
 

  

会 議 の 概 要               
会議名       平成２３年度 宝塚市食育推進会議 第１回 会議   

開催日時       平成23年（2011年）9月8日（木）午後２時～午後４時10分  

  開催場所 宝塚市役所３階 ３－３会議室  

  出席委員 委員１９名  

 保田委員、山下委員、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、檜垣委員、  藤野委員、 松田委員、     

 阪本委員、山本委員、和田委員、井上委員、 奥村委員、  北井委員、  

 皆木委員    

傍聴者数       無  

公開の可否       公開   

 ○ 関係団体の役員交代等に伴う委員２名の紹介。  

○ 前年度第５回会議終了から「たからづか食育フェア」までの市の取り組

み経過について報告        

・３月末、都市経営会議に答申を報告し、本計画の承認を受け、計

画書と概要版の作成し、庁内外の周知に努めている。 

・市の計画（特に第５次総合計画）との関連について説明した。 

・市の体制として食育推進計画策定検討会を食育推進検討会にと

改め、今後の実施体制の整備を図った。  

 

１ 報告  

（１） 「たからづか食育フェア」を実施して 

          「知ってよ!宝塚」でフェアの様子を紹介するために作成したＤ

ＶＤ視聴と当日の参加者数やアンケート結果等を説明した。 

 （２） 平成２３年７月末現在 食育推進事業進捗状況について説明した。 

           柱１から柱６までの６９事業実施状況について柱ごとに説明し

た。既に実施済みは３事業である。  

 

 2 議事１  平成24年度 市で取り組む食育に関する事業について 

議事２  その他   

 

 （会長） 

   事務局より市としての計画策定までの経過報告と食育フェアと食育推

進事業の推進状況の３つについて報告があったが、質問や意見はありま

せんか。 

 

 （委員） 

   夏休みに公民館で料理教室等開催されているが、それは市で取り組む

食育に関する事業に含まれているのか。 

 

 （事務局） 

   食育推進事業として、公民館が報告しているのは、柱６市民セミナー事

業であるスローライフと大人の食育である。 

 



 

  

 （委員） 

   夏休み料理教室に参加させたいが、親が仕事をしていると送って行く

ことができない。小学校等で調理場を使い調理師等が実施することはで

きないのか。 

 

 （事務局） 

   学校開放は、今のところ考えていない。 

 

 （委員） 

   今後考えていただけたらと思う。 

 

 （委員） 

意見ではなく紹介であるが、柱６自治会への自治会長対象の環境学習

会については、本年度は環境と食育を考えている。バスで西谷に出向き、

１回目は西谷の森公園に於いて環境学習した後、西谷産米のおにぎり作

りと芋ほりを、２回目は収穫祭（10/29.30）開催に合わせて地産地消を考

える会にしたいと計画中である。 

 

 （委員） 

   先ほどの料理教室の件であるが、いろいろな団体が料理教室を開催し

ているので、市の取り組みとは別に、関係団体やこの会議に出席いただ

いている方の食育への取り組みを参考資料としてまとめるとさらに食育

への取り組みがわかるのではないか。まとめるには時間が要すると思わ

れるが。 

 

 （会長） 

   公民館はいろいろな方が利用されており、主催者が民間の場合の取り

組みをどのように把握するのか課題があると思われる。 

 

 （事務局） 

   今回は市が取り組む事業について報告したが、市が取り組む以外の事

業については、どのような範囲でどのように照会をかければよいか戸惑

うところである。今後検討させていただく。委員の皆様から情報提供い

ただいた範囲をまとめることは可能かもしれない。 

 

 （会長） 

   情報として役立つ場合もあるので、出来る範囲で検討してもらえばと思

う。ただ、民間の事業は、それぞれの立場があるので把握されたくない

と思われるものもあるかも知れない。 

 

 （委員） 

   ただ料理教室で、正しく作って楽しく食べるだけが、食育ではない。

今、地元で収穫される野菜やその販売ルートも知らない方が多い。自分

たちが食べるものがどのように生産され、どのように運ばれるのか、生産

者にどのような思いがあるのかまでもきちんと理解することが大切と考

える。 

このような状況であるので、行政もただ漠然と考えるだけではなく、生

産者・消費者ともに力を携える形で、食育推進が図れるようにしてほし

い。 

 



 

  

