
第１回佐賀市食育推進基本計画策定委員会 議事録 

 

【開催日時】 

令和３年６月２９日（火）１９時００分～ 

 

【開催場所】 

 佐賀市役所本庁舎４階 大会議室 

 

【出席委員】（順不同、敬称略） 

井上通朗、小副川あつ子、大島一里、緒方智宏、百武裕美、松本博紀、大坪正幸、柴田匡道、

福元芳子、古藤英樹、江頭忠則、山口勝也、原田洋子、何川由美子 

                           

【事務局】 

大城保健福祉部長、古田健康づくり課長、梶原健康推進係長、 

川原田技師、倉上技師、松田主任 

 

【次第】 

  １．開会 

２．委嘱状交付 

３．保健福祉部長あいさつ 

４．委員長・副委員長の選出 

委員長：緒方 智宏、副委員長：原田 洋子 

５．議題 

（１）第２次佐賀市食育推進基本計画について 

（２）市民アンケート調査結果について 

（３）第３次計画策定スケジュールについて 

（４）その他 

６.閉会 

 

【会議の公開又は非公開】 

  公開 

 

【傍聴者】 

０人（傍聴者なし） 

 

 

 



【議事内容】 

〇委員長 

それでは早速、議題に入らせて頂きます。まず、第２次佐賀市食育推進基本計画について、

事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

それでは、第２次佐賀市食育推進基本計画について説明をさせて頂きます。資料は、お手元

の資料１の方で説明させて頂きますけれども、まず、第２次計画について説明をする前に、簡

単に食育計画のこれまでの流れについて説明をさせて頂きます。食育に関しましては、平成１

７年に食育基本法が施行されまして、その後、平成１８年に国と県の食育計画が策定されてお

ります。その後、佐賀市におきましては、平成１７年と１９年、この時に２度市町村合併を行

いまして、その後、平成２０年度ですね、その時に第一次計画を６年間の計画期間で策定して

おります。その後、平成２６年度に、現在の第２次計画を７年間の計画期間で策定したところ

でございます。それでは資料１を御覧ください。 

 

（資料１：第２次佐賀市食育推進基本計画 施策体系図により説明） 

 

〇委員長 

はい、ありがとうございました。それでは、今の件につきまして、御意見御質問等あれば、

よろしくお願いします。 

 

〇委員 

これは第２次ですので、これまでの取組だと思いますけども、基本目標の「各団体のリーダ

ーを養成する」というのがありますけども、私はずっと佐賀市の方の幼稚園とか、認定こども

園で取組をしていましたけども、このリーダー養成っていうのは実際どうだったんでしょう。

教えていただければと思います。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

佐賀市の分で言いますと、（佐賀市食生活改善推進協議会が）ヘルスメイトさんとして活動

されていらっしゃいますけれども、そういった方が校区の方に入っていって、「食の健康教

室」など、そういったところを進めていかれる中で、リーダー的役割を担って頂いて、食育を

進めて頂いている、そのような流れがございます。そのような形で、それぞれの団体、地域等

で活動をして頂いている中で、リーダー的な役割を果たして頂きながら進めていければという

ところで、目標といいますか、取組の方向として掲げさせて頂いているところでございます。

このリーダーというところでは他にも、細かいところで言いますと農業関係の仕事をされてい

た方等が、職場を退職された後、地域で活動される際に食育の部分で取組を進めて頂くとかで

すね、そういった形等を考えながら進めてきたところでございます。以上でございます。 

 

〇委員長 

他に御意見御質問等ありますでしょうか。それでは次に、今年実施した、食育に関する市民

アンケートの調査結果について、事務局の方から、説明をよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい。市民アンケートの調査結果につきまして、資料２と資料３、こちらを使いまして説明



させて頂きます。 

 

（資料２：評価項目一覧、資料３：食育に関するアンケート調査結果により説明） 

 

〇委員長 

御説明ありがとうございました。それでは今の件につきまして御意見御質問がありましたら

よろしくお願いいたします。 

 

