
参 考 資 料
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１ 食育の取組事例

子育て支援課

この教室は乳幼児期の食生活の基本を学ぶ教室です。

離乳食はお父さん、お母さんと同じ食事を食べられるようになるための練習期間です。

４か月～６か月児を持つお母さんにむけて、実演や試食を交え離乳食作りのポイント

や、簡単にできる離乳食を紹介します。

月１回、伊勢原市役所分室子育て支援センターにて実施しています。

各地区の公民館などで小学校入学前のお子様の健やかな成長を願い、保健師・助産師・栄

養士・歯科衛生士の各職種が相談に応じます。

発育、発達、食事や歯等のお母さんの悩みを一緒に考え、子育ての応援をします。申し込

みは不要でお住まいの地区に関わらず、どの会場でも参加できます。地域で気軽にお子様

の相談ができる場所です。

中央公民館でのすくすく健康相談では、栄養士が食事相談

の他にミニ講座や大人の食事からの取り分けで作る離乳

食の紹介をしています。もぐもぐ期の試食もあります。

すくすく健康相談

ごっくん離乳食教室

乳幼児期の食育取組事例
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保育課

保育所では、食を通じた子どもの健全育成をはかるため、「楽しく食べて大き

くなろう」という食育目標を掲げ、発達段階に合わせた食育を実施しています。

給食を通し、望ましい食習慣を身につけるため、三色わけ（赤、黄、緑）やそ

の働きを知り、バランスよく食べることや、みんなで食べることにより食を通

してコミュニケーション力を育み、食べることを楽しみ、みんなと食事を楽し

み合うことができるようにします。

また、年に２回ほどバイキング給食を行い、

盛り付け、配膳や三色分けの実践を行い、

バランス良く食べることを身につけます。

５歳児は園内菜園で収穫した野菜で

カレーを作ります。包丁やピーラーを

使い、食材の皮をむいたり、切ったり

します。他にも、おやつのホットケーキ

を自分で作ったり、とうもろこし皮むき

をしたりします。

調理する楽しさや、自然の恵みとして

の食材や調理する人への感謝の気持ちを

育て、積極的に食事づくりにかかわれる

ようにします。

【その他の活動事例】

●園内菜園 ●地産地消の推進 ●保護者への普及・啓発

給食での食育

クッキング保育

乳幼児期の食育取組事例



○学校給食における地場産食材

小学校給食では、地場産食材

これまでにもさまざまな

中でも特に好評なのが、

事業」です。これは、市内野菜生産農家

内産野菜を届けてもらい

平成２３年度はたまねぎ

なす、さつまいも、さといも

ほうれんそう、ブロッコリー

品されました。

月に一度の取組ですが

食に出た日は、生産者の

ントや校内放送などでお

鮮で美味しい野菜のおかげで

おかずの残量も少なくなります

JA いせはらと協力して

広がっています。今後も

生産農家の人や担当者と

小学校における
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地場産食材の使用推進

地場産食材を積極的に取り入れるよう取り組

さまざまな取組により地場産食材を使用してきましたが

、平成２１年から始まった、「学校給食地場野菜使用推進

市内野菜生産農家から直接、小学校の給食室

けてもらい、その日の給食に使用するという取組です

はたまねぎ、じゃがいも、

さといも、だいこん、

ブロッコリー、長ねぎが納

ですが、市内産野菜が給

の方の写真入りプリ

どでお知らせします。新

のおかげで、いつもより

なくなります。

して、１小学校から始まったこの取組は現在

もより多くの児童に地場産野菜を食べてもらうために

と話し合いを進めていきます。

豚汁に伊勢原産の長ねぎが使われています

における食育取組事例 学校教育課

組んでいます。

してきましたが、その

学校給食地場野菜使用推進

給食室に新鮮な市

です。

現在、６小学校に

