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会議の概要               

                                                                                 

会 議名       宝塚市食育推進会議 第１回 会議   

開催日時       平成22年７月29日（木）午後２時～午後４時  

 開催場所       宝塚市役所３階 ３－３会議室  

 出席委員       委員19名：（欠席者なし）  

 保田委員、 山下委員、 松本委員、 北山委員、 中村委員、 藤野委員、  

 藪内委員、 和田委員、 奥村委員、 嶋津委員、 藤田委員、 岡本委員、  

 中野委員、 林委員、  松田委員、 山本委員､ 井上委員、 北井委員  

 伊藤委員  

 傍聴者数       １名  

公開の可否       公開   

議題及び結果の １  開会  

概要 （１）委員委嘱  

 （２）市長あいさつ  

   （３）会長及び会長職代理者の選出  

 会長        ： 保田委員       

 会長職代理者 ： 中野委員  

 （４）諮問  

 宝塚市食育推進計画の策定について、次の諮問を受けた。  

 「宝塚市食育推進会議条例第２条の規定により、宝塚市食育推進計画  

 の策定について、諮問する。」  

 （５）各委員の紹介  

   

 ２  議事  

 議事１ 宝塚市食育推進会議の情報公開及び傍聴要領の制定について  

 ・審議記録の公開については、市ホームページにおいて審議概要を掲載  

 することとする。  

 ・審議会は原則公開とし、傍聴定員を１０名程度とする。  

   

 議事２ 諮問趣旨及び「たからづか食育推進計画」素案について  

 事務局から、諮問趣旨及び「たからづか食育推進計画」素案につ  

 いて説明  
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 （会長）  

 宝塚市の食育推進計画の策定は、県下では最後に属する。  

 他市の計画を参考にしながら作られているので、私の目から見て、かなり良い    

 内容になっていると感じる。  

 食育の最終目標は子どもを幸せにすることである。  

 食育とは、子どもが幸せをつかむことができるように、正しい食べ方を指導し、  

 子どもを幸せに導くことである。  

 ＜食育に込められている６つの目標＞  

 ①食べ物を通して、やさしい心を育む  

 ②小さい頃から生活能力を身につける （自分でご飯を炊けるような能力等）   

 ③地域に育まれた食文化を継承する  先人の知恵を生かす  

 ④健康に生きる知恵を伝授する 食べ物の選択力を身につける  

 ⑤環境の大切さを学びながら、食べものが安全に作れる生活スタイルを作る   

 （環境が安全でなければ、食べ物の安全はありえない）  

 （危険な水産物を作らないために、海を汚さない）  

 ⑥食料持久力を維持し高める暮らしを、子どもが手にできるようにする  

 （地産地消の暮らしを選択できるようにする）  

   

 最終目標（ねらい）は、６つの目標（知識・情報・能力等の力）を子どもたちに    

 与え、自ら子どもが幸せをつかむことができるように導くこと。  

 食育には、この６つの目標があるため、食育推進計画にはあれこれ幅広く書かれ  

 ている。  

 「健康教育だけで良いのでは」と思ったかもしれないが、「食育」と「健康  

 教育」は、似ているが同じものではない。  

 健康教育は、食育の大きな柱の１つ。全部ではない。  

   

