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平成３０年度第１回小金井市食育推進会議 会議録 

 

日  時  平成３０年５月２９日（火）午後２時～午後３時３０分 

場  所  保健センター１階大会議室  

 出席委員  １３人 

  会 長   南   道 子 委員 

  副会長   酒 井 文 子 委員  松 嶋 あおい 委員 

  委 員   須 崎  登  委員  廣 繁 理 美 委員 

  委 員   澁 谷 聖 子 委員  溝 江 朱 緒 委員 

  委 員   山 崎 澄 江 委員  内 田 美 帆 委員 

  委 員   船 田 知 孝 委員  保 谷  匠  委員 

  委 員   古 莊 優 子 委員  中 谷 行 男 委員 

 

 欠席委員   ３人 

        櫻 井 綾 子 委員  平 田 晉 一 委員 

        鳥 羽 浩 子 委員 

 

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

事務局職員 

 健康課長                  石 原 弘 一 

 健康課係長                 平 岡 美 佐 

 健康課主査                 近 藤 仁 美 

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

傍 聴 者  ０人 

 

（午後２時 開会） 

 

○南会長 では、皆さん定刻になりますので、始めさせていただきます。本日もお忙しいところお集ま

りいただき、ありがとうございます。 

 それでは、これより平成３０年度第１回小金井市食育推進会議を始めたいと思います。 
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 まず初めに、委員の出欠に関して事務局からお願いします。 

○平岡健康係長 本日の委員の方々の出欠でございますが、櫻井委員、鳥羽委員、平田委員からご欠席

のご連絡を頂戴しております。本日は会長を除きまして１２名の方のご出席を賜っておりますので、過

半数以上の出席となってございます。よりまして、審議会として成立することをご報告申し上げます。 

 続きまして、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いたしまして、

まず本日の次第でございます。資料１で審議会委員の名簿を更新してございます。また、食育コーディ

ネータの実施状況についてご案内の紙が１枚入っております。もう一つ、前回の会議録（案）としてつ

づってございます。また、資料２、食品ロスの各課の取組についてということで、一番後ろのほうにク

リップどめでとめてございます。また、こちら酒井委員のから、「何をどう食べる？ みんなで考える

『食』の未来」ということで、資料のご提供をいただいております。次に、今度の６月３日に開催され

ます「小金井市民の歯と口の健康」のチラシをご用意させていただいております。最後に、小金井市新

福祉会館建設基本計画の概要版についてクリップどめ１部を配付させていただいております。また、委

員の皆様の机の上に、第２回の８月の日程のご都合を伺う紙を用意しておりますので、会議終了後にご

記入の上、事務局までお持ちいただければと思います。 

 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した。 

 では、議事に入る前に、事前に皆様のところに配付されている前回の議事録（案）、それのご自身の

発言内容のところをチェックしていただいているとは思いますけれども、訂正されたい方がいらっしゃ

いましたら、お願いしたいです。ちょっと時間をとらせていただきますので、チェックをお願いします。

そろそろよろしいでしょうか。 

 では、訂正がなくて、このままでよろしいという方は挙手をお願いします。ありがとうございました。

○保谷委員 大したことないんですけれども、うちのお店の「バル」が「パブ」になっているので、そ

こだけ直していただければ。 

○南会長 何ページあたりでしょう。 

○保谷委員 ３ページの私のお店のところですけど。 

○平岡健康係長 表記ですね。 

○保谷委員 はい。そこだけ。 

○平岡健康係長 承知しました。修正いたします。申し訳ございません。 

○南会長 ほかにありますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃ、そこの１カ所訂正でお願いします。

案をとらせていただきます。 
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 それでは、追加でもし何か気がついたことがありましたら、終了後に事務局のほうにお願いします。 

 では、議事進行に入る前に、今年度から食育推進委員になった方がいらっしゃいますので、事務局の

ほうから紹介をお願いします。 

○平岡健康係長 それでは、今年度から食育推進委員になりました、まず関係機関の役員または職員の

代表で、小金井市立東小学校栄養教諭の古莊優子委員が着任になりましたので、一言お願いいたします。 

○古莊委員 はじめまして。小金井市立東小学校栄養教諭の古莊優子と申します。このような会に出席

させていただき、緊張しているところもあるんですが、いろいろ皆さんのお話をお聞きしながら学んで

いければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○平岡健康係長 続きまして、市の職員といたしまして、小金井市福祉保健部長の中谷行男委員が就任

いたしました。 

○中谷委員 ４月１日付で福祉保健部長になりました中谷行男といいます。どうぞよろしくお願いしま

す。事務局を所管している部になりますけれども、こういったところは私も初めての分野になります。

皆さんの意見をしっかりと聞きながら勉強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。 

○平岡健康係長 本日の委員の交代に関しましては、小金井市食育推進会議基本条例第１４条第５項に

基づきまして、任期は平成３２年１月３１日までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、健康課の職員に異動がございましたので、ご紹介いたします。 

 管理栄養士として、健康課に異動してまいりました近藤仁美主査でございます。 

○近藤主査 どうぞよろしくお願いいたします。 

○平岡健康係長 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した。 

 では、本日の議事に入らせていただきます。 

 まず最初に、小金井市食育コーディネータについてです。事務局から説明をお願いします。 

○平岡健康係長 失礼いたしました。その前に、意見・提案シートは、本日の会議に関しましてご意見

等のご提出はございませんでした。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、小金井市食育コーディネータについてご説明申し上げます。こちらの食育コーディネー

タの経過をご存じの委員さんもいらっしゃるかと思いますが、再度改めて設置に至る経過をご説明させ

ていただければと思います。 

 小金井市食育推進基本条例第１４条第９項において、推進会議は推進計画及び推進会議の方針に基づ

き関係機関との幅広い連携を促進するため、委員の互選により食育コーディネータ１人を置くことがで
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きると規定してございます。平成２７年度に食育コーディネータの役割を整理いたしまして、平成２７