〇委員 

失礼いたします。まずですね、アンケートにつきましては、回答者数が１，０００人を超え

るということで、これだけのアンケートを、項目も５０項目ほどあるということで、本当によ

く、ここまでですね、調査してくださったなということで、とても感心して見させていただい

たところです。事前に送って頂きましたので、ざっと見た時に、比較がされてございまして、

平成２５年と令和２年ということで、それぞれの第１次計画、第２次計画の最後の年の調査と

いう認識でよろしかったでしょうか。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい。そのとおりです。 

 

〇委員 

それで、ずっと色々な報告を見てますと、平成２５年よりも令和２年の方が軒並み悪いと言

いますか、（食育の）認識が落ちていたりとか、いろんなところでちょっと意識が下がってい

たりとか、何かそれがとても気になるのですが、第１次計画、第２次計画ときて、次は第３次

計画になるかと思うのですが、この傾向についてどのようにお考えなのか、それと、これは結

果をお示し頂いたのですが、これについてどのような考察と申しますか、今後の取組にも反映

できるかと思うのですが、その辺のところの事務局の考えを伺いたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい、アンケートの結果、これが２次の方が、全体的に悪い数値となっています。先ほど評

価のところで、資料２を使いまして、目標を達成した項目というところで、今回、目標を達成

したのが６項目ということで説明をさせて頂きました。これは１次の時でいいますと目標達成

は８項目であったかと思います。そこの達成具合につきましても、今回の結果が悪くなってい

るというところでございます。ここのところが、２次はどうしてこんなに（悪いのか）という

ところですね。説明のところでも少し申し上げたんですけれども、やはり「食育」というもの

が、なかなか広報と普及啓発といいますか、そういったことをやってはいるのですが、うまく

浸透していないというところで…広報の仕方で反省する点等もあるかと思うのですが、次の計

画をつくるにあたり、情報提供、広報、そういったところに力を入れていかなければいけない

のかなと、あらためて考えているところでございます。 

 

〇委員 

ありがとうございました。多分それぞれの立場から何か意見を言うたびに私達皆さん異なる

と思いますので、すみません、率直な意見を述べてもよろしいでしょうか。事前に送られてき



た資料を見まして、やはり何かこう自分なりの理解をしたいと思って見ていたんですが、第２

次計画の中に、目標が５つあり、それぞれの取組の方向があり、その後、それぞれの取組の方

向についてまた、行動目標といいますか、それが、それぞれあるということで、とても何か多

いなというような感じを受けています。部長さんが（部長挨拶の時に）「食育計画はすっきり

しています」とおっしゃっていたんですが、もうすごく項目が多いなということを自分達は感

じたんですね。今度、第３次計画に向けまして、もう少し、目標を絞って取り組んでもいいん

じゃないかなと。（第２次計画を）ざっと見ると、どうしても色々な、あれもしなきゃいけな

い、これもしないといけない、となっているので、もうちょっと「これを今回やりましょう」

とかあってもいいのかなと。それともう一つ。国の基本計画が、４次計画が新しく出来ていま

すが、国の計画を受けて、意識したような計画、それと佐賀市独自での計画、そういうのもあ

ってもいいのかなっていうのを感じて参った次第でございます。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい。まず佐賀市の計画の部分、目標みたいなところですね、資料１のところの話かなと思

いますけれども、確かに目標としましては、基本目標ということで５つ挙げているんですけれ

ども、その下に取組の方向ということで、その下に、２ページ目以降の、さらに具体的な内容

というのをいっぱい載せこんでいるような形になっております。これにつきましては、確かに

分かりやすさという面では、少し多過ぎるようなところもあるかと思いますので、今回、第３

次を考えていくにあたっては、わかりやすさ、見やすさも考えた上で、策定していきたいなと

考えています。そして、国の計画に係ることなのですが、国の４次計画が昨年度だったかと思

いますが、策定されています。国の分につきまして、重点事項ということで、３つほど挙げら

れている内容がありましたので、その辺も、佐賀市の第３次計画をつくるにあたって落とし込

んでいけたらな、と考えているところでございます。そういう形で、国の計画との整合性もと

りながら、第３次計画をつくっていきたいと考えています。以上です。 

 