 （会長） 

    食べるだけでは食育ではない。そこで何を学ぶかである。 

市として市民に学んでほしいものは、いかに健康に生きるか、西谷の食

べ物をどう大事に守っていくかでもある。そのことが、この計画の柱とし

て謳われている。 

   報告に対する意見はこれまでとして、議事である次年度の取り組みに

ついて委員の皆様から意見を頂戴したい。まず事務局より説明を。 

 

 （事務局） 

   今、報告しました事業で梃入れをした方がよいところやアイデア、また

皆様がされている活動で市としてもできるものがあれば情報提供いただ

くと有り難い。 

 

 （会長） 

次年度の事業に対する提案を委員の皆様にいただきたい。先ほど事

務局から説明があった市で取り組む食育に関する事業を参考にしなが

ら、提案を頂きたい。皆さんの要望や思いを語ってもらったら良い。 

 

 （委員） 

   食育フェアでのアンケート結果の「今後の講演内容の希望」を尋ねて

いる項目を見てみると、原発の事故に関係し、学校給食で安全なものを

提供してほしいや食材の危険性など放射能に関連することが多く書かれ

てある。保護者は、これからどのようなものを選んで食べないといけない

か等、勉強していく必要がある。また給食も、保育所から中学まで長い

間食べるので、安全なものが提供できる努力をしてほしいと思う。 

放射能のことについては、学校の先生や栄養士にも知識として持って

ほしい。そういうことも今後取り組まないといけないのではないか。 

 

 （会長） 

   放射能に関する提案があった。市民と学校の先生方への学習機会と学

校給食食材について安全性をチェックするという意見をいただいた。兵

庫県も放射能問題については、きちっと対応している。 

 

 （事務局） 

市内でセシウムに汚染された牛肉が販売された問題を受け、７月１９

日、牛肉の安全性が確保されるまで当分の間牛肉の使用を保育所及び

学校給食で一時中止すると発表した。学校給食に関しては、すでに１学

期の給食は終了していたが、保育所では献立変更を行った。８月３１日に

２学期からの保育所及び学校給食では、安全が確認されている兵庫県産

の牛肉を使用し、学校給食での牛肉の使用を再開することについて発表

した。 

 

 （会長） 

   放射能問題についてはすぐに終息はしないので、市民が学んでいくこと

は大事なことである。何かの事業として組み込んでもよいので検討して

ください。 

 



 

  

 （事務局） 

   目に見えないものをどのように我々が見極めるのか大きな課題であ

る。たからづか食育推進計画では、柱５安全・安心な食の推進として掲

げており、その中で、食品表示やトレーサビリティーシステムについて触れ

ている。以前は、自分達が食べているものがどこで作られているものか

分からなかったが、今はわかるようになってきた。これらの意味及び意義

の周知や県のホームページの生活衛生課から現在の兵庫県の畜産物・農

産物の放射線の汚染状況も報告されているので、市民の皆様が食を選

択するツールとしての情報提供などは可能かと思われる。 

 

 （会長） 

   農産物については、産地表示義務化、また米もトレーサビリティーシステ

ムになっているのでそういうことも含めて学べる機会を検討してみてく

ださい。 

 

 （委員） 

   放射能汚染につきましていろいろな情報が出ている中で、自治体にで

きることは何なのかを私なりに考えています。 

１０月になりましたら県の保健所に食品の放射能を測れる測定器が入

ることになっています。 

他の市町では、市民や保護者の不安を解消するために、学校給食の

食材だけでも測りたいと器械を購入しているところが増えてきている。 

器械の購入になるとお金の問題が伴う。どこから食材が入ってくるか

わからない状況や人によって安全に対する考えが違うので、どのような

対応をなすべきか判断に困るが、市民の健康を考えると、今回の原発の

問題は、安全なものを食べるという食育の根底を覆したと私は思う。そ

れは、非常に悔しいことである。また農家の方の苦労を知れば知る程み

んなで今回の事は、共有するしかないと思う。 

放射線の値に関することですが、国内で１００箇所市民測定所を作ろ

うという運動があります。現在、福島県内では３箇所あり、農家の方が作

物を持ち込んで測定しておられます。農家の方々も外に汚染されたもの

を出したくないと思っておられる方もおり、自分達の自治体でも市民測

定所を作る声をあげてほしいという運動があります。 

放射能汚染の事は、学校だけの問題ではない、職員の皆さんが、全庁

で話し合い、放射能汚染についてはいろいろなことが言われておりどの

ような講師を選ぶかの問題もあるが、正しい知識を得るため勉強会は必

要と思う。 

私は、放射線の値を測定し、その結果を個人個人が判断というところ

まで来たと思っている。 

測定器の購入については、今判断するのではなく持ち帰って全員で話

し合ってほしい。我々の全体の問題として認識してほしいと思う。 

 