年６月から３回の食育推進委員自主的勉強会を開催いたしました。 

 自主的勉強会では、食育コーディネータの役割について、生産者、事業者、消費者の情報をつなぐこ

と、市内食育関連団体の掌握と情報をつなぐことの２点が挙げられるとともに、各委員が日ごろの活動

の中で得られた情報等を食育コーディネータに提供し、情報共有を図り、小金井市の食育を推進してい

こうとの意見も挙げられました。また、食育コーディネータの選任については、現時点で情報やネット

ワークがあり、外部との交渉や各食育関連団体との連携についても速やかにできるのは行政ではないか

との結論になり、福祉保健部長が推薦されることとなりました。この自主的勉強会の結論につきまして

は、平成２７年８月２５日に開催されました第２回小金井市食育推進会議において審議の上、承認をい

ただいたところでございます。 

 なお、市といたしましては、食育コーディネータの安定的な運用を確保するため、自主的勉強会で整

理された役割や推進会議でのご意見を踏まえ、前回の会議資料でもお配りいたしましたとおり、小金井

市食育コーディネータ運営規則を制定してございます。 

 また、コーディネータの事例としましては、例えば口腔リハビリテーション多摩クリニック様主催で、

東京都の補助金を活用しました食支援プロジェクトを行いたいということで、地域の東小金井商店街様

やＪＡ東京むさし様、庁内の関係機関及び食育ホームページ編集委員や食育推進会議の委員の方にご協

力を仰ぎまして、江戸東京野菜を活用したスマイルケア食、介護食を一緒に、酒井委員、松嶋委員のご

協力を得ましてメニューの開発をして、試食会を開催する等、そういったこともしてございます。 

 あるいは食育ホームページがボランティアさんの運営でかなり活発に活動をされてございまして、メ

ディアの取材等の申し込み等、対応させていただいております。 

 また、小学校のＰＴＡの方から、江戸東京野菜に関する講演会の依頼、講演料の調整等、コーディネ

ートした事例がございます。 

 その他、学務課と協力しまして、学校給食への地場野菜の活用について、食育コーディネータの代理

としまして、健康課でも意見を言う場として参加をさせていただいているところでございます。 

 このような関係機関との連携を図りまして、年度末に活動内容のご報告をさせていただいておりまし

て、小金井市のホームページでも紹介をしているところでございます。小金井市のホームページで食育

コーディネータに対し、何かご希望等ありましたらということで、記入用紙等、ホームページで公開を

しているところでございます。 

 以上、雑駁ではございますが、選任に至る経過とコーディネートの事例を紹介いたしました。 

 皆様のご承認が得られましたら、こちらのコーディネータが無報酬であることから、引き続き食育コ
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ーディネータを福祉保健部長が務めさせていただきまして、推進会議の委員の皆様のご協力をいただき

ながら庁内・庁外の情報を幅広く収集するとともに、市民の皆様や関係機関からの依頼につきまして、

依頼者の満足度を高められるように努めてまいりたいと考えております。こちらの内容につきましてご

審議をいただければと思っております。 

 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した。ただいまの説明でご質問などありますでしょうか。わかりにくい

ところですとか。 

 今回、前回の福祉保健部長が決まったときとはメンバーが違うので、あと規定が互選ということがう

たわれていますので、また新たに決めなくてはいけないという形で今回の審議になっているわけです。

今まで説明していただいた内容からすると、やることがかなり多岐にわたっていることと、あと行政に

身を置いてないとなかなか迅速に動けない、時間もかかるのではないかなということが説明されたので、

私も福祉保健部長が続けてやるのが望ましいかなと思っておりますが、皆さんご意見ありますでしょう

か。よろしいでしょうか。では、引き続き部長にお願いしたいと思います。 

○中谷委員 今そういうふうな話で、互選ということで、食育コーディネータという職をまた継続する

ということ、職ということもあるんでしょうけれども、健康課を所管しておりますので、私がというよ

りは組織で対応していくという期待感かなと思ってございますので、私というよりは健康課の職員全体

の支えで、この会の中で力を出していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平岡健康係長 では、８月に会議を予定してございますので、そちらのほうで委嘱をさせていただく

手続を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○南会長 では、引き続き、議事の２番、食品ロスの取組についてです。事務局から説明をお願いしま

す。 

○近藤主査 では、皆様のお手元にある資料２というホチキスで束ねたものをごらんください。食品ロ

スの各課の取組についてということで、本日は配布していませんが、第３次食育推進計画の冊子の中の

各課の計画に基づいて説明します。（計画Ｐ.２２）とか書いてあるのは、その課の推進計画が掲載され

ているページです。 

 まず、ごみ対策課です。循環型社会体験（エコベジタブル）教室の推進。２９年１０月１日『食品リ

サイクル堆肥を使った土作り』、市民の方が６名参加しました。 

 それから１０月９日『種まき』、市民の方１０名参加。 

 １２月９日『野菜収穫』。そして、その収穫した野菜を使って環境楽習館で料理教室をしております。

この畑というのは学芸大学の実験農場を借りて、委託業者が管理をしています。 
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 次の野菜収穫体験は全４回なのですけれども７月１８日、１９日に市民向けジャガイモの収穫体験、

