
様式第１号（第５条関係）

会議概要

会 議 の 名 称 第１回久喜市食育推進会議

開 催 年 月 日 平成２７年３月１７日（火）

開 始・終 了 時 刻 午後１時１５分から午後２時３０分

開 催 場 所 久喜市役所　大会議室

議 長 氏 名 野原　宏

出席委員（者）氏名 新井 和江、鈴木 敬一、野田 恵子、濵田 亜砂子、平塚 修子、

山田 實、折原 憲司、岡田 竜一、髙木 学、上岡 斉、高瀬 由美、

塚越 敏夫、杉田 孝行、齋藤 勝義、島野 弘子、羽柴 直子、

宮内 智、野原 宏

欠席委員（者）氏名 染谷 和美、根本 昌子

説明者の職氏名 小林健康増進部副部長兼健康医療課長、真坂課長補佐兼健康企画

係長

事務局職員職氏名 中島健康増進部長、小林健康増進部副部長兼健康医療課長、 

真坂課長補佐兼健康企画係長、小沢担当主査、島田主事

会 議 次 第

１　開　会

２　あいさつ

３　委員及び事務局職員の紹介

４　議　題

（１）久喜市食育推進会議について

（２）会長及び副会長の選出について

（３）会議の運営について

（４）久喜市食育推進計画について

５　その他

６　閉　会

配 布 資 料 ・第１回久喜市食育推進会議　次第

・資料１　久喜市食育推進会議委員名簿

・資料２　久喜市食育推進会議条例

・資料３－１、３－２、３－３

　　　　　 久喜市食育推進計画について

・参考資料　久喜市食育推進計画及び概要版（新委員のみ）

会議の公開又は非公開 公開

傍 聴 人 数 ０人
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様式第２号（第５条関係）

審議会等会議録

発　言　者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要

小林副部長兼課長

田中市長

小林副部長兼課長

◇委嘱式

小林副部長兼課長が委員名を呼称後、市長から一人ずつ委嘱書を手渡す。

１　開会

　委嘱式に引き続きまして、第１回久喜市食育推進会議を始める前に、皆様

に会議の運営について了承いただきたいことがございますので、説明させて

いただきます。

　申し遅れましたが、私は、本日の司会を務めさせていただきます、健康増

進部副部長兼健康医療課長の小林と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

　会議は、「審議会等の会議の公開に関する条例」の規定により、会議録を

作成しなければならないとなっておりますので、発言者の氏名を含めまして

会議録を作成したいと思います。

　また、会議の記録のため、録音につきまして、ご了解をお願いしたいと存

じます。

　それでは、ただ今から、第１回久喜市食育推進会議を始めたいと存じます。

　本日の出席者は１８名で、久喜市食育推進会議条例 第７条第２項の規定に

より、委員の出席数が過半数を超えておりますので、会議が成立しますこと

をご報告申し上げます。

　会議に先立ちまして、配布資料の確認をさせていただきます。

　　（配布資料の確認）

　それでは、次第に従いまして、会議を進めさせていただきます。

２　市長あいさつ

　次第の２「市長あいさつ」でございます。

　田中市長から、ごあいさつ申し上げます。

　　（市長あいさつ）

３　委員及び事務局職員の紹介

　ありがとうございました。

　続きまして、次第の３「委員及び事務局職員の紹介」に移らせていただき
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小林副部長兼課長

小林副部長兼課長

小林副部長兼課長

田中市長

小林副部長兼課長

田中市長

田中市長

ます。

　本日は、初めての会議でございますので、恐縮ではございますが、皆様に

は、自己紹介をお願いしたいと存じます。時間に限りもございますので、恐

れ入りますが一言ということでお願いしたいと存じます。

　なお、お手元の資料１の委員名簿順にお願いしたいと思います。

　それでは、新井様からお願いいたします。

　　

　　（各委員自己紹介）

　委員の皆様、ありがとうございました。

　続きまして、事務局の職員を紹介したいと思います。

　　

　　　（事務局の自己紹介）

　

　皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

４　議題

　それでは、次第の４「議題」に入らせていただきます。

　久喜市食育推進会議条例第７条第１項の規定により、会議の議長は会長が

なることになっておりますが、本日が最初の会議のため、まだ、会長及び副

会長が決定してございませんので、役員が決まるまでの間、市長が仮議長に

就いて、会議を進めたいと存じます。

　田中市長よろしくお願いします。

（１）久喜市食育推進会議について

　それでは、会長、副会長を選出するまでの間、暫時、私の方で議長を務め

させていただきます。皆様のご協力をお願いいたします。

　初めに、「（１）久喜市食育推進会議について」を議題といたします。

　今回は、初めての会議ですので、事務局から食育推進会議条例の説明をい

たします。

　　　（ 資料２久喜市食育推進会議条例について説明）

 ただ今事務局より食育推進会議条例の説明がございましたが、何か、質問は

ございますか。

　　　（「なし」の声あり）

ご発言がないようですので、（２）に進みます。
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濵田委員

　

　　　

田中市長

田中市長

野原委員

田中市長

宮内委員

田中市長

（２）会長及び副会長の選出について

　それでは、次に、議題の「（２）会長・副会長の選出について」でござい

ます。

　本推進会議条例第６条の規定によりまして、推進会議には、会長及び副会

長をそれぞれ１人置くこととし、委員の互選によってこれを定めることに

なっております。

　それでは、会長及び副会長の選出につきまして、お諮りしたいと思います。

どなたか立候補やご推薦、或いは選出方法など、ご意見がありましたらお願

いいたします。

　会長には、現在の久喜市食育推進計画をまとめ、前回の久喜市食育推進会

議で会長を務められた野原委員さんが良いと思います。また、副会長には、

以前にも会長の補佐役として務められた宮内委員さんが良いと思いますが、

いかがでしょうか。

　ただ今、濵田委員さんから、会長に野原委員さん、副会長に宮内委員さん

がよろしいのではないかというご発言がございましたが、いかがでしょうか。

　　　　

　　　（「異議なし」の声あり）

　

　ご異議なしと認めます。野原委員さん、会長ということですが、いかがで

しょうか。

　　　（　受　　諾　）

　それでは、ご本人のご了解もいただきましたので、会長は野原委員さんで

決定させていただきます。

　また、副会長に宮内委員さんとのご推薦がありました。よろしいでしょう

か。

　　　（　受　　諾　）

　それでは、副会長は宮内委員さんで決定させていただきます。

　おかげさまで、会長及び副会長を選出することができましたので、これを

もちまして、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございま

した。
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小林副部長兼課長

野原会長

小林副部長兼課長

宮内副会長

小林副部長兼課長

野原会長

小林副部長兼課長

　ありがとうございました。

　ここで、委員の皆様には、恐れ入りますが、市長は、公務のため、ここで

退席させていただきます。

　会長、副会長におかれましては、恐れ入りますが席をお移りいただきたい

と存じます。

　

　それでは、会長及び副会長が選出されましたので、野原会長、宮内副会長

に、それぞれ就任のごあいさつをいただきたいと存じます。

　はじめに、野原会長よろしくお願いいたします。

　　　　（あいさつ）　

　ありがとうございました。

　続きまして、宮内副会長から就任のごあいさつをお願いいたします。

　　　　（あいさつ）

　それでは、引き続き、議題を進めてまいりたいと存じます。

　会議の進行につきましては、推進会議条例第７条の規定によりまして、野

原会長に議長に就任いただき、会議を進めていただきたいと存じます。

　それでは、よろしくお願いいたします。

（３）会議の運営について

　暫くの間、議長を務めさせていただきます。

　なお、会議の終了予定時刻は１４時半を予定しております。新しく委員と

なった方に、事務局から今までの経緯等をお伝えしたいということがござい

まして、通常より早めております。

　この会議も回数があまりないもので、新しい方に丁寧に今までの経緯を説

明したいということで、今日は１４時半をもって終了したいと思っておりま

すので、ご協力よろしくお願いいたします。

　それでは、次第に戻りまして、議題の「（３）会議の運営について」事務

局から説明願います。

　それでは、会議の運営につきまして、ご説明申し上げます。

　皆様に４点お諮りしたいことがございます。

　

