
 

  

会 議 の 概 要               
会議名       宝塚市食育推進会議 第４回 会議   

開催日時       平成22年（2010年）12月17日（金）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１６名  

 保田委員、 嶋津委員、  藤田委員、 松本委員、 岡本委員、 北山委員、  

 中野委員、 中村委員、  林委員、   藤野委員、 松田委員、 山本委員、    

 和田委員、 井上委員、 奥村委員、 北井委員、   

  欠席委員 委員 ３名  

 山下委員、 藪内委員、 皆木委員    

傍聴者数       ２ 名  

公開の可否       公開   

 1 報告 

    宝塚市食育推進会議 第３回会議 議事録について 

           議事録の内容確認。 

特に修正なく、委員から了解をいただく。 

 

 

 2 議事１  宝塚市食育推進計画 修正素案について 

議事２  追加意見について   

 （議事１と議事２は、同時に進行となった） 

           事務局より修正内容について説明 

 

 

 （会長） 

   事務局より修正内容について説明があったが、何か意見はあるか。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ１１について。 

「ＢＭＩ」は専門用語である。どういういう意味なのか。知っている人

は良いが、知らない人にはわからないと思う。日本語はないのか。 

 

 （会長） 

   ＢＭＩについて空きスペースに書いていただきたい。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ14 図3-15のグラフについて。 

   今のグラフとは違うのではないか。プラステックごみを分別する前のグ

ラフであり、現状とは違うのではないか。 

   現在、混っているが、だいぶん減っているのではないかと思う。 

 

 （事務局） 

   市内のごみ全体の分析をしたものはこの時期のこの数値グラフしかな

い。 

   よって、この数値しか使えない。 

 

 （会長） 

   本文中に、平成19年（2007年）現在という言葉を入れておいてくださ

い。 

 

 （事務局） 

平成19年（2007年）という言葉に少し言葉を足させていただきます。 

 



 

  

 （会長） 

    新しいデータがないらしく、古いデータですが、とりあえず参考として 

  見てもらうこととします。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ７～９ グラフの説明について。 

   「～おられます。」という表現はなじまないように思う。「～です」とい

う書き方がスムーズではないかと思う。 

 

 （会長） 

   今日検討していただいた内容は、事務局で整理してもらい、大変恐縮

ですが、パブリックコメントに出させてもらいます。 

 この後どのような発言が出るかわからないが、最終確認は委員長の了

承ということで了解いただけますか。 

一月早々にはパブリックコメントをする予定になっていますので、みなさ

んにお図りする時間がありません。ご意見いただいたものについては、事

務局で検討し、私の方で修正させていただきパブコメに出させてもらった

ものを、２月の第５回委員会に報告させてもらいます。そこでもう一度再

確認していただき、最終の報告書へ持って行くという手順にさせていた

だきたいと思っています。現段階ではそのような内容でよろしいです

か。 

 

 （委員） 

   はい 

 

 （事務局） 

   「～おられます。」という言葉について、ふさわしい言葉はないか、事

務局で検討していただきたい。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ26の写真について、 

   食育に関して、食べることに歯が大切ということは、皆さん納得してい

ただけると思うが、キャラクターを入れると特定団体のものと思われてし

まうのではないかと思う。省いた方がよいのではないかと思う。 

 

 （会長） 

   写真の差し替え又は削除というご提案をいただきました。 

 

 （委員） 

素案Ｐ37 ダイヤ印５つ目について。 

意見書にも出しているが、を「自校炊飯の設備の整ったところから完

全米飯給食の実施」に変えさせてもらえないか。 

「米飯給食回数の増加を推進」という曖昧な表現ではなく、「完全米

飯給食の実施」と書いて欲しい。実際何回くらい増やすつもりなのかわ

からないと思う。 

いくらかかるのか予算を出してもらった時に、パンよりも自校でご飯を

炊いた方が約14円安かった。せっかく自校炊飯になるにもかかわらず高

いパンを買う必要があるのか。共通の認識として、ご飯を食べるというこ

とを、皆が推進していることであるし、給食は食育の中で重要になってい

くことは皆が考えていることである。子どもは日々成長する。整ったとこ

ろから完全米飯給食を実施していくと変えた方が良いと考える。 

 



 

  

