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会津若松市食育推進計画策定会議開催要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２２年８月９日決裁）

（目　的）

第１条　この要領は、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条に定める食育推進に関する施

　策についての計画（以下「食育推進計画」という。）の策定に関し、関係市民団体等から意見を

　聴取するための会津若松市食育推進計画策定会議（以下「策定会議」という。）の開催について、

　必要な事項を定める。

（策定会議の組織）

第２条　策定会議の出席者は、原則として１５名以内とし、次に掲げる者の中から出席を依頼する。 

（１）　食育に関係する団体の代表

　（２）　関係行政機関の職員

　（３）　市職員

２　策定会議に座長を置き、出席者の互選によってこれを定める。

（協議事項）

第３条　策定会議は、食育推進計画の策定全般にわたり協議し、意見を述べるものとする。

（庶　務）

第４条　策定会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

　　附　則

　この要領は、決裁の日から施行し、目的を達成した日限り、その効力を失う。
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団　体　名 役職名 名　前 　　　　備　考

1 会津若松市食生活改善推進連絡協議会 会　長 深谷　シノブ

2 福島県栄養士会会津支部 支部長 廣野　裕子

3 会津若松市学校給食運営委員会 委員長 笠原　悦夫

4 会津若松市幼稚園協会             副会長 橋本　希義

5 会津若松市幼稚園保護者連絡協議会 会　長 湯田　洋　

6 会津若松市地産地消推進協議会 会　長 五十嵐　孝夫

7 会津若松市保育所連合会            会　長 間部　義俊

8 会津若松市保育所保護者会連合会 会　長 原　正博

9 会津若松市父母と教師の会連合会 会長代理 藤原　貴子

10 会津保健福祉事務所   小針　文子

11 学校教育課 課　長 山内　正吉 会津若松市

12 生涯学習課 課　長 森川　慎一 会津若松市

13 農政課 課　長 福島　一郎 会津若松市

14 児童家庭課 課　長 岩澤　俊典 会津若松市

15 健康増進課 山本　光治 会津若松市

　　　　会津若松市食育推進計画策定会議　名簿　　　

主任　　
栄養技師

副参事　
兼課長



会津若松市食育推進計画策定ワーキンググループ会議開催要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２２年７月１日決裁）

（目　的）

第１条　この要領は、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条に定める食育推進に関する施

　策についての計画（以下「食育推進計画」という。）の策定に関し、関係市民団体等の協力をもっ

　て、その骨子を明らかにするための、会津若松市食育推進計画ワーキンググループ会議（以下

　「ワーキンググループ会議」という。）の開催について、必要な事項を定める。

（ワーキンググループ会議の組織）

第２条　策定会議の出席者は、原則として 21名以内とし、次に掲げる者の中から出席を依頼する。 

（１）　食育に関係する団体の者

　（２）　関係行政機関の職員

　（３）　公募による市民

２　ワーキンググループ会議に座長を置き、出席者の互選によってこれを定める。

（協議事項）

第３条　ワーキンググループ会議は、食育推進計画の策定全般にわたり協議し、意見を述べるも

　のとする。

（庶　務）

第４条　ワーキンググループ会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

　　附　則

　この要領は、決裁の日から施行し、目的を達成した日限り、その効力を失う。

~ 40 ~



~ 41 ~

会津若松市食育推進計画策定ワーキンググループ会議名簿

所　　　属 名　前 備　　考

1 学校給食栄養研究委員会 菊地　美恵子

2 西村　文享

3 山内　康平 会津若松旅館ホテル組合役員

4 横山　幸喜

5 渡辺　市雄

6 保育所連合会給食部会 皆川　美代子 博愛園　栄養士

7 幼稚園協会 大関　真理 白梅幼稚園　主任

8 父母と教師の会連合会 皆川　由香利

9 社会教育指導員 佐藤　信寛

10 公募 小沢　文代

11 公募 物江　美紀子

12 公募 矢澤　淳子

13 学校教育課指導管理グループ　主幹 阿久津　光俊 会津若松市教育委員会

14 学校教育課保健給食グループ　主査 原田　友美 会津若松市教育委員会

15 農政課地域活性化支援グループ　主幹 赤谷　孝二 会津若松市

16 農政課地域活性化支援グループ　主事 酒井　千代 会津若松市

17 児童家庭課中央保育所　主任技査 本間　博子 会津若松市

18 生涯学習課生涯学習グループ　主任主査 田崎　明子 会津若松市

19 健康増進課予防グループ  主幹　　　　 芳賀　三紀子 会津若松市

20 健康増進課母子保健グループ　主任技査 藤田　和枝 会津若松市

21 健康増進課保健指導グループ　技査　 岸　竜子 会津若松市

東山小学校　主任栄養技師

地産地消推進協議会流通加工部門分科会
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長

福島県納豆協同組合連合会
会津支部代表

地産地消推進協議会旅館飲食部門分科会
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長

直売連絡会議代表

グリーン・ツーリズムクラブ会長

第3中学校



「会津若松市食育推進計画」策定経過

年 期　　日 内　　　容

平成

20年

10月 23日 平成 20年度第 1回庁内連携会議の開催

11月 13日 平成 20年度第 2回庁内連携会議の開催

平成

21年

2月 9日 平成 20年度第 3回庁内連携会議の開催

5月 28日 平成 21年度第 1回庁内連携会議の開催

7月 2日 平成 21年度第 2回庁内連携会議の開催

平成

22年 

4月 28日 平成 22年度第 1回庁内連携会議の開催

5月 24日 平成 22年度第 2回庁内連携会議の開催

5月下旬 食育推進計画策定ワーキングメンバー及び策定メンバー依頼

6月上旬 ワーキングメンバーの一般公募

6月上旬 アドバイザーの設置

6月 28日 平成 22年度第 3回庁内連携会議の開催

7月 8日 第 1回食育推進計画策定ワーキンググループ会議の開催

7月 26日 平成 22年度第 4回庁内連携会議の開催

8月 5日 第２回食育推進計画策定ワーキンググループ会議の開催

8月 23日 平成 22年度第 5回庁内連携会議の開催

8月 26日 第 1回食育推進計画策定会議の開催

9月 27日 平成 22年度第 6回庁内連携会議の開催

10月 8日 第３回食育推進計画策定ワーキンググループ会議の開催

10月 21日 庁内連携拡大会議及び第 7回庁内連携会議の開催

11月 10日 第２回食育推進計画策定会議

11月 24日 庁議における素案の協議

12月 13日 文教厚生委員会協議会にて計画素案を報告

平成

23年

12月 15日～1月 14日 計画素案についてパブリック・コメントを実施

2月 15日 健康づくり推進協議会での協議

3月 1日 計画決定
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