べてもらうために、

われています。



○思春期栄養改善事業

中学校の２年生を対象

と栄養教育を行っています

近年、若年層における

カルシウム不足や脂肪の

違ったダイエットによるやせの

肥満による生活習慣病の

起因する新たな健康課題

います。

中学校では現在、ミルク

飲むことが骨の成長に重要

れを作ることができるので

骨量の増加は２０歳前後

くことから、成長期である

ランスの整った食事や規則正

伝えています。

中学校における
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対象に骨密度測定

っています。

における朝食の欠食、

の過剰摂取、間

ったダイエットによるやせの増加や

の増加等、食に

健康課題が懸念されて

ミルク給食を実施しているため、カルシウムの

重要だということを学び、昼食時間に実践

ることができるので、題材として「骨の成長」を取り上げています

歳前後でピークを迎え、それ以降はゆるやかに

であるこの年代に「骨太に生きよう」をテーマに

規則正しい生活習慣、継続的な運動が大切

栄養教育は小学校の

養職員が担当します。

食べた給食を思い出しながら

のバランスについて

す。

青年・壮年期以降の

発点である中学生が、

んだことを生かし、将来骨太

な体をつくろうという

てもらいたいと願っています

における食育取組事例 学校教育課

カルシウムの多い牛乳を

実践するという流

げています。

はゆるやかに減少してい

をテーマに、栄養バ

大切であることを

の栄養教諭・栄

。小学校時代に

しながら、食事

のバランスについて勉強していま

の生活習慣の出

、この取組で学

将来骨太で健康

をつくろうという意欲を持っ

っています。
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健康管理課

○地場産かんたん料理教室

伊勢原の地場産食材を使った料理教室を行っています。料理をお伝えするだ

けでなく、「何をどれだけ食べたらよいか」という食事の目安について、毎回栄

養士から伝えています。

現在は JA いせはらの調理室にて年間８回行っ

ています。参加者は２０歳代から８０歳代の人ま

で様々で、女性だけでなく男性も参加しています。

栄養士の話の内容（例）は以下のとおり。

・おいしい！カラフル☆お弁当づくりのコツ

・野菜３５０ｇでハッピーライフ♪

・飲み物攻略法で夏を乗り切ろう！

・いせはら産の果物～食べ頃・適量をご存知ですか？～

・大人のヘルシー・ティータイム★

・外食を１００倍楽しく♪ 外食・中食との上手な付き合い方

・あぶら（油＆脂）との上手なお付き合い方法

・お肉で元気！いきいき生活♪

健康づくりの要素の一つである、地域の人とのふれあいやコミュニケーショ

ンが活発になり、楽しい時間を過ごしていただけるよう工夫しています。

成年期の食育取組事例
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○ヘルスメイト養成講座

食を通じたボランティアを養成する講座です。

ヘルスメイト（食生活改善推進団体）は地域の公民館を中心に料理教室を行っ

ているボランティアグループです。この講座を受けるとヘルスメイトに入会す

ることができます。

地域の人が、いきいきと健康に暮らすため、食を通してどんなことができる

か、一緒に考えています。

講座の中では、ボランティアとしてどのよ

うな活動があるか考え、市内で料理教室をす

る際に、地域に伝えたい知識（何をどれだけ

食べたらよいかという食事の目安、献立づく

りの知識、食中毒予防など食品衛生について

の知識）などを学びます。

また調理実習を通して、食事の量や味付け

など料理の工夫を習得していきます。

知識を得ることで、自分や家族の健康づく

りにも役立ちますし、市民の健康のために活

動することで地域とのつながりができ、忙し

い中でもいきいきと活動しています。



○元気アップシニア事業