 （会長） 

   事務局はこのような素案に留めているが、今の意見に対して事務局か

ら説明はあるか。ここは議会ではないため、予算を伴う決議はできない

が、方針だけを謳うことは可能である。 

もし委員の賛同が得られれば、文言を変えれば良い。なかなか難しいと

いうことであれば委員の皆さんにご判断いただき、言葉は決めたい。 

 

 （事務局） 

   米飯給食の重要性については、十分認識しているが、教育委員会の中

の方針として、完全米飯給食化については、少しまだ論議が足りないと

いう状態である。 

   教育委員会としては、パブリックコメントとかにもかけられるので、その

あたりの意見を聞きながら調整していきたいと考えている。 

申し訳ないが今のところ、答えられる範囲としては、素案に書かせてい

ただいた文言でお願いしたいと考えている。 

 

 （委員） 

この素案に載せる言葉は、できることしか書かないというものでないと

いう認識でよいか。 

 

 （会長） 

   もちろん方針である。 

 

 （委員） 

   方針として今後このようにやっていくということを話し合って載せると

いうことが素案ではないか。 

   先の見通しとして市として、完全米飯給食に変えていく思いで自校炊

飯に変えているのであれば、現状できていなくても、この先そのようにし

ていこうという計画上のことを載せることは、何も問題はないのではない

か。 

 

 （会長） 

   この計画を担当している健康増進課の領域を超えるということもある

ため、言葉づかいは市内全体で調整してもらわなければならない。いく

ら方針と言っても、担当課を超える文言については、市全体で調整しな

ければならないという縦割り行政の弊害でもある。 

 

 （委員） 

   できる事だけを載せる計画ではないのではないか。 

 

 （会長） 

   もちろん違う。この計画に書かれてあることすべてができるとは、到底

思えない。できるところから、進めていく。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ37 ダイア印５つ目について 

「米飯給食の自校炊飯に取り組み～」という部分に、将来のことも見

込んだ気持ちも書かれてあると思う。この素案に載せる文章としては、

最適ではないかと考える。 

 

 （会長） 

  最終的にこの委員会において、多数決で決めます。 

 



 

  

 （委員） 

   教育委員会が学校給食を管轄しておられるところだと思う。 

社会的インフラが整っているは、今のところ学校給食のみとも言える。 

   素案の豆知識にも、「自給率を高めるためには、あと１口ご飯を食べま

しょう」と書いている。繰り返しで申し訳ないが、そのために一番簡単な

のは学校給食ではないか。特に反対することはないのではないか。 

希望的観測かも知れないが、「完全米飯給食を目指します」という言

葉があっても良いのではないかと思う。 

栄養士や調理員の意見が聞こえてこないため、私には何とも言えな

い。現場の声も聞こえてこないためわからないが、強く言っても良いので

はないかと思う。 

 

 （委員） 

   米飯給食については、反対して意見を出しているわけではない。この文

言で十分ではないかという意見である。 

 

 （委員） 

残念ながら、強く出てもいいのではないかという意見である。 

素案Ｐ49にもご飯をキーワードとした内容がいろいろと書かれてあり、 

それを言いやすいのが給食ではないかと思う。 

 

 （委員） 

   給食ばかりではないと思う。 

 

 （委員） 

   家庭でも同じだが、インフラ的に考えると整っているのは給食である。 

 

 

 （会長） 

   担当部長も居られる。担当部長として部長の権限を越える表現につい

て、どうお考えでしょうか。 

 

 （事務局）（担当部長） 

   基本的には今から自校炊飯できるように、教育委員会で整備を進めて

いくこととなっている。 

完全ということになると、週３回を週５回にしなさいということになる。

そのような目標をこの素案に書くということによって、 教育委員会はか

なりシビアに思っている。方向を目指すということはかまわないと思う

が、完全となると、できなかった時にこの計画との不具合をどう説明する

かということになってくる。 

 

 （会長） 

   計画は、謳うだけ謳ったらいいというわけではない。ある程度実現可

能な表現の方がよいとは思う。 

   ・  この文章の意味合いで汲み取れる 

・ 「完全米飯給食」という文言を使うべきである 

     →変更案  （素案Ｐ38 ダイヤ印５つ目） 

米飯給食の自校炊飯に取り組み、設備が整った学校から完全

米飯給食を推進します。 

今の意見を対案としたいと思う。 

 

どちらにするかは、後ほど委員の挙手で決めたいと思う。 

 