市民の方が延べ５７名参加いたしました。 

 それから１２月５日、３０年１月１６日、市民向け野菜の収穫体験、参加者延べ５５名。 

 平成２９年１２月から１月、保育園の出張講座、参加者は小金井市立保育園の４歳から５歳児延べ２

２１名。これは学芸大のほうでプランターを使って野菜を育てて、そのプランターを運んで保育園で収

穫をしているものです。 

 ３０年２月２１日、家庭菜園講座、市民の方が１０名参加いたしました。 

 その後、翌年度に向けた全体の土づくり、これは食品リサイクル堆肥を使用したそうです。 

 ３０年３月、ジャガイモの植えつけです。 

 こちらの野菜収穫体験も先ほどの循環型社会体験教室と同様、学芸大学の実験農場を借りて委託業者

が管理をしています。 

 ごみ対策課の３番目、夏休み生ごみ投入リサイクル事業、これは資料２の５ページ目をごらんくださ

い。４ページからが昨年７月１５日の小金井市の市報になっております。その５ページ目の下半分なの

ですけれども、そこに生ごみ投入リサイクル事業に参加しませんかという記事が載っておりますが、こ

のことです。給食のない夏休み期間を利用して市民が生ごみの投入をしております。市内の小中学校で

は生ごみ処理機を利用して給食の残渣等の処理を行っています。給食の残渣というと、食べ残しのイメ

ージが強いと思いますが、調理中に出る野菜の皮や根、だしをとった後のとりがらや煮干しなども含ま

れています。それから、給食後に出る、例えばミカンやスイカなどの皮も含まれています。 

 ４番目が今の夏休み生ごみ投入リサイクル事業も含む生ごみ投入リサイクル事業です。資料は８ペー

ジになります。先ほどの生ごみ処理機は全て学校置いてあるものですけれども、そのほかに家庭の生ご

み処理機の生成物を指定された場所に市民が持ち込むことができます。それが拠点回収というものです。 

 それから、戸別回収というのは、各家庭の生ごみ処理機の生成物を回収日にごみ対策課が収集してい

るものだそうです。拠点のほうは持ち込む、戸別回収はごみ対策課がとりに来るというものです。 

 また、市立小中学校と障害者センター、こちらは学校の生ごみ処理機の生成物。それから、障害者セ

ンターというのは緑小学校の向かい側にある施設で、そこにも生ごみ処理機が置いてあるので、そこの

生成物です。 

次に市民投入、こちらは学校の生ごみ処理機に市民が夏休みや土曜日に投入してできた生成物です。 

 それから集合住宅で、こちらは貫井北町３丁目の公務員住宅に住民専用として小金井市が生ごみ処理

機を設置し、そこでできた生成物です。その公務員住宅１棟に１台ずつ、７台設置しているということ

です。 
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 この資料の数字のことですけれども、生ごみの量ではなくて、生ごみ処理機の生成物の量です。例え

ば拠点回収が６６８.４キロとなっているのですけれども、これを生ごみに換算すると、この約５倍だそ

うです。この５倍だと大体３,０００だと思うのですが、３,０００ぐらいのものが生ごみ処理機に入っ

て、大体５分の１の量になるということです。 

 その後生成物は肥料工場に運ばれて、肥料になります。この肥料を市が購入して、市民や市内の農家

の方に配布しています。このことは資料の６ページ、市報の一番右下になります。「食品リサイクル堆

肥の無料配布」という記事がございます。こちらに希望する市民や農家に配布しているということが書

いてあります。 

 同じ資料の９ページをごらんください。５番目、ごみ対策課の最後の事業なのですけれども、フード

ドライブについてです。資料９ページから１０ページ、１１ページまでが、その資料となります。フー

ドドライブは、家庭内等で余った食品を集め、地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄付する活

動です。市では、回収した食品をＮＰＯ団体及び市の社会福祉協議会を通じて、児童養護施設等の福祉

施設に届け、食品ロスの削減を図っています。平成２９年８月より拠点回収を行っています。回収場所

は今年度から変更になりまして、それが９ページのチラシになります。現在は毎月第２水曜日、社会福

祉協議会前で行っております。資料９ページには集める食品の条件とか回収できる食品、そういうもの

が書いてあります。 

 １０ページのほうは、フードドライブが始まった２９年８月からの回収状況についてです。単位はキ

ログラムになります。ここに書いてあるＮＰＯ団体というのは、ハーベストジャパンというところだそ

うです。資料後半が全量社協へと書いてありますが、今年度も同様に全量社会福祉協議会に持っていっ

ているそうです。 

 以上でごみ対策課については終わりになります。 

 第３次の計画には掲載されておりませんが、家庭の生ごみを処理するコンポスト購入の助成事業を継

続して行っているそうです。 

 次に、環境政策課です。資料は１２ページになります。「野菜のおいしさ発見隊！」というのがそれ

に当たります。こちらは環境学習を行っておりまして、小学校１年生から３年生を対象に、学芸大学や

農協から提供していただいた野菜を使って、野菜の魅力を探るという内容です。課から聞いた当日の流

れは、素材そのままで野菜（ウド等）を食べる。それから本の読み聞かせ、ニンジンチップスにカレー

粉などを振りかけて味の変化を楽しむ、最後に野菜をカレーにして食べる。参加者は、保護者７名、子

供７名の合計１４名の参加者がありました。 

 最後に健康課の事業です。健康課につきましては、この会議の委員の酒井さんが携わっていらっしゃ
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る小金井市食育ホームページです。資料の最後のページなのですけれども、こちらでは生ごみの資源循

環についてというところでごみ対策課の事業の紹介やまた生ごみを出さない工夫、ホームフリージング

の活用、リメイク料理で簡単アレンジ、エコクッキングにチャレンジなどの記事を掲載しております。

紙面の都合で全部載せられなかったので、またお時間のあるときにホームページを見ていただけたらと

思います。 

 それから、健康課の事業でやっております乳幼児食育メール、２８年１１月、２、３歳の保護者宛の

メールで「食品自給率と食糧廃棄物」というものを載せたことがありますがそこで家庭での食糧ごみを

減らすポイントなどを紹介しております。 

 以上が、第３次食育推進計画に掲載されている食品ロスに関係した事業の紹介でした。 

  

○平岡健康係長 酒井委員からも資料提供をいただいていますので、ぜひ一言。 

○酒井副会長 皆様のところに「何をどう食べる？ みんなで考える『食』の未来」というチラシと、

「月刊こうみんかん」というのがあると思います。それが３ページに同じ内容で載っているんですが、

昨年の１０月７日、１４日、２１日、３日間、食を考えるという講座を公民館として企画いただいて、

お話をさせていただいております。 

 それで、最初の日は近藤惠津子さんという、ＮＰＯ法人コミュニティスクール・まちデザイン理事長

の方が来ていただいて、フードロスの話をしていただいたんですけれども、日本で今、年間食品廃棄物

ってどのぐらいあるか皆さんご存じでしょうか。年間２,７７５万トンというすごい量なんですけれども、

食べられるのに廃棄されてしまう食品ということですね、いわゆる食品ロスが６２１万トンというふう

に試算されていて、この数字もどんな数字なのかぴんとこないんですけれども、国連で世界全体の食糧

援助量というのがあるんですけれども、それが大体年間３２０万トンということで、その大部分が日本

では家庭で廃棄されているということになって、とてももったいないということなんです。 

 近藤先生の場合はそういうお話とか、あと企業の食品ロスについてもお話をくださって、私たちはス

ーパーとかコンビニなんかで、時間が来るとそれが廃棄されてしまうというのは何となくわかっている

と思うんですけれども、それ以外にその大もと、要するに食品、お弁当ならお弁当を実際につくってい

る会社があるわけです。そこでは受注生産ではなくて、いついつ幾ら、どのぐらいの量を発注されても

いいように大量にお弁当とかをつくるという流れになっているんだそうです。それで例えば、数的には

全然違うんですけれども、１００つくっていたとしても、注文が６０しかなかったら４０は残ってしま

う。 

 だから、丸々そこで、例えばお弁当に使ったお米とか総菜が捨てられてしまうという、そこのところ
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をとてもおっしゃっていて、実際それがとても大量にあるということで、それを循環して再利用しよう

