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平成２７年度第４回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成２８年２月２日（火）午後１時００分～午後２時２０分 

場  所  商工会館大会議室 

 出席委員  １２人 

  会 長   南   道 子 委員 

  委 員   酒 井 文 子 委員  鈴 木 祥 江 委員 

  委 員   髙 木 有 希 委員  鳥 羽 浩 子 委員 

  委 員   松 嶋 あおい 委員  小 林 美 香 委員 

  委 員   志 田 尚 紀 委員  菊 谷   武 委員 

  委 員   土 屋 直 己 委員  齊 藤 幸 穂 委員 

  委 員   柿 﨑 健 一 委員 

 

 欠席委員   ４人 

        雀 部 かおり 委員  島 﨑 聡 子 委員 

        渡 辺   悟 委員  松 井 大 平 委員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員 

 市長                    西 岡 真一郎 

 健康課長                  高 橋 啓 之 

 健康課主査                 平 岡 美 佐 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍 聴 者  ０人 

 

（午後１時００分 開会） 

 

○高橋課長 皆さん、こんにちは。定刻を若干過ぎましたので、始めさせていただきます。 

 お忙しいところをご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 委嘱が終わるまで司会を務めさせていただきます、健康課長の高橋と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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 それでは、これより平成２７年度第４回小金井市食育推進会議を開会させていただきます。 

 初めに、配付資料の確認をいたします。本日、机上に配付させていただいたものとして、１枚目が次

第、それから資料１、小金井市食育推進会議委員名簿、資料２、小金井市食育推進計画（案）の策定に

ついて（諮問）の写し、資料３、第３次食育推進基本計画（国）骨子（平成２８年度から平成３２年度

まで）（抜粋）、それから資料３－２、小金井市食育推進計画（平成２９年度～平成３３年度）策定ス

ケジュール（案）、資料４、小金井市食育推進会議の運営等について（案）、資料５、小金井市食育コ

ーディネータ運営規則、資料６、食育推進会議議事録（案）をお配りしております。過不足等ございま

したら事務局のほうにお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、早速、委嘱状の交付を行います。お一人ずつ委嘱状を交付したいと思いますので、お名前

を呼ばれた方は、ご足労をおかけいたしますけれども、お一人ずつ前のほうへよろしくお願いいたしま

す。 

○平岡主査 では、名前を読み上げますので、呼ばれた方は前にお出になってください。 

 南道子様。 

○西岡市長 委嘱状。南道子様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日か

ら平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 酒井文子様。 

○西岡市長 委嘱状。酒井文子様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 松嶋あおい様。 

○西岡市長 委嘱状。松嶋あおい様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１

日から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 鈴木祥江様。 

○西岡市長 委嘱状。鈴木祥江様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 
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 よろしくお願いします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 鳥羽浩子様。 

○西岡市長 委嘱状。鳥羽浩子様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 小林美香様。 

○西岡市長 委嘱状。小林美香様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 志田尚紀様。 

○西岡市長 委嘱状。志田尚紀様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 土屋直己様。 

○西岡市長 委嘱状。土屋直己様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 齊藤幸穂様。 

○西岡市長 委嘱状。齊藤幸穂様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 

 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○平岡主査 髙木有希様。 

○西岡市長 委嘱状。髙木有希様。小金井市食育推進会議委員を委嘱する。期間、平成２８年２月１日

から平成３０年１月３１日まで。平成２８年２月１日、小金井市長、西岡真一郎。 
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 よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

○高橋課長 続きまして、市長からご挨拶を申し上げます。西岡市長、よろしくお願いいたします。 

○西岡市長 皆様、改めましてこんにちは。昨年１２月１８日に小金井市長に就任させていただきまし

た西岡真一郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 小金井市食育推進基本条例に基づき、本日、小金井市食育推進委員として委嘱をさせていただきまし

た。皆様ご多用の折、本市の食育推進のために貢献いただいていることに心から感謝を申し上げたいと

思います。まことにありがとうございます。 

 条例の前文にもありますとおり、食は身体の健康と心の豊かさを育む上で重要な役割を持っておりま

す。市民一人一人の生活の質の向上と健全なまちづくりの実現には、本市の食育推進は不可欠な要素で

あると考え、私も重要な政策課題の１つと認識しております。 

 この後、私から諮問させていただくことになっておりますが、来年度の食育推進計画の改定に向け、

多数の委員の方が前期に引き続き今期の継続を快諾してくださったと伺っています。委員の皆様におか

れましては、お忙しい中、本審議会のみならず、本市の食育推進のため、それぞれのお立場でご尽力い

ただいている旨、常々伺っております。市を代表いたしまして、心から感謝を申し上げたいと思います。

まことにありがとうございます。 

 また、今後につきましても、小金井市の食育の取り組みに当たりまして、委員の皆様方のご支援、ご

協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○高橋課長 市長、ありがとうございました。 

 任期につきましては、本日、平成２８年２月１日付ということで委嘱をさせていただきました。した

がいまして、委嘱の期間は平成３０年１月３１日までの２年間ということになります。 

 なお、本日、渡辺委員、松井委員、島﨑委員、雀部委員から欠席のご連絡をいただいております。ま

た、菊谷委員が少しおくれているようでございます。委嘱状につきましては、事務局のほうから後日郵

送させていただきたいと考えております。 

 また、机上に配付しました承諾書と、事前にお送りいたしました口座振替依頼書、その他ご提出をお

願いいたしました書類につきましては、会議終了後に事務局のほうまでお持ちください。 

 会議の開催回数につきましては、小金井市食育推進基本条例第１４条第１０項で、年４回以上の開催

が定められております。平成２７年度としては、３回目までを昨年中に開催しております。今回、平成

２７年度としては第４回目ということになります。 
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 今期は、食育推進計画の策定を行うため、基本的には前期からの委員の継続をお願いさせていただき

