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奥村委員、北井委員   

傍 聴 者数 １名 

公開の可否 公開 

  

１ 報告  

(１) 第１回宝塚市食育推進会議後の県・市の取り組み事例について 

 （事務局） 

前回の会議で委員の皆様からご意見をいただきました３月１１日の

大震災以降福島原発事故に端を発する放射能問題、特に食品の安全に

ついてどうなのかについて、その後の兵庫県や宝塚市の取組みを報告

する。 

まずは兵庫県の取り組みについてです。前回の会議で兵庫県では放

射能測定器を導入し食品の安全に取り組むと紹介があったが、食品安

全のその後の取り組みについて紹介いただくために、宝塚市健康福祉

事務所 食品薬務衛生課 食品安全専門官 吉岡 正顕さんにご出席

をお願いした。 

（専門官） 

食品の放射能汚染に関する相談及び検査体制について報告 

兵庫県で大気の測定をしても震災前と後では変化はない。しかし、

食品については全国から来るのでこれは安全なのかと不安がある中、

県として不安の解消を図るために消費者から相談された場合の対応と

して食品の放射能汚染に関する検査器機の導入を検討。簡易検査では

あるが、昨年１０月１１日より検査を開始した。 

今までに県民からの依頼で県下の保健所で３６件の検査を実施し

た。そのうち宝塚健康福祉事務所で検査したものが９件。３６検体と

も暫定基準以内であった。その中で、注目すべき点は、静岡県産の煎

茶については 383Ｂq／Ｌと他に比べて高い値が出た為、県立健康生活

科学研究所に設置している詳細な検査のできる器機（ゲルマニウム半

導体核種分析装置）で測定してみると放射性セシウムが３１８Ｂq／

Ｌであった。 

次に保健所の行政検査について報告する。量販店等や県内の製造会



社が使用している原材料について抜き取り検査を１２月より開始して

いる。１２月１５件、１月２９件実施しているがいずれも低い値で問

題なし。また県内で生産される野菜や畜産物についても測定しており

４月から２月まで測定した結果いずれも検出されることはなかった。 

（会長） 

  質問はありませんか。 

（委員） 

  ４月より食品に含まれる放射性物質の暫定基準値が下がる。一般食

品に関しては１００ベクレル、乳幼児食品・牛乳は５０ベクレルとな

る。今の県の発表単位は「１００ベクレル以下」と発表されているが

４月からは値を下げて発表するのか。 

（宝塚健康福祉事務所） 

  それについては、今、県の生活衛生課で検討している。 

（会長） 

  専門家の中からは反対意見も出でいるが、４月から食品に含まれる

放射性物質基準値が下げ、きびしくする予定である。飲料水は１０ベ

クレルとなる。他に質問はないか。 

（委員） 

  県が使用しているベクレルモニターの検出限界が２０Ｂq／Ｌとな

っているが、４月から水は１０Ｂq／Ｌになるならどうするのか。 

（宝塚健康福祉事務所） 

  水の基準値が１０Ｂq／Ｌに設定されたならば、現在使用している

器機での測定は難しくなる。それも含めて今検討している。 

（会長） 

  兵庫県が今まで測定してきたものについては、すべて暫定基準値以

下であるという報告をいただいた。なお厳しい基準値になった時は対

応いただくということになるのですね。 

（宝塚健康福祉事務所） 

  そうです。 

（会長） 

  ひとまず安心していただいて良いのではという感じを受けます。 

  ありがとうございます。続いて宝塚市の取組みについて報告をお願

いする。 

(事務局) 