じゃないかということで、それを使った野菜づくりとか家畜を育てるという会社が立ち上がったりした

んですが、それもなかなかうまくいったりいかなかったりで、とても大変な状況になっているというこ

となんですけれども、今、消費者庁とか農水省でいろいろそういう食品ロスのものを取り上げて、みん

なで考えていこうというふうに今なっているので、各ホームページを見ていただくと、とても詳しくい

ろんな事例が載っていますので、ごらんいただくといいかと思います。 

 それから２日目、「フード・マイレージ あなたの食が地球を変える」」ということで、フード・マ

イレージ、日本ではこの先生がパイオニアと言っていいと思われる中田先生という方をお呼びしてお話

を伺いました。フード・マイレージというのは食料の重さに輸送距離を掛けたもので、１９９０年代に

イギリスで提唱されたということなんですけれども、そういうことで私たちが身近で食べているものを

よくよく見てみると、生産国が海外であったりいろいろするんですけれども、それを計算してみると数

字が出てくるんですが、それによって何がわかるかというと、遠くから運ぶためには船とか飛行機とか、

いろんなそういうものを使うと思うんですが、そこに燃料がかかっていて、それからＣＯ2が排出されて

いるということで環境にとても負荷をかけているということで、とにかく小金井だったら小金井の食材

で食べれば、例えば中国とかアメリカのものを買って食べるよりも環境にかかる負荷が少なく、食品の

ロスも抑えられるというお話をされました。 

 その２つのお話を受けまして、私は小金井で食べられる地元の野菜を丸ごと味わうということで、葉

っぱも皮も全部食べてしまおうということでお話をさせていただいて、「葉っぱも皮も、地元野菜をま

るごと味わう試食会」ということで、地産地消ということで、小金井のお野菜、皆さんどうやって買っ

ていますかというお話をさせていただいて、ＪＡの直売所であったりとか、小金井ってわりと庭先販売

が多いので、庭先販売で買っていただいたりというご紹介をさせていただいて、食育ホームページにも

載っているんですけれども、こういう庭先販売所は現在なくなっている販売所もあるんですけれども、

皆さんにはこういうのをご紹介して、もしお近くにあるようでしたらのぞいてみてくださいというお話

をして、地元のお野菜を食べましょうねというお話などをさせていただきました。 

 それから、その後は食べ尽くす工夫として、野菜をおいしく食べるコツということで、新鮮なものを

選ぶ、切り方を工夫する、調理法を変えてみる、生で食べたり、ゆでたり、煮たり、いためたり、焼い

たり、蒸したり、それから調味料を変えるということで、塩、みそ、しょうゆ、マヨネーズ、ソースと

かいろんなものを使って、それをそれぞれに、単独で使ってもいいですし、組み合わせて使っていただ

いてもいいということで、やってみていただけるといいですねというお話をして、とにかく最終的には

食品ロスを少なくするということで、食べ尽くすこと、完全に利用していただくということを目指した
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調理をということでご紹介をさせていただきました。 

 このときは捨ててしまいそうな野菜の部分を集めてスープをつくるということで、タマネギの皮とか

ダイコンの端っこのほうとか、食べない部分、あと野菜の皮とか、私、基本的に野菜の皮を食べちゃう

人なので、これをつくるために皮をとっておいたりして苦労したんですけれども、参加者の方にもお願

いをしておいて、当日、ご自分のご家庭でいつもだったら捨ててしまいそうなところをとっておいてい

ただいて持ち寄っていただいて、これでスープをつくりました。これ煮込んだところですけれども、ス

ープをつくって、このスープを飲みました。 

 この日はここで終わったんですけれども、別のところではこのスープを飲んでいただいて、残った野

菜もミキサーでペースト状にしまして、これも味見していただいたんですが、おいしいということで結

構評判がよくて、そうしたらロスなしですねというお話もいただいたりしたんですけれども、とっても

黄金色のきれいな透明なスープができまして、これを皆さんに飲んでいただきました。 

 このときはそのスープを使ってご飯を炊きました。だしがわりにこのスープを使ってネギご飯を炊い

たり、ダイコンとニンジンのピクルスをつくりました。 

 ダイコンの葉っぱを使ってケークサレ（塩ケーキ）をつくったりしました。ほかにダイコンの皮とか、 

    を使った塩キンピラを紹介したりとか、丸ごと食べられる、これはダイコンの皮を丸ごとフラ

イにしたダイコンフライとか、そういうもの、それからナスのへたをつくだ煮にした、これは江戸時代

からある料理で天満椎茸という料理なんですが、お酒とおしょうゆだけで煮てとても塩辛い、レシピど

おりにつくるとそうなんですが、そういったものとか、あとジャガイモの皮もクルトンみたいに細かく

刻んで、バターでいためてサラダにかけたりとか、スープの浮き実にしたりとか、いろいろできますよ

なんていうお話をしてやりました。 

 こんなふうな感じ食品ロスの取り組みということで、３日間にわたってリレーをしていただいて、最

終的に地産地消で、地元の野菜を使った食品ロスの少ない料理を食べるという講座をやりました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。 

 それでは、早速なんですけれども、食品ロスというと、今のお話にあったフード・マイレージで地場

野菜をつくって販売しているということで、ＪＡさんと農家の方にもお話をお伺いしたいと思います。 

 それでは、まずＪＡの須崎さんからお願いいたします。 

○須崎委員 先日、そういった話はないですかということでご連絡をいただいたんですが、小金井のフ

ァーマーズ・マーケットでは、農家の方が毎日、朝、収穫した野菜をその日の朝のうちに店頭に出荷い

ただいて、販売をしているというのが現状です。 
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 基本的には、お店としてはロスというのは現在ありません。その日に売れないものはその日のうちに