高齢者の介護予防を目的

分らしく生きがいをもって

気アップシニア事業の中で

対象は低栄養の可能性のある

以上の体重減少のある方）

ち寄り訪問で声をかけ、栄養相談等

そのまま訪問栄養相談や栄養教室

イズ、ストレッチ体操なども

は、管理栄養士の関わりが

参加者の皆さんからは「

食べるとおいしい」「普段は

が、こちらに来ると多く食

声が多く聞かれます。今後

しく食べられるような、事業展開

いきます。

本事業以外にも、地域に

理講習会「出張！簡単クッキング

包括支援センター等と協働

護予防料理講習会」等を実施

食育を推進しています。

高齢期の食育取組事例
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介護高齢福祉課

事業（栄養改善） ～おいしく食べよう！栄養教室

目的に、食べることを通じて早期に低栄養状態の

きがいをもって暮らせるような意欲の向上につなげていくことを

で「おいしく食べよう！栄養教室」を実施しています

のある高齢者（BMI18.5 未満のやせで、半年間

）です。生活状況調査で確認された人へ、市の

栄養相談等を行っています。それらの関わりをきっ

栄養教室への継続した参加につながるようにしています

「おいしく食べよう

では、参加したいと

イムリーに対応できるように

回を基本に実施しています

苦手な方もいることから

だけではなく、出来上

当の会食や口腔ケアの

防の実技なども取り

また、楽しい雰囲気作

養の知識だけではなく

なども取り入れるよう工夫しています。体重減少

わりが継続できるよう実施しています。

「みんなで作って

は食欲がわかない

食べられる」等の

今後も、楽しくおい

事業展開を進めて

に出向いて行う料

クッキング」や地域

協働で実施する「介

実施し、高齢期の

食育取組事例
介護高齢福祉課

栄養教室～

の改善を図り、自

につなげていくことを目的に、元

しています。

半年間で２～３ｋｇ

の管理栄養士が立

わりをきっかけにし、

るようにしています。

べよう！栄養教室」

したいと思ったときにタ

できるように、月 1

しています。調理が

もいることから調理実習

出来上がっている弁

ケアの実技、転倒予

り入れています。

雰囲気作りのために栄

だけではなく、ゲームやク

体重減少が改善するまで
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教育ファームの取組事例 ～米づくり～ 農政課

○農業体験事業（谷戸田オーナー制度）

伊勢原市の谷戸田は、春から初夏にかけて

新緑がまぶしく、秋には黄金色の稲穂が実り、

そこに真っ赤な彼岸花が彩りを添える懐かし

い原風景が広がっています。

（※谷戸田とは、里山に介在する谷あいの土

地にある水田の呼称です。）

近年、農業従事者の高齢化や後継者不足な

どにより耕作されなくなった農地が増えてき

ていることから、遊休農地を水田に復元整備

し、都市住民の農業体験の場として平成１３

年度から活用しています。

春の田植えから秋の収穫までの一連の作

業を、地元農家等の指導により参加者全員の

共同作業で行います。

自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な

活動への感謝の念や理解を深めること等を

目的として谷戸田オーナー制度を推進して

います。

この水田で作るお米は、環境にやさしい農

業を目指した減農薬栽培を基本とし、ＮＰＯ

法人と連携した新たな農業体験事業の拡充

などを図っています。

谷戸田オーナー自らが米づくりに参加することで、

「食」と「農」の関係を学び、収穫したお米を味わうこ

とで食の安全・安心に対する理解も深まり、地産地消の

推進につながっています。
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※市では、伊勢原市農業経営士会に支援を行い農業体験事業を行っています。