〇委員長 

ありがとうございました。その他、御意見御質問等ありましたらよろしくお願いします。 

 

〇委員 

１６ページのですね、２０番のところにあります「朝食をいつから食べなくなったか」とい

うところが「高校卒業以降」というところがですね、（回答者の割合が）突出しておりまし

て、これについて本校の養護教諭と、家庭科教員とですね、本日、いろいろお話をしたところ

ですけれども、まずやはり高校を卒業して、ひとり暮らしをした中で、夜遅く起きているとい

うようなところから、生活習慣が夜型になって、朝食べれないという感じになっているのかな

と。それから、平成６年から男女、家庭科が全員必修ということで、男子生徒もですね、高校

生では調理実習をするんですが、それを見ていると、ほとんど包丁を使い切れない。そういう

状況があって、確かにあの状況でひとり暮らしをしたら、（朝食の）用意をしているところは

頭に浮かばないんですね。コンビニから買ってくるか、（きちんとした朝食を）食べずに、菓

子とかパンとか、そういうもので済ませている可能性が非常に高いというようなところでし

て、（話をしていた）家庭科の教諭が「自分の子も何か一緒に料理を、小さい時からやってき

たかというと、ほとんどやっておらず、親が出したものをほとんど食べている状況だった」と

いうことを言っていて、やはり子どもに一緒に食事をつくるとか、そういう形で調理を教えて

おかないと、大学生、あるいは社会人のひとり暮らしになった時に、（朝食の）習慣づけが出

来ないだろう、自分で調理をするということはほとんどないなということで、その辺りを、や



っていかないとといけないですね、というような話を今日してきたところです。文部科学省の

「早寝早起き朝ごはん」運動では、この「朝御飯」が１番重要かなと感じております。実は私

教頭を７年やった中で、後半の５年ぐらい朝食をとらずにですね、ほとんど朝早く学校に行っ

ていたのですが、やはり体温が３５台まで落ちて、がんになりました。入院してすぐ１週間ぐ

らいですね、朝食を病院で毎朝とるようになったら、３６度台にすぐなりまして、体が全然違

うなと…体温が上がってきたというような経験からも、朝食の重要性というのを私も非常に感

じています。生徒達には、朝食を取りなさいということを常日頃言っておりますけども、やは

りこの習慣づけを、朝御飯を親御さんと一緒に食べるとかですね、それによって体が一日活動

できるというようなことを、重々教えていけば、少しずつ、大学生になっても改善していくの

かなと。高校が最後の食育の教育機関ですので、そういう中ではもう、このデータをもとに、

家庭科部会とか養護教育科で、活用させて頂きたいなというふうに思っています。貴重な資料

ありがとうございました。 

 

〇委員長 

はい、ありがとうございました。その他先生方から何か御質問、御意見等ありますでしょう

か。よろしくお願いします。 

 

〇委員 

よろしくお願いします。資料２を拝見させて頂いて、初めて出席するものですから、流れが

よく分かっていないところがあるかもしれませんけども、今回の令和２年度のアンケート結

果、それを見て、第３次を作るということでいいんですよね。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい。 

 

〇委員 

となると、第３次をつくって、また第３次の終わりにアンケートをとるということになるん

ですかね。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

そうです。 

 

