
様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号                会会会会    議議議議    録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））    
第第第第２２２２回回回回    川西市食育推進会議川西市食育推進会議川西市食育推進会議川西市食育推進会議    

事事事事    務務務務    局局局局    

((((担担担担    当当当当    課課課課))))    
健康福祉部健康健康福祉部健康健康福祉部健康健康福祉部健康づくりづくりづくりづくり室室室室        内線内線内線内線（（（（4530453045304530））））                                                

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））午後午後午後午後１１１１時時時時４５４５４５４５分分分分～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時００００００００分分分分    

開催場所開催場所開催場所開催場所    川西市保健川西市保健川西市保健川西市保健センターセンターセンターセンター２２２２階階階階    健康教育室健康教育室健康教育室健康教育室    

委委委委    員員員員    

（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））        

会会会会    長長長長    藤原藤原藤原藤原    政嘉政嘉政嘉政嘉                

副会長副会長副会長副会長    林林林林        宏一宏一宏一宏一                                                                                                                                                        

委委委委    員員員員    徳永順一郎徳永順一郎徳永順一郎徳永順一郎            仲西仲西仲西仲西    博子博子博子博子            三宅三宅三宅三宅    圭圭圭圭一一一一    

山上山上山上山上    威威威威                上西上西上西上西    淳一淳一淳一淳一            上野上野上野上野    和信和信和信和信    

片山片山片山片山    由美由美由美由美            川上川上川上川上    陽子陽子陽子陽子            木原木原木原木原    恵美子恵美子恵美子恵美子    

栗林栗林栗林栗林    保保保保                近藤近藤近藤近藤    絵美絵美絵美絵美            橋本橋本橋本橋本    香代子香代子香代子香代子    

平岩平岩平岩平岩    かずえかずえかずえかずえ            住本住本住本住本    綾綾綾綾                    真鍋真鍋真鍋真鍋    由香里由香里由香里由香里            

真鍋真鍋真鍋真鍋    由美子由美子由美子由美子        

そのそのそのその他他他他            企画財政部政策推進室政策課長企画財政部政策推進室政策課長企画財政部政策推進室政策課長企画財政部政策推進室政策課長    石田石田石田石田    有司有司有司有司    

学務課長学務課長学務課長学務課長    尾辻尾辻尾辻尾辻    美樹美樹美樹美樹    

学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長    松田松田松田松田    康宏康宏康宏康宏    

農林農林農林農林・・・・労政課長労政課長労政課長労政課長    田口田口田口田口    弘高弘高弘高弘高                                                                                    

出出出出
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者者者者

    

事務局事務局事務局事務局    健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長健康福祉部長    今北今北今北今北    延行延行延行延行    

健康福祉部健康健康福祉部健康健康福祉部健康健康福祉部健康づくりづくりづくりづくり室長室長室長室長    藪野藪野藪野藪野    俊介俊介俊介俊介        

同同同同                主幹主幹主幹主幹    石田石田石田石田    吉男吉男吉男吉男                    

同同同同                主幹主幹主幹主幹    池田池田池田池田    敏夫敏夫敏夫敏夫                    

同同同同                主任主任主任主任（（（（管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士））））    米田美生子米田美生子米田美生子米田美生子                                                                            

同同同同                管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士    宮代宮代宮代宮代    正和正和正和正和    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否            可可可可                傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ２２２２人人人人                                

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不一部不一部不一部不

可可可可のののの場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその

理由理由理由理由    

                                                                                                                                                                                

会議次第会議次第会議次第会議次第    別添別添別添別添「「「「審議経過審議経過審議経過審議経過」」」」のとおりのとおりのとおりのとおり    

会議結果会議結果会議結果会議結果    別添別添別添別添「「「「審議経過審議経過審議経過審議経過」」」」のとおりのとおりのとおりのとおり    
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審審審審    議議議議    経経経経    過過過過    

第第第第２２２２回回回回    川西市食育推進会議川西市食育推進会議川西市食育推進会議川西市食育推進会議    審議経過審議経過審議経過審議経過（（（（要旨要旨要旨要旨））））    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日                    

午後午後午後午後１１１１時時時時４５４５４５４５分分分分～～～～４４４４時時時時００００００００分分分分            

川西市保健川西市保健川西市保健川西市保健センターセンターセンターセンター２２２２階階階階                    

健康教育室健康教育室健康教育室健康教育室                                

    

    

出席者出席者出席者出席者：：：：１１１１８８８８名名名名        

    

［［［［会議次第会議次第会議次第会議次第］］］］        

１１１１    開会開会開会開会    

２２２２    協議事項協議事項協議事項協議事項    

（（（（１１１１）「）「）「）「川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画」（」（」（」（素案素案素案素案））））についてについてについてについて    

・・・・第第第第１１１１章章章章～～～～第第第第２２２２章章章章    

・・・・第第第第３３３３章章章章    

・・・・第第第第４４４４章章章章～～～～第第第第５５５５章章章章    

（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他    

・・・・今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて    などなどなどなど    

３３３３    閉会閉会閉会閉会    

    

    【【【【１１１１．．．．開会開会開会開会】】】】    

事務局事務局事務局事務局    失礼失礼失礼失礼いたしますいたしますいたしますいたします。。。。定刻定刻定刻定刻のののの1111時時時時45454545分分分分をををを若干過若干過若干過若干過ぎておりますぎておりますぎておりますぎておりますのでのでのでので、、、、まだまだまだまだ一部一部一部一部のののの方方方方がおがおがおがお見見見見えになっえになっえになっえになっ
ておりませんがておりませんがておりませんがておりませんが、、、、ただただただただ今今今今からからからから平成平成平成平成22222222年度第年度第年度第年度第2222回川西市食育推進会議回川西市食育推進会議回川西市食育推進会議回川西市食育推進会議をををを開催開催開催開催させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい
とととと思思思思いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは大大大大変変変変ごごごご多忙多忙多忙多忙のところのところのところのところ、、、、またおまたおまたおまたお寒寒寒寒いいいい中中中中、、、、本推進会議本推進会議本推進会議本推進会議にごにごにごにご出席出席出席出席いただきましいただきましいただきましいただきまし
てててて、、、、誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。    

本日本日本日本日のののの委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方のののの出席状況出席状況出席状況出席状況でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、事前事前事前事前にににに少少少少しししし遅遅遅遅れるとれるとれるとれるとのごのごのごのご連絡連絡連絡連絡をいただをいただをいただをいただ
いていいていいていいていますますますます。。。。後後後後ほどおほどおほどおほどお見見見見えになるとえになるとえになるとえになると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。そのそのそのその他他他他のののの方方方方
はごはごはごはご出席出席出席出席ですですですです。。。。    

またまたまたまた、、、、市市市市のほうですがのほうですがのほうですがのほうですが、、、、本日本日本日本日はははは庁内連絡会庁内連絡会庁内連絡会庁内連絡会からのからのからのからの代表代表代表代表としましてとしましてとしましてとしまして、、、、計画策定計画策定計画策定計画策定にににに関関関関わりのわりのわりのわりの深深深深
いいいい、、、、企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部、、、、市民生活部市民生活部市民生活部市民生活部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの関係課関係課関係課関係課からもからもからもからも、、、、担当職員担当職員担当職員担当職員がががが出席出席出席出席させていただいさせていただいさせていただいさせていただい
ておりますておりますておりますておりますのでのでのでので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、本日本日本日本日のののの会議内容会議内容会議内容会議内容でござでござでござでございますがいますがいますがいますが、、、、おおおお手元手元手元手元のののの会議次第会議次第会議次第会議次第にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、計画計画計画計画
のののの素案素案素案素案につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご協議協議協議協議いただくことになっておりますいただくことになっておりますいただくことになっておりますいただくことになっております。。。。    

先般先般先般先般のののの9999月月月月8888日日日日にににに開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました第第第第1111回回回回のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、素案素案素案素案についてごについてごについてごについてご協議協議協議協議いただくためのいただくためのいただくためのいただくための会会会会
議議議議はははは、、、、11111111月上旬月上旬月上旬月上旬のののの予定予定予定予定とごとごとごとご案内案内案内案内しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの結果報告結果報告結果報告結果報告
のまとめやのまとめやのまとめやのまとめや、、、、予防接種関係予防接種関係予防接種関係予防接種関係でででで国国国国のののの新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業のののの対応対応対応対応などでなどでなどでなどで、、、、事務事務事務事務がががが急増急増急増急増いたしましたいたしましたいたしましたいたしました関係関係関係関係でででで、、、、
素案素案素案素案のののの作成作成作成作成がががが当初当初当初当初ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールよりよりよりより相当遅相当遅相当遅相当遅れてしまいましてれてしまいましてれてしまいましてれてしまいまして、、、、本日本日本日本日のののの開催開催開催開催となったものでとなったものでとなったものでとなったもので
ございますございますございますございます。。。。大変遅大変遅大変遅大変遅くなりましてくなりましてくなりましてくなりまして、、、、申申申申しししし訳訳訳訳ございませんでしたございませんでしたございませんでしたございませんでした。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速ではございますがではございますがではございますがではございますが、、、、会長会長会長会長にににに、、、、今後今後今後今後のののの議事進行議事進行議事進行議事進行をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと存存存存じますじますじますじます。。。。
会長会長会長会長、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

会長会長会長会長    皆皆皆皆ささささまままま、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。年末年末年末年末のおのおのおのお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、おおおお集集集集まりいただきありがとうございますまりいただきありがとうございますまりいただきありがとうございますまりいただきありがとうございます。。。。皆皆皆皆ささささ
まにごまにごまにごまにご意見意見意見意見をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、実実実実りりりり多多多多いいいい会議会議会議会議としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願
いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。なおなおなおなお、、、、今回今回今回今回もももも肩肩肩肩のののの張張張張らないらないらないらない雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの中中中中でででで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。委員委員委員委員のののの
皆皆皆皆さまもさまもさまもさまも、、、、事務局事務局事務局事務局のごのごのごのご説明説明説明説明もやわらかくしていただければもやわらかくしていただければもやわらかくしていただければもやわらかくしていただければ、、、、ありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、
ごごごご意見等意見等意見等意見等のごのごのごのご発言発言発言発言はははは、、、、挙手願挙手願挙手願挙手願いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその場場場場でおでおでおでお座座座座りいただいたままでりいただいたままでりいただいたままでりいただいたままで結構結構結構結構でございでございでございでございますますますます
のでのでのでので、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、議事議事議事議事にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、本日本日本日本日のののの資料資料資料資料のののの確認確認確認確認をををを事務局事務局事務局事務局よりおよりおよりおよりお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    それではそれではそれではそれでは、、、、確認確認確認確認させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    
まずまずまずまず、、、、本日本日本日本日のののの会議次第会議次第会議次第会議次第としましてとしましてとしましてとしまして、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ4444様式様式様式様式がががが1111枚枚枚枚とととと、、、、すでにすでにすでにすでに委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには送付送付送付送付させてさせてさせてさせて

いただいておりますがいただいておりますがいただいておりますがいただいておりますが、、、、川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画（（（（素案素案素案素案））））ででででございますございますございますございます。。。。本日本日本日本日ごごごご持参持参持参持参いただいていただいていただいていただいて
いないいないいないいない方方方方がいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたらおおおお配配配配りいたしますがりいたしますがりいたしますがりいたしますが、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

またまたまたまた、、、、素案素案素案素案とととと一緒一緒一緒一緒にににに郵送郵送郵送郵送させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました「「「「あなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたの家族家族家族家族のののの『『『『食食食食』』』』にににに関関関関するするするする
アンケートアンケートアンケートアンケート調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書」」」」につきにつきにつきにつきましてはましてはましてはましては、、、、前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででで、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまからさまからさまからさまから、、、、国国国国やややや県県県県とのとのとのとの関関関関
連調査項目連調査項目連調査項目連調査項目のののの比較比較比較比較をををを入入入入れてほしいというごれてほしいというごれてほしいというごれてほしいというご意見意見意見意見をいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、、、、これにこれにこれにこれに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、
素案素案素案素案のののの中中中中にににに記載記載記載記載しししし、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの現状分析現状分析現状分析現状分析やややや課題課題課題課題にににに反映反映反映反映しながらしながらしながらしながら、、、、まとめさせていただまとめさせていただまとめさせていただまとめさせていただ
いておりますいておりますいておりますいております。。。。    

またまたまたまた、、、、本日本日本日本日のののの追加資料追加資料追加資料追加資料といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、第第第第1111回回回回のののの会議録会議録会議録会議録をおをおをおをお配配配配りさせていただいておりますりさせていただいておりますりさせていただいておりますりさせていただいております。。。。
このこのこのこの会議録会議録会議録会議録につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市市市市ののののホームページホームページホームページホームページにもにもにもにも掲載掲載掲載掲載しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、川西市川西市川西市川西市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連合会連合会連合会連合会さんがさんがさんがさんが作成作成作成作成されましたされましたされましたされました「「「「たつのおとしごたつのおとしごたつのおとしごたつのおとしご」」」」をおをおをおをお配配配配りさせていりさせていりさせていりさせてい
ただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。最後最後最後最後のののの「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの時時時時にににに、、、、委員委員委員委員かかかからごらごらごらご紹介紹介紹介紹介いただけいただけいただけいただけるかとるかとるかとるかと思思思思いいいいますますますます。。。。    

またまたまたまた、「、「、「、「弁当弁当弁当弁当のののの日日日日・・・・おむすびおむすびおむすびおむすび通信通信通信通信」」」」というものもというものもというものもというものも、、、、おおおお配配配配りさせていただいておりますりさせていただいておりますりさせていただいておりますりさせていただいております。。。。これこれこれこれ
につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、委員委員委員委員のほうからののほうからののほうからののほうからの資料提供資料提供資料提供資料提供でございますでございますでございますでございます。。。。これにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましても、、、、最後最後最後最後にごにごにごにご
紹介紹介紹介紹介いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

最後最後最後最後にににに、、、、市市市市のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からのからのからのからの紹介紹介紹介紹介といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ4444でででで2222枚枚枚枚のののの「「「「平成平成平成平成22222222年度川西市学校年度川西市学校年度川西市学校年度川西市学校
給食展給食展給食展給食展のののの開催開催開催開催についてについてについてについて」」」」というごというごというごというご案内案内案内案内もももも置置置置かせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいております。。。。    

資料資料資料資料についてはについてはについてはについては以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。もしもしもしもし不足不足不足不足がありますようならがありますようならがありますようならがありますようなら、、、、ごごごご連絡連絡連絡連絡いただけばおいただけばおいただけばおいただけばお渡渡渡渡
しいたしますのでしいたしますのでしいたしますのでしいたしますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    
【【【【２２２２．．．．協議事項協議事項協議事項協議事項】】】】    

（（（（１１１１）「）「）「）「川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画」（」（」（」（素案素案素案素案））））についてについてについてについて    

会長会長会長会長    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    
それではそれではそれではそれでは、、、、本日本日本日本日のののの議事議事議事議事にににに入入入入りますりますりますります。。。。なおなおなおなお、、、、本会議本会議本会議本会議にはにはにはには、、、、地域地域地域地域でででで開業開業開業開業されているおされているおされているおされているお医者様方医者様方医者様方医者様方

もいらっしゃいますのでもいらっしゃいますのでもいらっしゃいますのでもいらっしゃいますので、、、、4444時時時時ごろまでにはごろまでにはごろまでにはごろまでには終了終了終了終了したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いまいまいまいまのでのでのでので、、、、ごごごご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願
いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

ではではではでは、、、、協議事項協議事項協議事項協議事項（（（（１１１１））））のののの「「「「川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画」（」（」（」（素案素案素案素案））））についてについてについてについて、、、、をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいい
ますますますます。。。。事務局事務局事務局事務局よりよりよりより一括一括一括一括してしてしてして説明説明説明説明をいただいたあとをいただいたあとをいただいたあとをいただいたあと、、、、次第次第次第次第にもありますようににもありますようににもありますようににもありますように、、、、概概概概ねねねね章章章章ごとにごとにごとにごとに
ごごごご協議協議協議協議いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、事務局事務局事務局事務局からからからからごごごご説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

事務局事務局事務局事務局    素案素案素案素案のほうをおのほうをおのほうをおのほうをお出出出出しいただけますでしょうかしいただけますでしょうかしいただけますでしょうかしいただけますでしょうか。。。。    
表紙表紙表紙表紙をめくっていただきますとをめくっていただきますとをめくっていただきますとをめくっていただきますと目次目次目次目次がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、まずはまずはまずはまずは目次目次目次目次をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでいただけますでいただけますでいただけますで

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。第第第第1111章章章章とととと第第第第2222章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前回前回前回前回のののの第第第第1111回目回目回目回目のののの会議会議会議会議ででででイメージイメージイメージイメージとしてとしてとしてとして説明説明説明説明させてさせてさせてさせて
いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。そのそのそのその中中中中でででで今回第今回第今回第今回第1111章章章章ではではではでは、、、、本市本市本市本市においてにおいてにおいてにおいて食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画をををを策定策定策定策定していくのしていくのしていくのしていくの
にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、食育食育食育食育のののの推進推進推進推進をををを求求求求められているめられているめられているめられている背景背景背景背景をををを記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。1111番目番目番目番目にににに「「「「計画策定計画策定計画策定計画策定のののの
趣旨趣旨趣旨趣旨」、」、」、」、2222番目番目番目番目にににに「「「「計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ」、」、」、」、3333番目番目番目番目にににに「「「「計画計画計画計画のののの期間期間期間期間」、」、」、」、4444番目番目番目番目にににに「「「「計画計画計画計画のののの策策策策定体制定体制定体制定体制」」」」とととと
なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。    