放射能・原子力に関する市の取り組みと致しまして食育とは少しか

け離れるかも知れないが、放射能とは原子力とはどういうものなのか

の講演会や環境セミナーという形で取り組みました。その報告をする。

環境セミナーとして３回シリーズで第１回として１０月に「原子力か

ら見た現代社会」、１２月に第２回「原発事故から私たちのくらしを見



つめ直そう」、第３回として「原発が全て止まっても停電しない安全安

心なエネルギーを宝塚からつくる」と題して３月に開催予定である。

また２月に「東日本大震災 1年目の検証・チェルノブイリから学ぶ

こと」題しました長野県松本市長で医師でもある菅谷昭市長をお迎

えし、チェルノブイリ周辺での子ども達の状況報告や課題について

ご講演をいただき啓発に取り組んだ。 

食育とはかけ離れる内容ですが、宝塚市内における大気中の放射

線量測定を始めることを第１回会議について報告しましたが、その測

定結果を報告します。１月１８日から市内３箇所で測定を始めている。

結果は月に１回、市ホームページ等に掲載しているが、いずれも問題

のない状況であった。 

平成２４年度以降取り組む内容は後ほど報告しますが、学校給食の

食材の測定も実施します。 

（会長） 

市の取り組みとして、講演会やセミナーで学習の機会の提供や大気

汚染の調査の報告があったが質問はないか。 

（委員） 

  セミナーはどのような内容であったのか。例えば体内被曝であると

か、エネルギーであるとか。 

（事務局） 

  環境セミナーということで、新エネルギーの絡みの中で今後再生可

能エネルギーをどのような形で採用していくのがよいのかを含め、来

年度事業にかかる取組みというようなものも考えて行こうという意味

で、また市民の皆様にもそのような新たなエネルギーの可能性につい

て考えてもらうということで開催した。 

（会長） 

  只今の回答で良いか。 

（委員） 

  食べ物や体内被曝など健康についてのセミナーの開催はないのか。 

（事務局） 

  今までに開催した講演会やセミナーは、原子力と生活の関わりとい

うところにとどまっている。体内被曝あるいは子ども達が今後のどの

ような影響を受けるかに関してはまだ明確な方向性とかが厚生労働省

等から出でいない状況なので、それらにピンスポットを当てた講演活

動は取組みにくい。先日開催した「チェルノブイリから学ぶこと」

の講演会でチェルノブイリ原発周辺で起きていることの紹介があ

った。その中で甲状腺内部被爆によって継続的に低放射線の中にさ

らされ続ける子どもたちがどのようになるのか等についての紹介

があった。良く風邪を引くや弱っている状況とか報告された。日本



においては今後どうしていくかはまだまだ研究の余地があると紹

介されていた。 

（委員） 

  今後はそのようなセミナーや研修会を開いて学習していくこと

はあるのか。 

（事務局） 

  開催するにはノウハウ等いるので持ち帰り検討にさせていただ

きたい。今約束ができないのは、内部被爆について確実なデータの

積み上げが現在無いと聞いている。実際に放射線がこれほど国中に

まかれて何か事が起きたという検証の情報が少ない。それについて

きちんとご説明できる状況ではないと聞いているので開催できる

かどうかわからない。ただ、今後そういうことが問題になってきた

場合には、何らかの形で検討が必要かと思っている。 

（会長） 

  それは要望として聞いておきましょう。データが全くないと言え

るのかも検証した方が良いかもしれません。 

（委員） 

  子どもの親は心配している。母親学級とかに参加したら栄養士に

知識があると思っているので相談すると思うが、その方がいろんな

考えがあると答えると相談した人は戸惑うと思う。実際に小学校で

先生が東北を食べて応援しようと言っているのを聞いたが、安全の

確認ができていないものを子どもたちに食べて応援しょうという

のを聞いて私はびっくりした。応援するために東北の野菜を買って

食べてる家もあるし、子どもも食べて応援しょうと思う子もいると

思う。それが後になって健康的に被害があるとわかった時にだれが

責任をとるのか。子どもに関わる人やお母さんにアドバイスする人

は普通の方より知識を持って接していただきたいという思いが強

くある。 

（会長） 

  貴重なご発言なので無視することはできないので、そのような要

望があったことは受け止めておいてください。機会があれば、適当

な先生をお招きして学習するということも内部で検討してくださ

い。内部被爆についても残留能についても特に評価については様々

な意見があり専門家の間でも様々な見解がある。判断しにくいとこ

ろである。 

  続いて（２）平成２３年度市で取組む食育に関する事業の進捗状

況について事務局から報告をお願いする。 

（事務局） 

平成２３年１２月末現在 食育推進事業進捗状況について説明。柱



１から柱６まで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２０事業、一部実施済みが２５事業、実施継続中の

ものが２０事業、未実施が４事業である。また年度途中で追加された

事業が３事業ある。１つは柱１で、地域介護予防活動支援事業として

平成２３年度第１回健康づくり推進員研修会においてたからづか食育

推進計画の周知と食育への理解を深める目的で研修会を開催。２つ目

も柱１で、児童福祉総務事業として給食レシピの公開。家庭での食事

づくりに役立てられるように市立保育所の給食レシピを市のホームペ

ージに本年１月より公開する。３つ目は、柱５で消費者行政活性化事

業として農と食の講座を６回開催した。 

これら３つを追加し２３年度市で取組む食育に関する事業として

７２事業に取り組んでいる状況である。 

(会長) 