農政課

教育ファームの取組事例 ～そばづくり～

市農業経営士会では、市内の遊休農地を

利用したそばの栽培を通して農業の喜びや

楽しさを知ってもらうため、農業体験事業

を実施しています。

農業の専門的知識を有する市農業経営士

の指導のもと、そばの種まきからそばの打

ち方までの一連の作業の他に野菜の栽培・

収穫作業などの農業体験ができます。

食の安全・安心が問われる昨今、

参加者は自分たちで栽培した安全・

安心なそばを味わうことができま

す。

そば切りの作業に挑戦した児童

は、できあがったそばを試食し「見

た目は少し変だけど、とてもおいし

かった」と感想を話し、自ら体験し

目で確認することにより、食や自然

への理解を深めています。
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地産地消の取組事例 農政課

地産地消とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味です。

近年、消費者の食の安全・安心への関心が高まり、伊勢原産の安心・安全な農畜産

物を生産者の顔が見える関係の中で新鮮なものを「地産地消」する取組が積極的に普

及しています。

○みかんの木オーナー制度

「みかんの木オーナー制度」は、消費者がみかんを収穫できる権利を買い、収穫を楽

しむことができる制度です。平成 2 年から毎年行っています。（その年の生育状況に

よって、募集できない年もあります。）

時 期：１１月～１２月上旬に収穫

申し込み：８月上旬頃

参 加 費：１オーナー7,000 円～18,000 円（木のランクによる）

募集本数：その年の収穫見込みにより決定（応募多数の場合は抽選）

と こ ろ：栗原・善波地区

○市民朝市

昭和 57 年 11 月から開催されている伊勢原市の「市民朝市」。野菜・果物・たま

ご・豆腐・パン・花・落花生など、「新鮮」「安全・安心」な農産物などを販売し、

地産地消と消費拡大を図っています。

毎月（10 月を除く）第 1 日曜日 市役所駐車場にて開催

（雨天の場合は、市役所内 1 階ロビーで開催します）

○畜産まつり

動物とのふれあいや農畜産物の販売を通じ、農畜産業への理解と関心を深めるまつ

りです。

時 期：１０月中旬頃

場 所：伊勢原市総合運動公園で開催予定

○市民農園

市民ニーズの高まりに応じ、遊休農地等を利用した「八幡谷戸ふれあいガーデン（市

民農園）」が平成 23 年 4 月に高部屋地区西富岡地内に開設され、指定管理者による

運営がされています。

野菜や花の栽培を通じて自然と触れ合うとともに市民相互の交流を促進し、地域の

活性化及び農業に対する理解を深めることを目的としています。

「八幡谷戸ふれあいガーデン」のほか、ＮＰＯ法人ファームパーク湘南が管理・運

営する市民農園も展開されています。
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○ふれあい農業塾(教育ファーム取組事例)

農業に関心がある市内在住・在

勤の人を対象に募集を行い、１年

間の講義や実習などを通して、露

地野菜栽培に関する農作業のノウ

ハウを体験することにより農作業

の技術習得ならびに農業理解につ

なげることを目的として開催して

います。

月１回程度講座を開催し、１年

間を通して行っています。

３年目を迎えた平成 24 年度は、

昨年度受講した修了生をサポー

ター生として参加をしていただ

き、農業塾生へのアドバイスも

行いながら、さらなる農作業の

技術を学んでいます。

また、露地野菜の栽培方法を

学ぶとともに、農業用機械の

操作方法や農業の関連施設の

視察も行い、より農業への理

解を深めています。

JA いせはらの食育取組事例
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伊勢原市食生活改善推進団体は、各地区公民館を拠点に６グループで活動し、

食生活改善及び運動の普及啓発を目標に実践活動をしています。

食育の推進については、幼児期から高齢期までの食生活について、料理講習

会を通して地域の方々の健康づくりのお手伝いをしています。ここでは各地区

で進めている、幼児から学童期の食育の一部を紹介いたします。

○ポプラグループ（成瀬地区）

平成１７年から学校（緑台小学校）側の理解もあり、先生と一緒に、地域の

方々とのふれあいを兼ねたクラブ活動の中で料理講習会をし、食文化や手作り

おやつの勉強をしています。

子どもの食育の「５つの力（食べ物のいのちを感じる力・料理ができる力・

元気なからだがわかる力・食べ物をえらぶ力・食べ物の味がわかる力）」を理解

し、作る楽しさ、食へのありがとうの気持ち、おいしかったと感じる心などを

伝えていきます。

クラブ活動は４年生から６年生までが対象で、毎年メンバーは変わりますが、

長く続く活動になっています。手作りおやつや簡単な朝食を、家族や兄弟に作

っているなど嬉しい感想も聞きます。

最近は石田小学校にもご協力いただき、親と子の料理教室も続けています。

ボランティアの食育取組事例

～伊勢原市食生活改善推進団体～

（伊勢原市ヘルスメイト）
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○かし、まつの木グループ(大山･高部屋地区)