 （会長） 

   測定器を購入するということが意見としてあったが、今、事務局が返答

するのは難しいと思うので、ぜひ事務局で検討してください。 

 



 

  

 （事務局） 

   食品の放射線量の測定まではできないが、市として、空間線量の計測

を現在考えている。器械も価格により性能がかなり違うが、本当に精密

な機械は何千万もするのが現状で、今予算の中ではそこまではできない

が、宝塚市内のおおよその空間線量は測定できるようにしたいと考え購

入いたします。 

 

 （会長） 

   環境について、市として対応いただいているということです。厳密に言

えば、食べ物の測定とは意味が違い、空間線量は住んでいる方の吸って

いる空気や、触れている大地が大丈夫かどうかということを簡易的に測

定する器械だと思います。それは調べてもらう方が良いことなのです

が、先ほどの委員の提言は食べ物の放射線量の測定なので、事務局でま

た検討してみてください。難しいならそれまでになるかもしれないが、た

だ勉強できる機会は提供してもらえたらよいのではないか。 

 

 （事務局） 

   食べ物の放射線量をどうやって目に見えるものとするかということであ

るかと思うが、庁内の食育推進検討会でも事前に協議しましたが、大変

難しい問題で、我々も頭を痛め悩んでいるところです。市としての限界

もあるが、当時農林水産大臣が店に並んでいるものは安全という状況に

したいという発言があったが、それがどのように確保されているのかと

いう事を、国や県がどのように安全を示すのかを私達も見守っていきた

いと思う。流通などでどのように行われているかの情報がありましたら、

提供いただけると有り難いと思います。 

 

 （会長） 

   先ほどの提案についての対応として、そのような器械が買え、操作でき

る職員がいれば対応してもらえればよいことだが、無理なら県も国も流

通関係もこまめに調べているので、これらの情報をこまめに収集すること

によってこれだけの担保がとれているということで対応するのもひとつの

方法と思うので、それなりの丁寧な対応を事務局の方にはお願いした

い。 

 

 （委員） 

学習会についてはどうなのか。 

 

 （事務局） 

   誰を対象に、どのような内容が良いか、今判断できないので持ち帰り

検討させていただきたい。 

 

 （委員） 

   結果はまた教えてもらえるのか。 

 

 （会長） 

   本日は次年度どのような事業がよいのかを委員の皆様からご要望や意

見を頂くものなので、この場で決定できないものもあることをご了承くだ

さい。 

 



 

  

 （委員） 

   宝塚保健所の検査室に放射能の測定器を配備する件ですが、これは県

の意思として、流通している食べ物の安全を図るということで、測定をす

る。但し、まだどのような食品を測定するのか等の指示は出ていない。  

流通しているものは、産地表示がなされているので、東北地方の産地

の物を、重点的に測定していくことになるだろうと思われる。 

ただ配備する測定器は、簡易測定器である。 

 

 （委員） 

   価格とメーカーはどこなのか。 

 

 （委員） 

   メーカーがわからない訳ではないですが、価格も１００万円単位はする

ものです。実際に何シーベルトとか小数点を測るようなものについては、

兵庫県立衛生研究所に１台配備する。それはチェルノブイリの時に緊急

配備したものとさらにプラスして配備し、精密な測定はそこで実施しま

す。要するに、各検査室で先に検査し、そこで異常がなければＯＫ。異常

があれば、数値を確定するために衛生研究所に送る形となる。どれくら

いの頻度で実施するかについても、まだ指示はないが、おそらく、現在実

施している収去検査(スーパー等に並んでいるものを品目毎に抜き取り、

それらに残留農薬等が入っていないかを調べる）と同じような形で実施

することになるかと思う。 

このようなシステムは、兵庫県だけが取り組んでいるのではなく、他県

や保健所を持っている政令市についてはほぼ同じように足並みをそろえ

ていくことになるので、流通されているものは、放射能に汚染されていた

らどこかで引っ掛かる。引っ掛かれば農林水産大臣が実施していたよう

に出荷停止処分が、保健所の指示の命令で、出荷停止ができるので、そ

ういう対応になろうかと思う。 

宝塚市が器械を買うか買わないかは別として、システムとしてはもう

すでに全国レベルでネットワークができていると思うので、安心してもらえ

ればと思います。 

 