下げていただくということで、ファーマーズのお店としてはないです。あるとすれば、例えばキュウリ

であったりすると、曲がっていたりとか、通常の規格と違うものであったりすれば、それはそれで価格

を下げて販売するとか、分量を多くして販売するということで取り組んでおりますので、中にはそうい

うもののほうが量が多いし、味も変わらないしということで、好んで買われていく方もいらっしゃいま

す。なので、お店としてのロスというのはないというのが現状でございます。 

○南会長 ありがとうございます。 

 それでは、船田さん、お願いいたします。 

○船田委員 梶野町で農家をしております船田と申します。私は生産者という立場で、食品ロスは正直

あまり考えたことはないんですけれども、今、直売所、須崎さんがご説明しましたとおり、曲がったも

のは曲がったもので量を多くすれば、逆に買っていただける方が非常に多いです。形が違うだけなので

味には全く変わりがないので、そういうものは気をつけています。また、ダイコン、トマトとかが半分

腐ってしまったとか、製品としてお店に出せないようなものは私の家の前で、個人販売で破格で売った

りですとか、ほとんどが自家消費、自分の家で食べてしまうというのがあるから、ほとんどごみという

のは、口に入るもの以外の、例えばトマトの茎とか、そういうものに関しては普通に土に埋め戻してし

まいますので、ほとんどごみの出ないような経営を私は目指しております。 

 野菜に関しては以上ですけれども、植木をやっている方の場合は普通に木に伸びたもの、枝とかは今

野焼きが禁止されていますので、大体の人はチッパーを使って細かくしたものをまた土７に戻して、乾

燥を防ぐようなものに使用したりとか、ほとんど無駄のない、昔からご先祖様が普通にやってきたこと

をそのまま続けていれば、ロスにはならないのかなと私は思っています。 

 話を変えますけれども、先ほど食品リサイクル堆肥について説明がありましたが、私の家では正直、

今使っておりません。普通の堆肥を使っておりますが、小金井市の中では数軒の農家さんが食品のリサ

イクル堆肥や生ごみ堆肥、小金井有機という名前でやっておりますが、それを使っています。今回、持

ってきたんですけれども、堆肥なんですけれども、いろいろな使用例があって、畑で使うことと、あと

消臭剤、ペットの尿とかふんがにおいを出すから、砂の役割にもなるということを聞いていますので、

そういうことで一般の市民の方が使って、毎週金曜日に無料で配布しているということですので、そう

いうのにも使えるのかなと思っております。 

 今までは中町にあるリサイクルセンターで乾燥した生ごみからペレット状の堆肥をつくっていたんで

すが、３年ぐらい前からは群馬県の業者にお願いをして、生ごみ以外のものも入った堆肥が現状使われ

ているものとなると砂状のものなんですが、ただ、生ごみのみの堆肥ではないので、変な話、成分的に
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疑いがあるといいますか、汚泥と書いてあるだけですので、何の汚泥なのかわからないので、これはま

たいろいろ聞きたいとは思っています。 

 農家として食品ロスというのをあまり真剣に考えるよりも、普通に今までやってきたことが食品ロス、

もったいないという精神の中でできてきたものなので、それを市民の皆さんにこれからどういうふうに

広めていくかというのを考えていければいけないのかなと私は思っております。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございます。ただいま３者の方から説明があったのですけれども、今までの説明