 

  

 （事務局） 

   設備の整ったところから実施をしていくということになると、自校炊飯

の設備が今の計画では、来年度から３ヵ年位とは思っているが、その通り

進行するとは限らない。 

   自校炊飯の整った所と整っていない所の違いが出ると、献立へも食い

違いが出てきてしまい、できた所から行うのは今のところ難しい。 

 

 

 （会長） 

  それは、統一献立という都合上の話ですね。 

 

 （委員） 

   統一献立ということが出たが、今の給食献立の中でも、パンとなってい

る献立の所にご飯を持ってきても特に問題がないような気がする。 

例えば栄養価の問題で、ご飯の時に牛乳が毎日付いている中で、ご飯

と入れ替えても統一の献立はそのまま続けていけるのではないかと思

う。 

 

 （会長） 

   我々が考えると簡単そうに見えても、なかなか難しいこともある。 

Ｋ市は米飯給食の少ない市である。いろんな事情がある。市民の要求

通りには動かない。宝塚市には宝塚市の事情があるのかもしれない。 

 

 （委員） 

   今日のこの会議の中でどちらかに決定しなければならないのか。 

 

 （会長） 

   まだ１回会議がある。パブリックコメントもある。パブリックコメントではも

う一度委員も意見を出す資格がある。 

 

 （委員） 

   私は、保護者の代表者の団体である宝Ｐ協の代表で出ている。整って

いないところと整っているところがあるという中で、設備の整った所から

の完全米飯給食の実施というのが、保護者の立場から納得できるのか、

意見を聞いてみたいと思う。 

 

 （会長） 

   保護者に米飯給食の実現をやってもらえたら一番いい。頑張って欲し

い。 

   この委員会の中には直接担当している、事情がわかる者がいない。例

えば、食材の注文者、調理員、栄養士等取引関係のことを知っている者

がいない。理想論に陥りやすい。 

   保護者が、直接学校といろいろ交渉した方が早いかもしれない。 

   この会議の論議に関係することではない。 

 

 （委員） 

   関係ないことはないと思う。 

 

 （委員） 

パンの日に、パンとご飯を入れ替えても、統一献立になるというのは、

確かにその通りだと思う。不公平になるからというのは、子どもや保護者

から不公平だと苦情が来るからと受け止められる。その問題がなければ

できるのか聞きたい。統一献立にこだわるのは一体誰のためなのか。疑

問に思う。 

 



 

  

 （会長） 

   この計画は、学校給食計画ではない。 

   これだけに時間をかけたくない。市の食育推進計画の大事な取り組み

で１つであるが、１つの項目でしかない。 

   議論が出尽くせたら採決をとりたい。 

 

 （事務局） 

誰のためにという話が出たが、結局子ども達、保護者の方の意見が重

要となってくる。給食に関して、米飯給食がいいのか、パンを入れた方が

良いのか、まだ正確に我々も実態をつかんでいない。 

   食材についても、お金をいただいて作っている。差が出ると市民の方か

ら批判のでる可能性もある。そのあたりは慎重に考えていきたい。 

 

 （会長） 

   教育委員会の考えに基づいて、委員の皆さんにご判断いただきたい。 

 

 （委員） 

   時間をとってしまい申し訳ないと思う。 

食育は子どもを幸せにすることであり、それが大人の幸せにつながる

という話が出ていた。 

宝塚は小・中校と９年間給食を食べている。 

   子どもの食育が現時点では重要な位置付けとなっているのは事実。保

護者が家庭でできればよいのだが 現実問題としてできない家庭がたく

さんある。 

この食育会議に出席させてもらった時から、日々の保護者の思いや考

えをこの場で話しさせてもらい、委員の皆さんにわかってもらいたいとい

う思いもあり、この会議に出席している。 

   今のことに関して、時間を取れないという意見に疑問を感じる。 

 

 （会長） 

   たくさんの案件がある中で、これだけに時間を取れない。 

   ある程度のご意見が出たら、採決をして議事を運営していくものであ

る。それが平等な会議の運営の仕方である。というのが私の考え方であ

る。私も個人的には興味があるがそれだけに時間をかけられない。 

   私はいろんな所でいろんな話をしている。例えばＫ市でこのような 

話するとものすごくパン屋から攻撃が出て来る。 そのような事情の中で

行政の仕事は進んでいく。宝塚市にも事情があるはずである。 

   できることから１歩１歩やっていくのが、やり方とすれば一番良いと思

う。今の言葉で委員の皆さんがいいと言うのであれば、それはそれで、

宝塚市の事情を反映したことに違いない。声を聞いていただき、最終的

に宝塚市の委員の皆さんで決めていただければということで採決しまし

ょうと言っている。 

 