ました。そして、本日お集まりいただいているということであります。 

 また、新たに団体からご推薦いただきました方もいらっしゃいますので、改めて、委員の皆様から一

言ずつ自己紹介を含めてご挨拶をいただければと思います。南先生からよろしくお願いいたします。 

○南委員 南と申します。前回から引き続き、皆さんと仕事がこれからもできるということを大変うれ

しく思っております。大学では食育とか栄養学についてメーンに教えていまして、学生の食の貧しさと

いうものを日々、目の当たりにしているんですけれども、食育推進会議で行っているようなこと、それ

らを学生を通して伝えていって、一人でも食育の普及ができたらいいなと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○松嶋委員 松嶋あおいです。よろしくお願いいたします。江戸東京野菜コンシェルジュと食育ホーム

ページ編集委員、そしてまた、農家みちというグループに所属しまして、江戸東京野菜と地場野菜を通

して食育に何か貢献できたらと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

○鈴木委員 鈴木祥江と申します。公募委員として、前回から引き続き、また食育推進委員をやらせて

いただくことになりました。子どもは小学校４年生の女の子がいて、食育の会議に出て、やっぱり自分

の意識も高まって、娘と一緒にお料理したり、食について考える機会が増えてきました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○髙木委員 髙木有希です。前回から引き続き食育推進委員をやらせていただくことになりました。５

歳の息子が１人いる１児の母で、ちょうど食育を教えていきたい時期の子どもがいることもあって、と

ても勉強させてもらっています。微力ながら力になりたいと思っているので、今期もよろしくお願いい

たします。 

○鳥羽委員 鳥羽浩子と申します。私も江戸東京野菜コンシェルジュと野菜ソムリエ、それとお茶のほ

うのアドバイサーをしております。昨年、酒井先生と松嶋さんと一緒ですけれども、第一小学校で大根

の食べ比べをいたしました。子どもたちと触れ合ってすごく貴重な経験をさせていただきまして、去年

に引き続き今年もさらなる、昨年の経験を生かして、食育のほうに少しでも力になりたいと思っており

ます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

○小林委員 小林美香です。小中学校Ｐ連代表で初めて来させていただきました。緑小のＰ連の副会長

をさせていただいています。子どもは小２、小６、高１、３人の女の子の母です。食育はもともと興味

があったんですけれども、なかなか取り組めなかったので、この話をいただいて、あ、やらせていただ

こうと思ってここに来ました。たくさん勉強して自分の身にしていきたいと思います。よろしくお願い

します。 
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○志田委員 団体でいきますと、社会福祉協議会という形になっておりますけれども、社会福祉協議会

は年何回かの会議という形でやっているところですので、本家本元ではないんです。小金井市のシルバ

ー人材センターの会長をやっております。お年寄りの、自分ももう年寄りのほうにずっと来ちゃってい

るんですけれども、シルバー人材センターの会員さんたちが、まず元気に働けていますのが、働くこと

があるという、目的を持っている人生だということが１つ。 

 それと、食事の面では、私は会議に出たときにあまり大きなことは言えないんですが、年とっている

んだから好きなもの食べなさいと。体にいいことよりも好きなものを食べるほうがいいよという話しか

していません。自分の中では、嫌いなものでも食べなきゃいけないというのが、家庭に戻ったときの、

おかずがそういうものしか出てこないということでは、我慢して食べていますけれども、体にいいこと

は何でもやろうという形の中で、今回も、ほんとは次にバトンタッチしたかったんですけれども、今回

もということでございますので、また２年間、頑張りたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。 

○土屋委員 小金井市農業振興連合会のほうから出席しています土屋直己と申します。前回からの引き

続きということになりますが、東京の農業というのはなかなか今難しい状況にあるように感じていて、

ぜひ市民の人に農業は大事なことということ、特に命というのが大事だということを理解してもらえる

ような活動で食育を捉えていければと思っております。また、今日はちょっと欠席であります渡辺委員

とは農協のほうのつながりで、いろいろな活動を一緒にやらせていただいております。また、その辺の

ことも含めて、こちらの会議のほうで紹介ができればいいかなと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○齊藤委員 東京都多摩府中保健所の齊藤と申します。食育に関して、東京都の動きですとか、あるい

は、場合によっては国のことなどについてもお伝えできることがあればさせていただきたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○柿﨑委員 市役所の福祉保健部長の柿﨑です。今回もよろしくお願いいたします。前回から引き続き

ということで、あと食育コーディネータもやっておりますので、いろんな立場からいろいろなことを言

っていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○酒井委員 酒井文子と申します。よろしくお願いいたします。今年度、食育推進計画策定ということ

で、とても重要なことがかかわってくると思うんですが、最近とてもうれしいことがあって、ある飲食

店さんで自分のお店では食育を推進しているよという話があって、小金井市内でも、こうやっていろん

なところで食育のことを考えてやっている方たちが増えてきたんだなと思いました。今後ともよろしく

お願いいたします。 

○高橋課長 皆さん、ありがとうございました。 
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 続きまして、食育推進会議の事務局を務めさせていただきます、福祉保健部健康課のメンバーを改め

て紹介させていただきます。今日、担当職員が休みをいただいていますので、ここにいるメンバーとい

うことで紹介させていただきます。 

 まず、健康課主査の平岡美佐でございます。 

○平岡主査 平岡です。よろしくお願いいたします。 

○高橋課長 改めまして、健康課長の高橋です。よろしくお願いします。 

 あと、係長の中島が別の仕事で遅れております。あと、それともう一人、今日、欠席の職員で田中昌

子という者がおります。基本的にはこのメンバーで食育を担当させていただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、会長の互選についてであります。まず、現時点では会長は決まっておりませんので、会