に対して何かご意見とかご質問ありますでしょうか。なければ、私としては、商店街などはどうなのか

ちょっとお伺いしたいところですけれども、そういう取り組みというのはしていますでしょうか。食品

ロスって意識している取り組みですが。 

○保谷委員 飲食店ですと、やっぱりかなり出るんです、どうしても。もちろん期限というのもありま

すし、ちょっと危ないものを使って出して食中毒が起きたら営業停止になってしまうというのもありま

すので、店によっては月に数万、数十万というごみ処理費を払っているお店もあると思うんです。そう

いう大きな飲食店ほど、食品ロスというのは多いんですね。 

 チェーン店とか、私はファミリーレストランで働いたんですけれども、そうすると明らかに食べられ

るものでも期限が２４時間で切れていたら、そこで捨てなきゃいけないですよね。かといって、料理の

提供は１５分以内にしないといけないという決まりがありますので、ある程度準備しておかなきゃいけ

ないということで、毎日大量の食べられるものが廃棄されていくというのは目の前で見ていたので、個

人店ですのでそこまで厳しくなくても、これはこっちに火を入れて使おうとかはできるんですけれども、

そういうのができないのは特にそういう大手のお店だと思って、そこは改善がなかなか難しいのかなと

思いました。 

○南会長 ありがとうございます。確かにそうですね。なかなか行政も立ち入れないところかなという

感じですが、生ごみなどの出る量の経時的なというか、経年変化というのは出ていますか、市でですが。

こういうフードロスのことなども言われて久しいですけれども、市としてはこれといった取り組みは今

まではしていなかったので、排出量の経年変化のような統計はとっていませんでしたね。 

○近藤主査 生ごみとかですね。 

○南会長 生ごみってとりたてて集めてないから、それだけの量を見るというのは難しいですね。 

○近藤主査 燃えるごみとして全体は統計をとっているようですが生ごみだけというのはわからないと

思います。わかっているのは生ごみ処理機に投入してできた生成物の量、資料の８ページでお示しして

いますとおりです。 



－１３－ 

○南会長 これは夏休みのときに持ってきたものだけというわけではないのですね。 

○近藤主査 拠点回収も戸別回収も学校の給食も毎月ございますので、夏休みに時期を限って市報でお

知らせしているのは学校の市民投入だけです。 

○南会長 市民投入の量というのは、設置されている容器の面積というか、体積に対してほぼいっぱい

入っているという形ですか、それともまだあきがあるというところ。 

○近藤主査 学校の生ごみ処理機の容量は１００キロみたいですけれども、ただ、市民の方がどのくら

いいうのは、多分日割りにしたら満杯にはなってないのではないかと思うのですけれども。 

○南会長 例えばそういう投入の量を増やすということは可能なわけですか、呼びかけをして。 

○近藤主査 そうですね。ごみ対策課は、市報等で呼びかけをおこなっています。ただ、生ごみだから

といって、何でも入れていいわけではなくて、例えば繊維の多いものとか、かたいものは入れてはいけ

ないというのもあります。投入場所で自治会のボランティアの方がチェックされているようです。そう

いうことも考慮すると１００％入れているかどうかというのは、わかりません。数値としてつかんでお

りません。 

○南会長 繊維の多いものって、ゴボウみたいなものが出るのですか。 

○近藤主査 トウモロコシの皮とか芯は学校でたくさん出るのですけれども、細かくしていないものは

入れないようにいわれています。投入してよいもの、いけないものは、ごみ対策課が学務課の給食職員

の研修会でも周知されていました。また自治会のボランティアの方にもお知らせしているようです。 

○南会長 会議としては、この取り組みについて今後どういうことができるかとか、食品ロスをなくす

とか、それについてアイデアを募るとかやっていけるといいと思っておりますけれども、何がご意見あ

りますか。 

○廣繁委員 いろいろな現状をお聞かせいただいて、食品ロス対策の必要性を再認識いたしました。第

３次小金井市食育推進計画では、食品ロス軽減のために活動している市民の数を、現在の６７％から８

０％以上に増やすという目標が掲げられていたと思います。このため、今、先生がおっしゃられた切り

口の他にも、市民一人一人がどのような取組や行動をしていけばよいかなど、具体的な活動につながる

ような提案や支援を検討してもいいのかなと思いました。 

○南会長 そうですね。ご意見ありがとうございました。 

○澁谷委員 この場で列記しているかわからないんですけれども、個人的な取り組みとして居場所づく

りをしているんですけれども、市内には幾つか居場所づくり、子ども食堂ですとか、そういう活動をさ

れている方々がおりまして、私も主宰をしているということがあるので、月に１回、自分のお店で可食

部分、売れ残ってしまった部分で食べられるものを居場所づくりに提供させていただいております。 
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 それが食べられるという観点では、保健衛生的にはどうなのかということはありますけれども、そう

いう居場所づくりのところに提供するということで、可食部分を無駄にしないでリサイクルしていただ

けるようなことがあったらいいなと思っていて、そういう活動を自分の店だけではなくて、市内の飲食

店さんですとか、また居場所づくりを主宰されている方々が購入して情報提供とか、そういうことがで

きたらば、市内の可食部分のロスというものが減るのではないかと思っていて、そういうことを提唱で

きたらいいのではないかと私的には考えています。 

○南会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにご意見ございましたらお願いします。もし何も出ないようでしたら、この議題に関してはこれ

で終了ということで、次の食育月間行事に移りたいと思います。 

 では、まず事務局から説明をお願いします。 

○近藤主査 皆さんのお手元に「小金井市民の歯と口の健康」という両面刷りのチラシがあると思いま

すが、そちらをごらんください。 

 健康課の食育月間行事につきましては、こちらの歯と口の健康の中にあります内容のところの上から

３番目の食育展示とクイズを行っています。昨年と内容的にはほぼ同じですけれども、内容についてご

紹介させていただきます。 

 展示はパネル４種類と模型です。パネルは、「知っていますか スマイルケア食」「栄養バランスを

考えよう」「砂糖に気をつけよう」、それから今年度新しくつくりました「ひみこの歯がいいぜ かむ

ことの８大効用」、この４種類のパネルを展示いたします。それから模型は、ジュースに含まれる砂糖

量のモデル展示です。炭酸飲料等に砂糖に換算にしてどのぐらい糖分が入っているかというモデルを展

示します。 

 それから、体験コーナーは２つのクイズです。１つは栄養バランス当てクイズ。食品カードを用いて、

赤色、主としてタンパク質を含むもの、緑色、主としてビタミン・食物繊維を含むもの、黄色、主とし

て炭水化物を含むものの３つに分けてもらいます。２つ目のクイズは、菜の花当てクイズ。野菜の花の

写真を見て何の野菜かを当ててもらいます。このクイズに参加された方には、お子さんだけですが、昨

年好評だった食育ステッカーを配付いたします。場所は、この健康センター２階の歯科相談室の前のス

ペースで行います。一応配付物もありまして、食育のミニパンフレットと小金井市食育ホームページの

パンフレットです。食育コーナーについては以上です。 

 本日、歯科医の平田先生が所用のためお見えになれませんでしたので、メーンのほうも説明いたしま

す。市民の方を対象に、歯科健診をおこないますが、予約なしで受けることができます。また、小学生

までのお子様も予約なしでフッ素の塗布が受けられます。そのプリントの内容の一番下なのですけれど
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も、予約で口腔がん検診を行っております。こちらは既に午前はいっぱいになりましたが、まだ午後の

時間帯についてはあいております。年１回の検診が推奨されておりますので、まだ予約をなさってない

方はぜひ予約をされてくださればと思っています。予約は健康課の窓口で行っておりますので、来られ

そうな方はお帰りに予約をしていってください。 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。補足ありますでしょうか。ないですか。 

 今の説明に関して何かお聞きしたいことなどありますでしょうか。 

 では、議事に関しては以上でよろしいでしょうか。 

○酒井委員 この前の船田さんとか、関係者の方がいらっしゃるんですけれども、６月９日、キッズ・

カーニバルが学芸大学の芸術館で行われます。食育推進有志ということで、ここにいるメンバーでは私

と松嶋さんが当日参加する予定にしているんですけれども、このたびは健康課で前の週に歯と口の健康

をやっていただくので、そのときに使用したものの一部をお貸しいただけるということで、それを幾つ

かお借りして展示したり、クイズに使ったりすることになっています。 

 それから、多摩府中保健所さんから、「まめっ子くん」といって、大豆を箸で移動させるものをお借

りすることになっておりますので、それもやらせていただきますので、もしお時間がありましたら、の

ぞいていただければと思っております。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。そのほかに何かご意見とか連絡事項ありますでしょうか。 