 ●事前配布されていた素案について、質問も含めた意見を述べてください。  

 （委員）  

 計画全部ができればすばらしいと思うが、できないことも多いと思う。  

 特に西谷と農業の関係は複雑だと思う。  

 この中で一番しなければならないことは、Ｐ16の「子どもたちへのバトンタッチ」  

 だと思う。重要なことだと思った。  

 （会長）  

 バトンタッチは大事であるが、どんなバトンでも良いわけではない。  

 良いバトンを親自身が作っていく努力をしなければならない。  

 そのような内容は、この計画に書いてありますよね。（事務局への問いかけ）  

 （委員）  

 きれいにまとめてあると、関心した。  

 やはり、子どもたちへ伝えていかなければならないと思う。  

 我々も親子の料理教室等を実施しているが、結局、親世代の食への無関心が  



 3

 影響していると感じる。  

 その世代（親世代）へ食育をしなければならないと思う。  

 ６つの目標のことを、計画の中にわかりやすく込められたらいいと思う。  

 （会長）  

 ６つの目標を入れることについては、対応できればして欲しい。  

 一番乱れている若いお母さんたちを作っているのは、我々世代である。  

 団塊の世代や少し上の世代が、子どもに対して、正しい食生活を行ってこなかっ  

 たからである。  

 ５年間の計画にあれこれ謳っても、できないことはできない。  

 謳っていてもできないのであれば、最初から謳わない方が良いと思う。  

 ５年間にできないものは、わかっていても計画に書かないというやり方もある。  

 今後、取捨選択していかなければならない。  

 （委員）  

 食べ物を作って提供する側の代表です。  

 食に関する様々な事故等をきっかけに、スーパーマーケットの商品は、詳しい食  

 品表示がされている。（「国内産」等）  

 食品を購入する選択肢で、安くて良いものはない。良いものは高い。  

 添加物がたくさん入っていても安いものを選ぶのか、天然の朝取り西谷野菜を  

 使ってサラダを作るのか、どちらが安全なのか、体に良いのか、子どもたちが  

 おいしく食べるのかは、おのずとわかっていることである。  

 若いお母さんが、ファーストフード店から退去し、時間と手間を惜しまずやっ  

 てくれないために、業者は、世の流れとして、安くてボリュームのある、見た目の  

 良いものを作らざるをえないのが実情である。  

 日本に昔からある天然由来のもの（米・漬物等）を食べさせて、（アレルギー等  

 の解消も含め）なぜ食べるのかを大いに謳わなければならない。  

 営利追求に流されてしまうと、後でたたかれるのは我々提供者側。難しい立  

 場である。  

 宝塚には「西谷」という良い土壌がある。生産地と消費地、両方の素材が  

 ある。学校給食で西谷産の牛乳・米・野菜を使うなど、市を挙げてＰＲしてもら  

 いたい。市民に、宝塚産という良いものがあることを認識してもらいたい。  

 米を入れパンを作る等の機械も進化しているが、ただお腹を膨らまして、命  

 を繋ぐだけではなく、食べることの楽しみがなければならない。   

 （会長）  

 楽しい世の中になればさらにいいと思う。  

 できることしかできないのなら、楽しいことを書いても面白いかもしれない。  

 最後に皆さんの意見を求めたい。  

 （委員）  

 受ける側がやる気にならなければ、いくら良い計画を作っても意味がない。  

 受けたいと思うようなバトンを作っていくのが良いのではないか。  

 誰が見てもシンプルでわかりやすく、そのバトンを受けたいと思うようなものが  
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 良いと思う。  