 （委員） 

随分昔に学校給食作ったことがある。 

ちょうど米飯給食が開始された頃だったが、すごく手間がかかった。

パンならば業者が配送する間にみんなでおかずを作れたが、ご飯の場合

には、それにかかる人手が必要となるので、宝塚市でも人員的なもの等

があり、子どもたちにご飯を食べさせたいという思いがあっても、いろい

ろな事情があるのではないかと思う。 

 



 

  

 （会長） 

   追加意見はないか。 

 

 （委員） 

   宝塚の学校給食のパンを４０年間作っているメーカーである。 

   米飯給食の流れは、自然の流れというより、農林水産省、米の問題、農

業推進等の問題があっての国策である。 

   以前いただいた見積りは、材料代だけの話である。炊飯器代や人員を

増やすことは含まれていない。学校にはガスや水道のメータがない。いく

ら使ってもコストもわからない。税金をたくさん投入して、子どもたちの幸

せのために完全米飯給食するわけである。これは数千万でなく、億単位

の話であるため、そのあたりは、慎重に審議いただきたい。 

炊き込みご飯等、メニューの多様化で子どもたちが喜ぶ米飯給食をさ

れるのであれば、パン業者としても、推進していただいて良いと思う。 

給食の中身だけ考えていただきたい。パンでなくてもよいと考える。 

 

 （委員） 

   食育を進める本来の会議であると考える。 

   冒頭から学校給食の話が盛んに出ているが、食育は家庭でなすべきこ

とができていない中で、ご飯を食べようという基本的なことが謳われて

いる。 

   実際、今学校給食をどの程度食べているのか把握しているのか。配膳

がされ、食事が始まりかけると８割の子どもたちが食材を減らしに行って

いる。 

   親がこれだけ学校給食といっているが、それを食べている子どもたち

がどう捉えるのか今一度考えて欲しいと思う。 

 

 （会長） 

   それでは、多数決をとりたいと思う。 

   委員長は同数の場合発言します。 

 

・ 修正案 

「完全米飯給食」という文言を使うべきである 

     →米飯給食の自校炊飯に取り組み、設備が整った学校から 

完全米飯給食を推進。 

 

・ 原案 

     →米飯給食の自校炊飯に取り組み、全校で実施したときには、

米飯給食回数の増加を推進。 

 

修正案に賛成： ３名 

原案に賛成  ：1２名    

 

 よって、Ｐ37 ダイヤ印５つ目は、原案通りとします。 

ただし、積極的意見をいただいたことを、事務局並びに教育委員会は

重く受け止めていただきたい。 

 



 

  

 （委員） 

   素案Ｐ27～28について。 

食は楽しく感じてもらうことである。 

   青年期・壮年期等には、食を楽しみましょうという言葉が出てくるが、

学齢期や思春期は出てこない。そのあたりの年代にもっと楽しんでもら

いたい。「食を楽しみましょう」の文言を入れてもらいたい。 

 

 （事務局） 

   親子で楽しむことは大切である。 

   文言は事務局で検討させてもらうが、入れさせてもらいます。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ18、Ｐ46、Ｐ48 西谷について 

   Ｐ18 「懐かしさや安らぎを求めて北部地域へ出かけてみましょう」で

は、観光目的となってしまうのではないか。 

   Ｐ46 施策の方向性 ダイヤ印２つめの項目、Ｐ48の11行目について、今

回削除となっているが、休耕田を使うことはできないが、「担い手農業

者の育成や新規就農者養成」へつなげていくという言葉は大事なことで

はないか。西谷へ出かけても就農者がいなければどうするのか。担い手

農業者の育成や新規就農者養成という言葉は、抜かない方が良いので

はないか。 

西谷に対しては、明確な意思表示をした方がよいと考える。 

 