〇委員 

そこが一つ問題であって、恐らく中間で１回アンケートをとらないと、（計画が）終わるま

で、数値が悪くなるまで待っていないといけないことが考えられます。なので私の希望として

は１回アンケートを、中間評価みたいな形でとってそれでその結果ですね、さらに改善すると

ころがあれば改善していった方がいいんじゃないかと思いました。それともう一つはですね、

目標値のところなんですけれども、ほとんど「増やす」とか、「減らす」とか、曖昧な言葉で

書かれていますよね。だから本当でしたら、大学が今そうなんですけども、数値目標をちゃん

と入れた方が…それに向かって皆さん努力されるので。そこが一つ問題点として挙げられるか

なと思いました。ただこれだけアンケートをとるのはすごく大変なことは重々承知してますけ

れども、もし可能だったら、やっぱりちょっと（中間アンケートを）１回とって、それをさら

に途中で活かして、最終的には、今回のようなアンケート結果にならないようなかたちに持っ

て行って頂けた方が…これは公表するんですかね市民に。 



 

〇事務局（健康づくり課） 

この会議資料は全て公表します。 

 

〇委員 

そうですよね。私、いち市民としてこれを見ると、ちょっとショックでした。なので、（次

期計画では）できるだけ改善した数値を、公表して頂けた方がいいかなということで、中間評

価があった方がいいかなと思いました。すいません以上です。ありがとうございました。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

中間の評価ですね、そういった部分については、財政部門とかと話をしながらになるのです

が、検討していきたいなと思います。それと、数値目標の部分ですね、確かに「増やす」、

「減らす」、これは曖昧だなというところはあるかと思います。これは１次の時は、細かく数

値目標を設定していたみたいですが、その時中々うまくいかなかったというところがあって、

２次の時はあえて「増やす」「減らす」といった形にしたのかと思います。実はこの前の佐賀

市議会の方からも、（議員から）「数値的な目標をちゃんと掲げたらいいんじゃないか」とい

うことで、今、先生の方から言われたことそのままですけれども指摘されております。そこに

つきましては策定委員会の方で御意見を頂きながら考えたいということで、その時も回答させ

て頂いております。今回策定をする中で、検討させて頂きたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

〇委員 

はい。よろしくお願いします。 

 

〇委員長 

ありがとうございました。私も個人的ながら、先生がおっしゃったように、期間が長い計画

でありますので、中間評価が必要かなと思っているところです。あと、先生方がおっしゃった

ようにどうしても目標の設定が煩雑になり過ぎているというところを個人的にも感じたところ

になります。それは致し方ない事情もあるかと思います。というのはやはり、この推進計画自

体が国、そして県、市町村で（それぞれ計画を）立てるように推進されているところでありま

すので、国、県、市町それぞれの整合性を合わせていくとなると、どうしても（内容が）膨ら

んでしまうのだろうなというのを感じております。そこで、個人的に思いましたのは、指標の

ところが、今回のところの第２次のところは、例えば、佐賀市の指標になりますと、国では全

世帯のところで対象となっているのですが、市のところが、かなり限定的な年代での評価指標

になっているというところで、やはり評価されるとどうしても、このような（悪い）結果にな

る可能性が高いと思います。もう少し個人的な意見を申しますと、例えば朝食を摂る年代が２

０歳以上、仮に対象者が…先ほど先生方の話にもあったんですけど、ひとり暮らしの男性、女

性など、どうしてもバックステージに応じて、朝食を摂るのが難しいという方が出てくるんじ

ゃないだろうかと思います。やはりそのターゲット評価指標のところがちょっと後々不安だと

いうのも、すいません、個人的には感じたところがありましたので、今後、先生方と相談しな

がら、評価指標等検討出来たらいいかなと思います。それではほかに先生方から御意見ありま

すでしょうか。 

 

 