長職が決まるまでは、私が座長ということで進行させていただきます。 

 本会議の会長につきまして、自薦や推薦という形があると思いますけれども、委員の皆様から何かご

意見がございましたら、挙手をした上でお願いします。 

 特にないようであれば、先ほど申し上げましたとおり、食育推進計画の策定も控えているということ

でありますので、前期から会長を務められています東京学芸大学の南先生にお願いしたいと存じますけ

れども、皆様いかがでしょうか。 

（ 拍  手 ） 

○高橋課長 ありがとうございます。 

 それでは、南先生に会長をお願いしたいと思います。ここで南先生に一言ご挨拶をお願いいたします。 

○南会長 先ほど挨拶をしましたけれども、もう一言ということで、私は環境審議会でも以前お世話に

なっていたんですけれども、そのときに話したんですが、私は生まれたのは三鷹で、中学のときは国立

だったんです。それからずっと離れていまして、それこそニューヨークとか大分とか転々としまして、

１５年前に東京学芸大学に職を得て小金井に通うようになったんです。そのときに、三多摩に久しぶり

に通うようになってすごく懐かしい気分がしたんです。何か昔と全く違わないで、いわゆる東京都、私

たちが三鷹に住んでいたときは、自分たちで都下と言っていました。今日は東京に行ってくると言うと、

２３区に行くことを言ったんですけれども、そういうような時代と何かあまり変わっていないなという、

もちろん発展はしているんですけれども、やっぱり東京都とは温度差があって、何か懐かしく、人が住

む環境がまだ残っているかなという気持ちを抱いたのを今でも覚えています。 

 食育推進会議ということで、私の本職に近いことをやらせていただいて、とてもうれしく思っている

んですけれども、私が食に関していろいろ教えていく中で、国は食に関してはいろいろ施策を練ったの
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を、食育基本法とか健康日本２１とか、いろいろやっているんですけれども、一般の人にはほとんど伝

わっていないというのが現状だと思うんです。平成１８年の入学の学生に食育基本法のことを聞きまし

たら、ほぼ知っていました。八、九割、知っていたんですけれども、それから徐々に減って、今はほと

んど手を挙げません。こういう実態を目の当たりにしているわけですけれども、この食育推進会議に参

加して、どうやったら普通の人、学校生活を終えた人にも食育を普及させていけるかなということをい

ろいろ考えていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○高橋課長 南先生、ありがとうございました。それでは、南先生には席をお移りいただきまして、会

長をお願いしたいと思います。 

○南会長 では、皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、副会長の互選ということなんですけれども、どなたか、いかがでしょうか。はい。 

○髙木委員 南先生との進行もとても良い進行でしたので、今回も酒井先生にお願いできたらと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

（ 拍  手 ） 

○南会長 酒井先生、いかがでしょうか。 

○酒井副会長 はい、ありがとうございます。 

○南会長 では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、私と同じように一言お願いします。 

○酒井副会長 ありがとうございます。また２年間、南先生と皆さんと一緒に頑張っていきたいと思い

ます。先ほど、南先生がお話しされたように、市内で食育を普及させるということで皆さん頑張ってい

るんですけれども、なかなか伝えたいところに伝わらないという、かゆいところに手が届かないという

状況があるので、それが少しでも緩和されるように努力していきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○平岡主査 すいません、ちょっとお席が手狭かと思いますので、ゆったりと座っていただければと思

います。申しわけございません。 

 続きまして、小金井市食育推進計画（案）の策定についての諮問を行います。お手元の資料にありま

す小金井市食育推進計画（案）の策定について（諮問）という写しをごらんになってください。 

 では、西岡市長、南会長、前へお進みください。 

○西岡市長  

小金井市食育推進計画（案）の策定について（諮問） 

 小金井市食育推進基本条例第１４条の規定に基づき、下記のとおり諮問します。 
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記 

１ 諮問事項 

 （１）小金井市食育推進計画（案）（平成２９年度～平成３３年度）の策定 

 （２）小金井市食育推進計画（平成２５年度～平成２８年度）の進捗状況の検証 

２ 諮問主旨 

 小金井市食育推進計画は、平成２５年度から平成２８年度までの計画として、平成２５年１２月に改

定されました。本市における更なる食育の推進を図るため、小金井市食育推進計画（案）（平成２９年

度～平成３３年度）の策定と現行計画の進捗状況について諮問するものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○平岡主査 皆様、申しわけございません。市長は公務の都合上、ここで中座させていただきます。大

変申しわけございません。 

○西岡市長 皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。 

○平岡主査 では、議事進行に入らせていただきます。 

 まずは、小金井市の食育推進計画の改定に向けての説明をさせていただきます。今回、第３回のとき

に小金井市長に提言書というものを手交いたしまして、今までの小金井市の食育の課題、そういったも

のをこちらの委員会のほうから市長に提言をさせていただいたところでございます。今回は、そちらの

提言書で小金井市の食育の課題を明確にしたものをベースとしながら、来期、平成２９年度から５年間

の食育推進計画の案を皆さんとともに考えていくという年度に、平成２８年度からなっているというこ

とになります。 

 まず、具体的なイメージとしまして、スケジュール案を組ませていただきました。それが、今回、資

料３－２という表形式の横長の資料になります。こちらがスケジュール案なんですけれども、アンケー

トの実施を市民の方２,０００名、あと小中の児童・生徒を対象に、小学校４年生、中学校１年生、中学

校３年生、各２００名ずつ、計６００名の方にアンケートをとりまして、アンケート自体は、前回、平

成２２年のときに実施をしているかと思うんですけれども、そちらの設問と比較できる内容、及び、ま

た新たな課題を浮き彫りにすべく、アンケートの内容を精査しまして、アンケートを５月から７月にか

けて実施をしていきたいと思っております。 

 一度、そちらのアンケートの内容等、概要が決まった段階で庁内の検討委員会で調整をかけまして、

大体６月頭にこちらの会議のほうでアンケートの内容等、具体的な内容をお示ししまして、審議をさせ

ていただければと思っております。 

 アンケートのほうは、結果の分析等は７月の末から８月にかけて行う予定でございます。８月、アン
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ケートの結果が出たころ、こういった結果が出ましたということで、また食育推進会議第２回目、８月