 （委員） 

これまで、宝塚の北部のことをあまり知らなかった。 

この２～３ヶ月何度も足を運んでみた。西谷の森公園や夢市場へ行っ

た。そのついでに猪名川へも行ったが活気が違うと感じた。 

宝塚市は力の入れ方が足りないと感じた。 

宝塚市の夢市場では、市内の観光パンフレットを配布していた。そのよ

うなパンフレットを夢市場で配布するのは逆ではないか。反対に市内で西

谷のパンフレットを渡すべきではないか。 

猪名川の道の駅では、食育に関するイベントや、実際に料理を作って

試食するようなこともしている。 

寂しいなと感じた。私もそのような文言を入れたほうが良いと思っ

た。 

 

 （会長） 

   食育は、単に食べ方の教育だけではない。食べ方の教育をするために

は食べものがなければならない。どんな食べものでも良いわけでもな

い。地元産の安全・良質な食べものがしっかりあってこそ、正しい指導が

できるわけである。 

担い手、後継者の育成という視点は大切だと思う。そのような記述が

完全に脱落しているのなら、入れていただきたい。 

 

 （事務局） 

   この計画に農業の担い手の内容を入れてもらうことは、かまわないと考

えている。その内容を抜かしていただいたのは、農業振興計画を策定し

ており、その中で、十分謳っている。 

 



 

  

 （会長） 

   農業の中だけで考えてはいけない。食育の中で行って欲しい。これま

で農業の中だけで考えてきたから、ダメなのである。市民の皆さんの応

援がなければならないと思う。 

 

 （事務局） 

   消費者の方も応援していただくという意味での担い手になってもらい

たいと思っている。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ48 以下３行削除となっているが、「より良質な農作物を～」は

抜かないでもらいたい。 

 

 （事務局） 

   素案Ｐ15にも「農業の担い手不足」と記載している。 

   農業振興計画を策定するということでその部分は削除させていただい

ていたが、素案Ｐ48で触れておく必要があるとのことでしたので、入れさ

せていただきます。 

 

 （会長） 

   是非そのようにしてもらいたい。両面作戦でいかなければならないと

思う。 

 

 （委員） 

   農政課と食育担当が一緒になって、観光目的ではなく、実践農業であ

という位置づけを一文入れ、形だけにせず、ここで謳い実際に行っても

らいたい。 

 

 （会長） 

   短い言葉でもかまいませんので、考えてください。前向きに対応いただ

きたい。 

   案件には議案２ 追加意見という項目が用意されていたが、実は今追

加意見の部分で時間をとってしまいました。後で修正するようで恐縮で

すが、議案の１と２は同時に進行させていただいたということで、ご了解

いただきたい。 

   本日審議いただいた内容は少し修正させていただき、パブリックコメン

トに載せ、市民に一度みていただきます。そしてご意見いただいたものを

再び素案に載せるかということについて、委員の皆さんに検討いただき、

２月の委員会で承認いただき印刷にまわすことにしていきたい。 

 

 （委員） 

   素案Ｐ60について。 

   里山再生について、具体的に宝塚市ではどのようになっているのか。   

里山再生ということについてこの素案に載っているのか。北雲雀きずき

の森のことは触れているのか？ 里山でがんばっているのはあそこではな

いのか。 

具体的な取り組みのところで、上記の「親子農業体験教室」は実際に

開催されているのでその様な話がでていると思うが、下記の「里山再生

など自然環境保全活動への支援」については具体的に書いてもらわなけ

れば、宝塚に里山はあるのかという話にならないか。 

 



 

  

 （委員） 

一部の取り組みだとは思うが、「宝塚自然の家」や「桜の園」での取り

組みが里山の取り組みになるのではないか。 

 

 （事務局） 

   素案Ｐ61 について 

   環境に触れるというところで、自然のありがたみ、自然がもたらす食へ

の影響というところを触れるべきという考え方から、「自然に根ざした食

生活というタイトルで、その食品がその土地の自然環境の中で育ちます

という言葉のくだりから、このような考え方を導き出しています。 

自然環境を考えるにあたり、環境部門としては、里山の麓には豊かな

自然が豊かな水を育み、清らかな空気や土を作る。その土が、おいしい

食べ物を作るという考え方から、里山再生という言葉を出している。 

   環境問題に取り組んでいる、里山再生は、松尾湿原や丸山湿原があ

る。湿原の周りには里山があり、そこを守らなければ湿原は潰れていき、 

  自然は荒れ、あげくの果て、不法投棄の元になることもある。 

    しっかり保全をしていくためにこのような言葉が出てきている。 

    きずきの森についても、取り組まれているが、そこだけではなく宝塚市

の様々なところで取り組まれている里山活動のすべてを網羅した言葉を

これにしている。もう少し具体的なほうが良いか。 

 