地区民生委員の協力で、乳幼児を持つ母親を対象に、子どもに食べさせたい

料理講習会を平成２年から現在に至るまで続けています。

一食分の献立やおやつなど一緒に食事をして好き嫌いなく、楽しく食べる様

子に、ボランティア側もまた頑張ろうと力を頂きます。

そして年齢も進んだ小学生を対象に、ジュニアクッキングや親子料理教室を

行い、地産地消で楽しく作る喜びを感じています。

この事業も１５年あまりになりました。継続することで親から子へ伝えられ

家族揃って食事する大切さも伝わっています。

「親から子へ、子から親へ」と長年家族の中で受け継がれている食育について

報告しました。この他、市の事業のお手伝い等も各地区で行い、市民の健康づ

くりを目標に活動していきます。

伊勢原市食生活改善推進団体（伊勢原市ヘルスメイト）

平成２４年６月に、次世代への食育に力を入れている点を評価され、食育推進

ボランティア表彰を受賞しました。

平成２５年１月に５０周年を迎えた食育を推進するボランティア団体。ますま

す活躍が期待されています。



２ 伊勢原農業カレンダー ～味と季節を楽しむ～

●年間を通じて、卵・牛乳・肉（豚・牛）も生産されています。

●安全・安心な農畜産物は、農産物直売所や市民朝市などで購入できます。

＜市民朝市＞
野菜・果物・卵・豆腐など安全・安心で新鮮な生産物を販売しています。
日時：毎月第１日曜日 ４月～９月は午前６時から／１１月～３月は午前６時３０分から
会場：伊勢原市役所駐車場（雨天の場合は、市役所内１階ロビー）

※日程は都合により変更となる場合があります。
※詳しい日程は「広報いせはら」または「伊勢原市の公式ホームページ」をご覧ください。
※お越しの際は、エコバックの持参をお願いします。 →お問い合わせは【農政課】へ

●「簡単！料理レシピ集」を活用して、新鮮でおいしい食材を料理してみましょう。
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1月
ほうれんそう

ねぎ いちご

きのこ

(しいたけ、しめじ)

2月
ねぎ

こまつな

いちご

3月

いちご

4月

トマト（ハウス栽培）

きゅうり（ハウス栽培）

5月
レタス

キャベツ

カーネーション

6月
きゅうり

たまねぎ・にんにく

じゃがいも

バラ

7月
なす

トマト

アスパラガス

8月
ぶどう

えだまめ

なし

9月

らっかせい

さつまいも

10月
さといも

カリフラワー

さつまいも

米

11月
かき・みかん

にんじん

だいこん

じねんじょ

12月
はくさい

いちご

シクラメン

伊勢原市では、温暖な気候を生かしてさまざまな作物を作っています。



３ 第 2 次食育推進基本計画（国）について

○食育基本法（平成 17 年 6 月 17 日法律第 63 号）第 16 条に基づき、「食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため」に、食育推進会議（総理（会長）、関係閣僚、民間有識者で構成）が作成

○平成 18 年 3 月に最初の計画を策定（平成 18 年度から 22 年度まで）、今回は平成 23 年度から 27 年度までの 5 年

間について定める。

○計画のポイント（前計画との主な違い）

■（コンセプト）「周知」から「実践」へ

■「第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」に三つの「重点課題」を掲げる。

① 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進

② 生活習慣病の予防および改善につながる食育の推進

③ 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進

○計画の概要

【第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針】

1.重点課題 （1）生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 （2）生活習慣病の予防および改善につ

ながる食育の推進 （3）家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進

2.基本的な取組方針 （1）国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 （2）食に関する感謝の念と理解 （3）食育

推進運動の展開 （4）子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 （5）食に関する体験活動

と食育推進活動の実践 （6）我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮および農山

漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献 （7）食品の安全性の確保等における食育の役割

【第 2 食育の推進の目標に関する事項】（目標値：平成 27 年度までの達成を目指すもの）

（1）食育に関心を持っている国民の割合の増加 《現状値》70.5％⇒《目標値》90％以上

（2）朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 《現状値》朝食+夕食＝週平均 9 回⇒10 回以上