 （会長）  

 食べることは自由である。何を食べても自由であるのが大前提。  

 食という行為は、憲法に規定された自由権に属する行為である。何人も侵害  

 することはできない。  

 全く自由な中で、食べ物に関する様々な問題が生まれ、その問題のしわ寄せ  

 を受けるのは、大人ではなく、子どもたちである。胎児はもっと受ける。  

 次の世代へ被害が及んでも、目に見えない部分なので、親は、忘れてしまう。  

 見えない部分の自覚を、どのように親へ迫っていくか。   

 あなた自身（親）には関係ないが、子どもには関係あるという事が、読めばわ  

 かる内容にしたい。  

 （委員）  

 親子で催しに参加したその時には、食事に気をつけようと思っていても、主婦  

 は、家へ帰ると、安いからこちらを買おうと、そのような目線になる。  

 学校教育で、何を食べたら良いのか、日本人は昔からご飯を食べて暮らして  

 きたのだということを教えていく中、学校には学校給食がある。保育園から入れ  

 ると、宝塚は小・中学校と、かなりの年月、給食を食べて育っている。これは、  

 生きた見本である。  

 これを食べれば良いということを、子どもたちに教え込まずとも、「これを食  

 べれば元気になる」というような給食を提供し、見て食べて育つことで、大人に  

 成長した時、自分が食べて育ってきたものを作っていくと思う。  

 学校給食に伝統食も大切ではあるが、週５回米飯給食にしている市もある。  

 川西市も９月から週５回米飯給食になる。  

 宝塚も、今後「自校炊飯に切り替えていく」ということを、打ち出しているので  

 是非、自校炊飯に変ったところから、週３回の米飯給食から週５回の米飯給食へ  

 実践して欲しい。  

 （会長）  

 ここで皆さんと相談しながら、年度末には答申書を提出する。  

 「全日米飯給食にする」等の発言について、ここで皆さんの了解がもらえれば、  

 答申書に記載する。  

 勿論、これは皆さんの同意をいただかなければならない。  

 答申したから実現するわけではない。  

 第一段階、ここで決めた内容の答申書を作る予定である。  

 この場で結論を出すわけではない。これから考えて欲しい。  

 （委員）  

 西谷から来ている。西谷は自然豊かなところ。  

 私の家では、米はＪＡさんに供出しているが、野菜は家で食べる程度しか  

 作っていない。  

 学校給食では西谷野菜を使っていると聞いているがどのような野菜が使われ  

 ているか教えて欲しい。  
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 →（委員）  

 小・中学校の給食では、玉ねぎを使っている。現在野菜は使っていない。  

 北部と南部の配送関係で、供給できない。  

 いいものはあるが供給できないという今の状況を、農協としても何とか  

 していきたいと考えている。  

 学校給食で、西谷米は使っていない。  

 （委員）  

 売布で週１回グループホームの料理作りをしている。  

 毎週西谷野菜を購入し料理している。すべて西谷米を使っている。  

 （カーボランティアが購入）  

 宝塚は早くから米飯給食を取り入れたはずだが、今尚３回なのかと思った。  

 （その頃、池田や横浜はまだだった） 当然５回になっていると思っていた。  

 （会長）  

 確かに宝塚の米飯給食は早かったが、それからがゆっくりだった。  

 （委員）  

 計画を読んで、くすぶっている点が何点かある。  

 紙面上では「西谷を生かしていこう」と言っているが、本当の西谷をどれだけ  

 の市民が知っているのか。  

 食に関して、生産者をずっと見てきた。いくら「いいもの」といってもそれを  

 作ってくれる人がいなければダメだと思う。  

 生産者保護の話にもなるが、西谷地域は、高齢化している。  

 良いものを食べるためには、きっちりとした道筋を作り、受け皿を作って欲しい。  

 新潟や福井は、採れたお米を地域の小学校へ全部回している。  

 同じように、地域の米を給食へ回してもらえないかと、生産者へ呼びかけ、  

 生産者と地域を密接に結びつけることができないか。  

 それが、生産者保護にもなるのではないか。  

 「西谷には牛乳があります」と言いながら、どの地域で酪農を営んでいるのか  

 知らない人や、実際足を運んだことのある人は少ないと思う。もっと西谷へ足を  

 運ぶべきだと思う。  

 学校教育現場などで酪農家や農家の現場の声を聞かせる試みも必要。  

 現場の声は大事だと思う。  

 １０年後、後継者不在で、続けていけない農家もたくさんある。  

 そのような後継者問題もあるため、「西谷」と変に持ち上げるだけではなく、  

 西谷を大事にしていくための方策が、この計画の中に欲しい。  

 西谷を大事にするために、西谷米を全部学校へまわしてもらえるような道筋  

 をつくる等、具体的な方策が必要だと思う。  

 ふぞろいな野菜を使う大変さも知っているが、モデル校のようなものを作って  

 いくことも、学校給食にとっては、必要だと思う。  

 伝承料理や伝統料理という言葉が出てくるが、宝塚に伝承料理はあるのか。  

 伝統料理を作りましょうと言った時に、めんどくさいと答える我々世代に、  
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 簡単にできますよと、身近に引き寄せてくるような問いかけが必要。  