 

 （会長） 

   保健所の方には、簡易測定器が設置されるということで、安全のための

なりますのでよろしくお願いします。事務局でそのような情報を集めて

おいてください。 

 



 

  

 （委員） 

   一昨年、宝塚ＰＴＡ協議会から参加しました阪神北地域の青少年の薬

物の会議がありました。それはドラックだけではなく、飲酒やタバコも含

めた情報交換会でした。こういったものから青少年をどう守っていくか

の話でした。ドラックやタバコははっきり区分けができるが、アルコールは

非常に区分けが難しいと。例えば市販されている薬酒、かす汁やお屠蘇

などにもアルコールが含まれている。そこに参加されている方で、青少年

に与えるアルコールの害を考えると、未成年のうちは、かす汁なども含め

て少しでもアルコールが含まれているものは食べさせないのが良いと言

われる方もおられた。これは極端な考え方と思いましたが。その方の言

われるように青少年にかす汁等を与えるのはいけないとはならなかった

が、世の中往々にして、最初は極端なことと思ったことが、いつの間にか

常識なようになってしまうことが、過去にあったと思います。例えば、食

事に関してもスローフード、家庭料理の関係で、とりまく環境についても教

えて行きたい位置づけでとらえられているように思っています。そのよう

なことがあったのが心に残っています。 

今震災の関係で、放射能汚染の不安がぬぐえない問題となっています

が、それが落ち着いた時、また、落ち着く目途が付いた時に、いやいや

良かったというふうなことになってしまい従来あったことを忘れてしまう

気がして、少し怖いが、そこは気をつけなければいけないと思っていま

す。 

もう一つ申し上げたように、それは食育に関する会議ではなく、青少

年の薬物汚染に関する会議でしたので、その部分が食育に関するところ

とつながりがあるかとか思ったので、そのことがとても印象に残り、今皆

さんにこの機会にお伝えしたいと思いました。 

 

 （会長） 

   放射能問題はなかなか落ち着かない。これから皆さんも悩んでいただ

きたい。アルコール問題については、皆さん飲まれている方は何とも言え

ないが、アルコールは立派な毒物ではあり、だから酔うのである。子ども

に対しては飲ませていけない。国によっても考え方が違うが、いたずらに

飲ませない。 

 

 （事務局） 

   今、青少年と言う話しで触れさせていただきたいと思う。少し話しを掏

り替えてしまうかしれないが、昨年この会議で、思春期に対してどのよう

に食育をアプローチするのかの議論された経緯がある。 

市の事業として、どのようにアプローチできるかを考え、８月５日に長

尾中のサッカー部に思春期の食について考えてみるきっかけづくりとし

て、青少年を対象に講座を開催した。先ほどの意見は、青少年の健全な

育成のあり方についてご指摘いただいたように思います。食育推進計画

の中では、思春期の食べ物のあり方についてこのような形でフォローして

いることをご報告させていただきます。かす汁の問題は難しい、これは

伝統食・地域食でもありますのでどの範囲が良いものか難しいところで

すが、それよって家族の絆が育まれ、地域の絆が育まれる部分が逆にあ

るのかも知れません。皆様からの考え方やご意見を頂きまして、私ども

に反映できる何かがありましたら取り入れていきたいと思います。 

 



 

  

 （会長） 

   アルコール問題はこのあたりにして、他に市で取り組む食育に関する事

業の一覧を見られて意見はありませんか。 

 

 （委員） 

   消費者行政活性化事業としてご飯塾を昨年２回実施した。１回は幼稚

園で実施し、保護者の参加も頂き成果があったが、もう１回は西谷地域

で開催すると参加者が少なく残念な結果となった。今年は学校や保育

所・幼稚園を対象に実施したいと考えています。農政課や消費生活セン

ターや学校との調整も必要なので、できるだけ早く進行し、学校単位で

実現できたらと考えているのでご協力をお願いしたい。 

 