の終わりぐらいに開催させていただければと思っております。 

 その間に計画案の原案を策定いたしまして、８月、皆様のアンケートの結果等、ご意見等を賜りなが

ら、原案をベースにした素案の策定に入りまして、できれば１２月の頭に一度、素案を会議の中でお示

しさせていただきまして、その後、庁内調整をとりまして、推進会議で出た意見を反映させたものを２

月半ば、ないしは２月末に推進会議のほうから答申として市長に計画案としてお渡しをする。また、そ

の計画案を庁内で検討させていただきまして、それと同時に、１月前ぐらいからパブリックコメントで

計画案に対する市民の方のご意見等を伺いながら、食育推進計画として２９年度末に公表できればと思

っております。 

 アンケートから計画案の策定は１年間ということで、スケジュール的にはすごく厳しいスケジュール

にはなっておりますが、何とか皆様のご意見、お力をおかりしまして、５年間の計画案を立てていけた

らと思っておりますので、ご協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○南会長 ありがとうございました。 

 次に、推進会議の運営の方法についても事務局のほうから説明していただけますでしょうか。 

○平岡主査 すみません、その前に、皆さんにざっとお目通しいただければと思う資料が資料３、国と

東京都が来年度、平成２８年度から新しい食育基本計画を発表される予定になっております。都のほう

の情報はまだわからないものでして、まず、国は今、ちょうどパブリックコメントをされているところ

だと思うんです。国の計画の骨子案について、簡単にまとめさせていただいたのがこちらの表でござい

ます。 

 国としましては、前回の第２次基本計画と内容は大きく変えていないということでした。重点課題と

しては、若い世代を中心とした食育の推進、多様な暮らしに対応した食育の推進、健康寿命の延伸につ

ながる食育の推進、食の循環や環境を意識した食育の推進、食文化の継承に向けた食育の推進の５点を

重点課題と挙げて、これを柱に計画を展開していくということで発表されております。 

 重点課題に取り組むに当たりましての留意点としまして、国は２つの視点を挙げております。１つは、

子どもから高齢者まで生涯を通じた取り組みを推進、また２つ目が、国、地方公共団体、教育関係者、

農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等が主体的かつ多様に連携・協働しながら食育の取り組み

を推進することということで、２点挙げております。 

 また、こちらのほう、内閣府のホームページで詳しく骨子、原文等を見ることが可能でございます。

下にＵＲＬを付記しましたので、もし、お時間があるときに、国はどういう方向で計画を立てるのかと

いうご参考になさってください。 
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 続きまして、食育推進会議の運営等の案についてでございます。お手元の資料４をごらんになってく

ださい。こちら、運営の案なんですけれども、前回の運営案と同じ内容を提示させていただいておりま

す。 

 具体的に申し上げますと、まず会議録の作成方針なんですけれども、（１）小金井市食育推進会議に

おける会議録の作成は、市民参加条例施行規則第５条の規定により、①全文記録、②発言者の発言内容

ごとの要点記録、③会議内容の要点記録の作成方法のうち、全文記録とする。 

 （２）会議録は、原則として次回の推進会議で内容の確認後、ホームページに掲載し、情報公開コー

ナー（二庁舎の６階）等に据え置き公開する。 

 （３）発言者名を正確に把握するため、推進会議での発言は会長が指名後、名前を発言してから行う

という３点になっております。 

 また、推進会議の公開。推進会議は、小金井市市民参加条例第６条の規定により、原則として公開す

る。 

 ３、推進会議の開催日時及び会場。推進会議は、小金井市保健センター又は市の施設等を会場とし、

推進委員の出席が多い日時で調整を図ることとする。 

 ４、推進会議の傍聴。小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領のとおりとする。 

 ５、資料提出等。（１）委員が書面で資料等を提出する場合は、資料名、委員名、提出日を記載して

事務局へ推進会議開催日の土日祝日を除く３日前の午後５時までに提出するものとする。 

 （２）傍聴者を含む市民からの推進会議の検討内容等に対する意見は、「意見・提案シート」を用い

て、推進会議開催日の土日祝日を除く３日前の午後５時までに提出し（氏名、提出日を記載していただ

く。）、推進会議で配付するものとするとしております。 

 前回は資料の提出が１０日前に提出という形で、ちょっと期間を長くとっておりましたが、今回は３

日前ということで、なるべく直前まで皆様のご意見等、また市民の方のご意見等を反映させる推進会議

にしようと思いまして、期間を短く設定いたしました。 

 こちらの運営等につきまして、運用上のイメージとしましては今までどおりというイメージなんです

けれども、もしご意見等がありましたら、何かございますでしょうか。特に今の運用の方向で問題ない

でしょうか。 

 そうしましたら、もし何か、ちょっとここでは言いにくいとか、こうしてほしいとか、そういったご

意見がございましたら、今週２月５日ぐらいまでにご意見をこちらにお寄せいただきまして、次回の推

進会議のときにお諮りさせていただこうとは思うんですが、次回の推進会議も同じような形で、会議録

の記録というのは一度、録音をさせていただきまして、意見を賜った上でまた調整させていただきたい
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と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○南会長 事務局からは以上ですか。 