 （委員） 

それでわかれば良いが、本当にわかるのか。 

猪名川の環境は川があり、山があり田んぼがある、そのような環境で

あるが、西谷には多少あるが宝塚にそのような環境はあるか。 

きずきの森の隣は川西の住宅街である。 

反対ではない。せっかく謳っているのが、これが具体的な取り組みな

のかと少し感じた。 

 

 （事務局） 

   それぞれの学校で環境学習を行っている。それぞれの学校の特性に合

わせ取り組んでいる。 

里山の保全ということだけでみると書かれていないかもしれないが、

環境保全活動ということではそれぞれが取り組んでいます。 

 

 （会長） 

   この文章の流れは、北部地域という文言の流れかも知れない。 

特に生産の安定や安全な食品の生産ということで深いつながりがある

ことを学ぶということで、このような流れになっているのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

   素案Ｐ42について。 

   家庭での食育が一番であることは同一の意見だと思う。このような食

のイベントに参加する人は既に行っていると思うが、イベントに参加しない

人への対策としては、何か一言いらないか。本当はそのような人へ向け

ての言葉が大事ではないか。 

    100％の宝塚市民が見てくれれば良いが、80％くらいが食育には興味

がないといって過言ではない。 

    このようなイベントに参加してもらうというだけでなく、何かないか。

素案のどこを見てももうひと押しである。 

 



 

  

 広報で謳うとかでなく、もっと知らせていく方法はないのか。暇がな

い、そのような所へ行けないと言われても仕方がない。興味をもってい

ない人に持ってもらうのは難しい。 

何か声書けが一言欲しい。いい考えはないものか。 

 

 （委員） 

   口伝えが効果ある。広告書いても読む人は読むが効果ない。 

 

 （委員） 

   ２５年間行ってきたがずっと困っている。誰でも見られるよう河川敷に

アドバルーンでも揚げて欲しいくらいである。そのくらい実際問題困って

いる。伝えたいという思いでやってきてもずっと空振りである。 

   何か強い一言があればと思う。 

 

 （委員） 

   特効薬があれば欲しいくらいである。 

 

 （委員） 

   その特効薬となるものはないか。 

 

 （事務局） 

   今後この食育計画が出来上った後は、この計画を基に取り組みを進め

て行きたいと考えている。 

   委員の皆さんにご協力いただいて、広めていこうと考えている。 

   概要版を作成し配布。 

Ｐ43 具体的な取り組みのダイヤ印の５つ目に書かれているが、我々も

今まで健康づくりということでいろいろな活動を行ってきた。健康推進

課で行っている事業に出席となると同じようなことがある。年に１回秋に

河川敷でイベントを行っている。そこでは健康推進課の事業の参加者と

は、対象者の違う人に話をすることができる。 

できれば来年、子どもたちが集まる場で推進していることを話す場を

設けていこうと考えている。 

１００％進むわけではないが、違う層に声をかけていきたいと考えてい

る。そのあたりをご協力いただければありがたい。 

 

 （委員） 

我々も食育を進めているが市民の関心があまりない。１０月に行われ

た公民館の健康展でアンケートをとらせてもらった。来場者でアンケート

に記入された年齢層を見ると、ほとんど60～70代で、若い人はアンケート

に答えてくれないという実態がある。 

「食育」という言葉を知っているかというアンケートに対しても、若い

世代は、全く感心がないという数値がでてきていた。 

食育は大事であるため、口コミで辛抱強く実践して伝えて行かなけれ

ばならない。 

食育推進委員に参加している我々も食育というものをきちんと捉え伝

えていく大きな役割があるのではないかと感じた。 

 



 

  

 （委員） 

   この委員の中にも給食に関心のある人がいるので、11月８日に小学1年

生になる孫の小学校で行われた「食を通して人権を考える」という長尾

小学校の栄養教諭の講演会に娘が参加した時の資料を持って来た。 

娘のメモをみると素案に載っていることをかなり話されていたようであ

る。素案について検討しているが、そのようなことが大切であると感じ

た。会議当初、料理関係のことばかり話し、食育の範囲が狭かったことを

反省している。 

これから大人になっていく子どもたちにとっていかに食が大切かとい

うことについての良い講演会だったが、参加者が非常に少なかったらし

い。学校から研修会等のようなものを開催し、料理教室等に参加してい

ってもらえば良いと思う。 

 