第第第第2222章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、7777ページページページページからからからから29292929ページページページページにににに渡渡渡渡りましてりましてりましてりまして、「、「、「、「川西市川西市川西市川西市のののの食食食食をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく地域地域地域地域のののの
特性特性特性特性」」」」をををを記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。庁内庁内庁内庁内のののの食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会とととと併併併併せてせてせてせて部会部会部会部会のほうでのほうでのほうでのほうで、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートをををを作成作成作成作成
するするするする段階段階段階段階でででで、、、、このこのこのこのアンケートアンケートアンケートアンケートはははは1111つのつのつのつのストーリーストーリーストーリーストーリー性性性性をををを持持持持たせてつくっていこうということでたせてつくっていこうということでたせてつくっていこうということでたせてつくっていこうということで、、、、
基本的基本的基本的基本的にににに進進進進めてきておりますめてきておりますめてきておりますめてきております。。。。それにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましてはそれにつきましては個人個人個人個人、、、、そしてそしてそしてそして個人個人個人個人をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会社会社会社会、、、、それそれそれそれ
らにらにらにらに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない食食食食のののの循環循環循環循環、、、、そしてそれらをそしてそれらをそしてそれらをそしてそれらを守守守守りりりり擁護擁護擁護擁護するするするする体制体制体制体制というところでというところでというところでというところで、、、、それぞれのあそれぞれのあそれぞれのあそれぞれのあ
りりりり方方方方とつながりをさぐるというところでとつながりをさぐるというところでとつながりをさぐるというところでとつながりをさぐるというところで、、、、市市市市のののの現状現状現状現状をををを知知知知ることをることをることをることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、県県県県のののの推進計画推進計画推進計画推進計画
をををを参考参考参考参考にににに、、、、このこのこのこの4444つのつのつのつの柱柱柱柱、、、、2222つつつつ目目目目からからからから5555つつつつ目目目目にににに挙挙挙挙がっておりますがっておりますがっておりますがっております、、、、このこのこのこの4444つのつのつのつの柱柱柱柱がががが導導導導きききき出出出出したもしたもしたもしたも
のになっておりますのになっておりますのになっておりますのになっております。。。。第第第第2222章章章章のののの最初最初最初最初ではではではでは、「、「、「、「市市市市のののの概要概要概要概要」」」」をををを示示示示しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、2222つつつつ目目目目にににに「「「「食生活食生活食生活食生活
とととと健康健康健康健康」、」、」、」、3333つつつつ目目目目にににに「「「「家庭家庭家庭家庭やややや学校園等地域学校園等地域学校園等地域学校園等地域におけるにおけるにおけるにおける食生活食生活食生活食生活とととと食文化食文化食文化食文化のののの継承継承継承継承」、」、」、」、4444つつつつ目目目目にににに「「「「地域地域地域地域にににに
おけるおけるおけるおける健全健全健全健全なななな食環境食環境食環境食環境とととと循環循環循環循環」、」、」、」、5555つつつつ目目目目にににに「「「「食育食育食育食育をををを育育育育みみみみ守守守守りりりり継継継継ぐしくみぐしくみぐしくみぐしくみ」」」」というというというという形形形形でででで、、、、4444つのつのつのつの柱柱柱柱をををを
示示示示ししししておりますておりますておりますております。。。。6666つつつつ目目目目にににに「「「「川西市川西市川西市川西市におけるにおけるにおけるにおける食食食食のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」とととと、、、、まとめておりますまとめておりますまとめておりますまとめております。。。。    

第第第第3333章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、本市計画本市計画本市計画本市計画におけるにおけるにおけるにおける私私私私たちのたちのたちのたちの目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿をををを示示示示していくといしていくといしていくといしていくということうことうことうこと
でででで、、、、食育推進食育推進食育推進食育推進のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。ページページページページにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、30303030ページページページページからからからから36363636
ページページページページになりましてになりましてになりましてになりまして、、、、1111つつつつ目目目目にににに基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、2222つつつつ目目目目にににに基本目標基本目標基本目標基本目標、、、、3333つつつつ目目目目にににに計画計画計画計画のののの体系体系体系体系、、、、4444つつつつ目目目目にににに計計計計
画推進画推進画推進画推進のののの役割役割役割役割とととと方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

4444つつつつ目目目目のののの第第第第4444章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ページページページページでいきますとでいきますとでいきますとでいきますと37373737ページページページページからからからから55555555ページページページページにににに渡渡渡渡るのですがるのですがるのですがるのですが、、、、
本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、基本理念基本理念基本理念基本理念のののの実現実現実現実現にににに向向向向けましてけましてけましてけまして、、、、第第第第3333章章章章でででで示示示示したそれぞれのしたそれぞれのしたそれぞれのしたそれぞれの
柱柱柱柱ごとのごとのごとのごとの、、、、本市本市本市本市のののの目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした
食育推進食育推進食育推進食育推進をををを図図図図っていくということをっていくということをっていくということをっていくということを表表表表しておしておしておしておりますりますりますります。。。。食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会とととと部会部会部会部会でででで関連関連関連関連しますしますしますします部部部部
署署署署のののの他他他他にににに、、、、全庁的全庁的全庁的全庁的にににに、、、、食育食育食育食育をををを目的目的目的目的としとしとしとし、、、、またはまたはまたはまたは手段手段手段手段としてとしてとしてとして、、、、すでにすでにすでにすでに実施実施実施実施しているしているしているしている事業事業事業事業とかとかとかとか、、、、
今後新今後新今後新今後新    
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事務局事務局事務局事務局    たにたにたにたに実施実施実施実施にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討をををを進進進進めていくめていくめていくめていく内容内容内容内容につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、紹介紹介紹介紹介をさせていただいておりますをさせていただいておりますをさせていただいておりますをさせていただいております。。。。
こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方もももも順次順次順次順次、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの4444つのつのつのつの柱柱柱柱にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標1111「「「「食食食食からからからから広広広広がるがるがるがる健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり」、」、」、」、
基本目標基本目標基本目標基本目標2222「「「「食食食食からからからから広広広広がるがるがるがる豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心づくりづくりづくりづくり」、」、」、」、基本目標基本目標基本目標基本目標3333「「「「食食食食からからからから広広広広がるがるがるがる地域地域地域地域のつながりのつながりのつながりのつながり」、」、」、」、基基基基
本目標本目標本目標本目標4444「「「「次世代次世代次世代次世代へつながりへつながりへつながりへつながり広広広広がるがるがるがる食育食育食育食育のののの輪輪輪輪」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

最後最後最後最後のののの第第第第5555章章章章になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、ページページページページでいくとでいくとでいくとでいくと56565656ページページページページからからからから59595959ページページページページでででで、、、、推進体制推進体制推進体制推進体制のののの体系化体系化体系化体系化とととと
しましてしましてしましてしまして、、、、推進体制推進体制推進体制推進体制のののの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり、、、、そしてそしてそしてそして取取取取りりりり組組組組みみみみ目標目標目標目標、、、、計画計画計画計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理ということでということでということでということで記記記記しししし
ておりますておりますておりますております。。。。    

今回今回今回今回はつけておりませんがはつけておりませんがはつけておりませんがはつけておりませんが、、、、目次目次目次目次のののの方方方方ではではではでは参考資料参考資料参考資料参考資料というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、今後食育基本法今後食育基本法今後食育基本法今後食育基本法ですですですです
とかとかとかとか、、、、川西市食育推進会議規則川西市食育推進会議規則川西市食育推進会議規則川西市食育推進会議規則とととと一覧一覧一覧一覧、、、、川西市食育推進連絡会川西市食育推進連絡会川西市食育推進連絡会川西市食育推進連絡会のののの設置設置設置設置にににに関関関関するするするする規程規程規程規程とととと組織名組織名組織名組織名、、、、
そしてこれまでのそしてこれまでのそしてこれまでのそしてこれまでの策定経過策定経過策定経過策定経過などをなどをなどをなどを載載載載せさせていただくせさせていただくせさせていただくせさせていただく予定予定予定予定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。    

それではそれではそれではそれでは具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容をふれさせていただきたいとをふれさせていただきたいとをふれさせていただきたいとをふれさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
第第第第１１１１章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前回前回前回前回もももも説明説明説明説明させていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますが、、、、こちらのほうでこちらのほうでこちらのほうでこちらのほうで、、、、ままままずずずず1111

つつつつ目目目目にはにはにはには計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。社会的社会的社会的社会的なななな現状現状現状現状ということでということでということでということで、、、、少子少子少子少子
高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルやややや価値観価値観価値観価値観のののの多様化多様化多様化多様化、、、、食文化食文化食文化食文化のののの喪失喪失喪失喪失、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの慢性化慢性化慢性化慢性化とととと低年齢化低年齢化低年齢化低年齢化、、、、
食食食食のののの欧米化欧米化欧米化欧米化やややや食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率のののの低下低下低下低下、、、、食食食食をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる様様様様々々々々なななな事件事件事件事件についてのについてのについてのについての危惧危惧危惧危惧、、、、またはまたはまたはまたは家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域
のののの絆絆絆絆やややや感謝感謝感謝感謝のののの念念念念のののの希薄化希薄化希薄化希薄化などなどなどなど、、、、社会的社会的社会的社会的なななな閉塞感閉塞感閉塞感閉塞感のののの継続継続継続継続というところにというところにというところにというところに、、、、国家的国家的国家的国家的なななな危機危機危機危機がががが感感感感じじじじ
られているられているられているられている昨今昨今昨今昨今でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、国国国国のほうがこれにのほうがこれにのほうがこれにのほうがこれに伴伴伴伴いいいい、、、、平成平成平成平成17171717年年年年6666月月月月にににに食育基本法食育基本法食育基本法食育基本法をををを制定制定制定制定しししし、、、、
国民一人国民一人国民一人国民一人ひとりがひとりがひとりがひとりが今今今今をよりいきいきとをよりいきいきとをよりいきいきとをよりいきいきと生生生生きききき、、、、生涯生涯生涯生涯をををを通通通通じたじたじたじた健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活のののの実現実現実現実現、、、、食文化食文化食文化食文化のののの継継継継
承承承承、、、、健康健康健康健康のののの確保確保確保確保などがなどがなどがなどが図図図図られるようにられるようにられるようにられるように、、、、主体的主体的主体的主体的なななな食食食食にににに関関関関するするするする様様様様々々々々なななな知識知識知識知識やややや判断力判断力判断力判断力をををを習得習得習得習得しししし、、、、
食食食食をををを通通通通じたじたじたじた様様様様々々々々なつながりをなつながりをなつながりをなつながりを確認確認確認確認するということをするということをするということをするということを、、、、目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿としてとしてとしてとして掲掲掲掲げたところとなげたところとなげたところとなげたところとな
っておりますっておりますっておりますっております。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、国国国国のほうでのほうでのほうでのほうで平成平成平成平成18181818年年年年3333月月月月にににに食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画食育推進基本計画をたてをたてをたてをたて、、、、県県県県のののの
ほうはほうはほうはほうは平成平成平成平成19191919年年年年3333月月月月にににに食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画「「「「食食食食でででで育育育育むむむむ元気元気元気元気なひょうごなひょうごなひょうごなひょうご」」」」をたてておりますをたてておりますをたてておりますをたてております。。。。これらにこれらにこれらにこれらに
よりましてよりましてよりましてよりまして、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策やややや行動行動行動行動のののの模範模範模範模範、、、、個人個人個人個人やややや家庭家庭家庭家庭、、、、それらをそれらをそれらをそれらを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会社会社会社会のののの役割役割役割役割というというというという
ことについてことについてことについてことについて明確明確明確明確にににに記記記記されていますされていますされていますされています。。。。これらにつきましてこれらにつきましてこれらにつきましてこれらにつきまして、、、、よりよりよりより身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで、、、、生涯生涯生涯生涯にわたにわたにわたにわた
ってってってって健全健全健全健全なななな心身心身心身心身をををを培培培培いいいい、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をををを育育育育むためにむためにむためにむために、、、、食育法食育法食育法食育法をををを身近身近身近身近なななな地域地域地域地域でででで、、、、またそれらのまたそれらのまたそれらのまたそれらの
地域地域地域地域をををを生生生生かしたかしたかしたかした推進推進推進推進がなされていくがなされていくがなされていくがなされていく必要必要必要必要があるというところがみられましたのでがあるというところがみられましたのでがあるというところがみられましたのでがあるというところがみられましたので、、、、本市川西本市川西本市川西本市川西
市市市市におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、平成平成平成平成23232323年年年年3333月月月月のののの完成目標完成目標完成目標完成目標をめざしてをめざしてをめざしてをめざして取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。こちらこちらこちらこちら
はははは第第第第1111章章章章にににに記記記記しているところではありますがしているところではありますがしているところではありますがしているところではありますが、、、、他他他他のののの市市市市のののの計画計画計画計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、各部署各部署各部署各部署
でのでのでのでの事業事業事業事業やややや取取取取りりりり組組組組みにつきましてみにつきましてみにつきましてみにつきまして整理整理整理整理やややや情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化をををを図図図図りましたうえでりましたうえでりましたうえでりましたうえで、、、、川西市川西市川西市川西市のののの市民市民市民市民のののの
食生活食生活食生活食生活のののの中中中中にあるにあるにあるにある様様様様々々々々なななな食食食食にににに関関関関するするするする実態実態実態実態をををを探探探探るためのるためのるためのるためのアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査とかとかとかとか、、、、今後今後今後今後のののの身近身近身近身近なななな社社社社
会会会会、、、、地域地域地域地域でででで、、、、食育推進食育推進食育推進食育推進をををを図図図図っていくためっていくためっていくためっていくためのののの具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討というところでというところでというところでというところで、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの食育推進食育推進食育推進食育推進
会議会議会議会議そしてそしてそしてそして食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会、、、、食育推進部会食育推進部会食育推進部会食育推進部会などをなどをなどをなどを設置設置設置設置しししし、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換をしてきたところですをしてきたところですをしてきたところですをしてきたところです。。。。    

全体的全体的全体的全体的なななな食食食食をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、2222ページページページページのののの図図図図でででで記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。3333ページページページページ
ではではではでは本市本市本市本市のののの総合計画総合計画総合計画総合計画およびそのおよびそのおよびそのおよびその他他他他のののの計画計画計画計画とのとのとのとの位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、関連性関連性関連性関連性をををを示示示示しましてしましてしましてしまして、、、、4444ページページページページではそではそではそではそ
のののの種種種種々々々々のののの上位計画上位計画上位計画上位計画についてのについてのについてのについての現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、方向性方向性方向性方向性をををを示示示示すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、5555ページページページページではではではでは今今今今までのまでのまでのまでの取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを一部紹介一部紹介一部紹介一部紹介させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。このこのこのこの計画計画計画計画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、6666ページページページページをををを開開開開いていたいていたいていたいていた
だきますとだきますとだきますとだきますと、、、、計画計画計画計画のののの期間期間期間期間ということでということでということでということで、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度をををを初年度初年度初年度初年度としましてとしましてとしましてとしまして、、、、平成平成平成平成27272727年年年年までのまでのまでのまでの5555年年年年
間間間間としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。なおなおなおなお、、、、計画計画計画計画をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく過程過程過程過程におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、社会経済事情社会経済事情社会経済事情社会経済事情ですとかですとかですとかですとか
福祉教育環境福祉教育環境福祉教育環境福祉教育環境をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況、、、、国国国国、、、、県県県県のののの施策方針施策方針施策方針施策方針のののの変化変化変化変化などがなどがなどがなどが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ
てててて見直見直見直見直しをしていくことにしておりますしをしていくことにしておりますしをしていくことにしておりますしをしていくことにしております。。。。    
これらのこれらのこれらのこれらの計画計画計画計画のののの策定策定策定策定のののの体制体制体制体制としましてとしましてとしましてとしまして、、、、先先先先ほどほどほどほど紹介紹介紹介紹介させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました体系図体系図体系図体系図をををを、、、、6666ページページページページ
のののの下下下下にににに示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。今後今後今後今後またまたまたまた市民公表市民公表市民公表市民公表としてとしてとしてとしてパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントをををを実施実施実施実施しししし、、、、計画案計画案計画案計画案そしそしそしそし
てててて完成完成完成完成へとつなげていきたいとへとつなげていきたいとへとつなげていきたいとへとつなげていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

第第第第2222章章章章になりますになりますになりますになります。。。。7777ページページページページをごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。第第第第2222章章章章につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川西市川西市川西市川西市
のののの食食食食をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを記記記記しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、7777ページページページページにににに本市本市本市本市のののの概要概要概要概要をををを記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。順順順順
番番番番にににに、、、、地勢地勢地勢地勢、、、、人口人口人口人口のののの推移推移推移推移、、、、ページページページページがががが変変変変わりましてわりましてわりましてわりまして世帯世帯世帯世帯のののの構成構成構成構成のののの推移推移推移推移、、、、出生出生出生出生のののの動向動向動向動向をををを挙挙挙挙げておげておげておげてお
りますりますりますります。。。。このこのこのこの8888ページページページページのののの出生出生出生出生のののの動向動向動向動向につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、平成平成平成平成21212121年度年度年度年度のののの動向動向動向動向はははは1111月月月月にならないとにならないとにならないとにならないと最新最新最新最新
ののののデータデータデータデータがががが挙挙挙挙がってないがってないがってないがってない形形形形となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、またまたまたまたデータデータデータデータがががが整整整整いいいい次第次第次第次第、、、、挙挙挙挙げさせていただこうげさせていただこうげさせていただこうげさせていただこう
とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    
続続続続きましてきましてきましてきまして9999ページページページページ以降以降以降以降になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの4444つのつのつのつの柱柱柱柱にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートのののの分析分析分析分析とととと
比較比較比較比較をををを行行行行ったところになっていますったところになっていますったところになっていますったところになっています。。。。前回前回前回前回のののの1111回目回目回目回目のののの会議会議会議会議でごでごでごでご意見意見意見意見としていただきましたとしていただきましたとしていただきましたとしていただきました国国国国やややや
県等県等県等県等ののののデータデータデータデータとのとのとのとの比較比較比較比較、、、、参考値参考値参考値参考値のののの掲載掲載掲載掲載などのなどのなどのなどの分分分分はははは、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの第第第第2222章章章章9999ページページページページ以降以降以降以降にににに記記記記しておりしておりしておりしており
ますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、9999ページページページページではではではでは、「、「、「、「食生活食生活食生活食生活とととと健康健康健康健康」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。前回前回前回前回ごごごご意見意見意見意見をををを
いただきましたいただきましたいただきましたいただきました、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのグラフグラフグラフグラフでもでもでもでも、、、、表記表記表記表記のののの順番順番順番順番はははは死因死因死因死因のののの割合割合割合割合のののの高高高高いいいい順順順順でででで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。
それそれそれそれ以外以外以外以外ではではではでは、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの2222ではではではでは、、、、死因死因死因死因のののの状況状況状況状況やややや健康感健康感健康感健康感、、、、そしてそしてそしてそして朝食朝食朝食朝食のののの状況状況状況状況などをなどをなどをなどを挙挙挙挙げておりまげておりまげておりまげておりま
してしてしてして、、、、12121212ページページページページ「「「「外食外食外食外食やややや中食中食中食中食をするをするをするをする理由理由理由理由」「」「」「」「食食食食べべべべ物物物物のののの好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いのいのいのいの状況状況状況状況」」」」にににに続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、13131313ペーペーペーペー
ジジジジではではではでは先先先先ほどおほどおほどおほどお伝伝伝伝えしましたえしましたえしましたえしました、、、、川西市川西市川西市川西市とととと兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県、、、、国国国国ののののデデデデータータータータをををを比較比較比較比較できるものとしてできるものとしてできるものとしてできるものとして、、、、サプサプサプサプ
リメントリメントリメントリメントをををを摂取摂取摂取摂取しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合とととと栄養栄養栄養栄養バランスバランスバランスバランスをををを意識意識意識意識しているしているしているしている人人人人のののの割合割合割合割合のほうをのほうをのほうをのほうを挙挙挙挙げておげておげておげてお
りますりますりますります。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    14141414ページページページページではではではでは、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭やややや学校園等地域学校園等地域学校園等地域学校園等地域におけるにおけるにおけるにおける食生活食生活食生活食生活とととと食文化食文化食文化食文化のののの継承継承継承継承」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで記記記記しししし
ておりますておりますておりますております。。。。一一一一つつつつ目目目目「「「「家庭家庭家庭家庭でででで意識意識意識意識しているしているしているしている食事食事食事食事のののの作法作法作法作法」、」、」、」、二二二二つつつつ目目目目「「「「家族家族家族家族そろってのそろってのそろってのそろっての食事食事食事食事のののの状況状況状況状況」」」」
をををを挙挙挙挙げておりましてげておりましてげておりましてげておりまして、、、、15151515ページページページページのののの家族家族家族家族そろってのそろってのそろってのそろっての食事食事食事食事のののの状況状況状況状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、以前以前以前以前にににに国国国国とととと比比比比
較較較較したしたしたしたデータデータデータデータがございましたのでがございましたのでがございましたのでがございましたので、、、、参考参考参考参考というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