　◇１点目です。久喜市では、「審議会等の会議の公開に関する条例第３

　条」に基づきまして、会議は、原則公開としておりますが、会議を公開す

　ることについてお諮りしたいと思います。
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野原会長

野原会長

　

　◇２点目です。会議を公開する場合、どなたでも傍聴ができますので、傍

　聴に当たっての手続きや遵守事項などを、「傍聴要領」として予め当会議

　で定める必要がございます。

　　別添のとおり「傍聴要領の案」としてお配りしておりますので、そちら

　を参考にご検討いただきたいと存じます。

　　なお、傍聴される方に対しましては、皆様へ配布する資料と同じものを

　配布することになります。

　

　◇３点目です。冒頭申し上げました会議録を作成しますと、会議を公開す

　る場合には、作成後に閲覧用として公文書館等への写しの配架やホーム

　ページに掲載をすることになります。

　　その会議録の作成形式でございますが、発言をそのまま記録する「全文

　記録方式」と、「テニヲハ」や文字に起こした場合に主語を補わなければ

　分からないものの調整を行うほか、あいさつや、事務局説明などを省略し

　たり、「繰り返し的な発言」などについて調整して記録する「ほぼ全文記

　録方式」がございます。

　　いずれの方式で作成したらよろしいか、ご意見をいただきたいと思い

　ます。

　　参考でございますが、これまでの会議では「ほぼ全文記録方式」で作成

　してございます。

　