（3）朝食を欠食する国民の割合の減少 《現状値》子ども 1.6％、20 歳代から 30 歳代男性 28.7％

⇒《目標値》子ども 0％、20 歳代から 30 歳代男性 15％以下

（4）学校給食における地場産物を使用する割合の増加 《現状値》26.1％⇒《目標値》30％以上

（5）栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 《現状値》50.2％⇒《目標値》60％以上

（6）内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、運動等を継続的に実施している

国民の割合の増加 《現状値》41.5％⇒《目標値》50％以上

（7）よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加 《現状値》70.2％⇒《目標値》80％以上

（8）食育の推進に関わるボランティアの数の増加 《現状値》34.5 万人⇒《目標値》37 万人以上

（9）農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 《現状値》27％⇒《目標値》30％以上

(10)食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 《現状値》37.4％⇒《目標値》90％以上

(11)推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 《現状値》40％⇒《目標値》100％

【第 3 食育の総合的な促進に関する事項】

1.家庭における食育の推進 2.学校、保育所等における食育の推進 3.地域における食育の推進 4.食育推進

運動の展開 5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 6.食文化の継承の

ための活動への支援等 7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供および国際交

流の推進

【第 4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】

1.多様な関係者の連携・協力の強化 2.地方公共団体による推進計画の策定等とこれに基づく施策の促進 3.世

代区分等に応じた国民の取組の提示等積極的な情報提供と意見等の把握 4.推進状況の把握と効果等の評価

及び財政措置の効率的・重点的運用 5.基本計画の見直し
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４ 伊勢原市食育推進連絡会議の取組（平成２１～２２年度）

「伊勢原市食育ガイドライン～伊勢原市食育推進計画～」の推進と評価

のために設置した、市内の食育関係者からなる「伊勢原市食育推進連絡会議」

では、食育を推進するための地域のネットワークや協働体制の基盤の構築に

取り組むとともに、第２次計画の策定に向けて、本市の食育でめざす姿など

について検討しました。

【伊勢原市における食育のめざす姿】

食
を
通
し
て
い
き
い
き
と
楽
し
く
過
ご
す
姿

① 自分のからだに関心を持つ

②共食の機会を増やす

③食生活において自分の役割を果たせる

④食文化を伝達する

⑤食べ物に興味を持つ

食育でめざす姿 めざす姿の実現のために必要な知識や行動

【伊勢原市食育推進連絡会議の実績】

平成 21 年度 会議 2 回

部会 3 回（子ども子育て支援部会・健康づくり部会・

食品の安全部会）

平成 22 年度 会議 2 回

部会 6 回（子ども子育て支援部会・健康づくり部会・

食品の安全部会）
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５ 計画策定までの経過

（１）「伊勢原市食育推進計画策定委員会」の開催

食育基本法第１８条の規定に基づく市町村食育推進計画を策定するために、

伊勢原市食育推進計画策定委員会を設置し、３回に渡り「第２次伊勢原市食育

推進計画策定委員会」を開催しました。

日程 内容

第 1 回 平成 24 年

５月 2１日

・国の第 2 次食育推進計画の概要について

・策定スケジュールについて

・第 2 次伊勢原市食育推進計画骨子案について

第 2 回 平成 24 年

７月 26 日

・第 2 次伊勢原市食育推進計画（素案）について

第 3 回 平成 24 年

11 月 30 日

・第 2 次伊勢原市食育推進計画（案）について

（２）伊勢原市食育推進計画策定委員会 委員名簿

◎ 委員長 ○副委員長

区分 所属 職種等 氏名

農業関係 伊勢原市農業協同組合

総務部 企画課

課長 ◎ 竹石 兼一

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係 伊勢原市

食生活改善推進団体

相談役 ○ 越水 敦子

保育園関係 伊勢原市保育協議会

（ﾘｽﾌﾞﾗﾝ保育園）

園長 三好 玲子

学校関係 伊勢原市教育委員会

指導室

室長 高橋 正彦

食品衛生関係 秦野保健福祉事務所

食品衛生課

課長・

食品衛生監視員

佐々木 健司

市民代表 公募 一般市民 伊丹 経子
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（３）伊勢原市食育推進計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条の規定に基づく市町

村食育推進計画（以下「計画」という。）の原案を策定するために、伊勢原

市食育推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)計画の方針に関すること。

(2)計画の原案の策定に必要な事項。

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから７人以内の委員をもって組織する。

(1)保育協議会の代表者

(2)伊勢原市教育委員会指導室に在籍する職員

(3)神奈川県秦野保健福祉事務所食品衛生課に在籍する職員

(4)農業に関して学識または経験のある者

(5)ボランティア関係者

(6)公募に応じた者

(7)その他市長が必要と認めるもの

（任期）

第４条 委員の任期は、計画の原案の策定作業が終了するまでとする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１人置き、委員の互選によっ

て定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

（意見の聴取等）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、健康管理主管課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮って定める。

附 則

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。
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