○平岡主査 はい。続いて、食育月間についてお話ししても大丈夫ですか。 

○南会長 はい、お願いします。 

○平岡主査 では、引き続き事務局からお話をさせていただきたいと思います。２点ございます。 

 １点目は、来年度の食育月間行事についてでございます。前回の会議で６月の食育月間に、何か食育

に関する行事をやっていこうということでお話しがございまして、６月に開催される小金井市歯科医師

会が主催のイベント「歯と口の健康」に、展示等、規模を縮小した形でも、何らかの形でかかわれたら

いいんじゃないかというご意見が出されました。主催者側、歯科医師会のご意向もあるかとは思うんで

すけれども、何らかの方法で参加できる方向で調整できたらと思いまして、今調整を図っているところ

でございます。 

 例年、去年５月末に学芸大学で開催されましたキッズ・カーニバルのほうに食育ブースを設けまして

出展させていただきましたが、キッズ・カーニバルの主催者側に来年度の開催の内容、確認はしている

ところなんですが、まだ詳細が決まっていない模様なんです。わかり次第、会議等で皆様にお伝えはし

ていきたいところではあるんですけれども、すみません、今現時点で何か食育月間行事、またはキッズ・

カーニバルへの参加というところで、もしご意見があればお伺いしたいなと思います。 

○南会長 ５月にもう一回集まりがありますけれども、そのときに決めたのではもう遅いということな

んですよね。 

○平岡主査 そうですね。キッズ・カーニバルが秋とかにずれ込むこともあるんですけれども、去年が

５月末だったので、ちょっと５月の会議で諮って準備というのは間に合わないかなと。 

○土屋委員 土屋です。青年会議所が立てている企画なんですけれども、僕、知り合いがここにいまし

て、５月のスケジュールを確認したので、聞いたんですが、一応５月１５日とは、詳細は聞いているん

ですが、ただ秋にずれ込むかどうかはまだわからないというふうに。ただ、一応予定は５月１５日と今

のところ聞いています。決定ではないと思います。 

○平岡主査 ありがとうございます。決定ではないということですね。 

○土屋委員 予定はそこでしたいというふうには聞いております。 

○平岡主査 ありがとうございます。 

 そうしますと、５月半ばに開催となりますと、歯と口の健康にもし参加できるとしますと、６月の第

１日曜日になりまして、キッズ・カーニバルの２週間後とか、この辺ちょっと期間が短い中での開催と

いう形にはなるかと思うんです。 
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 キッズ・カーニバルに関しては、今まで場所代、費用等の徴収がなかったんですけれども、この費用

の徴収が発生するかどうかも、出展できるかどうかというところに関係してしまいますので、もうちょ

っと情報を集めて確認ができた時点で、もしかしたらお手紙とか電子メールとか、そういった形での周

知になってしまうかもしれませんが、皆様にお伝えをしてという形でよろしいでしょうか。 

 皆様、今ちょっと一方的に、こちら事務局のほうで話をさせていただいたんですけれども、もし何か

ご意見等ありましたらお話しいただければと。お願いいたします。 

○松嶋委員 松嶋です。私、キッズ・カーニバルにはここ数年来、参加させていただいておりまして、

実行委員長などもさせていただきましたが、非常に参加人数が多く、お子様たちが非常に楽しみにして

いる行事でして、ブースもすごく充実してきたと思っておりますので、費用等もいろいろなことがある

とは思いますけれども、もし参加できるようなことであったらば、ぜひ参加の方向で調整していただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○平岡主査 ありがとうございます。ほか、何かございますか。 

○酒井副会長 酒井です。今までずっと私とか雀部委員が言っていたんですけれども、６月の食育月間

に何かしらをということをすごく強調していたんですが、なかなかその機会がなかったので、歯科医師

会さんとの歯と口の健康というのはとても魅力的で、ここも参加したいなと、個人的にはそういう思い

もあります。 

○平岡主査 ありがとうございます。 

○髙木委員 髙木です。歯と口の健康のイベントも私は息子と参加したことがあります。子どももとて

も参加しやすいような環境で、ガチャガチャ、風船、家族写真撮影など、イベント要素を含めたような

内容になっているので、キッズ・カーニバルでやっているようなブースがあったら子どももとても楽し

めると感じました。私もぜひ参加させていただけたらと思いました。 

○南会長 推進会議でそういう方向性で決議されたら、市役所のほうでは参加ということをしていただ

けるんですか。 

○平岡主査 そうですね。可能であれば、予算、スケジュール等の問題がありますが、できましたら参

加できる方向で調整は図りたいとは思っております。 

○高橋課長 今のお話ですと、結局キッズ・カーニバルと歯と口の健康、両方とも参加していくという

方向だと思うんですね。それで、我々がやりたいことがそのまま全てできるかどうかは別にして、例え

ば、歯と口の健康なんかは歯科医師会さんのイベントの手順というか流れがありますので、それをあん

まり阻害するようなやり方はよろしくないかなと事務局としては思っております。 

 それとあと、先ほど平岡のほうから説明がありましたキッズ・カーニバルなんですが、会場使用料が
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かかるか、かからないかという話も出てきておりまして、その辺の調整も必要になるかと。ただ、推進

会議として今のご意見と私たちのイメージは似ていて、参加していきたいという方向にあると考えてお

りますので、我々としてはその方向で検討していきたいということで、現時点ではそのような形です。 

 次回の推進会議のときまでというふうになっちゃうと、ちょっと調整する時間とかも全くありません

ので、基本的には先ほど平岡が申し上げましたように、電子メールであったりお手紙であったりお電話

であったりということの中で、そこで調整はさせていただくというふうになります。次回、５月ぐらい

にやるときには、既に一部のイベントが実施した後になるか、もしくは実施直前になるかという形にな

りますので、最終的にこれでもう決まったということの確認であったりとか、もしくは既に実施したも

のの報告的なものを次回５月の推進会議で行いますので、それ以前の問題について、個別に調整という

ことでお願いしたいと思います。 

○南会長 内容については、もう市役所のほうで全部調えていただけるということですね。 

○高橋課長 そうですね、キッズ・カーニバルについては何年も参加していて、大体実施するイベント

みたいなものが決まってきているので、何かすごく新しいものをどんどん追加するということよりも、

例年のイメージを踏襲しながらという形に。歯と口の健康のほうは、今回初めての取り組みという形に

なりますので、歯科医師会さんのほうとも十分に調整させていただいて、歯科医師会さんに、あまり、

今までなかったことですので、歯科医師会さんのほうでは多分違和感のある話だと思いますので、そこ

はきちんと問題がないような形で実施できる方向で、こちらのほうで内容も含めて調整させていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○南会長 これについて、菊谷委員は何かアイデアありますでしょうか。 

