているので、できるだけ市民の方に聞いて

いただくことができたら、難しいことだとも思うがうれしいなと思います。 

○会長  どういう風な方が参加されるかということですが、来られる方は意識が高い方。意識

が少ない方にどういう風にして呼び込めるかが、今後の実践活動での課題になってくると思

う。他にはございませんか。 

ないようなので、続きまして、次第４の協議事項「今後の食育推進について」事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局  それでは、今後の食育推進について、繰り返しになる部分もあるかもしれません

が、初めての委員さんもいらっしゃいますので私の方から説明させていただきます。 

本来なら現在の食育推進計画は平成２３年から平成２７年の５か年間ということで、２７年度

は最終年度としてご報告申し上げ、平成２８年度からは新たな計画を策定する予定でありまし

たが、健幸政策室が所管しております「食育推進計画」と並んで「健康づくり計画」がございま

す。この計画が平成２５年度から２９年度の５か年計画ということで、現在の食育推進計画を２

年延長して、平成３０年度から１本化した計画を策定させていただくことになりました。この件に

ついては、これまでの「食育推進会議」でも皆様に諮らせていただいたところです。 

その大きな理由としまして、１つ目に昨年、健康で幸せに暮らしていけることができるまちづ

くりをめざそうと、「健幸まちづくり条例」を制定しました。当然、その中には食育も健康づくりと

密接に関係するものであり、しっかりと基本計画の一つとして第１４条に「食育の推進」を盛り

込んでおり、平成３０年度からは新たな計画の名称として、「健幸まちづくり計画」を策定してま

いりたいと考えております。 

また２つ目の理由として、新たに別表６にもありますように、平成２８年度に国の推進計画に

基づき、第３次食育推進基本計画の目標が設定されました。そのタイミングも考慮し、また、市

の総合計画の見直しに合わせて作成することにより、統一した目標設定もでき、市民の方には

わかりやすいものになるのではないかと考えています。そして、今回新たな健幸まちづくり計画

の策定に伴い、市民調査、アンケート調査を実施します。２０歳以上、３０００人を対象に本日、

発送させていただきました。 

食育推進計画については、当初の計画の５か年を評価するということで、平成２７年３月末

にアンケート調査を実施し、報告書にまとめたものがございます。皆さんのお手元にあります

「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」であります。特に概要版

の中には特に会長、副会長から５年間の総活及び今後の展望もいただきました。今回のアン

ケート調査では、特に食育については、追加の質問として、国の３次食育推進基本計画の目
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標項目などを４問設定いたしました。それが、資料６の２枚目にあります。問２３～２６でござい