 （「週に１回でも、こうや豆腐を炊いてみましょう」等）  

 「伝統料理をつくりましょう」といわれても、わからないといわれれば、やって  

 はもらえないと思う。  

 （会長）  

 ずっと昔から「西谷」と言っているが、反応がにぶい。  

 こんなに良い接点があるというのに、西谷の反応が悪いのか、街の迫力が  

 ないのか、全然盛り上がっていない。歯がゆい思いである。  

 このような良い場所があるのだから、モデル的な形で、南部のどこかの地域と  

 具体的に西谷の誰かとの接点をもてないか。このようなことが謳えても面白い。  

 一度事務局で考えて欲しい。  

 伝承料理とは、わざわざ難しいことが伝承料理なのではなく、ご飯と味噌汁と  

 漬物のような日常的なものを考える。その方がよいと思う。  

 （委員）  

 食を通じての健康づくりのボランティアを、４０年間やっている。  

 本来食育は、家庭の中で親が子どもに伝えるもの。教育現場へ持ち込むもの  

 ではないと考えている。  

 幼稚園などでも食育を進めているが、参加しているお母さんたちに対し言う  

 べきことではないことを言わなければならないという現実がある。  

 基本的には、常に自然の食材でだしを取って調理している。冷蔵庫を開けれ  

 ばすぐにできる料理、地産地消も含め伝承料理も地域の旬の食材を使い、一般  

 的な家庭の中で作れるものを伝承している。  

 口に入るものは自分の眼で確かめ、企業ペースにのせられない賢い消費者に  

 ならなければならないと、どの教室でも我々は伝えている。  

 この計画はよくできているが、絵に描いたもちにならないように、我々が  

 どのような食生活を日常やっているのか、一度現状を振り返ってみなければ  

 ならない。我々は、日本の文化の中で生きている。  

 米のよさを再認識していかなければならない。  

 パンは手軽でおいしいが、おなかもすきやすく、添加物も多く含まれている。  

 安全・安心を求めたとき、無添加、無農薬というが、全く安全・安心なものは  

 この世の中にはないと思う。  

 もう一度原点に振り返って、小さい頃の食生活を振り返り、日本の風土の中  

 で生活したことを、次の世代を担う子どもたちや今の若い人たちへ伝えていく  

 ことが大切。  

 もう一度、大人一人ひとりが今の食生活はどうなのか原点に返って進めてい  

 かなければならない。  

 （会長）  

 食育は、子どもが幸せに暮らすために、様々な知識や情報や能力を見つけさ  

 せる大人の行為である。  

 大人が子どもに教えるためには、良いバトンを持たなければ教えられない。  
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 大人の力がなければならない。子どもは大人から学ぶ。食育は大人自ら課す。  