 （会長） 

   食育というのは基本的には子どもに対する教育ですが、子どもを育て

ている保護者の教育は大切なことなので、子どもを参加させながら、保

護者を教育するのは良い手段であると私は考えています。保護者の参加

には上手に仕掛けることが大切である。 

 

 （委員） 

   効果のある良かった事業は、ぜひ単発ではなく継続で実施をお願いし

たいと思う。食育といろいろなところで言われているが、我々は以前か

ら本来の意味で食育を捉え、だしを取ることから始める料理教室を実施

してきている。 

ここにおられる推進委員の皆様も含め、大人の生活が乱れてきている

ことが、私は気になる。それがどのように子に影響しているか改めて見直

してほしい。最近小さな子どもが外食することが多いように思うが、外食

は大人向けの味付けになっている。それを小さな子に食べさせているこ

とはどうなのか。 

  食べることだけが食育ではなく、その前段の味覚の問題等あるので、せ

めてこの推進委員だけでも食育ということについて改めて見直してほし

いと思います。 

 

 （会長） 

ありがとうございました。他の方意見は。 

 

 

 

（委員） 

   宝塚栄養士会としては、今年ＰＴＡの方々を対象に料理教室を委託事

業で実施する予定でＰＴＡの方々に声をかけているが、反応がないの

で、また周知をお願いしたい。 

 

 （委員） 

今年１０月２２日２３日に開催予定されているふれあいフェスタで食育

をどのような視点で取り組まれていくのか内容について教えていただき

たい。 

 



 

  

 （事務局） 

   市民まつりの一つである「ふれあいフェスタ」にて、食育の啓発を考え

ている。まずは６月の食育フェアでご紹介したパネルを使い計画を紹介

する。できるだけ多くの方に計画を知ってもらいたいと今中身について

検討しているところで、決定はしていない。それを盛り上げる企画とし

て、今お手元に配布しているフォトポストカード「思わず笑っちゃったみん

なの笑顔があふれる食卓の風景」を募集中です。食育推進事業のひと

つとして考えています。皆さんも応募をお願いします。このポストカード

募集は、計画作成時のパブリックコメントで市民参加を推進するには写真

を活用したらよいのではと言う意見がありましたが、計画書作成には間

に合わないので、食育を推進していく中で取り入れたいと回答しており、

企画したものになっています。応募いただいた写真を掲示したいと考え

ている。これらを含めて市民の皆様が楽しんでいただける企画を考えて

いるところです。 

 

 （会長） 

    発言のなかった方に発言いただきたいと思います。 

 

 （委員） 

   １０月２９日３０日に西谷で収穫祭がありますので、西谷の野菜を食べ

に、買いに来ていただいたらと思います。 

 

 （委員） 

やはり放射能汚染の問題が気になるところです。生産者として、大事

な安全・安心なものを提供するためにも、本日参加されているＪＡさんか

らも情報提供をいただき、一生産者の意見となりますが、農薬を使わな

い安全安心なものを作っていきたいと思います。 

 

 （会長） 

   ありがとうございます。今、言葉を添えていただいたように、放射能問

題のみだけではなく、食の安全全体をこれを機会にして考えていただい

たらと思う。 

 

 （委員） 

   食育に関する事業を多くされておられると思います。流通事業者とし

ての食育の取り組みについて、若干紹介させていただきます。ホームペー

ジにて啓発をしていますが、食育の進めということで、食事バランスガイ

ドの紹介等も行なっています。また独自でやっている愛情こめたお弁当

を作ってもらう「愛情弁当コンテスト」で年に２回募集しています。応募

が２００から３００あります。メーカーさんの協力も頂いて実施しており、優

秀な方に賞品も用意しております。 

 

 （会長） 

   民間での食育の取り組みの報告をいただきました。ありがとうございま

す。 

 



 

  