ます。委員の皆様からも発言がありましたように、国に合わせて実践活動の設問を入れており

ます。また、アンケート調査だけでなく、市民の方にもご参加いただき、ご意見や課題、アイデ

アをいただく、「健幸まちづくりワークショップ」を３月の土・日に２回開催する予定にしておりま

す。４月以降、計画策定をすすめ、「健康づくり推進協議会」、そしてこの「食育推進会議」の委

員の皆様のご意見、そして、議員協議会やパブリックコメントもいただきながら、平成３０年度に

「健幸まちづくり計画」として、スタートしたいと考えております。以上が、今後の食育推進及び

健康づくりの推進についての進め方をご説明させていただきました。 

○会長  ありがとうございました。「健幸まちづくり計画」の中で、いかに食育を形作っていく

か。今まで食育は１本柱で来ていたが、そうではなくて、平成３０年度からは「健幸まちづくり計

画」の中で食育をきっちり仕上げていくかという説明だったかと思う。特に、地域振興を図る新

しい概念に基づく条例が設置され、来年度から第２期になる食育推進のありかたをまとめる作

業に入る。「健幸まちづくり計画」の中に食育が埋もれてしまったらいけないので、「健幸」づくり

のために食育もしっかり独立した性格のものをつくっていかないといけないと思う。委員何かな

いですか。 

○委員  「健幸まちづくり」ということで薬剤師会も市と色々事業を一緒にさせてもらっている。

細かく分けていけばいくほど、分かりにくい、難しくなるし、連携連携というと中途半端にもなる

ので難しいところだと思う。 

○会長  市民の役割も謳われているが地域団体の皆さん、まずは、いずみ会の委員、地域

の役割としてどういう風な取り組みをして行こうなど意気込みなどもしありましたら。 

○委員  いずみ会は６０～７０人ほどのリーダーがいるが、高齢化もあるので、実際に活動で

きるのは半分くらいではないかと思う。募集したりもするがなかなか人が集まりにくいので、私

たちのなかでも検討しているのが現状。ここに集まっているメンバーはやはり食育に興味をも

っている。今日、食育推進会議に参加させてもらって皆さんの意見も聞けて、もっともっと地域

の皆さんや色んな方に興味・関心をもってもらえるように頑張っていこうと思った。 

○会長  地栄協の委員はどうですか。 

○委員  「健幸まちづくり条例」にもあるように、私たちの団体は行政と連携し、行政からいた

だく仕事でも活躍しつつ、そのすき間をぬっていくようなこともしたい。しかし、いずみ会でもおっ

しゃっていたように、継続的に活動できる若い人は忙しい。私自身も栄養士とは違う仕事もして

いる。ボランティアは継続的に持続させることが、それぞれの団体でも課題になっているので

はないかと思う。地栄協は、今年度で市からいただく事業を手放すものもある。先ほど学校給

食の話も出たが、川西市の人口はどちらかというと年配の方が多く、私たちの団体も６０代が

多い。食育は子どもだけでなく年配の方にも必要。前向きは考えているが、具体的にはなかな

かないのが現状。 

○会長  学校給食の立場も今後、とても大事だと思うが、委員何かないですか。 

○委員  栄養士における栄養指導は、私たちが勉強していたころは、病気になってからどうし

ようということで勉強していたかなと思うんですが、今は健康に生きていくために、病気になら

ないためにということにシフトしていっている。そうなると日々の学校給食がとても大事になって
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くると思う。子どもたちが健康で健やかな育ちをしていくにはどうやっていけばいいのかが大事

だと思う。今、日本人の食生活がどんどん欧米化が進んできたがために、小児生活習慣病等

が出てきたといわれている中、歯科医師会の協力や川西市の英断で完全米飯給食が実施で

きてきている。これが平成２２年の秋からなので、ただ、実施するだけではなく内容の充実も、

今後図っていかないといけない。栄養士はついつい栄養素的な部分ばかりをいってしまいがち

だが、ユネスコの無形文化遺産に制定された、和食の食文化を伝えることが大事。文化を伝え

ていくことで私たちが得るものが健康な体であったりするわけで、結果が後からついてくるので

はないかと日々思っている。これからも、学校給食の献立に教育的効果をきちんと入れてい

く、ただ空腹を癒すためのものではなくなってきている。今後の中学校給食を検討するにあた

っても、給食に教育的効果をちゃんと入れていって、それが子ども達に還元できるような献立

が実施していけるシステムを作っていきたいと思う。 

○会長  色んな意見がありましたが、副会長、トータル的に今後のあり方についてどうです

か。 

○副会長  川西市は、行政もそうだし、民間の組織や地域団体もそうだが、本当に食育に関

して真剣に考え、熱心に取り組んできている。資料３でも×がついているものもあるが、話を聞

いたら決してやってない×ではなく、資料をまとめるにあたって、型に当てはめたときに当ては

まらないから×なだけであって、実際には係の方もちゃんと食育を意識されて、少しでも、とい

う思いで実施されている。これは色々な団体や行政の努力で一路を歩んできたこと。今の大き

なテーマである、「健幸まちづくり計画」でどうするか、そこの食育推進をどうするかがあるが、

せっかくこれまで川西がやってきたこの活動を途絶えさせないことが大事と思う。先ほどの話

に出ていました、各団体での世代交代で次の世代・人材がいないなどそういう話もあります

が、各団体でもつなげていく。そして食育推進協議会も次の世代につなげていく。そんな風に

皆さんがされていることはとても素晴らしいことで無駄なことは一つもない。一つ一つ繋げてい

くことがとても大切だと思う。もう一つは、それぞれの行政、団体は一生懸命仕事、活動をされ

ているが、川西市全体での食育となると、そういわれればと思うところはある。ぜひ、年に１回

や２回のこのようなミーティングの場所だけでなく、日々の些細なことでいいので、連絡するこ

と、例えば「うちはこれで困っている」などを、電話１本入れるなどしていくと食育は続いていくの

ではと思った。 

○会長  委員どうですか。 

○委員  ターゲットは「お家」だと思った。委員さんそれぞれターゲットは違う。委員だったら小

学生だし、委員だったら中学生だし、それぞれあるが結局ターゲットは「お家」にもっていかない

となかなか話がすすまないのでは。「お家」となると保護者・親だが、PTAでも自分たちで勉強

していきましょうとなってやっている。そんな姿が子どもたちにも伝わって食育が推進されてい

けばいいと思う。そんな学びの場をたくさん持つべき。また、参加することを推進していかない

と結局は一部の人だけが集まって盛り上がっているだけになる。家庭や「お家」を中心にし、タ

ーゲットにした啓発活動を委員さんの横のつながりの中でやっていけばより大きな推進力にな

っていくのでは。 

○会長  まさにその通りだと思う。色んな縦のつながり、横のつながりを持ちながら行くと、そ
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れが市民の参画を呼んで色んなことに発展していくのではと思う。今後も検討を継続していく