16161616ページページページページではではではでは、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの食事食事食事食事のののの状況状況状況状況」」」」としましてとしましてとしましてとしまして、、、、特特特特にににに家家家家庭庭庭庭のののの食卓食卓食卓食卓のののの分野分野分野分野でのでのでのでの現状現状現状現状をををを記記記記しししし
ておりますておりますておりますております。。。。    

17171717ページページページページ、「、「、「、「食文化食文化食文化食文化やややや知識知識知識知識をををを学学学学びびびび伝伝伝伝えるえるえるえる場場場場」」」」としてとしてとしてとして、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府のののの食食食食にににに関関関関するするするする食習慣食習慣食習慣食習慣とととと規範意識規範意識規範意識規範意識
にににに関関関関するするするする調査調査調査調査などがありましたのでなどがありましたのでなどがありましたのでなどがありましたので、、、、このこのこのこの中中中中でででで参考参考参考参考としてとしてとしてとして挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

18181818ページページページページではではではでは「「「「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける健全健全健全健全なななな食環境食環境食環境食環境のののの循環循環循環循環」」」」ということでということでということでということで、、、、1111つつつつ目目目目「「「「農家数農家数農家数農家数およびおよびおよびおよび経経経経
営耕地面積営耕地面積営耕地面積営耕地面積」、」、」、」、2222つつつつ目目目目「「「「農業収穫量農業収穫量農業収穫量農業収穫量のののの状況状況状況状況」、」、」、」、3333つつつつ目目目目「「「「食料食料食料食料のののの購入場所購入場所購入場所購入場所」、」、」、」、これにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましてもこれにつきましても、、、、
内閣府内閣府内閣府内閣府のののの食食食食にににに関関関関するするするする意識調査意識調査意識調査意識調査のほうでのほうでのほうでのほうで、、、、参考参考参考参考にできるにできるにできるにできるデータデータデータデータがありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、記記記記しておりしておりしておりしており
ますますますます。。。。    

20202020ページページページページではではではでは、「、「、「、「地場産野菜地場産野菜地場産野菜地場産野菜のののの購入状況購入状況購入状況購入状況」、」、」、」、5555つつつつ目目目目にににに「「「「国国国国産食料品産食料品産食料品産食料品のののの購入状況購入状況購入状況購入状況」、」、」、」、21212121ページページページページかかかか
らはらはらはらは、「、「、「、「米飯給食米飯給食米飯給食米飯給食のののの状況状況状況状況」」」」についてについてについてについて挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。こちらのこちらのこちらのこちらのデータデータデータデータにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前回前回前回前回はははは
9999月上旬月上旬月上旬月上旬であったためであったためであったためであったため、、、、きちんときちんときちんときちんと記記記記すことができませんでしたがすことができませんでしたがすことができませんでしたがすことができませんでしたが、、、、現在平成現在平成現在平成現在平成22222222年年年年9999月末以降月末以降月末以降月末以降、、、、
川西市川西市川西市川西市においてのにおいてのにおいてのにおいての米飯給食米飯給食米飯給食米飯給食のののの状況状況状況状況がががが、、、、ほぼほぼほぼほぼ週週週週5555日日日日でででで実現実現実現実現できておりますのでできておりますのでできておりますのでできておりますので、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの数値数値数値数値をををを
入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。    

同同同同じくじくじくじく21212121ページページページページのののの7777つつつつ目目目目にはにはにはには、「、「、「、「ごみのごみのごみのごみの状況状況状況状況」」」」をををを、、、、22222222ページページページページ「「「「食食食食のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする意識意識意識意識」、」、」、」、消費消費消費消費
生活生活生活生活センターセンターセンターセンターにににに寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている「「「「食食食食にににに関関関関するするするする相談相談相談相談のののの受付件数受付件数受付件数受付件数」」」」をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

23232323ページページページページではではではでは、「、「、「、「食育食育食育食育をををを育育育育みみみみ、、、、守守守守りりりり継継継継ぐしくぐしくぐしくぐしくみということでみということでみということでみということで、「、「、「、「食育食育食育食育のののの認知度認知度認知度認知度」」」」のののの方方方方をををを挙挙挙挙げげげげ
ておりますておりますておりますております。。。。    

24242424ページページページページではではではでは、、、、こちらもこちらもこちらもこちらも県県県県およびおよびおよびおよび国国国国とととと比較比較比較比較できるできるできるできるデータデータデータデータがございましたのでがございましたのでがございましたのでがございましたので、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方
をををを載載載載せておりますせておりますせておりますせております。。。。    

25252525ページページページページ「「「「食育食育食育食育をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要なことなことなことなこと」」」」ということでということでということでということで、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワークにににに関関関関することをすることをすることをすることを
挙挙挙挙げておりましてげておりましてげておりましてげておりまして、、、、26262626ページページページページではではではでは「「「「食食食食にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで、、、、関心関心関心関心のあることやのあることやのあることやのあることや実行実行実行実行しているしているしているしている
ことことことこと」、」、」、」、先先先先ほどはほどはほどはほどは比較的食卓比較的食卓比較的食卓比較的食卓でででで実行実行実行実行していることやしていることやしていることやしていることや関心関心関心関心のあることだったのにのあることだったのにのあることだったのにのあることだったのに対対対対してしてしてして、、、、こちらこちらこちらこちら
はははは大大大大きなきなきなきな社会的社会的社会的社会的なななな分野分野分野分野にもにもにもにも関関関関するところでのするところでのするところでのするところでの関心関心関心関心のあることのあることのあることのあること、、、、実行実行実行実行していることをしていることをしていることをしていることを挙挙挙挙げておげておげておげてお
りますりますりますります。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、細細細細かかかかいいいい項目項目項目項目になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、買買買買いいいい物時物時物時物時ののののマイバッグマイバッグマイバッグマイバッグのののの持参持参持参持参とかとかとかとかバラバラバラバラ売売売売りやりやりやりや
詰詰詰詰めめめめ替替替替えのえのえのえの食品食品食品食品をををを購入購入購入購入するというところがするというところがするというところがするというところが、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの食育推進状況食育推進状況食育推進状況食育推進状況アンケートアンケートアンケートアンケートにににに載載載載っておりっておりっておりっており
ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、参考参考参考参考でででで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

27272727ページページページページではではではでは「「「「食食食食にににに関関関関するするするする情報収集情報収集情報収集情報収集のののの手段手段手段手段」」」」をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    
27272727ページページページページまではまではまではまでは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ前回前回前回前回のののの会議会議会議会議においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、あるあるあるある程度程度程度程度ののののイメージイメージイメージイメージとしてとしてとしてとして提示提示提示提示させさせさせさせ

ていただいておりましたがていただいておりましたがていただいておりましたがていただいておりましたが、、、、28282828ページページページページ以降以降以降以降はははは「「「「現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」ということでということでということでということで、、、、これらのところこれらのところこれらのところこれらのところ
をまとめたかたちになっておりますをまとめたかたちになっておりますをまとめたかたちになっておりますをまとめたかたちになっております。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして30303030ページページページページからからからから第第第第3333章章章章になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、こちらではこちらではこちらではこちらでは「「「「食育推進食育推進食育推進食育推進のののの基本基本基本基本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方」」」」とととと
いういういういう形形形形でででで、、、、30303030ページページページページからからからから36363636ページページページページにににに示示示示ししししておりますておりますておりますております。。。。    

30303030ページページページページではではではでは基本的基本的基本的基本的なななな理念理念理念理念としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「かんでかんでかんでかんで味味味味わうわうわうわう心心心心とおいしさとおいしさとおいしさとおいしさ～～～～食卓食卓食卓食卓からからからから広広広広がるみんがるみんがるみんがるみん
なななな元気元気元気元気なまちかわにしなまちかわにしなまちかわにしなまちかわにし～～～～」」」」をををを基本理念基本理念基本理念基本理念としてとしてとしてとして挙挙挙挙げておりますがげておりますがげておりますがげておりますが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由としてとしてとしてとして、、、、食食食食はははは命命命命のののの
源源源源でありでありでありであり生生生生きていくためにはきていくためにはきていくためにはきていくためには欠欠欠欠かせないものかせないものかせないものかせないもの、、、、生涯生涯生涯生涯にわたってにわたってにわたってにわたって健康健康健康健康でいきいきとでいきいきとでいきいきとでいきいきと暮暮暮暮らすためらすためらすためらすため
のののの基礎基礎基礎基礎であるであるであるである。。。。そのそのそのその中中中中でででで家庭家庭家庭家庭とととと地域地域地域地域をををを中心中心中心中心にににに、、、、食食食食をををを通通通通してしてしてして絆絆絆絆とつながりをとつながりをとつながりをとつながりを深深深深めるめるめるめる中中中中でででで、、、、日本日本日本日本
のののの食文化食文化食文化食文化をををを継承継承継承継承してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。そしてそしてそしてそして子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは家族家族家族家族とのとのとのとの食卓食卓食卓食卓のののの場場場場でででで食食食食ののののルールルールルールルールをををを学学学学ぶこぶこぶこぶこ
とによりとによりとによりとにより、、、、心身心身心身心身をををを培培培培いいいい成長成長成長成長してきましてきましてきましてきましたしたしたした。。。。    

そのそのそのその中中中中でもでもでもでも社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢がががが変化変化変化変化しししし、、、、食食食食のののの大切大切大切大切ささささ、、、、意識意識意識意識、、、、関心関心関心関心がががが希薄希薄希薄希薄になりになりになりになり、、、、健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活がががが失失失失
われつつあるわれつつあるわれつつあるわれつつある中中中中、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの周周周周りでもりでもりでもりでも、、、、おおおお腹腹腹腹のののの空腹空腹空腹空腹のののの時代時代時代時代からからからから、、、、心心心心のののの空腹空腹空腹空腹のののの時代時代時代時代になりつつあになりつつあになりつつあになりつつあ
るるるる現在現在現在現在、、、、市民市民市民市民のののの一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活をををを実践実践実践実践することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しししし、、、、まずまずまずまず食食食食べることべることべることべること、、、、食食食食すすすす
ることでることでることでることで食食食食へのへのへのへの関心関心関心関心をもちをもちをもちをもち、、、、自然自然自然自然のののの恩恵恩恵恩恵恩恵やややや生産者生産者生産者生産者、、、、料理料理料理料理をつくってくれたをつくってくれたをつくってくれたをつくってくれた人人人人などへのなどへのなどへのなどへの感謝感謝感謝感謝のののの
気持気持気持気持ちをもつちをもつちをもつちをもつ、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと豊豊豊豊かなかなかなかな体体体体をををを育育育育むためのむためのむためのむための取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、このこのこのこの理念理念理念理念がががが記記記記されていまされていまされていまされていま
すすすす。。。。    

一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの理念理念理念理念とととと行動行動行動行動、、、、そしてもっともそしてもっともそしてもっともそしてもっとも身近身近身近身近なななな食育食育食育食育をををを実践実践実践実践するするするする場場場場であるであるであるである家庭家庭家庭家庭からからからから学校学校学校学校、、、、
地域地域地域地域、、、、そしそしそしそしてそのてそのてそのてその取取取取りりりり組組組組みをさらにみをさらにみをさらにみをさらに地域地域地域地域にににに広広広広げるとともにげるとともにげるとともにげるとともに相互相互相互相互にににに支支支支ええええ合合合合いいいい、、、、将来将来将来将来にににに渡渡渡渡るるるる命命命命とととと
こころをつないでいくこころをつないでいくこころをつないでいくこころをつないでいく姿姿姿姿をををを生生生生みみみみ出出出出すことをすことをすことをすことを表表表表しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの中中中中でででで、「、「、「、「かんでかんでかんでかんで味味味味わうわうわうわう心心心心とおとおとおとお
いしさいしさいしさいしさ」」」」というというというという部分部分部分部分がががが下下下下にににに説明説明説明説明させていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますが、、、、食食食食べべべべ物物物物はよくはよくはよくはよく噛噛噛噛むことでそのむことでそのむことでそのむことでその
おいしさをおいしさをおいしさをおいしさを深深深深くくくく味味味味わうとともにわうとともにわうとともにわうとともに、、、、消化吸収消化吸収消化吸収消化吸収がががが促進促進促進促進されてされてされてされて、、、、健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体をををを導導導導くくくく毎日毎日毎日毎日のののの英気英気英気英気をををを満満満満
たすということになっておりますたすということになっておりますたすということになっておりますたすということになっております。。。。ただただただただ、、、、このこのこのこの食食食食べるというべるというべるというべるという体験体験体験体験でででで、、、、食食食食にににに込込込込められためられためられためられた様様様様々々々々なななな
思思思思いやりやいやりやいやりやいやりや    

人人人人とのつながりにとのつながりにとのつながりにとのつながりに気気気気づいていただくづいていただくづいていただくづいていただく、、、、それらをそれらをそれらをそれらを十分十分十分十分にににに理解理解理解理解してしてしてして毎日毎日毎日毎日のくらしをのくらしをのくらしをのくらしを豊豊豊豊かにしてかにしてかにしてかにして
くれているというこくれているというこくれているというこくれているということをとをとをとを気気気気づいていただくということをづいていただくということをづいていただくということをづいていただくということを併併併併せてせてせてせて表現表現表現表現ししししておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの基本基本基本基本
理念理念理念理念からからからから基本目標基本目標基本目標基本目標というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、31313131ページページページページにににに4444つつつつ記記記記ししししておりますておりますておりますております。。。。    

1111つつつつ目目目目「「「「““““食食食食””””からからからからひろひろひろひろがるがるがるがる健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり～～～～食生活食生活食生活食生活とととと健康健康健康健康～」、～」、～」、～」、基本目標基本目標基本目標基本目標2222「「「「““““食食食食””””からからからからひろひろひろひろがるがるがるがる
豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心づくりづくりづくりづくり～～～～家庭家庭家庭家庭やややや学校園等学校園等学校園等学校園等、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける食生活食生活食生活食生活とととと食文化食文化食文化食文化のののの継承継承継承継承～」、～」、～」、～」、基本目標基本目標基本目標基本目標3333「「「「““““食食食食””””    
からひろがるからひろがるからひろがるからひろがる地域地域地域地域のつながりのつながりのつながりのつながり～～～～地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける健全健全健全健全なななな食環境食環境食環境食環境とととと循環循環循環循環～」、～」、～」、～」、基本目標基本目標基本目標基本目標4444「「「「次世代次世代次世代次世代にににに    
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事務局事務局事務局事務局    つつつつながりながりながりながり、、、、ひろがるひろがるひろがるひろがる食育食育食育食育のののの““““輪輪輪輪””””～～～～食食食食をををを育育育育みみみみ守守守守りりりり継継継継ぐしくみぐしくみぐしくみぐしくみ～」～」～」～」ということでまとめさせてということでまとめさせてということでまとめさせてということでまとめさせて
いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。    

32323232ペペペページージージージではそれをではそれをではそれをではそれを体系化体系化体系化体系化したしたしたした図図図図になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そしてこれらのそしてこれらのそしてこれらのそしてこれらの基本目標基本目標基本目標基本目標からそれぞからそれぞからそれぞからそれぞ
れれれれ3333つずつつずつつずつつずつ施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで示示示示させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。子子子子どもからどもからどもからどもから青年期青年期青年期青年期、、、、壮壮壮壮
年期年期年期年期、、、、中年期中年期中年期中年期、、、、高年期高年期高年期高年期にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの全全全全てのてのてのてのライフステージライフステージライフステージライフステージにににに応応応応じたじたじたじた食育食育食育食育をををを育育育育みみみみ、、、、個人個人個人個人でででで育育育育むむむむ
食育食育食育食育からからからから、、、、家庭家庭家庭家庭やややや学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域でででで育育育育むむむむ食育食育食育食育へとつなぎへとつなぎへとつなぎへとつなぎ、、、、川西市川西市川西市川西市のののの元気元気元気元気あふれるまちづくりへとあふれるまちづくりへとあふれるまちづくりへとあふれるまちづくりへと
発展発展発展発展するするするする食育食育食育食育にににに取取取取りりりり組組組組んでいくということをんでいくということをんでいくということをんでいくということを記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

33333333ページページページページではではではでは、、、、このこのこのこの食育食育食育食育のののの推進推進推進推進におきましてにおきましてにおきましてにおきまして「「「「役割役割役割役割とととと方向性方向性方向性方向性」」」」をををを記記記記しておりしておりしておりしており、、、、33333333ページページページページとととと
34343434ページページページページではではではでは、、、、社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域ののののステージステージステージステージ別別別別でででで表現表現表現表現させていただいておりましてさせていただいておりましてさせていただいておりましてさせていただいておりまして、、、、1111「「「「市民市民市民市民
とととと家庭家庭家庭家庭のののの役割役割役割役割」、」、」、」、2222「「「「保育所保育所保育所保育所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、学校学校学校学校のののの役割役割役割役割」、」、」、」、3333「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」、」、」、」、4444「「「「行政行政行政行政のののの役割役割役割役割」」」」といといといとい
うことでまとめておりますうことでまとめておりますうことでまとめておりますうことでまとめております。。。。    