 （委員） 

   安全安心に関する話題が本日出ていたと思いますが、私は、安全・安

心な農作物を作るということを、日本で続けて行ってもらいたいと思い

ます。宝塚には西谷という恵まれた地域があるので、そこの作物を応援

する、食べるということを進めて行ってもらいたいと思います。ここにお

集まりの方々は、安全ということにとても意識の高い方が集まっておられ

ると思いました。放射線のことがどうなっているのという質問がたくさん

出ていましたが、こういう悲惨なことが起こってしまったからそういう気

持ちにもなるのですが、これまでは、楽な生活・恵まれた生活を求めてい

たのではないでしょうか。まさかこういうことが起こるとは思っておら

ず、起こってしまってから食べたくないというのは、少々身勝手なように

思います。恵まれた生活を求めてしまった私たちが、リスクをある程度は

負わなくてはならないのではないかと思います。できるだけのことを国・

県・市がやっておられますし、放射線の危害で短命になる確率と同じよ

うな確率で他のことが要因で短命になることもあります。また放射能汚

染が全くされていないものしか食べられないのでなく、摂取する量の問

題があり、同じものばかり食べ続けなければ問題ないこともあるのです。

放射能汚染のことだけにヒステリックになっているのはどうかと思いま

す。  

本来、正しい食べ方というのは、これが体によいからとそればっかり食

べ続けるのではなくて、万遍なく食べるということである。 

仮にですが、放射能汚染について、多くの方の関心がある中、それに

対してある食品が良いと言う情報がメディアに流されたとします。我先に

それに集中するのではなく、そういうことに流されず、正しい食べ方がで

きる市民であれるように宝塚市としての食育を推進して行ってもらえた

らと思います。放射能に関して安全と言うならば、外国から輸入した物

を食べれば放射能に関しては安全だと私は思います。でもこの日本の食

料自給力を上げるということもこの食育の推進計画に含まれていますの

で、日本の物を正しく万遍なく食べるということを市民の方々に伝える事

業を宝塚市の方は推進していただきたいと思います。 

この推進事業を拝見していると単発事業が多い。私は栄養士を目指

す大学生と、小学生の親子を対象にした食育の事業を、同じ対象者に年

4回集まっていただき開催しています。その中では作物を植える、収穫す

る、それを食べるまたは加工することを同じ対象にしています。やはり、1

回の事業ではとても伝えきれないことがある。同じ人達が集まっていた

だくと前回の復習もでき、参加者同士も仲良くなれる。 

植え育て収穫するそして食べるということを網羅的に学べる事業を実

施してほしいと思います。 

 



 

  

 （会長） 

   確かに今回の放射能問題は、逃げるということではなく、しっかり受け

止めるべき課題。ただ子どもだけは犠牲にしてはならないので、少し子

どもとは分けて、大人としてはしっかり受け止める。 

   確かにこれらの事業は単発事業が多い。一回学んだだけで身に付かな

いので継続する人がいるかの問題もあるが、継続する事業で、しっかり

身につけた人を増やしていく方が良いのかも知れない。提案として受け

止めておいてください。 

1回話を聞いただけで意識は変わらない。一度に多くの方を集めて話

しを聞いてもらってもその時だけで意識も変えられず結果はないかも知

れない。少人数でも継続して学んでもらえれば、意識が変わり、効果が

ある。 

関係部局の方も多くおられますので、検討してみてください。 

 

 （委員） 

   地域自立生活支援事業の配食サービスはありがたいことである。これ

をきっちとやってもらえれば、高齢者が一人になって訳の分からないまま

亡くなってしまうようなことが無くなる。 

   放射能の事については、我々もそれなりに勉強はしているし、また毎日

放射能を浴びている。だから大丈夫ということではないですが、実際に

数字が盛んに出ているが、現実にその数字がどういう意味を持つのかも

それもわからない。だから難しいのです。そうすると変な噂が出ますけ

ど、ひまわりを植えたら良いとも聞きましたが、福島の人達は大変です。

3キロ圏内の方は生活も出来ないのです。そういう方に対して我々は何

をなすべきなのか言えないのです。 

   文句だけは言えても現実は、援助することとか少しお手伝いしか出来

ない。我々はもっと勉強しなければならない。放射線医学の本当の事を

もっと勉強していきたいと思います。 

 

 （会長） 

   ひまわりは大きい植物なのでセシウム137の吸収量が大きいので良いと

言われています。しかしセシウム137というのは、植物が必要とするカリの

成分と良く似ているので、どんな植物でもセシウム137を吸収します。稲

も立派に吸収します。ただ吸収させた植物をどこに持って行き処分する

かの問題もあり辛い。放射能は煮ても焼いてもなくならない。 

 