 ないようでしたら、最後に事務局から次回の開催についてなど。 

○近藤主査 済みません。その前に、今回、栄養教諭で島﨑さんからかわられました古莊さんから、学

校の今の取り組みなどをお話ししていただけたらと思いますので、済みません、古莊さんお願いしてい

いですか。 

○古莊委員 はい。 

○古莊委員 着任したばかりなので、お伝えできることが少ないですが、今は毎日、とにかく給食の献

立をしっかり考えて食育を進めているところです。今月、食育として体験授業を行いました。２年生で

は空豆のさやむきをしました。『そらまめくんのベッド』という絵本をご存じですか。そちらの絵本を、

昨年度１年生では道徳の授業で島崎先生がされていたということで、それを導入として使い、空豆とは

どういうものか説明しながら、実際に空豆のベッドにさわろうということで、子供たちは空豆のベッド

を実際に見られてとても喜んでいました。 

 当日は、空豆を食べるだけではなくて、ポタージュにもしました。空豆だけだとなかなか食べなれな

いお子さんでも、空豆のポタージュにすればおいしいということで、よく食べていた印象でした。その
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ものを食べるということももちろん大事なんですが、これなら食べられるという感覚を持って、その食

べ物がおいしいと感じることもとても大事ではないかなと私自身思っています。 

 また、グリーンピースのさやむきも１年生で行いました。グリーンピースですが、さやむきをする際

に、太いほうと細いほうがあると思うんですが、太いほうを押すと「ぽっ」てなるんですね。それを１

年生に、グリーンピースの声を聞こうということでお話しすることで、まだまだ１年生なのでちょっと

騒いでしまいますが、グリーンピースの声を聞こうということで一生懸命、ちょっとそのときは静かに

しながら聞くことができます。体験授業のときは目、耳、鼻、手、口、五感を感じましょうと指導して

います。口は給食で、ほかの４つは体験授業で行います。体験授業のときにもどのようなことがポイン

トかお話ししながら、耳でしたら音など、そのようなことを感じながら食べ物に触れます。野菜を好き

になってもらえればなという思いを込めながら食育を進めています。 

 最近では、タマネギを４分の１にカットして、塩をかけてオーブンで焼くというのをやりました。新

タマネギなので非常に甘いので、そうすることでタマネギが苦手なお子さんも、タマネギってこんなに

甘いんだというのを実感していました。１年生ではデザートみたいにおいしいよと言うと、甘みを実感

しながらおいしく食べていた様子もありました。 

 そのようにまずは、給食の献立を大事にしながら食育を推進していければと思っています。 

 また、小金井市は地場産が大変多くて、なるべく地場産を多く取り入れるようにしております。私も

大変うれしく思っています。昨年度から、ＪＡさんのご協力により、地場産が大変多く取り入れられる

ようになったというのも伺っておりまして、また今年度からは月曜日も納品をしていただくことになっ

たことで、今は週５で納品してくださっていることも大変感謝しているところです。 

 ただ地場産を使うだけではなくて、今月はどのようなものを使っているのかというのも、給食時のお

たよりを通じて子供たちにも知らせています。地場産を使えるというのは東京都のどこでも使えるとい

うことではないので、そのようなものも大切にしながら地場産を使わせていただき、子供たちにも食育

を進めていければと思って進めております。 

 小金井市の給食指導研究会のことですけれども、小中学校の栄養士、栄養教諭で構成されている小金

井市の給食指導研究会で、昨年度は８年に一度回ってくる小学校の研究会で、小金井市の栄養士の皆さ

んが発表されたそうです。そちらで特に発表がよかったということで、今年度の８月に全国大会で発表

する準備を行っています。 本当に申しわけありませんが、私は異動したばかりで、詳しく内容はまだ

伺っておりません。８月に発表の準備もこれから行われるところなので、今日は簡単な内容だけ説明さ

せていただきます。テーマとしては「食でつながる小金井の和 話 輪」ということで、和食の「和」、

話の「話」、輪っかの「輪」、その３つを取り入れて、「守ろう 伝えよう 日本の食文化」というこ
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とで研究をされていました。特に、より食品構成を満たす標準献立の作成と、和食のよさを伝える食育

の研究を主に進めていたということです。また１１月２４日を「小金井 和食の日」というふうに設定

いたしまして、市内全校でだしを使った和食の給食を今まで実施されていたということでした。 

 このほかにも様々ありますが、詳しいことはまた今後、私も８月の発表後また改めてご報告させてい

ただければと思います。十分なお伝えができず大変申しわけありません。また次回の発表の際にお伝え

できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

○南会長 ありがとうございました。和食については、日本人としては今どんどん和食を食べなくなっ

ている現状ですね。ここにいる方々はそうでもないと思うのですけれども、うちの学生で、現職の５０

代と下から上がってきた修士の学生に和食と洋食をどれくらい食べているか２週間カウントしてもらっ

たら、下から上がってきた学生さんは８割が洋食、現職の５０代の方は半々だったという結果があるの

です。数名ずつなのですけれどもそういう結果でした。若い人はどんどん洋食を食べる機会が増えてい

るということで、杉並のある学校ではご家庭では洋食が多いということで、給食は全部和食にしている

という学校もあるらしいです。 

 ということで、和食ってこれからは努力してとらないと回数が増えていかないかなという気がします

ので、今回の取り組みは、全国大会で優勝でもしたり認められたりするといいなと思っています。あり

がとうございました。 

○古莊委員 ありがとうございます。 

○近藤主査 もう１件事務局からあります。初めのほうで配付いたしました食育コーディネータの実施

状況の中に、学校給食への地場野菜活用のための関係者打ち合わせというのがあったと思うのですけれ

ども、今年度も３０年５月２４日、農協の経済センターで懇談会が持たれました。出席者は、ここにい

らっしゃるＪＡ東京むさしの須崎委員、それから船田委員、あと農家の方数名、市の農業委員会、学務

課、学校の栄養士、そして健康課です。 

 そこで２９年度の学校給食における地場野菜の使用量の話がありまして、先ほどもそういうお話があ

りましたけれども、平成２８年の使用量の倍近く伸びたとの報告がありました。また、古莊先生のお話

にもありましたけれども、平成２９年度からＪＡさんが納品業者として入っていただいたことによりま

して、扱う野菜の種類が多くなったこと、それから納品してくださる農家の方が多くなったことで、学

校としても発注した分だけ納品していただくことができるようになりました。ただ残念なことに、３月

にちょっとお天気が悪くて納品できないこともあったようなのですけれども、それでも２８年度の倍近

くの量の地場野菜が学校給食で使用できました。 
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 ＪＡさんのほうでも配送の方を増やしていただきまして、多い日では１４校全校納品した日もあった