○菊谷委員 遅参して申しわけございません。実は歯科医師会の代表で来ているんですけれども、歯科

医師会もそのことについての検討は、私も参加したことがなく、何をやっているかという感じなんです

けれども、一般的な歯科医師会のスタンスとしては、しっかりよくかんで食べようみたいなイメージな

ので、それにそごがなければいいのかなと思うのと、あと、子どもたちが対象だと、食べることとセッ

トになるのは歯を磨くことですね。そのあたりがどういう……、ガムをかんで、かむ力をはかったりと

か、どんなことをやりますか。 

○高橋課長 基本的には、まず最初に歯科検診みたいなのがあって、それから相談みたいなのがあって、

その後、最後に子どもが楽しめるコーナーみたいな、そういう一連の流れでいくんですね。その間虫歯

のない子どもの表彰とか、そういったものを紹介しているんですね。それと、そういうイベントを保健

センターの２階でやりながら、１階のほうでは、そのときだけ、１日だけなんですけれども、口腔がん

の検診をやっているんです。そういうイベントで大体朝の１０時から夕方まで。 
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○中島係長 ３時ぐらいまでですか。 

○高橋課長 はい。 

○中島係長 これは子どもだけのイベントではなく、大人の方の健診もあって、お子様から高齢者まで

参加出来るというイベントです。ですから、小金井市民の歯と口の健康ということで、小金井市民向け

のなんですね。ですから、キッズ・カーニバルのほうですと、小金井市民限定ではなく、いろんな地域

から集まってきているんですけれども、歯と口の健康ですと、小金井市ということの限定になりますの

で、他地区からの食育への、そこがちょっと難しくなるんですね。小金井市民でということで限定させ

ていただきます。大きなスペースはとれないです。ですから、キッズ・カーニバルと同じ内容では、ち

ょっとスペース的には難しいかなと。 

○酒井副会長 酒井です。キッズ・カーニバルのほうは、まだ具体的に決まっていないということで、

例年ですと、実行委員会を立ち上げて市民の方を公募してというのがありますよね。それが今できない。 

○高橋課長 ボランティアの募集はもう既にかけています。 

○酒井副会長 かけてあるんですか。 

○高橋課長 月間行事ですので、毎年の話なので、ボランティア自体はもう公募はしている。応募はな

いみたいなことは聞いています。 

○酒井副会長 じゃあ、そういった場合に、今のところ応募がないということなんですが、もし実施す

るとなると、どういう形に持っていくか。それとも、今までやっていたような、あの規模じゃなくて、

もし他に何かとかという問題も出てくるのかなとは思いますけれども。 

○平岡主査 実際、ボランティアの方がなかなか難しくて、運営側も、ほとんど休憩がない状態でお手

伝いをフルでしていただいたとか、そういった状況もありますので、ご参加いただけて、ご協力いただ

ける方の人数にもよりますけれども、また主催者側の意図とか、お借りできるスペースですとか、そう

いったこともございますけれども、ちょっとコンパクトにした形でやるか、内容にインパクトがあると

いうか、たくさんのブースを出すというよりは、数を絞って、何を訴えるかというところを明確にして

という形で、人数が少なくても運営側に無理がないような内容を検討しなければなと思っております。 

 もし、ご意見がございましたら、また、委員の中でお日にちによってはご協力いただけるとか、そう

いったご意見等ありましたら、事務局のほうまでお知らせいただければと思います。何とぞよろしくお

願いいたします。 

 では、２点目に入らせていただいてもよろしいでしょうか。２点目は、小金井市食育コーディネータ

運営規則を制定しましたので、ご報告申し上げます。こちらは資料５になります。 

 こちらは、前回の食育推進会議で案を提示させていただきまして、そのときに１１月５日までにご意
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見がありましたらいただければと思いますということで、推進会議のほうでお諮りさせていただいたん

ですけれども、特に委員の方からのご意見は、そのときはございませんでした。こちらで、内部で精査

いたしまして、このような形でまとめさせていただきました。 

 長くなるんですが、一応簡単に読ませていただきます。 

 小金井市食育コーディネータ運営規則 

（趣旨） 

 第１条 この規則は、小金井市食育推進基本条例第１４条第９項の規定に基づき設置された食育コー

ディネータの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 第２条 食育コーディネータは、条例第３条に規定する基本理念を踏まえ、関係機関との幅広い連携

を促進し、もって、小金井市の食育の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。 

 （１）関係機関及び市民から食育に関連する情報を収集し、連携の促進に必要な情報を関係機関及び

市民に提供すること。 

 （２）市内で食育に携わる団体等の活動内容等の情報を集約し、連携の促進に必要な情報を関係機関

及び市民に提供すること。 

 （３）前２号に掲げるもののほか、市の食育推進に必要な事項に関すること。 

 第３条 食育コーディネータは、前条の事務を遂行するため、条例第１４条第１項に規定する小金井

市食育推進会議に必要な協力を求めることができる。 

 ２ 推進会議の委員は、食育コーディネータから前条の規定による協力の求めがあった場合は、協力

に努めるものとする。 

 第４条 食育コーディネータの任期は委員の任期とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 第５条 食育コーディネータの運営に関する庶務は、福祉保健部健康課が処理する。 

 第６条 この規則に定めるもののほか、食育コーディネータの運営に関し必要な事項は、市長が推進

会議に諮り、別に定める。 

 付則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２７年１０月２７日から適用する。 

 この１０月２７日というのが、前回の会議で食育コーディネータ任命式をした日にちですね、を適用

する日にちといたしました。食育コーディネータの運営規則のご報告は以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 今日の次第は一応これで終了ということなんですけれども、委員の皆様、何かありますでしょうか。 
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 はい、お願いします。 