〇委員 

２０代以上の方達へのアンケートの、資料２の３９ページ目の「農業体験、漁業体験をした

ことがあるか」についてですが、（我々は）どちらかというと小学校中心に、出前授業とか、

食育絡みの形で動いているところでして、（その立場でみると）２０代から６０代、幅広い大

人の方の体験学習というのは、イメージとして出て来ないというようなところがございます。

それと、今現状どれぐらいのことが行われているのかというのが、当然我々もある程度は分か

るんですけど、佐賀市で農業も漁業も、各世代でどんなことが行われているのかというのは、

少し整理しとかないと…「こんなに少なかったならたくさんやらなきゃいけない」とか、「こ

のエリアはしっかりやられていてこのエリアは少ない」とかですね、少し具体的なことの整理

をちゃんとやらないと、（計画が）総論だけだと、何か言葉だけはかっこよく見えるんですけ

ど、実際に動こうとした時に、その実態が分からなければ動きづらいな、というのが正直なと

ころです。それともう一つ、アンケートで、朝食をとれていないという結果がありました。何

とか朝食を食べよう、というところで話をすると、僕が子どもの頃は本当にシンプルな、普通

に御飯があって、海苔巻いてかぶりついて食べていた時代がございました。今共働きで普段朝

食をお母さんがつくるとか、もう大変だと思うので、できれば、（きちんとした）朝食を作ろ

うとか言わなくても、本当にシンプルな朝食を家庭内でみんな食べよう、というような、そう

いうことが（計画に）書かれていれば、佐賀市民の皆さん、朝食べるようになるわけですよ

ね。何か、そういう具体的な目標を立ててぜひやっていただければ…それで「じゃあ海苔はど

うするのか」となったら、うちからでも少し拠出しますし、他にもイベントとか、前向きな食

育の動きに対しては、本当に全体的に協力したいなと思います。今までも食改協（佐賀市食生

活改善推進協議会）の原田さんとずっと共にですね、私も色々やらせて頂いていて、「何か機

会がある時は、海苔が必要ならお届けしますから」ということで、少しずつですけど（拠出

を）やっております。せっかくこの食育という取組があるんだから、朝食をみんなに食べさせ

るためどうするのか等の具体的なことを是非、次の３次計画ですかね、その辺りはもうちょっ

と織り込んでいただければ、何かやりがいがあるんじゃないかなというふうに感じたところで

す。私からは以上でございます。 

 

〇委員長 

ありがとうございました。より具体的な案が必要ということがご意見だったと思いますの

で、またあらためて検討出来たらと思います。よろしくお願いします。他に先生方のほうから

何か御意見等ありますでしょうか。それでは次に移らせて頂きます。第三次計画の策定スケジ

ュールについて、事務局の方からよろしくお願いします。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

はい。策定のスケジュールにつきまして、資料４、資料５のほうで説明をさせて頂きます。 

 

（資料４：第３次佐賀市食育推進基本計画策定スケジュール、資料５：佐賀市食育推進協議会

会員一覧により説明） 

 

〇委員長 

ありがとうございました。それでは今、スケジュールの件につきまして、何か御意見、御質

問あればよろしくお願いします。よろしくお願いします。 

 

 



〇委員 

的がはずれるかもしれないんですけれども、今のアンケートの結果をお聞きしてですね、い

ろいろと何といいますかすごく疑問に思ったこととか、それから、私達何をやってるんだろう

と思ったことがありまして…平成１７年度に食育基本法が出来てからですね、私達幼稚園とか

こども園とか保育園は、もうすごく頑張って、それこそ各発達段階に合わせて、いろんなこと

をやっています。（平成１７年当時）６歳だった子ども達が、平成２７年度で１６歳になっ

て、今年は２２歳になってるんですよね。その子達がこんな結果になっているのかと思うとで

すね、（自分たちの取り組みは）何だったんだろうと…食改善（佐賀市食生活改善推進協議

会）の方達に、栄養士さんがいないところは来てもらって、皆さん本当に頑張っているんです

よね。ということは、先ほど先生方がおっしゃったように、これ（第２次計画）は余りにも幅

が広過ぎてですね、各世代ごとの取り組みが欲張りすぎてるので、今回、食育推進協議会があ

るなら、そこを何か、幼児期では、「この目標のうちのここを大切にしましょう」とか、その

子達が大きくなって、終わる頃にはこの世代になってるから、そこで現場がやったことが（改

善に）つながるとか、何かそういう目標値があるといいなと思います。（アンケート調査が）

こんな結果なのかと、すごく失望したりしたんですけども、そういう実態を含めて、この食育

推進協議会で素案を作られる時にですね、まず考えて進める前に、そういう私達の意見があっ

たということを伝えて頂いて、何か実現しそうな目標をつくってほしいというのが私達の団体

のお願いです。 

 