 （委員） 

   学校で、学習会を実施しても仕事を休んでまで来られる人は珍しい。 

   お母さんから伝えることが一番いいと思うが、それができない家庭が

たくさんあると思う。この委員の中で、実際に学校へ通っている子どもを

育てている人は何人いるのか。親の世代は２人である。 

   同居ならまだ見えるかもしれないが、家族の現状を本当にご存知かと

思う。 

   研修会、勉強会、料理会も良いと思う。でもそこへ参加できる保護者

は本当に少ない。それを子どもへ伝えることは本当に難しくなっている。 

   だからこそ、子どもが給食で実際に学ぶことがすごく大切だと思う。 

なぜ日本人がご飯や味噌汁を食べないといけないかということを子ど

も自身が学べば、親が学んで教えなくても子どもは大人になれば作るよ

うになる。 

 

 （委員） 

   それは違うのではないか。親の教育放棄ではないか。 

 

 （会長） 

   食べ方を教えるのは親である。親の責任である。 

 

 （委員） 

   それができない家庭が本当に多いと思う。 

 

 （会長） 

   それは放棄である。時間もないので、この話についてはこのあたりにし

ておきたいと思う。 

若い親が逃げないで、いつも同じメンバーしか集まらない現状をどの

ように変えていけばよいか、皆で真剣に考えていく必要がある。 

食育計画には盛り込みにくいが、皆で頑張るという決意を持たなけれ

ばならないと思う。 

私の経験では、これまでいろいろな集会を持ったが、若い母親が逃げ

ないで聞いてくれたのは、かまどの「ごはん塾」であった。 

単なる講演会では、興味を示さないが、ごはん塾では、ご飯が炊ける

間待っていなければならないため、しっかり聞いてくれる。 

様々な面白い企画は考えていく必要がある。 

   このあたりで審議は終わりにしたい。 

他の部分で何かないか。 

 



 

  

 （委員） 

   現在、川西市も食育会議を開催している。メンバーを聞いたところ、校

長会、保育所長会、学校等子どもに関係する人がたくさんメンバーに入っ

ていた。 

この委員会のメンバーはどのような形で選んだのか。食育と言えば、

私などは子どもが浮かぶ。この中に、ＰＴＡはいるが、保育園は入ってい

ない。子育て中の親も２人しかいない。小さな保育園児がどのような生

活をしているのか、そこへどのような食育を進めていくのか、実際メンバ

ーの中から声があがらないのではないか。 

 

 （委員） 

   子どももいるが、高齢者もいる。みんな宝塚市民である。バランスよく

選ばれたのではないか。 

 

 （事務局） 

   この会を立ち上げる際の考え方について説明したい。 

素案 参考資料Ｐ７ 参照。 

   まず庁内で関係する部門、教育委員会、保育課、農政部門、消費者部

門等、管轄する部門で、食育推進計画策定検討会を庁内委員会として

設け、そこで意見を集約。それをこの食育推進計画会議のこの場に挙げ

ている。 

   宝塚食育推進計画会議の構成については、他市の事例を参考にし、バ

ランスよく、それぞれの関係団体、消費者団体、ＰＴＡ団体、環境団体、

医師会、自治会、実際に料理を作っている団体、流通業者、そのような

ところからバランスよく選んだつもりである。 

   その中でどこを重点的にするというのではなく、バランスよく構成してい

る。 

 

 （事務局） 

庁内の検討会の中で、この計画の素案を考えていく際に、教育委員会

関係は、当然入ってもらっている。学校栄養士（栄養教諭）にも入っても

らっている。保育所（園）にも入ってもらっている。 

川西市で言われていた様なメンバーは、庁内の検討会に入ってもらい

検討した結果を挙げている。決して意見が入っていないわけではない。 

 

 （委員） 

   一緒には考えられないということですよね。 

 