必要がある。行政も含めて色んな観点で協議しながらどういう風に実践していくかが大事かな

と思います。 

では、時間も迫ってまいりましたので、最後の次第５の「その他」に移りたいと思います。本

日は事務局より情報提供があるようですので、お願いいたします。 

○事務局  （資料５及び、参考資料を説明） 

○会長  ありがとうございます。「健幸マイレージ」につきましては、昨年度から実施されてお

ります。市民の関心も大変高い。歩いたり、色々な市や地域の事業への参加人数が増えてき

ていると聞いている。今年も好評なのはなにより。また、「健幸マイレージ」に参加できなかった

方も身近な地域で健康を意識するきっかけとなるように「出前健幸測定会」が地域協働で取り

組まれ始めている。これからの時代を見越して１人ひとりの健康への関心をもつことが大事。

そして仲間づくりもそこに生まれてくるのだと思う。非常に面白い取り組みかなと思う。それぞ

れこれからやっていきますので今後も啓発していただきたい。ありがとうございます。 

せっかくの機会なので、委員の皆さんも何かございますでしょうか。新年を迎えまして食に関し

ます事業が色々新たに取り組まれているのではと思います。何か情報がありましたらお願いし

たいなと思います。 

○委員  「こども食堂」に関して聞きたい。市民の自主的な取り組みとして、「こども食堂」を行

っているボランティア団体などあるが、川西市ではあまり聞かないので何か情報があれば教え

てほしい。 

○会長  行政の方で「こども食堂」に関して何か情報はありますか 

○事務局  「こども食堂」に関しては、私どもの方では、話は持っておりませんが、小学校と川

西いずみ会の活動にはなりますが、「ぼくと私の食でヘルスアップ教室」といって小学生の頃か

らお料理をする力を養う、それは上手に作ることを目標にするのではなく、食べものとふれあ

う、食べるということを考えることが大切で、まさに先ほど委員さんの中でも話にでていた活動

を教育委員会といずみ会がコラボレーションして実施されているという情報をこちらは持ってい

ます。 

○事務局  「こども食堂」について我々の捉え方として、子どもの貧困対策ということで所管が

別の所管。場所でいうと生活困難者の自立支援を行う部署が窓口。現在、市の施策としては

持っていないが、NPOの団体が自発的に月１回川西能勢口近辺で「こども食堂」を行っている

と聞いている。市の職員も見学に伺わせていただいていると聞いています。 

○会長  ありがとうございます。 

○委員  もう一つ、地域の校長先生がおっしゃっていて、店の名前はわからないが駅近くで、

「１００円カレー」といって親子で１００円でカレーを食べさせてもらえるというような活動を始め

ておられて、なかなか宣伝がいきわたっていないので、今度主催の方が、保育所等で宣伝され

るというような情報は持っているので、来ていただいたらお話しは伺おうかと思っている。 

○委員  「こども食堂」とはズレるんですが、いずみ会さんと一緒に行っている「ぼくと私の食

でヘルスアップ教室」ですが、参加者が集まらないという実態があったんですが、今年度、本校

で留守家庭の児童クラブに声をかけると参加者が多かった。長い間、子どもたちだけで家で過
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ごさないといけないという面では、状況的には似通っているのかなと。そこで、夏休みの間自分