 市として多くの事業に取り組んでいるが何か質問はありませんか。 

(委員) 

米飯自校炊飯実施している学校は市内で何校あるのか。 

(事務局) 

２２年度から 7校、２３年度に１２校で現在１９校で実施済み。 

(委員) 

 実施した結果は検証しているのか。自校炊飯になって以前の委託炊

飯に比べて残渣量とかとどうなのか。 

(事務局) 

 残渣量は大きく減少した。子どもからはおいしくなった・甘くなっ

た・家よりおいしい等大変好評である。また教職員からも好評を得て

いる。 

(会長) 

 ご飯も温かいのか。 

(事務局) 

 初年度は冬場に温度管理で問題のある学校も一部あったが、概ねど

この学校も温かいです。 

(会長) 

 但馬では自校でしていたところもすべてセンター方式になってしま

った。生徒数が少ないので仕方がないが、雪が降っていると届いたご

飯も冷たくなる。羨ましい。良い子どもを育てたいですね。よく頑張

っていただいている。 

(３) 平成24年度 市で取り組む食育に関する事業について報告をお

願いする。 

(事務局)  

平成２4年度の食育推進事業(予定)ついて説明。 



柱１から柱６まで事業実施状況について柱ごとに説明した。 

  平成２４年度取り組むのは７２事業でスタートする予定。うち６８

事業は平成２３年度からの継続事業。回数増等の拡充を図ったのが２

事業。新規事業としては２事業。1 つは柱１の１０か月児健診で集団

と個別で食事の相談を実施する。幼児食への移行の大切な時期である

為保護者の不安や迷い解消を図る。２つ目が柱２の給食の放射能測定。

４月より市立学校及び保育所等の児童生徒の保護者の不安を解消し、

食の安全・安心を提供するため、提供している給食の放射能測定を実

施する。また昨年度と同じ横断的な事業として食育啓発講演会と本市

のイベントを活用した啓発は実施する予定。 

（会長）  

次年度の予定の事業について説明いただいた。ほとんど継続である

が、何か要望や質問はないか。 

(委員) 

来年度米飯自校炊飯実施をする学校は何校か。 

(事務局) 

２４年度は５校。１９校実施しているので計２４校になる。 

(会長) 