35353535ページページページページではではではでは、「、「、「、「ライフステージライフステージライフステージライフステージにににに応応応応じたじたじたじた食育食育食育食育のののの推進推進推進推進」」」」ということでということでということでということで、、、、各年代各年代各年代各年代のののの現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題
とともにとともにとともにとともに、、、、今後今後今後今後のののの役割役割役割役割をををを記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの区分区分区分区分はははは概概概概ねねねね厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの示示示示しておりますしておりますしておりますしております
健康日本健康日本健康日本健康日本21212121ののののライフステージライフステージライフステージライフステージのののの区分区分区分区分によってによってによってによって表表表表しておりますしておりますしておりますしております。。。。1111「「「「乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期、、、、0000～～～～5555歳歳歳歳」、」、」、」、2222「「「「学学学学
童童童童・・・・思春期思春期思春期思春期、、、、概概概概ねねねね6666～～～～18181818歳歳歳歳」、」、」、」、3333「「「「青年期青年期青年期青年期、、、、概概概概ねねねね19191919～～～～29292929歳歳歳歳」、」、」、」、4444．「．「．「．「壮年期壮年期壮年期壮年期・・・・中年期中年期中年期中年期、、、、概概概概ねねねね30303030～～～～64646464
歳歳歳歳」、」、」、」、5555「「「「高齢期高齢期高齢期高齢期、、、、概概概概ねねねね65656565歳以上歳以上歳以上歳以上」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた36363636ページページページページにはにはにはには、、、、いろいろいろいろ
いろないろないろないろな若若若若いいいい世代世代世代世代のののの食生活食生活食生活食生活のののの現状現状現状現状についてについてについてについて、、、、今国今国今国今国がががが発表発表発表発表しておりますしておりますしておりますしております最新最新最新最新のののの食育白書食育白書食育白書食育白書でもでもでもでも若若若若いいいい
世代世代世代世代のののの食食食食のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて警鐘警鐘警鐘警鐘がががが鳴鳴鳴鳴らされていることらされていることらされていることらされていること、、、、そしてそしてそしてそして本市本市本市本市でのでのでのでのアンケートアンケートアンケートアンケートでもでもでもでも若若若若いいいい
世代世代世代世代にいくらかにいくらかにいくらかにいくらか同同同同じようなじようなじようなじような傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られましたられましたられましたられました部分部分部分部分についてもについてもについてもについても、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代ををををクローズアップクローズアップクローズアップクローズアップ
してしてしてして挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな情報情報情報情報からからからから正正正正しいものしいものしいものしいもの、、、、自分自分自分自分にににに必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを、、、、判断判断判断判断、、、、選択選択選択選択すすすす
るるるる力力力力をををを導導導導いていくいていくいていくいていく必要必要必要必要があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

37373737ページページページページ以降以降以降以降につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これらのこれらのこれらのこれらの基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、基基基基本目標本目標本目標本目標そしてそしてそしてそして施策施策施策施策のののの方向性等方向性等方向性等方向性等につきにつきにつきにつき
ましてましてましてまして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策、、、、関連課関連課関連課関連課またはまたはまたはまたは市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど、、、、現状現状現状現状をををを基基基基にしてにしてにしてにして示示示示ささささ
せていただいておりますせていただいておりますせていただいておりますせていただいております。。。。最初最初最初最初はははは基本目標基本目標基本目標基本目標ということでということでということでということで、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標1111「「「「食食食食からひろからひろからひろからひろがるがるがるがる健康健康健康健康づづづづ
くりくりくりくり～～～～食生活食生活食生活食生活とととと健康健康健康健康～」～」～」～」のののの分野分野分野分野ではではではでは、、、、1111つつつつ目目目目「「「「食食食食についてについてについてについて考考考考えようえようえようえよう」」」」ということでということでということでということで挙挙挙挙げさせてげさせてげさせてげさせて
いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。このことではこのことではこのことではこのことでは、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活をををを自自自自らららら実践実践実践実践できるようできるようできるようできるよう、、、、食食食食
にににに関関関関するするするする正確正確正確正確なななな知識知識知識知識をををを得得得得るるるる場所場所場所場所、、、、得得得得ていくことていくことていくことていくこと、、、、そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも実際実際実際実際のののの食育食育食育食育のののの認知度認知度認知度認知度がががが9999割割割割となとなとなとな
っているというところでっているというところでっているというところでっているというところで、、、、食食食食にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては非常非常非常非常にににに高高高高いいいい関心関心関心関心がががが寄寄寄寄せられせられせられせられているところでありているところでありているところでありているところであり
ますがますがますがますが、、、、もうもうもうもう一度改一度改一度改一度改めましてめましてめましてめまして、、、、このこのこのこの食育食育食育食育のののの意味意味意味意味をををを知知知知っているっているっているっている方方方方、、、、言葉言葉言葉言葉だけしかだけしかだけしかだけしか知知知知らないらないらないらない方方方方がががが
ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、一人一人一人一人ひとりがもうひとりがもうひとりがもうひとりがもう一度一度一度一度「「「「食食食食べるとはどんなことかべるとはどんなことかべるとはどんなことかべるとはどんなことか」」」」にににに関心関心関心関心をもちをもちをもちをもち、、、、食食食食にににに関関関関すすすす
るるるる情報情報情報情報をををを自自自自らららら収集収集収集収集しししし、、、、正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、適適適適したしたしたした食品食品食品食品やややや食事食事食事食事をををを選択選択選択選択するするするする力力力力をををを養養養養うとうとうとうと
いうことをいうことをいうことをいうことを現状課題現状課題現状課題現状課題としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして「「「「食食食食のののの尊尊尊尊ささささ、、、、役割役割役割役割やややや大切大切大切大切さをさをさをさを理解理解理解理解しようしようしようしよう」、」、」、」、
「「「「食食食食にににに関心関心関心関心をををを持持持持ちちちち、、、、食食食食にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しようしようしようしよう」、「」、「」、「」、「食食食食にににに関関関関するするするする知識知識知識知識をををを高高高高めめめめ、、、、食育食育食育食育のののの必要性必要性必要性必要性
をををを理解理解理解理解しようしようしようしよう」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、、、、38383838ページページページページでででで、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課、、、、参画協参画協参画協参画協
働働働働・・・・相談課相談課相談課相談課からからからから、、、、事業事業事業事業のほうをのほうをのほうをのほうを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

39393939ページページページページではではではでは、、、、同同同同じくじくじくじく施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性2222となりますとなりますとなりますとなります、、、、「「「「各世代各世代各世代各世代におけるにおけるにおけるにおけるバランスバランスバランスバランスのとれたのとれたのとれたのとれた食生食生食生食生
活活活活をををを実践実践実践実践しようしようしようしよう」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げていますげていますげていますげています。。。。ここでのここでのここでのここでの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題ではではではでは、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの増増増増
加加加加、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは慢性化慢性化慢性化慢性化、、、、さらにはさらにはさらにはさらには若年齢化若年齢化若年齢化若年齢化ということということということということをををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、保護者保護者保護者保護者のののの
食生活食生活食生活食生活のありのありのありのあり方方方方、、、、そしてそしてそしてそして大人大人大人大人がががが食育食育食育食育にににに対対対対するするするする知識知識知識知識をもうをもうをもうをもう一度確認一度確認一度確認一度確認していただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが、、、、子子子子どどどど
もたちのもたちのもたちのもたちの食生活食生活食生活食生活をををを改善改善改善改善していくことにつながるというところにきますのでしていくことにつながるというところにきますのでしていくことにつながるというところにきますのでしていくことにつながるというところにきますので、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの世代世代世代世代
におにおにおにおけるけるけるけるバランスバランスバランスバランスのとれたのとれたのとれたのとれた食生活食生活食生活食生活のののの実践実践実践実践をををを推進推進推進推進していくためしていくためしていくためしていくため、、、、栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組
みをみをみをみを推進推進推進推進することをすることをすることをすることを目標目標目標目標としてとしてとしてとして挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「適正体重適正体重適正体重適正体重をををを知知知知りりりり、、、、体重管理体重管理体重管理体重管理をしていきましょうをしていきましょうをしていきましょうをしていきましょう」、「」、「」、「」、「おおおお米米米米をををを
主食主食主食主食にににに主菜副菜主菜副菜主菜副菜主菜副菜ををををバランスバランスバランスバランスよくよくよくよく食食食食べましょうべましょうべましょうべましょう」、「」、「」、「」、「料理料理料理料理のののの味味味味つけつけつけつけはははは薄味薄味薄味薄味にににに心心心心がけましょうがけましょうがけましょうがけましょう」、「」、「」、「」、「乳乳乳乳    

幼児期幼児期幼児期幼児期からからからから食食食食べべべべ物物物物をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとかむかむかむかむ習慣習慣習慣習慣をををを身身身身につけましょうにつけましょうにつけましょうにつけましょう」、「」、「」、「」、「正正正正しいしいしいしいブラッシングブラッシングブラッシングブラッシングをしをしをしをし
ましょうましょうましょうましょう」、「」、「」、「」、「定期的定期的定期的定期的にににに健康診査健康診査健康診査健康診査、、、、歯科検診歯科検診歯科検診歯科検診をををを受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう」」」」とととと挙挙挙挙げておりましてげておりましてげておりましてげておりまして、、、、行政行政行政行政のののの取取取取
りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、、、、40404040ページページページページ、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、子子子子育育育育てててて支援課支援課支援課支援課、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、長寿長寿長寿長寿・・・・介護保介護保介護保介護保
険険険険課課課課などからなどからなどからなどから事業事業事業事業をををを挙挙挙挙ておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、下下下下からからからから3333つつつつ目目目目のののの特定健診特定健診特定健診特定健診、、、、特定保健指導事業特定保健指導事業特定保健指導事業特定保健指導事業にににに
関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、担当課担当課担当課担当課がががが漏漏漏漏れておりますれておりますれておりますれております。。。。健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室とととと保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課となりますとなりますとなりますとなります。。。。申申申申しししし訳訳訳訳ござござござござ
いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。    
41414141ページページページページ施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性3333としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムをををを整整整整ええええ、、、、規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい食習慣食習慣食習慣食習慣をををを身身身身につけようにつけようにつけようにつけよう」」」」
とととと挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。このこのこのこの生活生活生活生活リズムリズムリズムリズム、、、、規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい食習慣食習慣食習慣食習慣につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、大人大人大人大人はもとよりはもとよりはもとよりはもとより子子子子
どものどものどものどものころころころころからからからから健康健康健康健康なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの重要性重要性重要性重要性にににに対対対対するするするする関心関心関心関心とととと理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを充実充実充実充実しししし、、、、一一一一
人一人人一人人一人人一人がががが規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい食習慣食習慣食習慣食習慣をををを身身身身につけることにつけることにつけることにつけることでででで挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてみとしましてみとしましてみとしまして、、、、
「「「「生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムをををを整整整整ええええ、、、、早寝早寝早寝早寝・・・・早起早起早起早起きをきをきをきを習慣習慣習慣習慣にしにしにしにし、、、、朝朝朝朝ごはんをごはんをごはんをごはんを必必必必ずずずず食食食食べべべべるるるる」、「」、「」、「」、「毎日毎日毎日毎日3333食食食食、、、、規則正規則正規則正規則正
しいしいしいしい食事時間食事時間食事時間食事時間でででで、、、、よくかんでよくかんでよくかんでよくかんで時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて食事食事食事食事をするをするをするをする」、」、」、」、歩歩歩歩くことなどくことなどくことなどくことなど手軽手軽手軽手軽にににに運動運動運動運動するするするする習慣習慣習慣習慣をををを
身身身身ににににつけつけつけつけ、「、「、「、「日日日日々々々々のののの生活生活生活生活のののの中中中中でのでのでのでの活動量活動量活動量活動量をををを増増増増やすやすやすやす」、」、」、」、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして
挙挙挙挙げげげげ、、、、行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、関係関係関係関係所管所管所管所管でででで事業事業事業事業をををを挙挙挙挙
げておりげておりげておりげており    
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事務局事務局事務局事務局    ますますますます。。。。    
42424242ページページページページからはからはからはからは基本目標基本目標基本目標基本目標2222となりましてとなりましてとなりましてとなりまして、「、「、「、「““““食食食食””””からひろがるからひろがるからひろがるからひろがる豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心づくりづくりづくりづくり～～～～家庭家庭家庭家庭やややや学校学校学校学校

園等園等園等園等、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける食生活食生活食生活食生活とととと食文化食文化食文化食文化のののの継承継承継承継承～」～」～」～」としてとしてとしてとして挙挙挙挙げさせていただいておりますげさせていただいておりますげさせていただいておりますげさせていただいております。。。。まずまずまずまず、、、、
42424242ページページページページではではではでは、、、、施策施策施策施策のののの方向方向方向方向、、、、1111つつつつ目目目目「「「「自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みにみにみにみに気気気気づきづきづきづき、、、、感謝感謝感謝感謝するするするする豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をつくるをつくるをつくるをつくる」、」、」、」、現現現現
状状状状とととと課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、食食食食にににに対対対対するするするする感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちやちやちやちや理解理解理解理解がががが深深深深まりますようにまりますようにまりますようにまりますように、、、、様様様様々々々々なななな体験活動体験活動体験活動体験活動をををを通通通通
じじじじ、、、、広広広広げていくということとしておりますげていくということとしておりますげていくということとしておりますげていくということとしております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、「、「、「、「農作物農作物農作物農作物のののの栽培栽培栽培栽培、、、、収穫収穫収穫収穫
などなどなどなど自然自然自然自然とととと触触触触れれれれ合合合合うううう機会機会機会機会をもつをもつをもつをもつ」、「」、「」、「」、「生産者生産者生産者生産者やややや自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みにみにみにみに感謝感謝感謝感謝しししし、「、「、「、「いただきますいただきますいただきますいただきます」」」」やややや「「「「ごちごちごちごち
そうさまそうさまそうさまそうさま」」」」などのあいさつをするなどのあいさつをするなどのあいさつをするなどのあいさつをする」、「」、「」、「」、「無駄無駄無駄無駄なくなくなくなく調理調理調理調理しししし残残残残さずさずさずさず食食食食べるべるべるべる」」」」などをなどをなどをなどを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。
行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしみといたしみといたしみといたしましてはましてはましてはましては、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課などでのなどでのなどでのなどでの事業事業事業事業をををを挙挙挙挙げげげげ
ておりますておりますておりますております。。。。    

43434343ページページページページ、、、、施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性2222、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域でのでのでのでの団団団団らんかららんかららんかららんから、、、、食食食食のののの楽楽楽楽しさやしさやしさやしさやマナーマナーマナーマナーをををを知知知知りりりり、、、、絆絆絆絆
をををを深深深深めるめるめるめる」」」」というところではというところではというところではというところでは、、、、家族家族家族家族とととと暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている環境下環境下環境下環境下におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、一人一人一人一人でででで暮暮暮暮らしてらしてらしてらして
いるいるいるいる方方方方につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、「、「、「、「孤食孤食孤食孤食」」」」ということがということがということがということが注目注目注目注目されておりますされておりますされておりますされております。。。。食食食食をををを通通通通じたじたじたじたコミュニケーコミュニケーコミュニケーコミュニケー
ションションションションというところではというところではというところではというところでは、、、、食食食食のののの楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心、、、、人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての生活生活生活生活のののの基盤基盤基盤基盤となるところをとなるところをとなるところをとなるところを
学学学学びびびび伝伝伝伝えられるえられるえられるえられる場所場所場所場所、、、、というところになっておりますのでというところになっておりますのでというところになっておりますのでというところになっておりますので、、、、このこのこのこの食卓食卓食卓食卓をををを囲囲囲囲むむむむ機会機会機会機会をもつことをもつことをもつことをもつこと
がががが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、またまたまたまたはははは食卓食卓食卓食卓がががが実際実際実際実際にににに一人一人一人一人のののの食卓食卓食卓食卓であってもであってもであってもであっても、、、、つながっているというこつながっているというこつながっているというこつながっているというこ
とをとをとをとを知知知知っていただくということがっていただくということがっていただくということがっていただくということが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であるかとであるかとであるかとであるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの部分部分部分部分ではではではでは、、、、食食食食べべべべ
るるるる楽楽楽楽しさやしさやしさやしさや食食食食へのへのへのへの関心関心関心関心をををを深深深深めていただくことをめていただくことをめていただくことをめていただくことを習得習得習得習得することをすることをすることをすることを支援支援支援支援するということをするということをするということをするということを記記記記してしてしてして
おりますおりますおりますおります。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「家族家族家族家族がそろってがそろってがそろってがそろって食事食事食事食事をするをするをするをする時間時間時間時間をををを増増増増やすやすやすやす」、「『」、「『」、「『」、「『おおおお
いしいいしいいしいいしい』』』』はははは食卓食卓食卓食卓をををを明明明明るくするるくするるくするるくする言葉言葉言葉言葉、、、、料理料理料理料理をつくってくれたをつくってくれたをつくってくれたをつくってくれた人人人人へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝をををを忘忘忘忘れないようにするれないようにするれないようにするれないようにする」、」、」、」、
「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら食事食事食事食事のののの準備準備準備準備やややや調理調理調理調理、、、、後片付後片付後片付後片付けをするなどけをするなどけをするなどけをするなど、、、、料理料理料理料理をするをするをするをする機会機会機会機会をををを増増増増やすやすやすやす」、」、」、」、
「「「「食事食事食事食事にににに関関関関するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろなマナーマナーマナーマナーをををを伝伝伝伝ええええ、、、、学学学学ぶぶぶぶ」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域のののの人人人人たちとたちとたちとたちと食食食食にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる話題話題話題話題やややや活動活動活動活動
をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで挙挙挙挙げさせておりますげさせておりますげさせておりますげさせております。。。。行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては、、、、44444444、、、、45454545
ページページページページにわたりましてにわたりましてにわたりましてにわたりまして、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、青少年支援課青少年支援課青少年支援課青少年支援課のほうからのほうからのほうからのほうから事業事業事業事業
をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

46464646ページページページページはははは、、、、施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性3333としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの料理料理料理料理をををを味味味味わいわいわいわい、、、、伝伝伝伝えるえるえるえる」」」」というかたというかたというかたというかた
ちでちでちでちで挙挙挙挙げましたげましたげましたげました。。。。地域地域地域地域のののの行事食行事食行事食行事食やややや郷土食郷土食郷土食郷土食、、、、伝統料理伝統料理伝統料理伝統料理などはなどはなどはなどは、、、、歴史歴史歴史歴史をををを経経経経てててて培培培培われてきたわれてきたわれてきたわれてきた貴重貴重貴重貴重なななな
財産財産財産財産でありでありでありであり、、、、家庭家庭家庭家庭のののの食事食事食事食事をををを通通通通じてじてじてじて子子子子どものころからどものころからどものころからどものころから直接触直接触直接触直接触れることによりれることによりれることによりれることにより、、、、地域地域地域地域のののの食文化食文化食文化食文化にににに
関心関心関心関心、、、、理解理解理解理解をををを深深深深めることがめることがめることがめることが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、地域地域地域地域のののの活動活動活動活動をををを進進進進めるめるめるめる重要性重要性重要性重要性をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。市民市民市民市民
のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭のののの味味味味をををを子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに伝伝伝伝えるえるえるえる」、「」、「」、「」、「行事食行事食行事食行事食やややや伝統料理伝統料理伝統料理伝統料理、、、、郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理
をををを作作作作りりりり未来未来未来未来へへへへ継承継承継承継承するするするする」、「」、「」、「」、「日本日本日本日本のののの食文化食文化食文化食文化やややや外国外国外国外国のののの食文化食文化食文化食文化をををを理解理解理解理解するするするする」」」」とととと挙挙挙挙げましたげましたげましたげました。。。。行政行政行政行政のののの
取取取取りりりり組組組組みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課、、、、関係所管関係所管関係所管関係所管のののの事業事業事業事業をををを紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