 大人にもう一度学び直してもらうことも大事である。  

 食育は、本来子どもへ働きかけるものである。働きかける大人に力がなければ  

 ならない。大人の料理教室のようなものがあってもいいと思う。  

 （委員）  

 せっかく良い教育を受けてきても、18歳～22歳はぼろぼろに崩壊する時期。  

 特に、親元を離れ１人で生活する人は、いかに安く、いかに早く、お金をかけず  

 に生き延びていくかが中心となり、そこにご飯を食べるという発想はない。  

 家庭を持ったときに、もう一度学び直す機会が必要ではないか。  

 崩壊したまま家庭をもった人が、今の状況を作っているのではないか。  

 （会長）  

 崩れたまま親になる可能性は高い。  

 親になる若い世代に、学びの機会を用意した方が良いのかもしれない。  

 （委員）  

 学校を頼っていてはいけない。朝夕は家で食事をしている。親が家庭でしっ  

 かり教えていれば、ある時期食が崩れていても、結婚すれば親のことを思い出  

 し、きっちりした食に戻ると思う。食育の中心は絶対に家庭である。  

 （委員）  

 お母さんがちゃんとしたご飯を作れない。給食が大切である。  

 （会長）  

 食育は家庭ですること。基本は親が子どもに家庭で教えること。  

 しかし親ができないから、仕方なく学校へお願いしている。  

 学校はやるべきところではなく、やもえなくやっていただくところである。  

 とにかく両方が頑張りましょう。  

 （委員）  

 宝塚生まれ。宝塚育ち。一番最年長だと思う。  

 食糧難の時代に育ったため、昭和24年頃に配給されたパンはおいしかった。  

 次に、万博（1970年）の時初めて食べたハンバーグが、おいしかった。  

 我々は、貧しい食生活だったため、おいしいものの誘惑に負けてきた部分もあ  

 る。年代的に日本がパン食になってきた背景もある程度わかっている。  

 それだけに、パン食の文化から、週５回の米飯給食は画期的なことである。  

 是非推進して欲しい。  

 行事食は一般食にはならないと思っているが、行事食は守っている。  

 子どもの頃は、祭りと正月に、にわとりを食べていた。  

 「鶏のすき焼き」と「おこわ」は、祭りの時の伝統食。自分の子どもには伝えた。  

 しかし孫は日常的ではないため、関心をもたない。  

 このあたりは、自分自身の課題である。  

 学校給食は大切である。学校園でくくられるが、幼稚園では、おそらく給食が  

 ないと思う。幼稚園には空白ができるのではないか。  

 一元化ができればそのあたりの空白は埋めるのではないかと思う。  



 8

 市役所へ来た時に、西谷の米の販売をしていた。  

 西谷の米がたくさんあるのならば、大きく宣伝し、広めていく方が良い。  

 サロンを開催する際、会館前で、西谷の野菜を販売している。米はない。  

 聞いた事はないが、可能ならば、西谷の米も出せればよいと思う。  

 （会長）  

 各自治会の催し等に、西谷から持ってきてもらえれば、面白いと思う。  

 各地域、できることをやり、西谷との接点が深まることは可能だと思う。  

 是非工夫してもらえればいいと思う。  

 高齢化で生産現場の方が少ない、米には生産調整が入っている等で、宝塚  

 全域をまかなう米は、作りたくても西谷にはないと断言できる。  

 パン食ではなくご飯を食べ、米の消費が進むことで、生産調整が解除される  

 かもしれない。また農家を守るという効果も出てくる。  

 西谷産の米は、次回の新米のシーズンまでない。  

 （会長）      

 各地域で接点を工夫してもらえたらと思う。  

 南部から西谷に呼びかける事も大事。  

 生産者がもっと迫力をもたなければ駄目だと思う。  

 生産者の土地に対する税金が安いのは、食を作るという社会的役割を果たす  

 ために安くなっている。土地を遊ばせているのはもったいない。  

 遊ばせているのなら、農地を返して欲しい。  

 生産者の方も役割を自覚してもらわなければいけないと思う。  

 そうでなければ農業は発展しない。  

 生産者を応援して欲しい。  

 （委員）  

 気になるアンケートがたくさんある。  

 Ｐ45 図５－３－３ 「なぜ伝統料理を食べないのですか」のアンケートに  

 理由として「めんどうだから」と回答。  

 食事を作ることがめんどうな人は、多い。  

 「めんどうだから」「無関心」に、我々は一番手をやいている。  

 この言葉を言わせない試みが大事。  

 食べて口でおいしいことがわかれば、必ず伝わっていく。  

 計画の中に、簡単さが盛り込まれれば良いと思う。  

 （会長）  

 やはり楽しくおいしく元気になるというようなことが感じられるような内容が  

 良いと思う。  

 （委員）  

 西谷のお米は、毎月第４日曜日の朝市で販売している。  

 （委員）  

 行政的な立場からの意見としては、抽象的にはこのようなものかと思う。  

 ５年計画と謳っているのであれば、目標を決めているのならば、その現状の  
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 数値・評価が抜けていると思う。５年後には評価を問われると思う。  