○菊谷委員 以前、少しご紹介させていただいたと思うんですが、農水省の補助事業で、私の専門であ

る、かむこと、飲み込むことが難しくなった人向けの食事の推進が図られているんですけれども、スマ

イルケア食という介護食なんですが、それを地産地消でつくるというプロジェクトの研究事業がありま

して、そこに口腔リハの１階での売店を出してくれている、ヘルシーフードさんの名前で応募させてい

ただいて、それを実施させていただきました。昨年のちょうど年末にやらせていただいたんですが、酒

井さん、松嶋さんにも多大なるご協力をいただいてやらせていただいた事業です。 

 具体的には、江戸東京野菜を使って介護食をつくり、その介護食のつくり方教室、または介護食の意

義などを紹介して、あとは文京区にある歯科関係の会社をやっているオープンキッチンみたいなところ

でやらせていただいたところです。その資料は、私どものホームページに張ってあるので、ごく簡単に

報告いたします。 

 酒井さん、松嶋さん、何か補足をいただければ。 

○酒井副会長 １日は調理を、実際にスマイルケア食を江戸東京野菜でつくるということを文京区のス

タジオでやっていただいて、そのときに松嶋さんが江戸東京野菜についてのお話と、菊谷先生がお話を

されてということで、２回目が多摩クリニックだったので、試食会という形で行われたんですが、とて

も調理師さんもいろいろ工夫していただいて、写真で見ていただくとわかるんですが、かわいらしいも

のとか。それと、味見をした方たちの感想もすごくおいしいということで、スマイルケア食という、介

護食というのではなく、ほんとうに皆さんが楽しんで、おいしく食べられるスマイルケア食が提供され

たのではないかと思います。 

 これは菊谷先生のほうからお話しいただいたほうがいいんですが、将来的には東小金井のお店さんで

こういうものを提供していただければいいなというものがあると思うんですが、そこまで続けると、と

てもすばらしい事業になるのではないかと思います。 

○菊谷委員 商工会議所さんと東小金井の南口商店会さんにご協力いただいて、農水の事業としては、

地域の野菜を使いながら、そして、できれば地産地消でということで、本当はこがねやさんとかで試食

されたものの、少し簡単に売り出すなんていう話もしていたんですけれども、これは農水は、１年目は

開発までのお金しか出ないというところがあるんです。そこは違うということで、本来私たちのイメー

ジとしては、小金井の商店街がこういう優しい食事が提供できる体制にあって、いろんな飲食店さんが

こういうメニューを取り入れてくださることによって、お年寄りから障害を持ったお子さんまで一緒に

外食ができる町みたいなのが提案できたらいいなということで始まったプロジェクトの一部ということ

になります。 
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 農水という冠をもらって比較的広報はしやすいので、冠をもらったにはもらったんですが、それで大

変いろいろな縛りがあってやりにくかったにはやりにくかったんですが、でも実際にやってみると、ほ

んとうに我々も江戸東京野菜の歴史等、また改めて我々も感心することばかりで、私自身も楽しみまし

たし、調理師の高橋さんというのは、私どもとずっといろいろなイベントでやっている、介護食という

か嚥下食に大変精通した調理師さんなので、彼の腕によって新たな魅力を引き出せないかなという思い

はあります。私自身、こんなに江戸東京野菜を食べたこと自体もあまりなかったので、うんちくを言う

資格はないんですけれども、でも大変おいしくでき上がって。本来であれば、これをもっともっと今後

展開する、第２弾、第３弾の展開をしていかなければいけないところですけれども、今のところこれが

ようやく終わったというところでご報告します。 

○南会長 ありがとうございました。 

○松嶋委員 松嶋です。このプロジェクトに参加させていただきまして、私自身も非常に勉強になりま

した。今、菊谷先生からもおっしゃっていただきましたけれども、両方講座をさせていただいたんです

けれども、料理教室のほうの講座は、参加者の皆様とその後、非常に親しくお話しすることができたん

ですが、高齢者の方にとっての江戸東京野菜、昔食べた味ということで、非常に幼いころの記憶など、

小さいとき、私こんなの食べたわというお話がたくさん出て、もちろん介護食として食べやすいという

こともそうなんですけれども、江戸東京野菜の持つ魅力が心にも響いている感じがすごく実感できまし

て、また、歴史好きな方は江戸時代の歴史にすごく興味が持たれたようで、そういう話もしてくださっ

たので、このプロジェクトが、私が最初に思っていた以上に深まりそうな予感もあったので、もし今後、

何かまたお手伝いができることがあれば、ぜひかかわっていきたいと思うようなイベントでした。本当

にどうもありがとうございました。 

○南会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。じゃ、お願いします。 

○髙木委員 話を戻してしまいますが、歯科医師会のイベントに関して、初めての試みということで、

ブースを設けることは難しいと感じましたので、掲示などから始めて、歯科医師会さんの邪魔にならな

いという形で参加、クイズの中に１つ食育のクイズを盛り込ませてもらうなどの形のほうがいいのかな

と思いました。以上です。 

○南会長 そうですね、そのほうが無理がないかもしれませんね。例えば、１口３０回かみというよう

な、そういうことなどを。 

○菊谷委員 非常に歯科医師会が大好きなところで幾つかあるんですけれども。 

○南会長 そういうのはそのイベントではやっていますか。 

○菊谷委員 ごめんなさい、実際にやっているかどうかはあれですけれども。 
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○南会長 もしできたら、そういうことで。 