47474747ページページページページ、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標3333「「「「““““食食食食””””からからからからひろひろひろひろがるがるがるがる地域地域地域地域のつながりのつながりのつながりのつながり～～～～地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける健全健全健全健全なななな食環境食環境食環境食環境とととと
循環循環循環循環～」～」～」～」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性1111「「「「食食食食のののの安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心をををを確保確保確保確保するするするする」」」」ということということということということでででで挙挙挙挙げてげてげてげて
おりますおりますおりますおります。。。。食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保はははは、、、、食食食食生活生活生活生活におけるにおけるにおけるにおける基本的基本的基本的基本的なななな問題問題問題問題でででで、、、、関心関心関心関心がががが高高高高まっておりまっておりまっておりまっており、、、、
これらのこれらのこれらのこれらの安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心のののの確保確保確保確保につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、生産者生産者生産者生産者やややや事業者事業者事業者事業者におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、協力協力協力協力がががが必要必要必要必要かかかか
とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「新鮮新鮮新鮮新鮮でででで安全安全安全安全なななな地場産野菜地場産野菜地場産野菜地場産野菜をををを食食食食べるべるべるべる」、「」、「」、「」、「食品表食品表食品表食品表
示示示示やややや食品食品食品食品のののの見分見分見分見分けけけけ方方方方のののの知識知識知識知識をををを学学学学ぶぶぶぶ」、「」、「」、「」、「食事食事食事食事のののの準備準備準備準備からからからから後片付後片付後片付後片付けまでけまでけまでけまで、、、、食品食品食品食品のののの安全安全安全安全やややや衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理
にににに気気気気をををを配配配配るるるる」、」、」、」、関係団体関係団体関係団体関係団体などにおいてはなどにおいてはなどにおいてはなどにおいては「「「「積極的積極的積極的積極的なななな食食食食のののの安全安全安全安全にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及にににに努努努努めるめるめるめる」」」」とととと
いうようにいうようにいうようにいうように記記記記しておりますしておりますしておりますしております。。。。47474747ページページページページ、、、、48484848ページページページページでででで行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてみといたしましてみといたしましてみといたしまして、、、、消費生消費生消費生消費生
活活活活センターセンターセンターセンター、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課のののの事事事事業業業業をををを紹介紹介紹介紹介ししししておりますておりますておりますております。。。。    

49494949ページページページページではではではでは、、、、施策施策施策施策のののの方向方向方向方向2222というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、「、「、「、「地産地消地産地消地産地消地産地消をををを知知知知ってってってって川西市川西市川西市川西市をををを食食食食べるべるべるべる」」」」というというというという
かたちでかたちでかたちでかたちで現状現状現状現状・・・・検討課題検討課題検討課題検討課題をををを記記記記ししししていますていますていますています。。。。地域地域地域地域でででで採採採採れたれたれたれた食材食材食材食材をををを地域地域地域地域でででで消費消費消費消費するするするする地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、旬旬旬旬
にににに採採採採れたれたれたれた食材食材食材食材をををを旬旬旬旬にににに食食食食べるべるべるべる旬産旬消旬産旬消旬産旬消旬産旬消はははは、、、、生産者生産者生産者生産者のののの顔顔顔顔がががが見見見見えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、新鮮新鮮新鮮新鮮でででで安全安全安全安全なななな農農農農
作物作物作物作物をををを供給供給供給供給するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、流通流通流通流通にかかるにかかるにかかるにかかる環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの少少少少ないないないない仕組仕組仕組仕組みということでみということでみということでみということで、、、、これをこれをこれをこれを推進推進推進推進
していくしていくしていくしていく体制体制体制体制ということのということのということのということの重要性重要性重要性重要性をををを示示示示ししししておりますておりますておりますております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「地元地元地元地元のののの
食材食材食材食材のののの良良良良さをさをさをさを知知知知りりりり、、、、周周周周りのりのりのりの人人人人にににに伝伝伝伝えるえるえるえる」、「」、「」、「」、「地元地元地元地元のののの食材食材食材食材やややや旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ってってってって料理料理料理料理すすすするるるる」、「」、「」、「」、「旬旬旬旬のののの
食材食材食材食材をををを子子子子どもにどもにどもにどもに伝伝伝伝えるえるえるえる」」」」とさせていただきとさせていただきとさせていただきとさせていただき、、、、行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては、、、、49494949、、、、50505050ペーペーペーペー
ジジジジでででで、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課、、、、商工商工商工商工・・・・観光課観光課観光課観光課、、、、消費生活消費生活消費生活消費生活センターセンターセンターセンター、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、保育課保育課保育課保育課、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり
室室室室、、、、関係所管関係所管関係所管関係所管のののの事業事業事業事業をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

51515151ページページページページではではではでは、、、、施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性3333「「「「食食食食にににに関関関関するするするする環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい生活生活生活生活スタイルスタイルスタイルスタイルをををを知知知知るるるる」」」」というこというこというこというこ
とでとでとでとで、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物のののの発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制をするためにをするためにをするためにをするために、、、、家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける食品食品食品食品のののの廃棄廃棄廃棄廃棄、、、、食食食食べべべべ残残残残しをしをしをしを減減減減らすとらすとらすとらすと
いうこというこというこということ、、、、そしてそしてそしてそして自然自然自然自然のののの恩恵恩恵恩恵恩恵のののの上上上上にににに食食食食がががが成成成成りりりり立立立立っていることをっていることをっていることをっていることを意識意識意識意識してしてしてして、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした食食食食
生活生活生活生活をすることのをすることのをすることのをすることの重要性重要性重要性重要性をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「食食食食べべべべ物物物物にににに感謝感謝感謝感謝しししし
『『『『もったいないもったいないもったいないもったいない』』』』をををを実践実践実践実践するするするする」、「」、「」、「」、「食品食品食品食品のののの賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限・・・・消費期限消費期限消費期限消費期限などのなどのなどのなどの情報情報情報情報をををを活用活用活用活用するなどするなどするなどするなど計画計画計画計画
的的的的にににに食品食品食品食品をををを購入購入購入購入することですることですることですることで、、、、食品食品食品食品をををを無駄無駄無駄無駄にしないようにするにしないようにするにしないようにするにしないようにする」、「」、「」、「」、「個個個個々々々々にににに適正適正適正適正なななな食事量食事量食事量食事量をををを知知知知りりりり、、、、
食事食事食事食事をををを作作作作りりりり過過過過ぎないようにするぎないようにするぎないようにするぎないようにする」、「」、「」、「」、「生生生生ゴミゴミゴミゴミをををを減減減減らすらすらすらす工夫工夫工夫工夫をするをするをするをする」」」」をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。行政行政行政行政のののの
取取取取りりりり組組組組みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進課推進課推進課推進課、、、、消費生活消費生活消費生活消費生活センターセンターセンターセンター、、、、そしてそしてそしてそして52525252ページページページページでででで生涯生涯生涯生涯
学習学習学習学習センターセンターセンターセンターのののの事業事業事業事業をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    53535353ページページページページ、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標4444としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「次世代次世代次世代次世代につながりにつながりにつながりにつながり、、、、ひろがるひろがるひろがるひろがる食育食育食育食育のののの““““輪輪輪輪””””～～～～食育食育食育食育をををを育育育育
みみみみ守守守守りりりり継継継継ぐしくみぐしくみぐしくみぐしくみ～」～」～」～」ということでということでということでということで、、、、施策施策施策施策のののの方向方向方向方向1111「「「「食食食食にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを得得得得やすいやすいやすいやすい環境環境環境環境をつくるをつくるをつくるをつくる」」」」
としましてとしましてとしましてとしまして、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人がががが食食食食にににに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを身身身身につけられるようににつけられるようににつけられるようににつけられるように正正正正しくしくしくしく分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい
情報発信情報発信情報発信情報発信、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供がががが必要必要必要必要となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、これらのこれらのこれらのこれらの共有共有共有共有をするというところををするというところををするというところををするというところを示示示示しておりましておりましておりましておりま
すすすす。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「食食食食にににに関心関心関心関心をもつをもつをもつをもつ」、「」、「」、「」、「食食食食にににに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい情報情報情報情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに収収収収
集集集集するするするする」、「」、「」、「」、「家庭家庭家庭家庭はははは積極的積極的積極的積極的にににに食育食育食育食育にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域のののの食食食食をををを通通通通したしたしたしたイベントイベントイベントイベントなどになどになどになどに積極的積極的積極的積極的にににに参参参参
加加加加するするするする」」」」としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてはみといたしましてはみといたしましてはみといたしましては、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課、、、、
商工商工商工商工・・・・観光観光観光観光課課課課のののの事業事業事業事業をををを挙挙挙挙げさせていただいておりますげさせていただいておりますげさせていただいておりますげさせていただいております。。。。    

54545454ページページページページではではではでは、、、、施策施策施策施策のののの方向方向方向方向2222としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける食食食食をををを通通通通じたじたじたじたネットワークネットワークネットワークネットワークをををを
ひろげるひろげるひろげるひろげる」」」」というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、行政行政行政行政やややや教育機関教育機関教育機関教育機関、、、、保健医療機関保健医療機関保健医療機関保健医療機関などをはじめなどをはじめなどをはじめなどをはじめ、、、、食食食食のののの生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、
販売販売販売販売にににに関関関関わるわるわるわる事業者事業者事業者事業者、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体ややややNPONPONPONPO、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアなどのなどのなどのなどの組織組織組織組織においてにおいてにおいてにおいて食育活動食育活動食育活動食育活動のののの様様様様々々々々なななな取取取取
りりりり組組組組みがみがみがみが実施実施実施実施されているところですがされているところですがされているところですがされているところですが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの体系体系体系体系ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化、、、、さらにはこれのさらにはこれのさらにはこれのさらにはこれの充充充充
実実実実がががが必要必要必要必要となっていることをまとめておりますとなっていることをまとめておりますとなっていることをまとめておりますとなっていることをまとめております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「食育食育食育食育にににに関関関関わわわわ
るるるる様様様様々々々々なななな関係者関係者関係者関係者とととと連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力しししし、、、、家庭家庭家庭家庭やややや地域地域地域地域でででで食育食育食育食育にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ」、「」、「」、「」、「今今今今までのまでのまでのまでの経験経験経験経験をををを生生生生かしかしかしかし、、、、
地域地域地域地域にににに食育食育食育食育をををを広広広広めるめるめるめる」、「」、「」、「」、「災害災害災害災害などのなどのなどのなどの緊急時緊急時緊急時緊急時にににに備備備備ええええ、、、、3333日間程度日間程度日間程度日間程度のののの水水水水やややや食食食食糧糧糧糧をををを確保確保確保確保するするするする」」」」とさせとさせとさせとさせ
ていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、消費生活消費生活消費生活消費生活センターセンターセンターセンター、、、、
参画協働参画協働参画協働参画協働・・・・相談課相談課相談課相談課、、、、危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室、、、、関係所管課関係所管課関係所管課関係所管課のののの事業事業事業事業をををを紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

55555555ページページページページ施策施策施策施策のののの方向方向方向方向3333としましてとしましてとしましてとしまして、「、「、「、「食育食育食育食育のののの““““輪輪輪輪””””をひろげをひろげをひろげをひろげ未来未来未来未来につなげるにつなげるにつなげるにつなげる」」」」というかたちというかたちというかたちというかたち
でででで、、、、食育食育食育食育はははは個人個人個人個人のののの食生活食生活食生活食生活にににに関関関関わるわるわるわる問題問題問題問題でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、一人一人一人一人ひとりによるひとりによるひとりによるひとりによる理解理解理解理解とととと実践実践実践実践がががが何何何何よりよりよりより
でありでありでありであり、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民のののの方方方方がががが食育食育食育食育にににに関心関心関心関心をもっていただくことがをもっていただくことがをもっていただくことがをもっていただくことが大切大切大切大切でででで、、、、これがこれがこれがこれが促進促進促進促進さささされていれていれていれてい
くことくことくことくこと、、、、それがそれがそれがそれが引引引引いていていていてはははは市民市民市民市民がががが元気元気元気元気あふれるまちとしてあふれるまちとしてあふれるまちとしてあふれるまちとして発展発展発展発展していくことということでしていくことということでしていくことということでしていくことということで、、、、記記記記
しておりますしておりますしておりますしております。。。。市民市民市民市民のののの取取取取りりりり組組組組みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、「、「、「、「未来未来未来未来のののの活力活力活力活力、、、、魅力魅力魅力魅力あるあるあるある地域地域地域地域やややや社会社会社会社会をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、
みんなでみんなでみんなでみんなで食育食育食育食育のののの輪輪輪輪をををを広広広広げましょうげましょうげましょうげましょう」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域のののの食食食食をををを通通通通じたじたじたじたイベントイベントイベントイベントなどになどになどになどに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しまししまししまししまし
ょうょうょうょう」、「」、「」、「」、「生産生産生産生産やややや流通流通流通流通のしくみをのしくみをのしくみをのしくみを学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう」」」」としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みといたしまみといたしまみといたしまみといたしま
してはしてはしてはしては、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり室室室室、、、、関係所管課関係所管課関係所管課関係所管課のののの事業事業事業事業をををを紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

これらのこれらのこれらのこれらの4444章章章章におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、文章表現文章表現文章表現文章表現でででで表現表現表現表現しきれないところにしきれないところにしきれないところにしきれないところに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、トピックトピックトピックトピック
ススススなどいろいろなかたちでなどいろいろなかたちでなどいろいろなかたちでなどいろいろなかたちで補足等補足等補足等補足等をををを加加加加えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

56565656ページページページページからのからのからのからの第第第第5555章章章章ではではではでは、、、、具体的具体的具体的具体的なななな計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてのけてのけてのけての「「「「推進体制推進体制推進体制推進体制づくりづくりづくりづくり」」」」等等等等をををを記記記記してしてしてして
おりますおりますおりますおります。。。。56565656ページページページページのののの図図図図5555‐‐‐‐1111のののの食育推進体制食育推進体制食育推進体制食育推進体制ではではではでは、、、、第第第第1111章章章章でもでもでもでも載載載載せさせていただいておりますせさせていただいておりますせさせていただいておりますせさせていただいております
がががが、、、、食育推進会議食育推進会議食育推進会議食育推進会議でおでおでおでお集集集集まりいただいていますまりいただいていますまりいただいていますまりいただいています皆皆皆皆ささささままままにおかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標3333でもでもでもでも、、、、食食食食
からからからから広広広広がるがるがるがる地域地域地域地域のつながりにのつながりにのつながりにのつながりに関係関係関係関係するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな方方方方にごにごにごにご参加参加参加参加いただいていただいていただいていただいて、、、、検討検討検討検討をををを進進進進めさせてめさせてめさせてめさせて
いただいているいただいているいただいているいただいている場場場場となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

57575757ページページページページにはにはにはには、、、、それらをよりそれらをよりそれらをよりそれらをより具体的具体的具体的具体的にににに示示示示したしたしたした図図図図となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして、、、、行政行政行政行政だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく地地地地
域域域域でででで、、、、個人個人個人個人、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、そそそそしてさらにそのしてさらにそのしてさらにそのしてさらにその地域地域地域地域につながることでにつながることでにつながることでにつながることで、、、、よりよりよりより大大大大きいきいきいきい力力力力をををを広広広広げていくべげていくべげていくべげていくべ
きききき、、、、食育食育食育食育をををを推進推進推進推進していくためのしていくためのしていくためのしていくための大大大大きいきいきいきい力力力力をつくっていきたいとをつくっていきたいとをつくっていきたいとをつくっていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

58585858ページページページページではではではでは「「「「取取取取りりりり組組組組みみみみ目標目標目標目標」」」」としてとしてとしてとして、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標をををを挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。このこのこのこの数値目標数値目標数値目標数値目標にににに関関関関しししし
ましてはましてはましてはましては、「、「、「、「あなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたのあなたとあなたの家族家族家族家族のののの食食食食にににに関関関関するするするするアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査」」」」のののの報告書報告書報告書報告書からからからから挙挙挙挙げておりまげておりまげておりまげておりま
すすすす。。。。大大大大きいきいきいきい項目項目項目項目でででで10101010項目項目項目項目をををを挙挙挙挙げさせていただいておりますがげさせていただいておりますがげさせていただいておりますがげさせていただいておりますが、、、、このこのこのこの10101010項目項目項目項目につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、
基本理念基本理念基本理念基本理念、、、、そしてそしてそしてそして4444つのつのつのつの基本目標基本目標基本目標基本目標、、、、各章各章各章各章よりよりよりより抽出抽出抽出抽出しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、第第第第4444章章章章にありますにありますにありますにあります各事業各事業各事業各事業のののの
運営評価運営評価運営評価運営評価とととと数値数値数値数値のののの反映反映反映反映がががが、、、、整合整合整合整合していないとしていないとしていないとしていないところがありますがころがありますがころがありますがころがありますが、、、、数値数値数値数値ががががアンケートアンケートアンケートアンケートのののの回答区回答区回答区回答区
分分分分とかとかとかとか、、、、理念目標値理念目標値理念目標値理念目標値としてとしてとしてとして必要必要必要必要なななな点点点点をををを考考考考えてえてえてえて、、、、設定設定設定設定させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている状況状況状況状況になっておりになっておりになっておりになっており
ますますますます。。。。本市本市本市本市のののの課題課題課題課題とととと事業事業事業事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望などをなどをなどをなどを一一一一つのつのつのつの目安目安目安目安としてとしてとしてとして、、、、必要必要必要必要とととと思思思思われわれわれわれ、、、、
またまたまたまた一一一一つのつのつのつの目安目安目安目安としてのとしてのとしてのとしての数値目標数値目標数値目標数値目標のののの設置設置設置設置はははは、、、、国国国国のののの計画策定計画策定計画策定計画策定でもでもでもでも推奨推奨推奨推奨させていることですのでさせていることですのでさせていることですのでさせていることですので、、、、
各項目各項目各項目各項目にににに関連関連関連関連するするするする主要部署主要部署主要部署主要部署についてについてについてについて、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも参考案参考案参考案参考案としてとしてとしてとして挙挙挙挙げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