　◇最後に、会議録につきましては、委員の皆様に内容を確認していただき

　まして、修正が終わりました後、最終的に確認の署名をいただきます。

　　その署名人についてもお諮りしたいと思います。前回の会議では、会長

　にお願いしておりました。お諮りする内容につきましては以上、４点でご

　ざいます。

　事務局から、４点について皆さんにご協議いただくことが示されました。

　◇１つ目は、会議の公開についてでしたが、皆さんいかがでしょうか。原

　則公開ということだそうですので、公開でよろしいでしょうか。

　　　　《了承いただく》

　それでは、会議は公開をするということでお願いします。

　◇２つ目は、会議の傍聴要領を定めるということで、本日配布された案が

　ございましたが、何かご異議等あればお受けいたしますが、こちらもよろ

　しいでしょうか。
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野原会長

野原会長

野原会長

真坂課長補佐兼係

長

　　　　　　《了承いただく》

　では、この要領で傍聴を許可したいと思います。

　◇３つ目は、会議録の作成形式でしたが、「全文記録方式」と「ほぼ全文

　記録方式」とが提示されました。私は、「ほぼ全文記録方式」の方が良い

　かと思いますが、なかなか「全文記録方式」は難しいもので、後から自分

　の発言を読み直しても会話と文面とでは違うものですから、「ほぼ全文記

　録方式」の方が読みやすいですし、よろしいですか。

　　　　《了承いただく》

　では、「ほぼ全文記録方式」で会議録を作成していただきます。

　◇４つ目は、会議録の署名人でしたが、前回と同様でよろしいでしょうか。

　　　　《了承いただく》

　それでは、会議録の最終確認と署名は私がさせていただきます

（４）久喜市食育推進計画について

　次に議題の「（４）久喜市食育推進計画について」でございます。事務局

から説明願います。

　それでは、久喜市食育推進計画につきまして、資料３－１，３－２，３－

３を使いまして、説明させていただきます。

　資料３－１、第２次計画作成スケジュール（案）をお手元にご用意くださ

い。こちらのスケジュール案ですが、食育推進会議委員の皆様の任期は２年

ということで、その間に８回程度会議を開催する予定でございます。主な内

容は２点ありまして、１点目は現在の計画の推進。２点目が現計画を評価し

まして、第二次計画を策定していく。この大きな２つを考えております。

　参考までに委員さんの状況を報告しますと、計画策定からご協力いただき

ました委員さんが６名、推進の段階からご協力いただいている委員さんが５

名、残りの９名は今回新たにご協力いただくということで、計画作りはどん

なことをやるのかなと思っている方が約半分を占めている、という状況でご

ざいます。

　このような状況でございますので、先ほど野原会長からもお話がありまし

たが、新たな委員さんの方々には会議終了後に、今までの計画の策定の経緯

ですとか、若干お時間をとらせていただいております。よろしくお願いしま

す。

　なお、現計画の策定の経過ですが、皆様食育推進計画の冊子はお持ちで
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しょうか。こちらの計画書に、計画策定までの経緯ですとか、いろいろなも

のをきちんとまとめておりまして、ページで言いますと、６６・６７ページ

に、この計画書の策定経過がまとめられています。この計画書を作ったとき

も、平成２２年度・２３年度と２年かけて策定いたしました。初年度は同じ

ように、久喜市の状況をアンケート調査いたしまして、現状把握を行いなが

ら、課題を明確にして計画を作っていったという経過がございます。ですの

で、第二次の計画策定につきましても、この最初の計画を作ったときと同じ

ような経過を辿りながら、第一次の計画の評価を踏まえた、第二次計画とい

うことで、策定していく予定でありますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

　スケジュール案に戻らせていただきます。

　資料３－１のスケジュール案の中で、今回の会議は委嘱式ということがメ

インになっておりますが、第２回の会議、平成２７年の７月に予定しており

ます第２回の会議におきましては、1つ目が計画の推進について、２つ目が

アンケート調査の実施についてということで予定をしております。２つ目の

アンケート調査の実施について、アンケート調査の方法や、アンケートの調

査票などを皆様にご検討いただく予定です。１番目に書いてあります、計画

の推進についての内容につきましては、今回初めて委員になられた方がいき

なり推進についてというのは、なかなか難しいと思うところもございます。

その推進についてどのようにみなさんからご意見をいただくか説明します。

　資料３－２をお手元にご用意いただきたいと思います。こちらを基に説明

させていただきます。

　この資料３－２の「平成２６年度　食育推進計画に基づく事業の取り組み

状況について」ということで、主な所属所、内容（計画）については、２６

年度に担当課がこのような内容をやっていきますということで、ここの内容

までを２６年度の７月開催の食育推進会議で委員の皆様に見ていただいたと

ころでございます。この後年度末を迎えますので、これらの事業を行った実

施結果や、やってみて今後どのような方向を考えているか、そういった評価

をした理由ですとか、その見直しの内容などを今後各担当課が記入していく

という作業を行って参ります。

　その記入したものを２７年の 7月の会議の前に事前に送付させていただき

まして、資料の一番右側の欄に委員の皆さんのご意見をいただきたいと思っ

ております。

　なぜこのような形をとるようにしたのかと申しますと、今まではＡ３の両

面刷りで１３枚くらいに亘るような、市の食育推進の事業をまとめて皆様に

お示ししておりました。でもこれだけたくさんの量をお示ししますと、逆に

何が重要なのかとわかりにくい、またなかなか意見も発言しにくいというご

意見を皆様からいただきましたので、少し分かりやすいように、各担当課が

今年度こういうところに重きを置いて、取り組んでみたいと考えている、そ
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う資料ということで、このように簡単にまとめた資料に作り変えているとこ