それで全体の何パーセントをカバーできるのか。 

（事務局） 

中学校入れて２／３になる。 

（委員） 

  給食の放射能測定はどのような方法でするのか。喫食前と後にする

方法があるみたいだか。  

（事務局） 

  宝塚市は、調理済の給食１食分をまるごとミキサーして測定する方

式を採用する。 

（会長） 

  農薬も同じであるが、このような安全の検査は大変である。データ

が出たときは食べてしまっている。 

（委員） 

  当日に野菜等が納入されるのでこの方法になると聞いたが、すぐは

無理だが、出来れば食べる前に測って安全か確認して子どもたちに提

供してほしいと思う。そのように出来るような改善とか取り組みはど

うなのか。 

（事務局） 

  これから取り組むので、まずはこの方向で検討する。先ほど御意見

がありましたが、宝塚市の給食は当日納品になっているので今現在で

は物理的に難しい面がある。今後の検討課題で引き続き検討する。 



（会長） 

  農業関係は出荷段階でサンプル調査はしている。そこそこ安全なも

のが流れていると考えてよい。 

（委員） 

  なるべく早く事前測定にしてください。 

（会長） 

  今後に期待しましょう。他に新事業について何か御意見はないか。 

（委員） 

  新規の事業は市民もわかりにくいので、啓発の為の講演会等予定さ

れているところで１回は新規の事業についての講師を呼んできて講演

会をしてはどうか。先日講演会で松本市長の菅谷さんが松本市の給食

について話を飛ばされたのは、松本市の給食は検出限界が４０Ｂｑの

器械を使用しており、宝塚市は検出限界１０Ｂｑの器械を用いる。 

今度給食の測定をするということに当たり、告知の意味や皆が放射能

のことを考えるよい機会なので、食に関連した講演会を催す必要があ

るのではないか。もうひとつの理由として宝塚にも沢山避難者が来ら

れている。福島の方が明日も 1組来られる。母子・自主避難の方を宝

塚市が受け入れてくれ市営住宅に入居すると聞いている。母子避難の

ため、食に対してとか敏感になっている。そういう方達に宝塚どうし

てくれるのと尋ねられても私らでは答えかねるところが沢山あるの

で、市がそのような講演会を開催してほしい。この前の松本市長時も

沢山若い方が来られていたのはそのような意味あいもあると思う。ぜ

ひとも何らかの形で新規事業についてはバックアップの意味でも講演

会なり、宝塚市の食の事情なりそういうことを知らしめる機会を設け

てほしいという要望です。 

（会長） 

 2 つめは、先ほどと発言とも重なるので、あわせて考えてほしい。

ただ新規事業の予算はすでに提出済みだと思うので、今から新規で予

算要求はきないと思うが、新規事業のやりくりで考えてみてください。

確かに子どもを抱えた若い母親は関心高く、いろいろな講演会に集ま

っておられる。いろんな見解の先生がいるので、先生の選択も十分に

検討していただかないといけない。市の方も慎重に考えていただかな

いといけないが、出来るだけ市民の期待に答えられるように考えてみ

てください。 

他にどうでしょうか。 

（委員） 

 先週にソリオホールで学校保健大会があり、発表させていただいた。

その時に宝塚市の食育推進計画について説明した。この計画を作った

限りは学校教育の場で生かしてほしいので先生方に紹介する意味で説



明をしました。地理とかも役に立つので使ってほしいと言いましたが、

この冊子は今後、データ等改正して新しくする予定はあるのか。 

（事務局） 

 宝塚の推進計画は本年度からの 5年間の計画で、この本編に関して

は、特に改訂・増刷の予定はない。逆に年度毎に新しい事業は入れ替

わっていくので固定せず、第 7章掲げているが、年度毎に別紙にて示

すことにしている。年次計画ですのでこの本編を変えずにそこに差し

込む資料を本年度の取組む事業を差し替えて、この本編はそのまま使

用するやり方で常に最新版にしていく。理念等については５年間変え

ることはない。 

（会長） 

この計画書はぜひ活用いただけるようにしてほしい。 

（委員） 

前回西谷の野菜を給食で使用するのはなかなか難しいと聞いていた

が、うちの子どもが通う学校で大根・白菜・米を給食に使っていただ

いたようです。これからも増えていけばよい思う。無理と聞いていた

が少しづつ取り組んでいただいているようで感謝を伝えたいのとこれ

を広げていただきたいという要望です。 

（会長） 

地元の野菜を使うことで苦労されたところはあると思うので、一気

に広めることは難しいが、これからもぜひよろしくお願いしする。 

理論的には西谷の農家だけでは宝塚の子どもを養うことは無理、ま

た価格の面でも少しでも安く供給してもらわないと駄目だが難しいと

ころである。農業関係の方によろしくお願いしたい。 

農政課から説明して下さい。 

（事務局） 

  １２月に農業サポート事業で栽培した西谷産の野菜を給食に提供が

できた。これは農業サポートするという意思の市民の手伝いと農協に

も仲介を得てできたもので、これから展開していく 1つの実験材料と

して実施した。これからも展開をしていくつもりです。 

（会長） 

よろしくお願いします。 

（委員） 

西谷野菜という言葉は広まっているが、市民が実際利用しているか

というとかなり低いと思う。量の問題もあるが、いろいろなところで

販売されているのでＰＲする必要があるのではないか。 

自治会への環境学習でも昨年度西谷に出向き西谷への理解を深めて

いただいた。また私の自治会でも小規模だが西谷野菜を販売し広げた

いと思っている。 



（会長） 

ぜひやってください。西谷の方は幸せですね。応援しようとする方

が多くいる。県下のモデルになってほしい。 