たちの力でお昼ご飯を作る力をつけてもらうというとっかかりがあった。 

○委員  初めての取り組みだった。 

○委員  初めてだった。そこに目を付けたのが本校の校長で、せっかく良いことやっているの

に参加者が少ないから、「一回言ってみたら」という感じで声をかけてみたら、２０人ほど人数が

集まった。なので、小学校だけで呼びかけるのではなく、留守家庭などそういうところも呼びか

けるとより効果が上がるのではと思ったことがあった。 

○委員  中学校の話にはなるんですが、弁当を盗まれる事件があるよう。熱心なお母さんは

朝弁を食べるようなら昼も足りないだろうといことで、また別におにぎりを作ってくれた。そのお

にぎりを食べている風景をみて誰かが恐喝して「お前はさっき食べただろ、だからこの弁当は

おれにくれ」と言っているなどそういう背景を考えると、３食の食事のうち１回くらいはまともな食

事をとらせてあげる学校給食が大事だと思うが、親を楽にさせるということだけでは、いやだな

という思いがある。だが、子どもたちが夏休みになって学校給食が無くなるので、小学校の子

どもたちはお昼ご飯を食べるところが無いので、今みたいな「こども食堂」に行って命をつなげ

るしかないという現状もある。親ですら食べれないといって、親もお金を払って食べている。こ

れだけ恵まれた日本で、なんでこのような実態が子ども達の中にあるのか悲しくなる。ボランテ

ィアでやらなければいけないのか、行政が力を入れるか、川西はお金がないので無理だと思う

が、もう少しそういうところに力を加えれる余裕をもって行けるような行政であってほしいと思

う。 

○委員  一つだけ、PTAの会長さんたちにもお願いがある。毎年、市の教育委員会を通じて

市内の小学校に、いずみ会からヘルスアップ教室を夏休みから、次の１２～３月くらいの間ま

でに３回、小学校３年生以上の料理教室を開くようにしているが、色々無理言って開催させて

もらっている状態。他の小学校も申し込みしていただいたら、どこにでも参りますので、ぜひご

協力していただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

○委員  はい。ぜひ。 

○委員  1回200円か300円ほどですか。 

○委員  100円だったと思う。だいたい主食とおつゆと主菜・副菜・デザートが付きます。 

○委員  それと僕の話と。 

○委員  夏はあまりにも暑くて気分悪くなる子たちもいるの早く空調をつけてあげてほしいと

思う。 

○委員  ３回それを卒業してもらったらジュニアいずみ会と言ってアステの広場で行う「歯と口

の健康フェア」でのカムカムレストランの際に、そういうお子さんを募集して、出席してもらったり

もしている。なのでぜひよろしくお願いします。 

○会長  PTCAフォーラムも何かあるんですよね。 

○委員  チラシの方を今日お配りさせていただきます。私、市民委員でもあるんですが、たま

たま今PTA連合会の副会長もさせてもらっています。週末の１月２１日の土曜日、１２時半～１

５時半までで、テーマは「-愛は家庭からはじまる-Love begins at home.」ということで、先ほど

委員が申しましたように、PTAは子どもと家庭と学校、周りに地域ということで、子ども中心の
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周りの大人がいる組織。最少単位である家庭で子どもたちが温かく育っていけるようにという

大きなテーマをあげまして、詳細は裏面にありますが、オープニングで子どもたちの催しを２

つ、川西南中学校３年生の有志の「ハカ」とよばれるニュージーランドの原住民の戦う前の志

気をあげる踊りと、ダンスなど、お楽しみの部分と、健幸体操ということできんたくんが来るの

で、みんなでちょこっと踊ります。そのあと食育に関する講演で大分県佐伯市、まさに１００年ご

はんの大分県臼杵市の隣にある市なんですけども佐伯市の方から来ていただく市の職員、柴

田真雄さん、スーパー公務員といわれ、公務員の仕事をしながら年間１５０回以上の講演を行

って全国飛びまわっている方です。「食を通じて笑顔が広がること」を実感されて講演されてい

る。防災にも積極的に関わっている。食育と防災は、命を育むことに関係している。そのあたり

でも、子どもが生きる力を育むために大人が今できることは何か考える講演があります。その

後に、twitterを使って会場の皆さんがつぶやいた会場の意見がスクリーンに流れるようにとい

う取組を予定している。会場に上がった意見を講師の方にお答えいただいて、会場と一体感あ

ふれる催しができたらと予定しています。文化会館大ホールで行います。皆さんご多忙のなか

かと存じますが、ぜひご来場いただければと思います。 

○会長  ありがとうございます。非常に盛りだくさんのイベント。皆さんぜひ時間を作ってご出

席いただければ。 

○事務局  PTCAフォーラムと一緒に配らせてもらったチラシですが、兵庫県庁より２月１８日

に予定されています「お米・ごはん推進フォーラム」のご案内が届きましたので、皆様に情報提

供として配布させてもらっていますので、またご参照ください。 

○会長  委員の皆さんの活発な意見・スムーズな進行にご協力ありがとうございました。以上

をもちまして、本日の食育推進会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○事務局  熱心な意見交換やご提言を、ありがとうございました。会長、スムーズな進行あり

がとうございました。食育推進会議は本日をもちまして、平成２８年度の開催につきましては、

本日で終了といたします。来年度は、「健幸まちづくり計画」の中の食育部門を、この食育推進

会議で進めていきたいと思いますので、複数回の開催を予定しております。来年度が始まりま

したら、また調整させていただきたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。本日は貴

重なご意見ありがとうございました。 

 

 

 