〇委員長 

ありがとうございました。やはり評価指標については、今回このような結果になっておりま

すので、結果重視というわけではありませんけど、私個人的にも、結果として全体的に下がっ

ているという状況からすると、やはり指標等はもう一度見直して、先生方がおっしゃったよう

なことを踏まえてですね、作り直すという必要は感じております。ご意見ありがとうございま

した。そのほか何か先生方のほうで御意見等ありますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

〇委員 

すいません。資料４の中で、食育推進協議会の中の、８月の第２回の協議会の中で、キャッ

チフレーズの検討というのがございます。先ほどの先生もおっしゃったように、佐賀らしいと

いうことで、なんかこの第２次とは違うキャッチフレーズなど考えていらっしゃるのか、その

辺のところをお伺いできたらと思います。お願い致します。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

キャッチフレーズにつきましても、推進協議会の方で検討していきたいと考えておりまし

て、今現在、案があるわけではございません。推進協議会の中で考えていきたいなと考えてお

ります。 

 

〇委員 

すみません。第２次ではございますか。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

失礼しました。お手元に概要版、お配りしておりますけれども、それの表紙に載っている分

ですね。「おいしくかしこく楽しさふくらむさがの食」、こちらがキャッチフレーズとなって

おります。 



 

 

 

〇委員長 

はい、ありがとうございました。それでは、これまでの全ての議題を通して、質問等ありま

したらよろしくお願いいたします。 

 

〇委員 

国の推進で、子どもへの食育というのは、かなり定着してきているんですけど、今問題を抱

えているのは、お母さん達の色々な課題なんですよね。お母さん達ものすごい忙しいんです

よ。その中で子どもをたくさん産んでくださいっていう国の施策もあってですね、3人をなる

べく産む人が増えているんですけれども、そういう中でお母さん達は、子どもに朝食を食べさ

せてはいるんですが、ただ、車の中で、コンビニで買ったパンを与えて、（幼稚園・保育園

に）入れる時間まで駐車場で過ごしたりしているのが実態です。こういう実態は、朝行ってみ

られたら分かると思います。お母さん達世代、これ２０代３０代ですよね。野菜をお母さん自

身が食べない人とか、そういうのが赤裸々に（結果として）出てるので、お母さん達を非難す

るんじゃなくて、いかにお母さん達が多忙なのか、子育てのしわ寄せがお母さんに来ていると

いう実態を知ってもらって、今回佐賀市の新しい第３次をつくってもらいたいなと思います。

それから例えばお母さん達が、この栄養食育の大切さとか、佐賀の海苔のおいしさとかそうい

うのを理解しようと思ったら、やっぱり何ていうんですか、家族で行けるイベントでおにぎり

をつくりませんかとか…前、佐賀市もあったんですよね。最初の頃、食育基本法が出来た時、

文化会館で皆でイベントをやったら、ものすごい数の親子連れが来たりとかしたので、こうい

うイベントというのも、コロナが落ちついたらやっていただきたいです。 

 

〇委員長 

貴重な御意見ありがとうございました。そのほか何か御意見等ありますでしょうか。それで

は他に質問等なければ、本日の議事はこれで終了いたします。それでは進行の方を、事務局の

方にお返ししますので、よろしくお願いします。 

 

〇事務局（健康づくり課） 

委員の皆様、多くの御意見、誠にありがとうございました。本日は、大変お疲れ様でござい

ました。次回の策定委員会につきましてはですね、改めて御連絡をさせて頂きます。次回は計

画の素案をお示してですね、ご協議頂きたいと考えております。開催時期は10月の上旬でお願

いしたいと思っております。日時、開催場所につきましては、後日あらためてご案内させて頂

きますので、よろしくお願いいたします。少し時間が遅くなりましたけども、これをもちまし

て、本日の策定委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 