 その点、精査してもらいたい。  

 Ｐ15に食をとりまく課題と挙げているが、全国的な課題なのか、宝塚市の課  

 題なのか、ここだけに書いており前がないので、これだけでは読み取りにくい。  

 具体例と書いているが、国の計画ではなく市町の計画なので、もっと具体的に  

 書いて欲しい。  

 Ｐ43の「食」に関する講演会や調理実習についてを例にとると、このようなこと  

 は、どこでも書いている。「宝塚では今このようなことをやってます。」  

 「こんなことを今から予算を取ってやります。」というところまでおさえて  

 もらわなければ、一般の人が読んでもわかりにくい気がする。  

 保育園は、22年には、１００％食育計画を策定するようにと言われているはず。    

 それに準じ幼稚園でも策定するようにしている。  

 昨年度末（３月）に我々がアンケート調査を行った結果、宝塚市も食育計画が  

 全然できていないという結果が出ていた。  

 その部分の現状で、宝塚市として、保育所や幼稚園に指導する立場で、どの  

 ようにしていくのかを、入れていただけると健推としては、嬉しいと思う。  

 一度考えてみていただきたい。  

 （会長）  

 数値目標は、あちこちで書いているが、また県の方が言われるのだから、  

 やらなければならないかもしれないが、それは後で検討。  

 できることしか謳えないが、何か考えてみましょう。  

 （委員）  

 できることの数値を入れれば良いと思う。  

 （会長）  

 市でできることは明確に、国と同じことは書かない。大事なご指摘でした。  

 すでに市で実践があるのならば、それを拡大すれば良いと思う。  

 （委員）  

 最近子どもの悲しいニュースに心が痛んでいる。これには、食が根底にないの  

 かなと感じている。昔の子どもは食に関心があったように思う。  

 食に関心がないのか、お腹がすかないのか、運動不足なのか、食が変わっ  

 てきていると思う。  

 最近の母親は、食が楽しみではなく、苦になってきているのではないか。  

 もっと食は楽しいものだと思う。  

 こうあらねばならないということを出さず、まずやんわり関心を持ってもらう。  

 やってみたいと思うような書き方が良いと思う。  

 （会長）  

 「今日何食べる」と聞くのも日本人だけではないか。  

 子どもは正しい選択を知らない。  

 食の短い経験の中で、子どもは答えようがない。  

 今までに印象に残っている、おいしかったものを答える。  
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 これが、食習慣になり、好き嫌いが激しくなり、わがままになる。  

 それしか食べない、食がいがんでいくことにつながる。  

 本当は、親は子どもに聞いてはいけないこと。  

 （委員）  

 消費者の目も厳しくなり、トレーサビリティーも当たり前のようにやらなければ  

 ならない。ひとつ間違えば、会社の存続にも影響する。  

 そのため、非常に手間・時間・コストをかけてやっている。  

 今は単価が低く非常に厳しいが、そのようなことに付加価値ではないが、価値  

 がつき、物が売れれば商売的にもメリットがある。  

 消費者の方もそのような意識をもって買っていただければ、スーパーなども良  

 い流れになるのではないか。  

 （委員）  

 自分が給食を食べた経験もなく、新しい給食のこともあまりよく知らない。  

 食べ物に対して贅沢になってきていると思う。  

 コンビニの周辺などで、ハンバーガーやカップ麺の食べ残しが捨てられている。  

 食べ物を大切にしていないと思う。  

 これも食育の一部に入っているのではないか。  

 特にスーパー周りの汚れが目立つ。  

 （会長）  

 もったいない精神が欠如している。  

 （委員）  

 朝市で残ったものを持ち帰らなければならない場合等、補償もない。  

 地元産を応援していただけたらと思う。  

 （委員）  

 最近では、多くの主婦が働き、常に時間に追われている。  

 そのような中、便利な物がたくさんあると、体にはどうなのかと思いながら  

 わかっていても、便利な物に、流されていってしまう。  

 子どもの体を考えると、旬の野菜が良いとわかっていても、毎日続かない。  

 無農薬の野菜を作ってみたが、虫に食われ、食べれる野菜が作れなかった。  

 無農薬野菜が高い理由もわかる。  

 しかし、今の経済的な中では安いものを選んでしまう。  

 食育はすごく大切だとわかっているが、いろんなことが絡んでくると、すごく  

 難しいことだと感じている。  

 （会長）  

 子どもたちはこれからもっと不況の中で生きていくことになる。  

 子どもがその中で幸せをつかむためには、どのような能力や、どんな健康  

 状態やどんな知識をもって暮らせばよいか、子どもたちのために何ができ  

 るか、考えていく必要がある。  

 （委員）  
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 歯科として考えていることは、食べ方（どのように食べるか）や、味わい方（よ  