 （事務局） 

   本市の考え方としては、この計画を考えてもらう際は、外部の委員にお

願いするということで、庁内で検討したものを外部の委員に検討してい

ただくこととさせてもらった。学校関係は庁内に入ってもらっている。 

委員選考の際には、先生に入ってもらったほうが良いのか等、事務局

でもかなり検討したが、外部の方に検討してもらった方が良いと言うこと

で、学校の意見は庁内で反映している。 

このあたりは、川西市との違いとなっている。 

 

 （委員） 

   そのような考えであることは、よく理解できた。 

ただ、一緒に考えたり、意見交換することはできないと思う。 

 



 

  

 （事務局） 

   メンバーとして、委員の後ろに着席している。 

 

 （委員） 

   学校栄養士は来ていないのではないか。 

 

 （事務局） 

   学校栄養士（栄養教諭）の長はこの会議にも参加している。学事課が

来ている。そのあたりが意見を吸い上げてきている。 

 

 （委員） 

ここで決まったことは、降ろしてもらえるのか。 

 

 （事務局） 

作業部会へは、学校栄養士（栄養教諭）にも入ってもらっている。意見

も毎回書類を送り見てもらっている。 

 

 （委員） 

   見てもらっているのか 

 

 （事務局） 

   見てもらっている。 

 

 （会長） 

   今説明があったように、この会に入ってもらう市もあれば、事務局で検

討したものが原案に入り、それ以外の方が叩き、それを持ち帰り事務局

で検討するのが宝塚市のパターンである。 

 

 （委員）   

 ＪＡの方、農政課の方もいるので聞きたいことがある。 

我々は一生懸命に西谷のことを考えている。西谷の人はどのように考

えているのか。全然わからない。 

農家と直に付き合っているＪＡの方は、余計なことをしていると言って

はいないか。教えてもらいたい。 

 

 （委員）（兵庫六甲農業協同組合） 

基本的には農家の方の視点ではわからないが、農業経営者の方は、高

齢が進んでいる。 

西谷の方もいろんな人が労働力の問題もあり、野菜を作る絶対量がが

ない。 

食育という観点で参加させてもらっているが、誰が食育をさせてもら

うかというという具体的な活動の中に、我々が入らせてもらえれば良い

が、遊休農地も増えるという話もあるが、作る人がいない。教えたくても

教える人が少ない。若い人は自分の農業経営に必死である。 

米の値段もどんどん下がっていることも重要なこと。 

農家の経営は苦しい中で、食育がもつ側面と農業として捉えた側面と

は整合性がない。捉えづらいと感じている。 

 

 （委員）（特定非営利活動法人 宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ） 

   私も家で農業を行っている。 

子どもは高い農機具を買って何をしているのかという目でみる。 

   我々が農業をできなくなった時、子どもが継いでくれるのか不安であ

る。米や野菜を作っても、生活できれ子どもたちも頑張ると思う。 

それもないと難しい。 

    後継者は育てなければならないが、現状は難しい。 

 



 

  

 （会長） 

   ＴＰＰに来年日本も加入するかもしれない。 

   １５年後、１0ｋｇ1,500円の米がアメリカから輸入される可能性もある。 

   そうなるか否かは皆さんが決めることである。 

安い米が良いとなると流通するだろうし、そのような米はいらないと

いうのであれば、入ってこないという話である。 

日本の米を守るか、アメリカの米がいいと考えて暮らすのか問われるこ

ととなるだろう。 

   エコノミックアニマルで暮らすか、日本人で暮らすか問われることになる

であろう。 

最大は決め手は、消費者の皆さんである。 

 

 （委員） 

   本当に良い言葉を考えてもらわなければ、生産者と付き合ってやって

いる。他人事ではない。私の食べものは生産者が作ってくれなければ食

べれない。現場の思いを強く押し出し、市民におろさなければならない

と思う。 

 

 ３ その他 

   次回の会議について 

   パブリックコメントという形で市民の意見をいただき、第５回の会議は、

それらの意見をいただいた上で、再検討していくこととなる。 

 

最終会 第５回会議 ２月１７日（金）１４時から 市役所３階 。 

   

２時間の予定をしているが、パブリックコメントの内容、検討の内容によ

っては時間の延長も考えられますので、３時間を予定していただだけれ

ばありがたい。 

審議内容が終わりましたらその場で終わらせていただこうと思います

が、３時間ほど見込んでおいていただけるとありがたいです。  

 

 ４ 閉会  

 