59595959ページページページページではではではでは、、、、計画計画計画計画のののの推進管理推進管理推進管理推進管理にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、第第第第4444章章章章のののの具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策やややや取取取取りりりり組組組組みにはみにはみにはみには、、、、そそそそ
れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの事業事業事業事業をををを実践実践実践実践していきながらしていきながらしていきながらしていきながら、、、、施策内容施策内容施策内容施策内容のののの充実充実充実充実にににに努努努努めるものとしめるものとしめるものとしめるものとしておりますておりますておりますております。。。。食育食育食育食育はははは
目的目的目的目的でありでありでありであり、、、、手段手段手段手段でもあることからでもあることからでもあることからでもあることから、、、、計画計画計画計画にににに掲掲掲掲げたげたげたげた内容内容内容内容をををを実施実施実施実施していくだけでなくしていくだけでなくしていくだけでなくしていくだけでなく、、、、食育食育食育食育のののの
効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域、、、、行政行政行政行政などなどなどなど関係団体関係団体関係団体関係団体ののののネットワークネットワークネットワークネットワークがががが大切大切大切大切とととと
なりますなりますなりますなります。。。。このためこのためこのためこのため、、、、市民市民市民市民、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、推進団体推進団体推進団体推進団体、、、、行政行政行政行政、、、、医療保険者医療保険者医療保険者医療保険者、、、、企業企業企業企業などがなどがなどがなどが、、、、それぞそれぞそれぞそれぞ
れのれのれのれの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの下下下下、、、、相互相互相互相互にににに連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら一体的一体的一体的一体的にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを展開展開展開展開していくとともにしていくとともにしていくとともにしていくとともに、、、、定期的定期的定期的定期的
にににに計画内容計画内容計画内容計画内容のののの点検点検点検点検、、、、評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、事業事業事業事業にににに対対対対するするするする改善改善改善改善、、、、提案提案提案提案へとつなげていきますへとつなげていきますへとつなげていきますへとつなげていきます。。。。またまたまたまた、、、、計計計計
画最終年度画最終年度画最終年度画最終年度であるであるであるである平成平成平成平成27272727年度年度年度年度のののの数値目標数値目標数値目標数値目標のののの達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、事業事業事業事業のののの的確的確的確的確なななな進行管理進行管理進行管理進行管理とととと目標達成度目標達成度目標達成度目標達成度
のののの評価評価評価評価をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、本計画本計画本計画本計画をををを着実着実着実着実にににに推進推進推進推進していくかたちでしていくかたちでしていくかたちでしていくかたちで、、、、第第第第5555章章章章をまとめておりますをまとめておりますをまとめておりますをまとめております。。。。    

以上以上以上以上ですですですです。。。。    

会長会長会長会長    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。非常非常非常非常にににに膨大膨大膨大膨大でででで、、、、中身中身中身中身もももも濃濃濃濃いいいい計画計画計画計画となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして、、、、一度一度一度一度にににに協協協協
議議議議やややや議論議論議論議論はははは大変大変大変大変かとかとかとかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、最初最初最初最初にににに第第第第1111章章章章「「「「川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画川西市食育推進計画のののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって」」」」とととと、、、、
第第第第2222章章章章のののの「「「「川西市川西市川西市川西市のののの食食食食をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく地域特性地域特性地域特性地域特性」」」」についてについてについてについて、、、、ページページページページでででで言言言言うとうとうとうと1111ページページページページからからからから29292929ページページページページ
についてについてについてについて、、、、ごごごご意見意見意見意見やごやごやごやご質問質問質問質問をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに内容内容内容内容もももも濃濃濃濃くくくく、、、、ややこしいややこしいややこしいややこしい部分部分部分部分もあもあもあもあ
るかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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    第第第第１１１１章章章章～～～～第第第第２２２２章章章章    

会長会長会長会長    ははははじめにじめにじめにじめに発言発言発言発言するのはするのはするのはするのは重重重重たいたいたいたい雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気ですのでですのでですのでですので、、、、僭越僭越僭越僭越ですがごですがごですがごですがご指名指名指名指名させていただいてよろしさせていただいてよろしさせていただいてよろしさせていただいてよろし
いですかいですかいですかいですか。。。。委員委員委員委員、、、、ごごごご意見意見意見意見がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

委員委員委員委員    人口推移人口推移人口推移人口推移でみますとでみますとでみますとでみますと、、、、老人老人老人老人はははは増増増増えてきますがえてきますがえてきますがえてきますが、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代のののの人口人口人口人口はあまりはあまりはあまりはあまり変動変動変動変動していないとしていないとしていないとしていないと
思思思思いますいますいますいます。。。。当然当然当然当然、、、、生産人口生産人口生産人口生産人口はははは減減減減ってきますってきますってきますってきます。。。。どこでもどこでもどこでもどこでも高齢化高齢化高齢化高齢化はははは仕方仕方仕方仕方がないのですががないのですががないのですががないのですが、、、、小学校小学校小学校小学校
などでなどでなどでなどで教室教室教室教室がががが足足足足りないなどのりないなどのりないなどのりないなどの問題問題問題問題もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、全体全体全体全体としてどこにとしてどこにとしてどこにとしてどこに重点重点重点重点をおくをおくをおくをおく計画計画計画計画とすとすとすとするるるる
かかかか、、、、ということですということですということですということです。。。。予算予算予算予算をををを伴伴伴伴うことなのでうことなのでうことなのでうことなので、、、、最後最後最後最後にどうにどうにどうにどう評価評価評価評価をしていくかということにつをしていくかということにつをしていくかということにつをしていくかということにつ
ながりますながりますながりますながります。。。。重点項目重点項目重点項目重点項目というものをというものをというものをというものを老人世代老人世代老人世代老人世代ににににおくのかおくのかおくのかおくのか、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代におくのかにおくのかにおくのかにおくのか、、、、両方両方両方両方におくにおくにおくにおく
のかのかのかのか、、、、それをどういうことでそれをどういうことでそれをどういうことでそれをどういうことで評価評価評価評価してしてしてして、、、、5555年後年後年後年後ないしないしないしないし27272727年度年度年度年度にどうにどうにどうにどう評価評価評価評価するかということがするかということがするかということがするかということが求求求求
められるとめられるとめられるとめられると思思思思いますいますいますいます。。。。広範囲広範囲広範囲広範囲にわたっておりますのでにわたっておりますのでにわたっておりますのでにわたっておりますので、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいですねしいですねしいですねしいですね。。。。計画計画計画計画のののの策定策定策定策定でででで
すのですのですのですので、、、、重点項目重点項目重点項目重点項目をしぼりをしぼりをしぼりをしぼり、、、、それをそれをそれをそれを強化強化強化強化するするするする方法方法方法方法をををを考考考考えたえたえたえた上上上上でででで、、、、最後最後最後最後にににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある目標数値目標数値目標数値目標数値
がががが達成達成達成達成できるのかなとできるのかなとできるのかなとできるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。川西市川西市川西市川西市としてとしてとしてとして独自独自独自独自にににに何何何何かかかか考考考考えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、どんなものどんなものどんなものどんなもの
があるのかということですがあるのかということですがあるのかということですがあるのかということです。。。。地産地消地産地消地産地消地産地消をしていくをしていくをしていくをしていく上上上上でででで、、、、県県県県などでなどでなどでなどで施策施策施策施策としてできているものとしてできているものとしてできているものとしてできているもの
がががが何何何何かあるのでしょうかかあるのでしょうかかあるのでしょうかかあるのでしょうか。。。。    

会長会長会長会長    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。非常非常非常非常にににに中身中身中身中身のののの濃濃濃濃いいいい、、、、するどいごするどいごするどいごするどいご指摘指摘指摘指摘をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。事務局事務局事務局事務局、、、、
今今今今のごのごのごのご意見意見意見意見にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、例例例例えばえばえばえば重点目標重点目標重点目標重点目標はどういうものをはどういうものをはどういうものをはどういうものを考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは川西川西川西川西
市市市市としてどうあろうととしてどうあろうととしてどうあろうととしてどうあろうと考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、今後今後今後今後社会状況社会状況社会状況社会状況がががが厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中、、、、検討検討検討検討していくことになるしていくことになるしていくことになるしていくことになる
とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現時点現時点現時点現時点でででで何何何何かございましたらおかございましたらおかございましたらおかございましたらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

事務局事務局事務局事務局    食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画にかかにかかにかかにかかわらずわらずわらずわらず、、、、本市本市本市本市のののの市政全般市政全般市政全般市政全般のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関係関係関係関係してくるとしてくるとしてくるとしてくると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、委委委委
員員員員がおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったように少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる中中中中でででで、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの施策施策施策施策にににに重点重点重点重点をおくのかをおくのかをおくのかをおくのか、、、、
あるいはあるいはあるいはあるいは子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの施策施策施策施策にににに重点重点重点重点をおくのかはをおくのかはをおくのかはをおくのかは、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しくしくしくしく、、、、おおおお答答答答えもしにくいのですえもしにくいのですえもしにくいのですえもしにくいのです
がががが、、、、今今今今のののの時代時代時代時代のののの流流流流れからいくとれからいくとれからいくとれからいくと、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況のののの中中中中でででで限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源をとなりますとをとなりますとをとなりますとをとなりますと、、、、川西川西川西川西
市市市市のののの将来将来将来将来をををを担担担担っているっているっているっている子子子子どもたちへのどもたちへのどもたちへのどもたちへの、、、、次世代育成次世代育成次世代育成次世代育成のほうにのほうにのほうにのほうに重点重点重点重点をおいたをおいたをおいたをおいた施策施策施策施策になってこよになってこよになってこよになってこよ
うかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、やはりやはりやはりやはり乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児からからからから小学生小学生小学生小学生、、、、中学生中学生中学生中学生あたあたあたあた
りへのりへのりへのりへの事業事業事業事業ののののウエイトウエイトウエイトウエイトがががが高高高高くなってくるのではないかとくなってくるのではないかとくなってくるのではないかとくなってくるのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

委員委員委員委員    川西市川西市川西市川西市はははは今年今年今年今年からからからから完全米飯給食完全米飯給食完全米飯給食完全米飯給食をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。完全米飯完全米飯完全米飯完全米飯でででで小児小児小児小児のののの生活習慣病検診生活習慣病検診生活習慣病検診生活習慣病検診もしもしもしもし
ていますていますていますています。。。。完全米飯後完全米飯後完全米飯後完全米飯後にににに小児小児小児小児のののの生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣がががが変変変変わってきたかどうかはわってきたかどうかはわってきたかどうかはわってきたかどうかは非常非常非常非常にににに注目注目注目注目すべきことかすべきことかすべきことかすべきことか
とととと思思思思いまいまいまいますのですのですのですので、、、、そのあたりをそのあたりをそのあたりをそのあたりを重点重点重点重点にににに入入入入れていただけたらよいとれていただけたらよいとれていただけたらよいとれていただけたらよいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    せっかくせっかくせっかくせっかく学校給食学校給食学校給食学校給食がががが変変変変わってきていますのでわってきていますのでわってきていますのでわってきていますので、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに食物食物食物食物をどういうをどういうをどういうをどういう意識意識意識意識でででで食食食食べるべるべるべる
のかということをのかということをのかということをのかということを教教教教えるえるえるえる大大大大きなきなきなきなチャンスチャンスチャンスチャンスだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの基本計画基本計画基本計画基本計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの中中中中でででで、、、、第第第第4444章章章章にににに
なるとなるとなるとなると、、、、食食食食にににに関心関心関心関心をををを持持持持ちちちち食食食食にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しましょうというかたちでしましょうというかたちでしましょうというかたちでしましょうというかたちで、、、、食食食食にににに対対対対してのしてのしてのしての知知知知
識識識識、、、、これだからこうだというこれだからこうだというこれだからこうだというこれだからこうだという段階的段階的段階的段階的なことになことになことになことに市民市民市民市民がががが気気気気づいていこうということだとづいていこうということだとづいていこうということだとづいていこうということだと思思思思うのでうのでうのでうので
すがすがすがすが、、、、計画計画計画計画のののの最初最初最初最初にはにはにはには、、、、体体体体にににに対対対対してとしてとしてとしてと心心心心にににに対対対対してとしてとしてとしてと書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。心心心心にににに対対対対してがなぜしてがなぜしてがなぜしてがなぜ必要必要必要必要
なのかというなのかというなのかというなのかという意識意識意識意識がががが少少少少ないようにないようにないようにないように思思思思いますいますいますいます。。。。いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

委員委員委員委員    子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに伝伝伝伝えていくえていくえていくえていく心心心心のののの空腹空腹空腹空腹というのはというのはというのはというのは、、、、保護者保護者保護者保護者へへへへ伝伝伝伝えていくことえていくことえていくことえていくこととととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。
ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのほうではのほうではのほうではのほうでは、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士のののの先生先生先生先生をおをおをおをお迎迎迎迎えしてえしてえしてえして勉強勉強勉強勉強したことをしたことをしたことをしたことを全全全全てててて市内市内市内市内のののの小中小中小中小中のののの全保護者全保護者全保護者全保護者にににに、、、、
おおおお手紙手紙手紙手紙でででで、、、、今今今今、、、、食育食育食育食育というものはこうなっているとかというものはこうなっているとかというものはこうなっているとかというものはこうなっているとか、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消とはこういうことだとかとはこういうことだとかとはこういうことだとかとはこういうことだとか、、、、
講演会講演会講演会講演会のののの内容内容内容内容をををを具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの方方方方にににに確確確確かなかなかなかな情報情報情報情報をををを伝伝伝伝えていえていえていえてい
きたいというかたちできたいというかたちできたいというかたちできたいというかたちで進進進進めさせていただいてはおりますめさせていただいてはおりますめさせていただいてはおりますめさせていただいてはおります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、またまたまたまた保護者保護者保護者保護者のほうからのほうからのほうからのほうから子子子子
どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに伝伝伝伝えてもらえたらえてもらえたらえてもらえたらえてもらえたら、、、、ということでということでということでということで活動活動活動活動をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。    

委員委員委員委員    聞聞聞聞いてほしいおいてほしいおいてほしいおいてほしいお母母母母さんはなかなかさんはなかなかさんはなかなかさんはなかなか学校学校学校学校にににに来来来来てくれなくてくれなくてくれなくてくれなく、、、、聞聞聞聞いていていていて欲欲欲欲しいおしいおしいおしいお母母母母さんはなかなかさんはなかなかさんはなかなかさんはなかなか
読読読読んでくれなくてんでくれなくてんでくれなくてんでくれなくて、、、、十分十分十分十分にににに分分分分かっているおかっているおかっているおかっているお母母母母さんがよくさんがよくさんがよくさんがよく参加参加参加参加してくれるのですしてくれるのですしてくれるのですしてくれるのです。。。。私私私私のののの活動活動活動活動のののの
中中中中でもでもでもでも、、、、無関心無関心無関心無関心なおなおなおなお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか来来来来てくれませんてくれませんてくれませんてくれません。。。。だからだからだからだから、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、イイイイ
ベントベントベントベントとかでとかでとかでとかで流流流流れでれでれでれで来来来来てくれるからこそてくれるからこそてくれるからこそてくれるからこそ、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして後押後押後押後押しをしているのですしをしているのですしをしているのですしをしているのです。。。。    

子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、例例例例えばえばえばえば食品食品食品食品がががが腐腐腐腐るということがるということがるということがるということが分分分分かっているけれどかっているけれどかっているけれどかっているけれど、、、、だからだからだからだから食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物がががが
必要必要必要必要でででで、、、、またまたまたまた、、、、食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物をなぜみんながをなぜみんながをなぜみんながをなぜみんなが嫌嫌嫌嫌がっているのかがっているのかがっているのかがっているのか、、、、食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物がががが体体体体にににに悪悪悪悪いからみいからみいからみいからみ
んながんながんながんなが嫌嫌嫌嫌がっていがっていがっていがっているとるとるとると、、、、順番順番順番順番をををを改改改改めてめてめてめて言言言言うとうとうとうと、、、、分分分分かってもらえるのですかってもらえるのですかってもらえるのですかってもらえるのです。。。。分分分分かってほしいかってほしいかってほしいかってほしい体体体体
にににに対対対対してのしてのしてのしての取取取取りりりり組組組組みはすごくあるしみはすごくあるしみはすごくあるしみはすごくあるし、、、、心心心心にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みもあるのですがみもあるのですがみもあるのですがみもあるのですが、「、「、「、「知知知知らせるらせるらせるらせる」」」」といといといとい
うことはもっとうことはもっとうことはもっとうことはもっと違違違違うううう方向方向方向方向にににに向向向向かっているかっているかっているかっている気気気気がしますがしますがしますがします。。。。素案素案素案素案をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、何度何度何度何度もももも読読読読んでんでんでんで、、、、そのそのそのその
部分部分部分部分がががが違違違違うかとうかとうかとうかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