ろです。

　もうひとつご意見としまして、この審議会の場で資料を見ていただいて、

担当課にむけてのアドバイスをいただくことがございますが、いただいた意

見が担当課まで伝わっているのか、非常にわかりにくいというご指摘もいた

だいたことがございました。そういったことを解消するために、皆さんから

いただく意見というのをもれなく、また会議の場で発言しきれなくても各担

当課にきちんと伝えられるようにしたいということで、何かご意見がありま

したらご記入いただきまして、各担当課にもきちんとここでの意見を反映し

ていく体制をとりたいと考えております。

　この関係は、計画書の６４ページを開いていただきたいと思います。２番

目に実効性の確保ということで、まとめてございますが、【毎年、各施策

（事業）の進捗状況について点検を行い、「久喜市食育推進計画」の評価と

適切な助言を受けるものとします。】となっておりますので、こういった様

式を使いながら、この部分をすすめていきたいと考えております。　

　続きまして資料３－３をご説明させていただきたいと思います。こちらは

食育推進計画の推進体制チェック表ということで、これは推進会議の委員さ

ん用となっているものでございます。参考までに、庁内会議、この食育推進

会議の前には必ず、庁内の担当課１４課ございますが、その担当課の職員、

課長が内部会議を開いた上でこの推進会議を開催しております。ですので、

今度７月に会議を予定しておりますが、その前にも必ず庁内の会議を行って

おりまして、庁内の職員にも、まず自分たちが食育推進計画を推進するに当

たって様々な課と連絡調整をおこなったり、課題を共有したりしながら、連

携をとれたかという自分たちの自己チェックをしてもらうように考えており

ます。そういったものをまとめて皆様には事前資料として、庁内の職員はこ

ういうような状況で１年間やりましたというのを資料としてお渡ししたいと

思っています。同様に推進会議の委員の皆様にも、自己チェックということ

で、このチェック表を基に、１年間どのように食育推進計画の推進に携わっ

たかということでチェックしていただきたいと考えております。

　推進会議の委員さんは会議を中心とする推進体制をつくっていく方たちと

しておりますので、みなさんを中心に協働の輪を広げたり、市民と地域を繋

ぐ役割をしていただきたいとの考えで、チェックの内容としましては、市で

行っている食育推進の事業などを周知して一緒に協力したとか、事業に直接

参加してみた、市の様々な出前講座を利用してみたなど、チェックしていた

だきます。資料の一番下の枠は公募の委員さんについてはチェックは必要な

いと思っているんですけれども、団体の代表の方たちにつきましては、団体

に所属する仲間が増えたとか、自分たちが主催している事業の参加者が増え

たとか、そういった喜ばしいような内容をご報告いただけたらうれしいなと

思いまして、このようなチェック表を作ってみました。
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野原会長

髙木委員

　また、意見・感想というところは会議の限られた時間の中では、なかなか

発言しきれない部分もございますので、こういった自由記載欄を使いまして、

皆様からも様々なご意見をいただければと思っております。それから、一番

下の計画全般の進捗状況ということでは、主に計画が予定通り順調に進んで

いるかということを評価していただのですが、工夫・改善・努力をしながら

やっているようだとか、そういったことを各課の取り組みだとかを見ていた

だいて、感じたところに丸をつけていただくということになるかと思います。

推進をどのようにやっていったらよいかというのは事務局のほうも課題でし

たが、こちらのチェック表は 27年度に初めてやってみますので、この表につ

いてもまた実際やっていただいて皆様からご意見をいただきながらすすめて

いきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

　説明は以上になります。

　今度委員の皆様にお願いする、第二次の計画策定スケジュールをご説明申

し上げたところでございます。

　この会議も、いろいろな関係で会議があまり開けないんですね。ですから

事前にそれぞれ担当の方に疑問に思うことはご遠慮なく聞いていただいて、

本当に会議の回数が少ないもんですから、事前にご意見等伝えていただくと

必ず通じるようになっておりますので、会議の少ない分はこういったことで

補っていただければ、ほぼこの案でなんとかできるんじゃないかなと思って

おります。

　説明につきまして何かご質問等ありましたら、お受けしたいと思います。

　