（委員） 

農家は高齢化がすすんでいるので運んでまでというのはなかなか大

変なので、出来れば西谷に足を運んでいただいて、その土地を見てい

ただいて買ってもらうのが一番と思う。情報提供もしっかりしていか

なければならないと思っている。量販店にも置いていただいているの

で情報提供をしていきたい。 

（委員） 

南部に住んでいるものはなかなか西谷には行けない。量販店で販売

されているので周りの方にも勧めている。 

（会長） 

食育推進事業には直接関係ないが、担い手をしっかり養うことは、

食品の供給には欠かせないことである。食育推進事業の中に入れる内

容ではないが、農政部門でがんばっていただきたい。若い人たちを西

谷に送り込むように。 

（委員） 

宝塚や近隣都市も含めてかなり母子避難者させているが、その方達

が食も含めてかなりの不安感が増して健康的な不安もありどこに相談

したらよいかと良く尋ねられている。病院に行くほどではないが。 

どういうところを紹介したらよいのか。 

（事務局） 

避難されている方の不安解消を１００パーセントするのは難しい。

何も持って安全なのか、何を持って健康を保てるのかは人によって

個々違う。まして放射能の内部被爆についてはまだわからないことが

多く明確な回答がしにく状況である。健康センターでは一般的な健康

相談については電話で答えている。ただ何を食べてよいかとかこれに

放射能がどれくらい入っているかになると健康推進課では答えきれる

ものではないし、曖昧な安全情報は出せない状況である。少し体の調

子がということなら健康センターに相談いただけたらと思う。場合に

よっては医療につなげる必要がある場合もあるので医師会を紹介す

る。 

（委員） 

栄養士とか保健師とか受け答えする方は、個人的にそういう学習会

とかセミナーに参加して知識があるのか。 

（事務局） 

研修等には参加し、それぞれの状況に応じて研鑽を積んでいる。た

だ放射能問題については、何を持って安全なのかわからない。その説



明会が実は実際にこれを持って安全だという明確なものはない。誤っ

た情報を伝えてはいけないと私達の考え方に基づくならば、何か皆様

に伝えれる情報なのかを持ちあわせていないのが実態である。 

  医師の中でも内部被爆については非常に難しい問題でわかりにくい

状況である。 

（会長） 

  明確な回答はむずかしいが一緒に悩むことはでき、相談するだけで

も随分心が安らぐと思うので相談にのってあげてください。 

(委員) 

   相談窓口は健康センターでよいのでしょうか。 

（事務局） 

 一般的な健康相談や子どもの健康相談には応じている。 

（会長） 

  放射能問題は一過性ではないのでまだ避難者は増えるかも知れな

い。窓口が明確になって一緒に悩んであげるだけでほっとされると思

う。 

（事務局） 

  本市に引越しされてこられた方は、安全安心課で登録することにな

っており、登録された時点で宝塚の相談窓口案内等の生活ガイドブッ

クを配布している。それを活用していただいたらと思う。 

  登録しておいてもらえれば県を通じて地元の情報も入ってくる仕組

みになっている。 

（会長）  

次年度の報告はこれで終了にします。いろいろな要望が出ましたが、

また事務局で検討してみてください。 

次にその他の今後の日程について事務局の方からお願いします。 

２その他 

（事務局） 

本日の議事録は会長の承認後ホームページで掲載します。 

→ 委員の同意をいただく。 

平成２４年度の市で取り組む事業については、予算が確定後もう一

度内容の精査あるいは創意工夫事業の中で本日ご意見をいただいた

エッセンスを加えることが出来ないか検討した後、送付する。 

委員の皆様には計画策定と初年度の推進の見守りをしていただきま

した。皆様の任期は２年となっています。引き続き見守りをお願い

します。 

（会長） 

任期にいつまでなのか。 

（事務局） 



平成２４年７月２８日までとなっている。 

（会長） 

任期終了までに特に会議を開くことはなければ、本日が最後の会議

になります。ご協力ありがとうございました。 

（委員） 

５年計画で成果の評価はどのようにするのか。 

（事務局） 

評価のあり方は今後検討になる。そのときの状況によるが、国も県

も第１次計画を踏まえた第２次食育推進計画を策定しており、宝塚市

においても第２次計画ということで５年になる前に評価と次年度の計

画のあり方について検討していくことになると思う。 

（委員） 

前回９月の会議から本日の会議までの間に宝塚市として放射能測定

機器の導入まで努力していただいた事を高く評価したい。各自治体で

も宝塚はトップレベルと評価されている。担当課のがんばりもあり、

これは財産だと思う。市民の安全安心を守るという意味では、大きな

ことである。５００万円足らずの器械ではあるが、１台入ったことが

どれくらいの影響をおよぼすかを考えて私達は大事にしていきたいと

思っている。この問題はこれから長く続く問題です。われわれも放射

能に付き合っていかなければいけない。その分において、宝塚市は他

の都市から比べると羨ましがられている。それを皆さんが共有してそ

の中できちんと食育を捉えていき健康につなげて行ってほしい。 

避難してきた人が宝塚市に来て良かったと言われている。安心して

学校に行けると。もっとがんばっていきたいと私は思っている。 

（会長） 

  学校給食では自校炊飯を進めており、また食の安全に対して熱心に

取り組んでいることを高く評価したい。羨ましい。だからこの実績を

さらに意味あるものにしてほしい。関係課方よろしくお願いします。 

 ４ 閉会 

 