委員委員委員委員    確確確確かにかにかにかに来来来来ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい方方方方がががが来来来来てくれないというてくれないというてくれないというてくれないという法則法則法則法則ががががPTAPTAPTAPTAにもありますにもありますにもありますにもあります。。。。しかししかししかししかし、、、、確確確確かなかなかなかな
情報情報情報情報をををを知知知知っているっているっているっている方方方方がががが一人一人一人一人でもでもでもでも二人二人二人二人でもでもでもでも増増増増えることでえることでえることでえることで、、、、スーパースーパースーパースーパーなどでのなどでのなどでのなどでの井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議でででで、、、、そそそそ
のののの情報情報情報情報をををを一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの方方方方にににに広広広広めていくということがめていくということがめていくということがめていくということが一番大事一番大事一番大事一番大事だとだとだとだと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、もももも
うううう少少少少しおしおしおしお時間時間時間時間をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて、、、、そのそのそのその中中中中でででで伝伝伝伝えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいいいい
たしますたしますたしますたします。。。。    
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委員委員委員委員    幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でででで講演講演講演講演するするするする、、、、小学校小学校小学校小学校でででで講演講演講演講演するときにするときにするときにするときに、、、、さっとさっとさっとさっと席席席席をををを立立立立っていくっていくっていくっていく人人人人をををを集集集集めてめてめてめて講演講演講演講演したしたしたした
いといといといと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。残残残残っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方はよいのですはよいのですはよいのですはよいのです。。。。母親母親母親母親はもうはもうはもうはもう遅遅遅遅いのですいのですいのですいのです。。。。だからだからだからだから子子子子どもどもどもども
をををを洗脳洗脳洗脳洗脳していくしていくしていくしていくテクニックテクニックテクニックテクニックをををを徹底徹底徹底徹底したほうがよいとしたほうがよいとしたほうがよいとしたほうがよいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお箸箸箸箸のののの持持持持ちちちち方一方一方一方一つにしてもつにしてもつにしてもつにしても、、、、
家家家家でうまくでうまくでうまくでうまく持持持持てないがてないがてないがてないが、、、、母親母親母親母親もももも父親父親父親父親もももも祖父母祖父母祖父母祖父母もうまくもうまくもうまくもうまく教教教教えられないのでえられないのでえられないのでえられないので幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや学校学校学校学校でででで教教教教ええええ
てくださいてくださいてくださいてください、、、、とととと言言言言われたときわれたときわれたときわれたとき、「、「、「、「それはそれはそれはそれは家庭家庭家庭家庭のことですよのことですよのことですよのことですよ」」」」とととと言言言言っているっているっているっている先生先生先生先生がおがおがおがお箸箸箸箸をををを正正正正しくしくしくしく
持持持持てないのですてないのですてないのですてないのです。。。。おおおお箸箸箸箸をををを正正正正しくしくしくしく持持持持てるてるてるてる先生先生先生先生はははは「「「「いいですよいいですよいいですよいいですよ、、、、教教教教えましょうえましょうえましょうえましょう」」」」とととと言言言言ってくれまってくれまってくれまってくれま
すすすす。。。。子子子子どもからどもからどもからどもから教育教育教育教育していくということをしていくということをしていくということをしていくということを小小小小さいうちからさいうちからさいうちからさいうちから徹底徹底徹底徹底してしてしてして行行行行っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大切大切大切大切でででで
すすすす。。。。上上上上のののの世代世代世代世代はははは生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣がががが徹底的徹底的徹底的徹底的にににに崩崩崩崩れてしまっているのでもうよいですれてしまっているのでもうよいですれてしまっているのでもうよいですれてしまっているのでもうよいです。。。。直直直直らないとらないとらないとらないと思思思思いいいい
ますますますます。。。。だからだからだからだから早早早早くくくく子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに対対対対してしてしてしてエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを費費費費やしてほしいやしてほしいやしてほしいやしてほしい、、、、そしてそしてそしてそして、、、、できるだけたできるだけたできるだけたできるだけた
くさんのくさんのくさんのくさんの子子子子どもがどもがどもがどもが健全健全健全健全にににに育育育育つようなつようなつようなつような環境条件環境条件環境条件環境条件をををを整整整整えてほしいとえてほしいとえてほしいとえてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    子子子子どもにどもにどもにどもに教教教教えるとえるとえるとえると、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが帰帰帰帰ってってってって親親親親にににに教教教教えるといいますえるといいますえるといいますえるといいます。。。。ところでところでところでところで35353535人学級人学級人学級人学級はありますはありますはありますはあります
かかかか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    小学校小学校小学校小学校でででで一部一部一部一部35353535人学級人学級人学級人学級をををを実施実施実施実施しているところがございますしているところがございますしているところがございますしているところがございます。。。。少子化少子化少子化少子化でででで子供子供子供子供のののの数数数数はははは減減減減っていっていっていってい
ますがますがますがますが、、、、1111クラスクラスクラスクラスのののの定員定員定員定員もももも減減減減らしていますのでらしていますのでらしていますのでらしていますので、、、、教室教室教室教室がががが足足足足りないというりないというりないというりないという状況状況状況状況にあるようにあるようにあるようにあるようですですですです。。。。    

事務局事務局事務局事務局    35353535人学級人学級人学級人学級はははは県県県県のののの施策施策施策施策でででで1111年生年生年生年生からからからから4444年生年生年生年生までのなかでまでのなかでまでのなかでまでのなかで実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

委員委員委員委員    25252525人学級人学級人学級人学級にするにするにするにする動動動動きはないですかきはないですかきはないですかきはないですか。。。。今今今今はははは母親母親母親母親たちをたちをたちをたちを教育教育教育教育できませんからできませんからできませんからできませんから。。。。先生一人先生一人先生一人先生一人でででで、、、、子子子子
どもどもどもども25252525人人人人でででで精一杯精一杯精一杯精一杯かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに親親親親がががが付付付付いているというのはとてもいているというのはとてもいているというのはとてもいているというのはとても無理無理無理無理ですですですです。。。。これかこれかこれかこれか
らららら先生先生先生先生がががが余余余余ってくるのならってくるのならってくるのならってくるのなら、、、、クラスクラスクラスクラスのののの人数人数人数人数をををを少少少少なめにすればなめにすればなめにすればなめにすれば、、、、もうもうもうもう少少少少しししし濃厚濃厚濃厚濃厚なななな教育教育教育教育ができるができるができるができる
かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。我我我我々々々々のののの頃頃頃頃はははは、、、、50505050人人人人１１１１クラスクラスクラスクラスででででしたがしたがしたがしたが、、、、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと母親母親母親母親をををを教育教育教育教育できていましたできていましたできていましたできていました。。。。
しかししかししかししかし今今今今はとてもできないですはとてもできないですはとてもできないですはとてもできないです。。。。    

事務局事務局事務局事務局    先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員からいただきましたごからいただきましたごからいただきましたごからいただきましたご意見意見意見意見にににに、、、、説明説明説明説明になるのかどうかになるのかどうかになるのかどうかになるのかどうか分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、少少少少しししし補補補補
足足足足させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。まとめまとめまとめまとめ方方方方につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、一一一一つのつのつのつの体系体系体系体系としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、まずまずまずまず個人個人個人個人というというというという
ことをことをことをことを明確明確明確明確にしていくことがにしていくことがにしていくことがにしていくことが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。最近最近最近最近のののの食生活食生活食生活食生活のののの乱乱乱乱れというもれというもれというもれというも
のはのはのはのは、、、、大人大人大人大人にもにもにもにも子子子子どもにもありますのでどもにもありますのでどもにもありますのでどもにもありますので、、、、このこのこのこの計画全体的計画全体的計画全体的計画全体的にににに、、、、まずはまずはまずはまずは個人個人個人個人のののの健全健全健全健全なななな食生活食生活食生活食生活、、、、
そしてそしてそしてそして個人個人個人個人のののの身近身近身近身近なななな家庭家庭家庭家庭のののの食環境食環境食環境食環境、、、、そしてさらにそれらをそしてさらにそれらをそしてさらにそれらをそしてさらにそれらを食卓食卓食卓食卓のののの上上上上だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、食卓食卓食卓食卓につなにつなにつなにつな
がるがるがるがる生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売、、、、調理調理調理調理・・・・加工加工加工加工もあるかもしれませんがもあるかもしれませんがもあるかもしれませんがもあるかもしれませんが、、、、そしてそしてそしてそして廃棄廃棄廃棄廃棄、、、、再生再生再生再生までのまでのまでのまでのサイサイサイサイ
クルクルクルクルにわたってにわたってにわたってにわたって、、、、最後最後最後最後にににに地域全体地域全体地域全体地域全体でででで食育食育食育食育をををを推進推進推進推進していくということをしていくということをしていくということをしていくということを、、、、示示示示すようにすようにすようにすようにしておりしておりしておりしており
ますますますます。。。。    

    どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、イメージイメージイメージイメージとしてとしてとしてとして、、、、最初最初最初最初のほうにのほうにのほうにのほうに心心心心のののの部分部分部分部分やややや個人個人個人個人のののの部分部分部分部分をををを多多多多くくくく掲掲掲掲げるかたちにげるかたちにげるかたちにげるかたちに
なってなってなってなっているものいるものいるものいるものとととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。ただただただただ2222章章章章そしてそしてそしてそして3333章章章章にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、ここのここのここのここの部分部分部分部分はははは、、、、今日今日今日今日おおおお
集集集集まりいただいていますまりいただいていますまりいただいていますまりいただいています委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまにもさまにもさまにもさまにも関係関係関係関係されるされるされるされる方方方方ががががたくさんおたくさんおたくさんおたくさんお集集集集まりいただいているまりいただいているまりいただいているまりいただいている
ののののですがですがですがですが、、、、ここはそういったここはそういったここはそういったここはそういった、、、、例例例例えばえばえばえば流通流通流通流通のののの場場場場やややや、、、、販売販売販売販売のののの場場場場でもでもでもでも、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな情報発信情報発信情報発信情報発信をしをしをしをし
てててていただけるいただけるいただけるいただける場場場場としてとしてとしてとして、、、、つながっていただけるつながっていただけるつながっていただけるつながっていただける可能性可能性可能性可能性があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほどおっしゃほどおっしゃほどおっしゃほどおっしゃ
られていましたられていましたられていましたられていました「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」をををを与与与与えるということについてえるということについてえるということについてえるということについて、、、、普段私普段私普段私普段私がががが仕事仕事仕事仕事のののの中中中中でででで栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導をしをしをしをし
ていくていくていくていく中中中中でもでもでもでも、、、、健康健康健康健康にににに関心関心関心関心のないのないのないのない方方方方にににに気気気気づいていただくということはづいていただくということはづいていただくということはづいていただくということは、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいのですしいのですしいのですしいのです
がががが、、、、今回今回今回今回のこののこののこののこの食育推進会議食育推進会議食育推進会議食育推進会議のののの皆皆皆皆さまもそうであるようにさまもそうであるようにさまもそうであるようにさまもそうであるように、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな分野分野分野分野のののの方方方方がががが集集集集まってまってまってまって
おられますのでおられますのでおられますのでおられますので、、、、いつもいたいつもいたいつもいたいつもいた場所場所場所場所ではではではでは気気気気づかなくてもづかなくてもづかなくてもづかなくても、、、、違違違違うううう視点視点視点視点からこのからこのからこのからこの食食食食のののの大切大切大切大切さにさにさにさに気気気気づづづづ
いていくいていくいていくいていくきっかけになっていくのではないかときっかけになっていくのではないかときっかけになっていくのではないかときっかけになっていくのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには今後今後今後今後もいろいろなごもいろいろなごもいろいろなごもいろいろなご意意意意
見見見見をいただきつつをいただきつつをいただきつつをいただきつつ、、、、一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えていっていただければとえていっていただければとえていっていただければとえていっていただければと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいた
しますしますしますします。。。。    

委員委員委員委員    今今今今、、、、皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから大事大事大事大事なことをごなことをごなことをごなことをご意見意見意見意見としていただきましたとしていただきましたとしていただきましたとしていただきました。。。。私私私私のほうからはのほうからはのほうからはのほうからは小小小小さなことでさなことでさなことでさなことで
すがすがすがすが、、、、15151515ページページページページでででで県県県県やややや国国国国とととと比比比比べてなぜこんなにべてなぜこんなにべてなぜこんなにべてなぜこんなに差差差差があるのかというがあるのかというがあるのかというがあるのかという気気気気がしましたがしましたがしましたがしました。。。。家族家族家族家族そろそろそろそろ
ってってってって食事食事食事食事をするというのはをするというのはをするというのはをするというのは、、、、何何何何となくとなくとなくとなく聞聞聞聞きききき方方方方がががが違違違違うのかとうのかとうのかとうのかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、県県県県ではではではでは77.9%77.9%77.9%77.9%、、、、国国国国とととと川川川川
西市西市西市西市ではではではでは50%50%50%50%とととと41%41%41%41%ということですということですということですということです。。。。家族家族家族家族そろってそろってそろってそろって食事食事食事食事をするということでをするということでをするということでをするということで、、、、このようなこのようなこのようなこのような数字数字数字数字
がでるとがでるとがでるとがでると市民市民市民市民はびっくりされるのではないかとはびっくりされるのではないかとはびっくりされるのではないかとはびっくりされるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。上上上上のののの図図図図をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、県県県県ののののデータデータデータデータはははは、、、、
「「「「ほとんどほとんどほとんどほとんどそろってそろってそろってそろって食事食事食事食事をするをするをするをする」」」」とととと「「「「そろってそろってそろってそろって食事食事食事食事をするをするをするをする日日日日がががが多多多多いいいい」」」」をををを足足足足したものではないしたものではないしたものではないしたものではない
かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。差差差差があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも大大大大きいのできいのできいのできいので、、、、聞聞聞聞きききき方方方方がががが違違違違うようなうようなうようなうような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。    

事務局事務局事務局事務局    川西市川西市川西市川西市ののののアンケートアンケートアンケートアンケートはははは庁内庁内庁内庁内のののの部会部会部会部会でででで作成作成作成作成しましてしましてしましてしまして、、、、そのときにそのときにそのときにそのときにもうもうもうもう少少少少しししし県県県県やややや国国国国とのとのとのとの既存既存既存既存のののの
データデータデータデータとととと比較比較比較比較できるようにできるようにできるようにできるように、、、、最初最初最初最初からからからから考考考考えてつくっていけるとよかったのですがえてつくっていけるとよかったのですがえてつくっていけるとよかったのですがえてつくっていけるとよかったのですが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく
設問設問設問設問のしかたのしかたのしかたのしかた、、、、回答回答回答回答のののの項目項目項目項目のののの違違違違いによるいによるいによるいによる差差差差がががが発生発生発生発生しているのかとしているのかとしているのかとしているのかと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので、、、、そのあたそのあたそのあたそのあた
りをまずりをまずりをまずりをまず確認確認確認確認していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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委員委員委員委員    食品食品食品食品をををを販売販売販売販売するするするする立場立場立場立場としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消ということでいろいろありますということでいろいろありますということでいろいろありますということでいろいろありますがががが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは
菓子菓子菓子菓子組合組合組合組合ののののグループグループグループグループですですですです。。。。菓子菓子菓子菓子組合組合組合組合ではではではでは、、、、いちじくにいちじくにいちじくにいちじくに関関関関してしてしてして加工商品加工商品加工商品加工商品をつくってをつくってをつくってをつくって販売販売販売販売させてさせてさせてさせて
いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。地産地消地産地消地産地消地産地消のののの商品商品商品商品というものはというものはというものはというものは、、、、川西川西川西川西にににに関関関関してもしてもしてもしても菓子菓子菓子菓子はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、桃桃桃桃、、、、いいいい
ちじくのちじくのちじくのちじくの、、、、収穫量収穫量収穫量収穫量ではそこそこですがではそこそこですがではそこそこですがではそこそこですが、、、、果果果果たしてたしてたしてたして、、、、一般的一般的一般的一般的にににに出出出出てくるてくるてくるてくる量量量量としてとしてとしてとして、、、、消費者消費者消費者消費者をををを満満満満
足足足足させるだけのさせるだけのさせるだけのさせるだけの量量量量がががが本当本当本当本当にににに出出出出ているのかというているのかというているのかというているのかという疑問疑問疑問疑問がありますがありますがありますがあります。。。。なぜそのようなことをなぜそのようなことをなぜそのようなことをなぜそのようなことを言言言言うううう
かといえばかといえばかといえばかといえば、、、、川西川西川西川西のののの桃桃桃桃というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私はははは北部北部北部北部にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるもももものですのですのですのですのでのでのでので、、、、南部南部南部南部のののの人人人人はははは結構知結構知結構知結構知
っているっているっているっている人人人人もいるかもしれないがもいるかもしれないがもいるかもしれないがもいるかもしれないが、、、、川西川西川西川西のももはのももはのももはのももは一般果物店一般果物店一般果物店一般果物店ではではではでは売売売売っていないのにっていないのにっていないのにっていないのに、、、、収穫量収穫量収穫量収穫量
がががが多多多多いいいい中中中中にににに入入入入っているということがっているということがっているということがっているということが、、、、理解理解理解理解にににに苦苦苦苦しむのですしむのですしむのですしむのです。。。。いちじくいちじくいちじくいちじく、、、、もももももももも、、、、くりというのくりというのくりというのくりというの
はははは川西川西川西川西のののの特産品特産品特産品特産品となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが心配心配心配心配するのはするのはするのはするのは、、、、ずっといちじくのおずっといちじくのおずっといちじくのおずっといちじくのお菓子菓子菓子菓子をををを作作作作りりりり
続続続続けていてけていてけていてけていて、、、、果果果果たしていちじくのたしていちじくのたしていちじくのたしていちじくの栽培農家栽培農家栽培農家栽培農家のののの方方方方がががが出出出出すだけすだけすだけすだけ出出出出してしてしてして無無無無くなったくなったくなったくなった場合場合場合場合にににに、、、、私私私私たちたちたちたち
がががが興興興興しているしているしているしている構造構造構造構造がどうなるのかということですがどうなるのかということですがどうなるのかということですがどうなるのかということです。。。。そういうことにそういうことにそういうことにそういうことに関関関関してしてしてして、、、、生産者生産者生産者生産者もももも増増増増えてえてえてえて
きているきているきているきている、、、、ですかですかですかですからららら、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消もももも大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、そのそのそのそのバランスバランスバランスバランスがとれているのかということががとれているのかということががとれているのかということががとれているのかということが、、、、
少少少少しししし心配心配心配心配ですですですです。。。。それにそれにそれにそれに関関関関してしてしてして、、、、将来私将来私将来私将来私たちがたちがたちがたちが胸胸胸胸をををを張張張張ってってってって川西川西川西川西のののの特産品特産品特産品特産品だということをだということをだということをだということを言言言言えるえるえるえる
かどうかかどうかかどうかかどうか、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

会長会長会長会長    委員委員委員委員、、、、このあたりこのあたりこのあたりこのあたり、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しはどのようなしはどのようなしはどのようなしはどのような感感感感じでしょうかじでしょうかじでしょうかじでしょうか????    