○菊谷委員 そうですね、今日のこの会議での希望を会のほうにもお伝えして、どこか、市は市として

あれしていただきながら、私は私の立場で何かいい方法がないかということをちょっと。 

○南会長 神奈川の女子大の先生が調べて、ちょっとした雑誌に出したのを紹介すると、昔の文献に残

っている料理をつくって、自分たちの学校の学生に食べさせた。で、何回かんでいるかというのをカウ

ントしたらしいんですね。数人に食べてもらったらしいんですけれども。卑弥呼時代の食事、つまりド

ングリを生で食べるとか、ああいうときは１回の食事に４,０００回以上かんでいたらしいんです。どん

どん減ってきて、また身分の高い人、将軍みたいになるとすごくかまなくなってしまう。１回に１,００

０回ぐらいしかかんでいないらしいんですね。庶民は雑穀とかを食べていらしたので、かなり、２,００

０回から３,０００回かんでいるんですけれども。昭和の前半の日本人の食事だと１,４００とかそうい

う、１,０００回の後半か前半、その辺、ちょっと忘れちゃったんですけれども。今の学生というか若い

子の食事だと、６００回とか、ほんとに少なくなっているらしいんですね。 

○菊谷委員 そんなことから顎の発達が、よくかむことで、例えば江戸時代の家康は、私みたいにこう

いう四角い顔をしているんですが、最後の１５代の慶喜さんは、すっとした現代風の、だんだんお殿様

はやわらかいもの、要は高級なものしか食べていないのが１５代も続くと、あんなに顔、形が変わるん

だよなんて、それは言い過ぎかもしれないけど、そういうふうに表現されるぐらい、しっかり食べ物を

かむことというのはすごく関連づけられていて、おっしゃるように、最近の子どもたちはあんまりかま

ないで丸飲みする傾向にあるから、やわらかいものでおいしいものもあるから、決してかたいものをか

んで先祖返り、卑弥呼の時代にみんな戻るわけにいかないので、言い方なんですけれども、よくかみな

さい、よく味わいなさいと。そのよく味わう、よくかむために必要な歯というものを大事にしなさいと

いう感じで、歯科のほうではよく言われています。 

 よく食育の話と歯科で一緒にイベントをやっているような地域はたくさんあって、おそらくたくさん

折り合えるところがあると思うので、ほんとに将来に向かってイベントが一緒にできることはすごくい

い、多分、歯科医師会もうれしいんではないかなとは思っております。ぜひ提案をさせていただければ。 

○南会長 はい。 

○酒井副会長 多分、お母さんでいらっしゃる小林さん、学校なんかで、かみかみサンマルでしたっけ。 

○菊谷委員 サーティ。かみかみサーティ。 

○酒井副会長 要するに３０回かみましょうという、それでよく学校の先生たちは講習していると思う

んですけれども、そういうこともあって、歯科と食育ってほんとに結びついているんじゃないかなとす

ごく思うので、今回、イベントに参加できたら、今後の展開に広がる、歯科医師会さんとの今後の展開、
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口腔リハさんみたいな感じでやっていけるようになればいいなと思うので、高橋課長、ぜひよろしくお

願いします。 

○菊谷委員 ごめんなさい、今思い出しました。実は、今日の夜８時にたけしの「家庭の医学」という

番組がありますよね。そこに私、出るんですけれども、おそらく今日のこの話が、ちょっとですけれど

も、時間があったら。１時間です。介護食の話は、実は今週土曜日のＥテレの２時から、昔の教育テレ

ビの２時から、スマイルケア食の１時間番組があって、そこでも私、出ますので、スマイルケア食って

何という番組をしています。今のこれに相当する。 

○酒井副会長 ６日でしたっけ。 

○菊谷委員 ６日の土曜日です。 

○酒井副会長 すいません、時間をもう一度。 

○菊谷委員 ２時です。午後２時。土曜の午後２時のＥテレ。「ＴＶシンポジウム」という番組です。

農水省がスポンサーでスマイルケア食を普及させようというシンポジウムの中で、シンポジウムの様子

を中心に、あと私ども、介護の人たちを回っているので、そこでの様子も紹介される予定です。 

○南会長 では、皆さん、しっかり見ましょう。では、食育月間に参加するということと、最初は掲示

とか、あとパンフレットをつくって配るというのもいいかもしれないですね。その辺からの参加という

ことでお願いしたいと思います。もし、会議以降に何か気がついたことがありましたら、ぜひ市役所の

ほうにお願いします。 

 では、事務のほうから何かありますでしょうか。 

○平岡主査 お手元に、封筒の中に入っています承諾書という紙がございます。こちらのほう、任命が

２月１日付で委員のほうを本日委嘱させていただいておりますので、２８年２月１日のお日にちで、ご

住所とお名前を書いていただくような形になります。あと、こちら、ご記入をいただきまして、帰りに

事務局のほうにお出しいただければと思います。 

 あともう一点が、口座振替依頼書というのを同封させていただきました。まだご記入がお済みでない

方、振込先を書いていただくものになりますので、こちらも事務局のほうにお出しいただければと思い

ます。お支払いの関係で、今年からマイナンバーが必要になってしまいますので、こちらのほう、写し

等を本日お持ちいただいている方は、こちら事務局のほうでお預かりいたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 あともう一点なんですけれども、今回、資料６で前回の会議録をお配りしております。昨日まで、何

点か訂正箇所があるということでいただいた方に関しましては、反映させたものをご用意しております。

ごらんいただきまして、ちょっとこの発言を直してほしいとかございましたら、事務局のほうにご連絡
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をいただけますでしょうか。まだ確認されていない方はいらっしゃいますか。皆さん、もう確認済みで

すか。発言者に関して、ご参加いただいている方に関しては事前にお送りしているものなんですけれど

も、もし申請がなければ、こちらで確定させいただきまして公開手続に入らせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次回の開催ですが、先ほど少し触れさせていただきましたが、５月ごろ、２８年度の第１回の会議を

開催させていただきたいと思っております。詳細の日程につきましては、幾つか候補日を送らせていた

だきまして、参加できる方が多い日で開催させていただきたいと思っております。 

 事務局からは以上でございます。 

○南会長 ありがとうございます。それでは、皆さん、ほかに何かありますでしょうか。 

 ないようでしたら、平成２７年度の第４回食育推進会議を終了したいと思います。お疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 