ということもお伺いしました。本当に大変だと思うのですけれども、今後もまた続けていければ、給食

に使われる地場野菜の量も種類も増えていくのではないかと思いました。 

 それから、今後の会の予定としましては、今年度６月に目合わせ会を行う予定ということでした。目

合わせ会というのは、地場野菜の納品時の規格、大きさや形状を学校と農家さんとで共通認識を持つた

めに確認していく場のことだそうです。６月に収穫できる野菜を農家の方に持ち寄っていただき、学校

の栄養士とともに、学校としてＬというのはこのくらいなのですけれども、いかがでしょうかみたいな

会を初めて持つそうです。 

 このような内容だったと思うのですけれども、もし農協さんや船田さんのほうから、足りないことが

ありましたら、お願いします。 

○須崎委員 大まかに今お話しされたとおりなんですが、今言われた目合せというのは、学校側さんの

言っているニンジンのＬサイズというのはこうだよというのと、農家さんで考えているＬというのはこ

うだよという、その大きさが違ったりすると、納品のときにトラブルになったりとかもありますので、

６月２１日に当小金井経済センターでまた農家さんと栄養士さん等に集まっていただいて、今回はジャ

ガイモ、ニンジン、トマト、ナス、キュウリ、タマネギの６品目について目合わせ会というのを予定し

ております。 

 量につきましても昨年、２９年度のお話もありましたけれども、量にしまして１８トン地場農産物が

学校給食で使われているというデータをいただきました。そのうちＪＡを通して学校さんに納めていた

だいたのが、おおむね１０トンになっています。その前の年、２８年度については全体が１０トンとい

うことで、その時点ではＪＡは介入をしていませんでしたので、丸々８.６トンぐらいはＪＡが入って増

えてきたのかなと思っております。 

○南会長 じゃ、お願いいたします。 

○保谷委員 地場野菜を使っていくのはすごいいいなと思うんですけれども、この前ちょっと農家の知

り合いに聞いたら、まず規格が厳し過ぎて、穴があいていたり虫がついたりというのがすごい厳しいの

で、通常よりも多く農薬を使うということを聞いたんです。それは虫がつかないほうがいいのか、農薬

をちょっと減らしたほうがいいのかとか、その辺は提案というか、提言というか、何かできればいいの

かなと思いましたので、そういうことも今後、データとか情報を集めたいと思っております。 

○南会長 ありがとうございました。かけても出荷のときまでには日光で分解するとかするのですね。 

○須崎委員 もちろん体に害はないですが、要するに見た目というのが重視されてしまうと、きれいな

ものをつくるのであれば当然薬も使わないとというのがありますので、その辺の共通認識をつくってい
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くというのも、今後課題として、また会議をやっていくというところです。 

○南会長 日本は見た目が重視で結構厳しいことなどありますので、食べるときは刻んでしまうわけで

すし、あんまり気にしなくても本当はいいことだと思うのですけれども、どうもありがとうございます。 

 ほかにご意見ありますか。 

○石原健康課長 なければ、ちょっと食育から離れてしまうんですけれども、１点、資料としてお配り

しました（仮称）小金井市新福祉会館建設基本計画【概要版】について、若干お時間をいただいて情報

提供させていただきたいと思います。 

 こちらは平成２９年度１年間かけて、新福祉会館の建設基本計画を検討してまいりました。計画の結

論といたしましては、平成３４年４月オープンを目指して、市の中町３丁目にございます蛇の目ミシン

工業工場の跡地、庁舎建設予定地として購入された土地なんですけれども、こちらのほうに庁舎と新福

祉会館を複合化した建物として建設するという基本計画になってございます。それで、新福祉会館の中

にはこちらの保健センターも入るということで、平成３３年度中に新福祉会館への引っ越しが行われる

ことを目指して、これから設計であるとか、新福祉会館での活用などについて詰めていくという流れに

なってございます。それから、この保健センターに入っております子ども家庭支援センターも一緒に新

福祉会館の中に入っていくことになります。 

 次ページ以降におつけしたのが保健センターの、主に健康課の中の機能配置（案）なんですけれども、

２階、３階、４階となかなか１枚で見れなくて、見づらい絵になっていますけれども、あくまでも現時

点での配置案というところで、この新福祉会館の中にはシルバー人材センターが入ったり、社会福祉協

議会が入ったり、悠友クラブが入ったり、福祉共同作業所が入ったりとか、いろいろな福祉関係の団体

などが入ってきますので、その中で調整しながら、最適な配置というのをこれから設計の中で実現して

いくということで、あくまでもこの配置については現時点のイメージですけれども、ただ、機能の面積

としては、この面積を基本として保健センターの機能を新福祉会館の中に入れていくことになります。 

栄養相談室とか、現在、保健センターにある食育関係で使っているようなスペースも新福祉会館の中に

入っていくこととなりますので、現時点の情報として皆様に情報提供させていただきました。 

 以上です。 

○南会長 ありがとうございました。竣工ということですか、完全に移るのはいつですか。 

○石原健康課長 平成３３年度中に新福祉会館に移転して、平成３４年４月１日には事業が開始される

予定です。 

○南会長 ありがとうございます。それまではここでやっていくという形ですか。わかりました。 

 ほかにご発言ある方いらっしゃいますか。もしいらっしゃらないようでしたら、次回の開催などをお
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願いします。 

○平岡健康係長 事務局でございます。次回の開催でございますが、８月２７、２８、２９日の３日間

のうち、いずれかで開催をさせていただきたいと存じます。時間は２時からで調整をさせていただけれ

ばと思っております。皆様からご都合がよろしいお日にちを教えていただきまして、参加者が多い日に

ちで調整をさせていただきたいと思っております。 

 次回は食育推進計画、新計画の進捗状況報告を行う予定でして、今、庁内で進捗状況調査をかけてい

るところでございますので、調査がまとまり次第ご報告をさせていただければと思います。まだ、その

ほか、皆様からこちらのほうのご報告をしたいとか、ご提案をしたいとか何かございましたら、資料等

ございましたら事前に事務局までお持ちいただけましたら、こちらの次第に入れましてご案内申し上げ

る予定でございます。 

 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した。 

 では、これをもちまして平成３０年度第１回食育推進会議、終了させていただきたいと思います。ど

うも皆さまお疲れさまでした。 

 

―― 了 ―― 

 