 く噛んで食べることによる効果）についての話もある。  

 虫歯があれば食べにくいのも当たり前の話である。  

 さらに踏み込んで、食べる時の姿勢がどういう状態か、子どもの頃にテーブル  

 で椅子に座って足をぶらぶらした状態で、噛む力を発揮できるのかという  

 研究が進んでいる。  

 また、歯周病にかかっていると、早産が多いというデータもある。  

 そのようなことを、市民に知っていただく方向で活動をさせていただきたい。  

 （委員）  

 食生活が変わることで、肥満と生活習慣病が出てくる。  

 日本が貧しい頃の生活習慣病は、結核だった。  

 その頃は、やせが多かった。  

 塩分の摂りすぎによる高血圧がしばらく問題となり、今は糖尿病が問題。  

 糖尿病が動脈硬化を起こし、最期には脳梗塞や心筋梗塞や腎臓が悪くなる。  

 そのようなことを含め、食事を大事にするのが当然だと思う。  

 疑問に思うことは、おいしく食べることはうれしいことである。  

 では、学校給食はどれだけ食べられているのか。米飯にしてもパンにしても、  

 おいしいければ良いという問題ではないが、まずおいしくなければ、食べな  

 いと思う。  

 テレビなどでも、いろいろなダイエットが出ている。  

 宝塚市のデーターで見ると、小学校６年生になると男女とも肥満児の出現率は  

 減少している。太っていると醜いという格好になっている。  

 大人になると、メタボリックシンドロームになる。  

 メタボリックシンドロームが企業の中にまで適用されると、役職や出世等にまで  

 影響する問題となる。大変なことになるだろう。  

 子どもの教育がうまくいかなければ、我々の老後も助けてもらえなくなる。  

 今でも老人介護、認知症等が、大きな問題としてのしかかっている。  

 平和でおいしいものがたくさんある。  

 利用できるものがたくさんあるのならば、その中の考え方を、少し食育という  

 形で提案して、少しでも関心を持ってもらう。  

 やれることをやっていく。頑張りたい。  

 （会長）  

 健康問題はこれからの、子どもの幸せにとって大切。  

 我々の老後にとっても大事。  

 具体的に「宝塚は糖尿患者を出さない」くらいの迫力ある計画が、健康の  

 部分で謳ってあっても良いかもしれない。  

   

 （委員）  

 学校の調理室が使えない状況にある。使い方の制限もある。  



 12

 公民館等の調理室は子ども向けの施設ではない（台の高さ等）ため、  

 学校の授業に支障がない範囲で、調理室を貸してもらえるような体制がとれれ  

 ば、もっと進めやすいのではないかと思う。  

 （教育委員会）  

 →幼稚園と小学校との交流を進めていく中で、食育というのは、１つのキー  

 ワードになっていくのかなと思っている。  

 教育委員会から直接的には言いにくいところはあるが、そのような意見が  

 あったことは受け賜っておきたいと思う。  

 （会長）  

 内容についてのご審議は直接いただけなかったが、  

 ・柱だてがこれで良いのか  

 ・表現方法が、客観的描写の表現や主体的表現になっている。  

 立場を統一した方がよいのか、それぞれ異なった書き方が良いのか  

 （提案者の立場、主体者等の立場等、 書き方がバラバラ）  

     検討して欲しい  

   

 生産者、消費者、主婦等、各立場から推薦されている。  

 各立場からかかわった方が良いと思う、自分の得意なジャンル中心に、考えてき  

 ていただきたい。  

   

 （会長）  

 会議終了後質問などある場合、８／６日までに事務局へメール又ＦＡＸで  

 送り、事務局は次回審議会で質問内容とともに回答を報告すること。  

   

 今後のスケジュールについて事務局より説明。    

   

 第２回開催日 平成22年９月13日（月）  

 第３回開催日 平成22年10月22日（金）  

   

 