 （委員） 

前回の会議から本日の会議までの間に、国の第2次食育推進基本計画

が発表になった。その中で歯科に関しては、高齢者に対する食育推進の

中で加齢による機能減退が原因だろうと言われている窒息の予防に考

慮した食べ方を推進と明記されています。市の事業の中で、65歳以上対

象の介護予防普及啓発事業がこれにあてはまると思います。なってしま

ってから教えてもらっても意味がありません。委員の中にも介護に携わっ

ている方がおられると思いますので、そういう方を対象にした正しい食

べ方を啓発することも大切と考えます。本来なら食育は子どもがメイン

ですが、食べ方と言うことも考えた事業も実施してほしいと思います。 

 



 

  

 （会長） 

   高齢者が健康に暮らせる食べ方について、事業に盛り込まれていない

なら含めていただきたい。 

 

 （委員） 

   高齢者の食事について、配食弁当が高齢者に適したものになっている

かの委託先の管理や、採算が取れているのか、また届けた先の高齢者が

食事を適切に管理しているのかまで見届けないとパーフェクトとは言えな

い。また届けた時の声かけなども大切である。業者の立場として経営も

大事だし、内容の精査・品質管理向上も大事である。そのあたりを業者

に丸なげするだけではなく、業者とお互いのコミュニケーションをとってほ

しいと思う。 

 

 （事務局） 

   高齢者の配食は高齢者の見守りも含めての内容ですので、基本的には

届けた時に高齢者の状態を確認してもらうことになっている。介護保険

料の中からお弁当代は540円見守り活動360円計900円のコストがかかっ

ている。 

職員も定期的に試食をしており、味付けの問題等でクレームが出たと

きには、改善を指示している。見守り確認としては、個配をしている他2

社とも協定をしており、物品を届けた時に異変があれば通報いただく取

り組みもしている。 

 

 （会長） 

   福祉事業とも重なる部分であるが、食育として出来る範囲の事を考え

て行こうということになる。 

 

 （委員） 

   環境の取り組みの範囲は広いが、今年は、省エネがテーマになってい

る。食の問題も入ります。昨年は食をテーマにした。無駄なく賢く省エネ

話をしていただいた。今年は、環境と自然ということで講演していただ

く。先程出ていた放射能の問題はすぐに収まる問題ではないので、可能

であれば、来年度はそのあたりを食の安全というあたりで、環境衛生大

会の講演のテーマにならないかと思っています。この大会は、ベガホール

で開催し、350人ぐらい入れます。各自治会を通じて知らせているので、

機会があれば参加をお願いします。 

 

 （会長） 

   また情報提供をお願いします。 

 

 （委員） 

   地域の農産物をもっと知ってもらう必要があると思っているので、今後

そういう視点で参加させてもらえたらと思います。 

 

 （会長） 

   理解を深めてもらう為に何か提案はないですか。 

 

 （委員） 

   西谷に来ていただき、学んでもらい、西谷の地域・農業についてもっと

知ってもらう活動が良いと思う。 

 



 

  

 （事務局） 

   市の南部の皆さんに来ていただいて、どのように農産物を作っておられ

るかを見ていただくのが一番大事な事。出来ましたら植物定植から収穫

までの体験をしていただく。今年農業サポート事業がスタートとしまして、

4農家が手を上げていただきまして13名の方が農場の方に入られて暑い

夏でしたが、農業体験や生産物の介助をしていただきました。この事業

を検証して来年度拡充していきたいと考えています。 

   また収穫祭もありますので、皆さんぜひ西谷に来てください。 

 

 （会長） 

西谷は宝塚にとって大切な場所なので、予算を掛けてもしっかりと取

り組みを考えるようにしてほしい。 

 

 （委員） 

   最近2箇所で食育の話をさせてもらった際、食育の分かりやすい冊子が

出来たとお話したが、皆さんに少し見せただけになった。どうしたら皆さ

んに目に触れていただけるのか。 

 

 （事務局） 

冊子は1500部だが概要版は15000部作成しております。また市のホー

ムページにも掲載。そのこともＰＲいただけたら有難いです。 

概要版はできるだけ市民の方のお手元に届けたいと考えているので、

必要数を健康センターに連絡してください。 

 

 （委員） 

   食育フェアの親子料理教室参加の締め切りが早く、参加できなかった

話を聞いたが、追加で人数を増やすことは出来なかったのか。 

 

 （事務局） 

    当初1回開催の予定だったが、希望者が多かった為2回にして対応し

た。午前中は西谷野菜の試食調理で調理室を使用しており、午後からと

なると2回しか出来なかった。次回は出来るだけ多くの方に参加いただけ

るように検討します。 

 