　やはり委員の方というのは審議するだけでなく、自分からも推進をやって

みるということが。この久喜市の推進計画がよくできているといわれるので、

これは架空のことじゃなくて、それぞれの委員さんがそれぞれのお立場で実

際に市民の方たちとおやりになったことを基に作ってありますので、こうい

う計画を作る会社に任せて作ってもらった計画書ではないんですね。それに

も価値があると思いますので、大変でしょうけれども、いろいろなご経験を

反映して、地についた計画の目的を達成したいなと思っております。

　髙木先生、いかがですか。日頃の医療事業を通じたり、先生方の団体を通

じていろいろとご協力をいただくと思いますが。

　今まで、食育というとどうしても子どものイメージで、子どもに照準があ

てられる形で今まですすめられたと思いますが、先ほど自己紹介の中でどな

たかが発言されましたが、これから後期高齢社会となりますと、成人の方と

高齢者の「食」って非常に重要となってくるので、今まで以上にそこにウェ

イトを置きながら、今度の計画を作らないといけないのかなと感じておりま

す。

10



野原会長

小林副部長兼課長

　それぞれのお立場でお考えになって、食育というのは幅が広いんですね。

食育というのをきちっとやると、家族というイメージがでてくる。今こう

いった世情をみると、本当にこれが親子かとか、これが兄弟かとか、家族と

いう概念がないような事件・事故があるんですね。やっぱり食育のひとつと

しては、食育基本法には４つくらい大きな核があるんですけれども、その中

でも特に１つ、共に食べるということがあるんですけれども、そういうのが

抜けてきたのかなと、家族の崩壊といいますか。それと食の重要性というの

はやはり企業なんかもそういうこと忘れているもんですから、賞味期限や内

容物の偽装とか、そういうこともあるんじゃないかと思いますので、それぞ

れのお立場で日頃からいろいろなことをメモしていただいて、こんなのを今

度入れたらどうかということを常日頃からお考えいただいたり、実際の体験

に基づいてご意見をいただけると、とてもよいのかなと思っております。

　この件については特にないようでしたら、議題を終了して事務局にお返し

したいと思いますが、よろしいでしょうか。

　

　　《了承いただく》

　それでは、これで議長の任を解かせていただきます。ありがとうございま

した。

　ありがとうございました。野原会長、お疲れ様でした。

　次に、次第の５「その他」でございます。

　事務局からいくつか連絡をさせていただきます。

　はじめに、委員名簿の公開についてでございます。

　皆様は、市の非常勤の特別職（公職者）ということになりますので、ホー

ムページ等への「委員名簿」の掲載につきましては、お手元にお配りしてあ

る名簿を公開したいと考えていますので、ご了承をよろしくお願いいたしま

す。

　

　また、市では別途、附属機関の委員などのお名前、ご住所、電話番号、任

期を記載しました「公職者名簿」というものを作成しております。この公職

者名簿への掲載に関しましても、あわせてご了解をいただきたいと存じます。

　なお、公職者名簿につきましては、基本的には氏名や住所、電話番号、任

期が載った名簿となりますが、住所と電話番号につきましては、掲載しない

ことも可能です。住所や電話番号の掲載を望まれない方は、会議終了後、職

員にお申し出いただきますようお願いいたします。

　

　次に、先日郵送させていただきました、報酬の振込みに関する口座振込依
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野原会長

髙木委員

小林副部長兼課長

宮内副会長

小林副部長兼課長

頼につきましては、お帰りの際に、事務局まで提出をお願いします。

　最後に、会議終了後、今回新たに就任された委員の皆様には、食育推進計

画の内容を知っていただくために、ご説明をさせていただきますので、この

まま会場に残っていただきますようお願いします。

　事務局からは以上でございます。

　質問はございませんか。

　

　住所と電話番号の件ですが、なかなか申し出にくいものですから、もしみ

なさんのご同意がいただければ、一律で住所・電話番号は載せないというこ

とでご提案したいのですが、どうでしょうか。

　　《同意の声》

　住所・電話番号は削除するということでよろしいでしょうか。

　それでは、公職者名簿につきまして、住所・電話番号は割愛させていただ

くということで対応させていただきます。

　他にございますでしょうか。

　無いようでしたら、時間となりましたので、これをもちまして閉会とさせ

ていただきます。

　閉会のごあいさつを宮内副会長からお願いします。

　　　　（閉会あいさつ）

　ありがとうございました。

　以上を持ちまして、第１回久喜市食育推進会議を終了させていただきます。

　皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

会議のてん末・概要に

相違ないことを証明するためにここに署名する。

　

平成２７年４月９日　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　久喜市食育推進会議　　会長　　野原　宏
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