 

 

（委員） 

    宝塚市では料理教室が継続していないとの事だが、私も他府県で毎

月1回親子料理教室を継続してやっているが、参加者は増えています。 

 

 (委員) 

宝塚でも伝統食と親子での料理教室を何年もしており、広報に載って

います。いつでも親子での料理教室はキャンセル待ちの状態です。 

 

 （委員） 

   推進計画には妊娠期から歯の事について歯周病まで必ず大切にしたい

ことで入れていただいているので、宝塚市はとても良い提案をしている

と思う。 

 

 （会長） 

   宝塚の推進計画は、策定が遅かった分、中身は豊かです。これを実践

してもらえれば良いと思います。 

 



 

  

 （委員） 

   前回の会議の時に西谷産の野菜を食べるようにとの声が出た時に学校

給食にも使っていけないかの話がでました。その時に農政課と教育委員

会の方で手を組んで今からやって行きますとのことだったので、また、作

付けをしていったらとの話しもありましたが、その後どうなったのか教え

てほしい。 

 

 （会長） 

   西谷野菜を使うことの取り組みや計画について、事務局よりお願いし

ます。 

 

 （事務局） 

 継続的に話をしていますが、大きく進展はしていない。西谷米について

は、価格の問題がある。西谷米はこしひかりが中心。学校給食は「きぬひ

かり」と「ひのひかり」のブレンド米を使用しているので価格の調整が出

来れば、回数は何回も無理ですが、ぜひ使用していきたいと思ってい

る。     

野菜については、やはり量の問題があるので、今は玉葱を若干使って

いるだけですが、黒豆等への拡大を検討していきたいと思っている。農

政課との協議をかさねたいと思っています。 

 

 （委員） 

農政課と一緒にお話されているのか。 

 

 （会長） 

   私の見る限りでは、西谷の実力では、給食に出せる野菜と言えば、じゃ

が芋・玉葱ぐらいではないか。 

 

 （委員） 

   作付けからしたらよいのではないか。 

 

 （会長） 

   作ろうと思ったら白菜もキャベツも出来るが、本当にやるなら西谷の方

が性根を入れないといけない。 

 

 （委員） 

   高く買ってもらえるなら西谷の方も作られますよ、と前に言われていま

したね。 

 

 （会長） 

   価格の問題が出でくる。給食の材料費は価格が決まっており、それに

見合う価格でもやるという方がおられれば可能でずが、ここは人件費そ

のものが高い。その点が、但馬とは違う。西谷の皆さんが期待する人件

費も高いので、ここでは難しい。地域により人件費が違うので。 

 

 （委員） 

   前回検討すると言われていたので。 

 

 （会長） 

   検討しても可能性としてある程度の品目に限られると思います。その

辺でとりあえずやっていただくということになる。葉物は難しい。しかし

やっていただいてそれが突破口になれば良いと思います。やれる範囲

で。 

 



 

  

 （事務局） 

   値段の問題がある。価格差を税金で補填するならば出来ると思います

が、その決断を行政の方で出来るかにあります。それと配送に関して宝

塚は自校調理の為各学校に配送して行かなくてはならない。センター方

式の市とは違い、その費用もかかる。その辺りも課題である。 

 

 （会長） 

   単独校調理はぜひ残してほしいと思うので、すべての学校に配送しな

くとも今年はここの学校だけにするというやり方なら可能性はある。最初

からすべての学校でやるというやり方ではできないと思うので順番に回

せばよい。そのような事を考えてみてください。ぜひ単独校調理という

のは残してほしい。また食材をすべて平等にしなければならないことはな

い。単独校調理の良さは臨機応変に出来る良さもあるので、ぜひやって

みてください。 

 

 （会長） 

ありがとうございました。事務局から連絡事項をお願いします。 

 

 ３ 連絡事項 

 （事務局） 

   次回第２回会議では、本日いただきました意見等を市に持ち帰りまして

どのようになったかの報告及び１２月ぐらいまでの市で取り組む食育に関

する事業の進捗状況の報告が出来ると思っています。 

   第２回会議は、２０１２年２月１７日（金）１４時から１６時を考えていま

す。 

 

 

 ※ 次回は、２０１２年２月１７日（金）を予定することとし、今回議事録は、

会長の方で確認の上、公開することで、委員の同意をいただく。 

 

 ４ 閉会  

 