委員委員委員委員    いちじくについてはいちじくについてはいちじくについてはいちじくについては12121212～～～～13hr13hr13hr13hrくらいですくらいですくらいですくらいです。。。。桃桃桃桃にににに関関関関してはしてはしてはしては4hr4hr4hr4hrくらいですくらいですくらいですくらいです。。。。京阪神地域京阪神地域京阪神地域京阪神地域にににに流通流通流通流通
しているがしているがしているがしているが、、、、量量量量はははは少少少少なくなくなくなく、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたり改善改善改善改善のののの余地余地余地余地があるとがあるとがあるとがあると思思思思っているっているっているっている。。。。今後今後今後今後もももも特産品特産品特産品特産品としてとしてとしてとして
やっていきたいとやっていきたいとやっていきたいとやっていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

委員委員委員委員    以前地産地消以前地産地消以前地産地消以前地産地消のののの献立献立献立献立をつくるときにをつくるときにをつくるときにをつくるときに、、、、南部南部南部南部地区地区地区地区でででで調調調調べたのですがべたのですがべたのですがべたのですが、、、、特産物特産物特産物特産物としてとしてとしてとして名名名名がつくがつくがつくがつく
のはのはのはのは下加茂下加茂下加茂下加茂のののの里芋里芋里芋里芋だけだったのですだけだったのですだけだったのですだけだったのです。。。。おおおお聞聞聞聞きしてもきしてもきしてもきしても教教教教えていただけなくてえていただけなくてえていただけなくてえていただけなくて、、、、県県県県のほうにのほうにのほうにのほうに電話電話電話電話
でででで聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、川西川西川西川西のののの特産特産特産特産はははは里芋里芋里芋里芋だけだとだけだとだけだとだけだと返事返事返事返事をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた記憶記憶記憶記憶ががががありますありますありますあります。。。。一応一応一応一応、、、、川西川西川西川西のののの特特特特
産産産産としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今、、、、里芋里芋里芋里芋のののの他他他他にににに何何何何があるのですかがあるのですかがあるのですかがあるのですか。。。。    

委員委員委員委員    里芋里芋里芋里芋についてはについてはについてはについては、、、、加茂加茂加茂加茂というよりかはというよりかはというよりかはというよりかは、、、、川西川西川西川西としてのとしてのとしてのとしての兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの安心安心安心安心ブランドブランドブランドブランドとしてとしてとしてとして申請申請申請申請しししし
ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、特産特産特産特産としてのとしてのとしてのとしての位置位置位置位置づけはいちじくであったりづけはいちじくであったりづけはいちじくであったりづけはいちじくであったりトマトトマトトマトトマトであったりであったりであったりであったり、、、、菜菜菜菜っっっっ葉物葉物葉物葉物
などのなどのなどのなどの軟弱類軟弱類軟弱類軟弱類であったりであったりであったりであったり。。。。生産量生産量生産量生産量はいくつだとかはいくつだとかはいくつだとかはいくつだとか販売量販売量販売量販売量はいくつだというはいくつだというはいくつだというはいくつだという規定規定規定規定はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

委員委員委員委員    それはそれはそれはそれはＪＡＪＡＪＡＪＡにににに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら大体分大体分大体分大体分かるのですかかるのですかかるのですかかるのですか。。。。    

委員委員委員委員    そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。    

委員委員委員委員    農協農協農協農協さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞きにいったのですがきにいったのですがきにいったのですがきにいったのですが、、、、教教教教えていただけなかったのですえていただけなかったのですえていただけなかったのですえていただけなかったのです。。。。地産地消地産地消地産地消地産地消についてあについてあについてあについてあ
ちこちちこちちこちちこち探探探探したのですがしたのですがしたのですがしたのですが。。。。私私私私たたたたちのちのちのちの団体団体団体団体がががが、、、、あまりあまりあまりあまり認識認識認識認識されていなかったということもあるかされていなかったということもあるかされていなかったということもあるかされていなかったということもあるか
とととと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。何何何何もかもたくさんもかもたくさんもかもたくさんもかもたくさん売売売売ろうというのではなくろうというのではなくろうというのではなくろうというのではなく、、、、川西川西川西川西のためにのためにのためにのために何何何何かかかか特産品特産品特産品特産品をつくをつくをつくをつく
ろうというろうというろうというろうという意欲意欲意欲意欲がががが、、、、そのときにはあったのでそのときにはあったのでそのときにはあったのでそのときにはあったので。。。。    

会長会長会長会長    内容内容内容内容がたくさんありがたくさんありがたくさんありがたくさんあり、、、、どこからどこからどこからどこから質問質問質問質問しようかしようかしようかしようか、、、、どこからどこからどこからどこから意見意見意見意見をををを出出出出そうかそうかそうかそうかとととと思思思思われるでしょわれるでしょわれるでしょわれるでしょ
うがうがうがうが、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、何何何何かございますかかございますかかございますかかございますか。。。。    

副副副副会長会長会長会長    このこのこのこの計画素案計画素案計画素案計画素案はははは、、、、本当本当本当本当によくまとめられているとによくまとめられているとによくまとめられているとによくまとめられていると思思思思いますいますいますいます。。。。先生方先生方先生方先生方からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな意見意見意見意見をををを
聞聞聞聞いているといているといているといていると大変大変大変大変勉強勉強勉強勉強になるのでになるのでになるのでになるので、、、、邪魔邪魔邪魔邪魔にならないようにしようかとにならないようにしようかとにならないようにしようかとにならないようにしようかと思思思思っていたっていたっていたっていたのですがのですがのですがのですが。。。。    

委員委員委員委員    地産地消地産地消地産地消地産地消にににに関係関係関係関係するとするとするとすると思思思思うのうのうのうのですがですがですがですが、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食ではどのようにではどのようにではどのようにではどのように利用利用利用利用されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。    

委員委員委員委員    地産地消地産地消地産地消地産地消ということでということでということでということで、、、、おおおお米米米米はははは川西市川西市川西市川西市のものでのものでのものでのものでしたがしたがしたがしたが完全米飯給食完全米飯給食完全米飯給食完全米飯給食となったことでとなったことでとなったことでとなったことで、、、、足足足足りりりり
なくななくななくななくなりましりましりましりましたのでたのでたのでたので、、、、西宮西宮西宮西宮、、、、宝塚宝塚宝塚宝塚、、、、阪神地域阪神地域阪神地域阪神地域ののののＪＪＪＪＡＡＡＡからからからから入入入入れていただきれていただきれていただきれていただき、、、、使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。
イチジクイチジクイチジクイチジクはははは特産品特産品特産品特産品ですがですがですがですが、、、、給食給食給食給食にににに生生生生ではではではでは出出出出せませんのでせませんのでせませんのでせませんのでイチジクジャムイチジクジャムイチジクジャムイチジクジャムにしてにしてにしてにして提供提供提供提供させていさせていさせていさせてい
ただいておりますただいておりますただいておりますただいております。。。。北摂栗北摂栗北摂栗北摂栗はははは塩茹塩茹塩茹塩茹でにしてでにしてでにしてでにして出出出出していますしていますしていますしています。。。。先日先日先日先日、、、、兵庫県産兵庫県産兵庫県産兵庫県産ウィークウィークウィークウィークというもというもというもというも
のがありましてのがありましてのがありましてのがありまして、、、、去年去年去年去年もやったのですがもやったのですがもやったのですがもやったのですが、、、、今年今年今年今年もももも2222回回回回ありありありあり、、、、兵庫県産兵庫県産兵庫県産兵庫県産のものでしたらのものでしたらのものでしたらのものでしたら肉類肉類肉類肉類もももも可可可可
能能能能なななな分分分分はははは入入入入れていただきましたれていただきましたれていただきましたれていただきました。。。。鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉、、、、味付味付味付味付けけけけ海苔海苔海苔海苔、、、、野菜野菜野菜野菜もももも玉玉玉玉ねぎやねぎやねぎやねぎや蕪蕪蕪蕪などなどなどなど、、、、八百屋八百屋八百屋八百屋さんにさんにさんにさんに
よってよってよってよって入入入入ったものがったものがったものがったものが違違違違うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、川西産川西産川西産川西産のののの小松菜小松菜小松菜小松菜がががが入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、私私私私ははははホームページホームページホームページホームページにににに小松小松小松小松
菜菜菜菜のののの写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ってってってって掲載掲載掲載掲載しましたしましたしましたしました。。。。私私私私のところはのところはのところはのところは、、、、加茂加茂加茂加茂なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが帰宅帰宅帰宅帰宅するするするする途途途途
中中中中にににに小松菜小松菜小松菜小松菜がががが植植植植えられているえられているえられているえられている畑畑畑畑がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、いつもならいつもならいつもならいつもなら小松菜小松菜小松菜小松菜はははは嫌嫌嫌嫌いだといういだといういだといういだという子子子子もももも、、、、近近近近くくくく
でででで採採採採れたものがきたということでれたものがきたということでれたものがきたということでれたものがきたということで、、、、いつもはいつもはいつもはいつもは食食食食べないけれどべないけれどべないけれどべないけれど今日今日今日今日のものをのものをのものをのものを食食食食べてみたらおいべてみたらおいべてみたらおいべてみたらおい
しいとしいとしいとしいと言言言言いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり近近近近くでとれたものについてはくでとれたものについてはくでとれたものについてはくでとれたものについては、、、、あのおじいちゃんがあのおじいちゃんがあのおじいちゃんがあのおじいちゃんが作作作作っているっているっているっている、、、、ああああ
のおばちゃんがのおばちゃんがのおばちゃんがのおばちゃんが作作作作ってってってっているということでいるということでいるということでいるということで、、、、兵庫県産兵庫県産兵庫県産兵庫県産よりもよりもよりもよりも川西産川西産川西産川西産のものものものものがのがのがのが入入入入るとおいしいとるとおいしいとるとおいしいとるとおいしいと
いっていっていっていって食食食食べてくれますべてくれますべてくれますべてくれます。。。。だからだからだからだから地産地消地産地消地産地消地産地消ということでということでということでということで、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ近近近近くでくでくでくで採採採採れたものれたものれたものれたもの、、、、県内県内県内県内
産優先産優先産優先産優先でででで、、、、使使使使うううう野菜野菜野菜野菜などはなどはなどはなどは絶対絶対絶対絶対にににに国産国産国産国産のものでのものでのものでのもので、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ安全安全安全安全なものをなものをなものをなものを、、、、ということでやということでやということでやということでや
っていますっていますっていますっています。。。。近近近近くでくでくでくで採採採採れたものがれたものがれたものがれたものが入入入入るとるとるとると訴訴訴訴えるえるえるえる力力力力がががが強強強強いのでありがたいですいのでありがたいですいのでありがたいですいのでありがたいです。。。。子子子子どももどももどももどもも、、、、ごごごご
飯飯飯飯やややや野菜野菜野菜野菜のおいしいものをのおいしいものをのおいしいものをのおいしいものを食食食食べますとべますとべますとべますと、、、、食食食食べることがべることがべることがべることが好好好好きになりますしきになりますしきになりますしきになりますし、、、、今度今度今度今度おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん
にににに言言言言ってみようってみようってみようってみよう、、、、おばちゃんにおばちゃんにおばちゃんにおばちゃんに言言言言ってみようとってみようとってみようとってみようと、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ言言言言っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、輪輪輪輪がががが広広広広がるよがるよがるよがるよ
うなうなうなうな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。取取取取りりりり組組組組みはありがたいとみはありがたいとみはありがたいとみはありがたいと感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。    

委員委員委員委員    自校式自校式自校式自校式ということでということでということでということで、、、、学校学校学校学校のののの周周周周りのりのりのりの農家農家農家農家のののの方方方方々々々々がががが、、、、直接学校直接学校直接学校直接学校にににに持持持持ってこられるというってこられるというってこられるというってこられるという本当本当本当本当
のののの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも吸吸吸吸いいいい上上上上げられるげられるげられるげられる活動活動活動活動はされていますかはされていますかはされていますかはされていますか。。。。完全完全完全完全にににに業者業者業者業者さんにおさんにおさんにおさんにお任任任任せにせにせにせに
なるのでしょうかなるのでしょうかなるのでしょうかなるのでしょうか。。。。    



 

 

 11

事務局事務局事務局事務局    給食給食給食給食にににに最初最初最初最初にににに求求求求められるものはめられるものはめられるものはめられるものは、、、、安定安定安定安定したしたしたした製品製品製品製品のののの安全性安全性安全性安全性ですですですです。。。。善意善意善意善意であってもであってもであってもであっても、、、、このときこのときこのときこのとき
はははは採採採採れるがこのときはれるがこのときはれるがこのときはれるがこのときは採採採採れないというれないというれないというれないという不安定不安定不安定不安定なななな供給供給供給供給になるとになるとになるとになると、、、、約約約約400400400400人人人人からからからから700700700700人人人人のののの食材食材食材食材がががが変変変変
わることになりますわることになりますわることになりますわることになります。。。。そのようなそのようなそのようなそのような安定安定安定安定しないしないしないしない給食給食給食給食というものはしにくいのでというものはしにくいのでというものはしにくいのでというものはしにくいので、、、、個別個別個別個別でのでのでのでの持持持持ちちちち
込込込込みはおみはおみはおみはお断断断断りしていますりしていますりしていますりしています。。。。市内市内市内市内のののの八百屋八百屋八百屋八百屋さんさんさんさん、、、、市場市場市場市場、、、、農協農協農協農協さんさんさんさん、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、小学校小学校小学校小学校9700970097009700
食食食食にににに対応対応対応対応できるできるできるできる食材量食材量食材量食材量をををを検討検討検討検討しながらしながらしながらしながら、、、、またまたまたまた、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々からからからから頂戴頂戴頂戴頂戴していますしていますしていますしています給食費給食費給食費給食費をでをでをでをで
きるだけきるだけきるだけきるだけ上上上上げないということもげないということもげないということもげないということも念頭念頭念頭念頭にににに置置置置きながらきながらきながらきながら運営運営運営運営しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては川川川川
西市産西市産西市産西市産ではではではでは数数数数がそろわずがそろわずがそろわずがそろわず対応対応対応対応できないできないできないできない場合場合場合場合もありもありもありもあり、、、、近隣市近隣市近隣市近隣市あるいはあるいはあるいはあるいは県内手配県内手配県内手配県内手配というやりというやりというやりというやり方方方方でででで、、、、
今今今今はははは運営運営運営運営しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

委員委員委員委員    9700970097009700食食食食ということでしたがということでしたがということでしたがということでしたが、、、、これはこれはこれはこれは一斉一斉一斉一斉にではなくてにではなくてにではなくてにではなくて、、、、数数数数をををを分分分分けるとかそういったけるとかそういったけるとかそういったけるとかそういった状態状態状態状態でででで
やったらやったらやったらやったら、、、、ダメダメダメダメなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    まずまずまずまず、、、、9700970097009700食食食食ですがですがですがですが、、、、今今今今まではまではまではまでは米飯米飯米飯米飯がががが共通共通共通共通でできませんでしたのででできませんでしたのででできませんでしたのででできませんでしたので、、、、2222つにつにつにつに分分分分けてけてけてけて、、、、小小小小学校学校学校学校
16161616校校校校、、、、特別支援学校併特別支援学校併特別支援学校併特別支援学校併せてせてせてせて17171717校校校校ををををＡＡＡＡ献立献立献立献立ととととＢＢＢＢ献立献立献立献立というというというという2222種類種類種類種類をををを並列並列並列並列でででで走走走走らせておりましたらせておりましたらせておりましたらせておりました。。。。
並列並列並列並列でででで走走走走らせますとらせますとらせますとらせますと、、、、例例例例えばえばえばえば仕入仕入仕入仕入れのれのれのれの時時時時ののののコストコストコストコストがががが上上上上がってみたりがってみたりがってみたりがってみたり、、、、献立献立献立献立のののの対応対応対応対応がががが複雑複雑複雑複雑であであであであ
ったりったりったりったり、、、、学校学校学校学校にににに納品納品納品納品されるときにされるときにされるときにされるときに間違間違間違間違ってってってってＡＡＡＡ献立献立献立献立のののの学校学校学校学校ににににＢＢＢＢ献立献立献立献立のののの材料材料材料材料がいってしまったりがいってしまったりがいってしまったりがいってしまったり、、、、
というというというという混乱混乱混乱混乱ががががやはりおきるのですやはりおきるのですやはりおきるのですやはりおきるのです。。。。以前以前以前以前はもっとはもっとはもっとはもっと細細細細かくかくかくかく分分分分けていたのですがけていたのですがけていたのですがけていたのですが、、、、ようやくようやくようやくようやく統一統一統一統一
でででで米飯給食米飯給食米飯給食米飯給食ができるようになりましたのでができるようになりましたのでができるようになりましたのでができるようになりましたので、、、、一本献立一本献立一本献立一本献立ができるようになったのですができるようになったのですができるようになったのですができるようになったのです。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、
我我我我々々々々がががが一本献立一本献立一本献立一本献立でででで運営運営運営運営したいかとしたいかとしたいかとしたいかと言言言言いますといますといますといますと、、、、あるあるあるある学校学校学校学校でででで出出出出されているされているされているされている食事食事食事食事とととと違違違違うううう食事食事食事食事がががが何何何何
種類種類種類種類かあったかあったかあったかあった場合場合場合場合、、、、同同同同じじじじ給食代給食代給食代給食代でででで、、、、ココココストストストストがががが一緒一緒一緒一緒なのになのになのになのに、、、、なぜなぜなぜなぜ対応対応対応対応がががが違違違違うのかといううのかといううのかといううのかという問問問問いにいにいにいに、、、、
必必必必ずずずず答答答答えるえるえるえる必要必要必要必要がががが出出出出てくるのですてくるのですてくるのですてくるのです。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては学校行事学校行事学校行事学校行事でででで食数食数食数食数がががが違違違違うということもあるうということもあるうということもあるうということもある
わけですわけですわけですわけです。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも公平性公平性公平性公平性をををを必必必必ずずずず考考考考えてえてえてえて運営運営運営運営しなければなりませんのでしなければなりませんのでしなければなりませんのでしなければなりませんので、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたり
がががが集団給食集団給食集団給食集団給食でででで配慮配慮配慮配慮しなければいけないところですしなければいけないところですしなければいけないところですしなければいけないところです。。。。    

委員委員委員委員    生徒生徒生徒生徒たちがたちがたちがたちが自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで何何何何かをかをかをかを育育育育てててててててて作作作作ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを給食給食給食給食にににに活用活用活用活用することはすることはすることはすることは不可能不可能不可能不可能なのでしなのでしなのでしなのでし
ょうかょうかょうかょうか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    実際実際実際実際にはにはにはには、、、、学校学校学校学校ごとにごとにごとにごとに学校農園学校農園学校農園学校農園をををを作作作作られてられてられてられておりましておりましておりましておりまして、、、、それをそれをそれをそれを家庭科家庭科家庭科家庭科のののの授業授業授業授業などでなどでなどでなどで、、、、給食給食給食給食
のののの主力主力主力主力のののの献立以外献立以外献立以外献立以外でででで、、、、随時随時随時随時サラダサラダサラダサラダにしたりしてにしたりしてにしたりしてにしたりして食食食食されていることはされていることはされていることはされていることは聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。それはそれはそれはそれは
禁止禁止禁止禁止していませんしていませんしていませんしていません。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、集団給食集団給食集団給食集団給食のののの部分部分部分部分とととと食育学習食育学習食育学習食育学習にににに関関関関するするするする部分部分部分部分はははは別別別別ですのでですのでですのでですので、、、、自自自自
らがらがらがらが育育育育てたてたてたてた芋芋芋芋などをなどをなどをなどを使使使使うのはよいことだとうのはよいことだとうのはよいことだとうのはよいことだと我我我我々々々々もももも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みはされみはされみはされみはされ
ていますていますていますています。。。。    

委員委員委員委員    逆逆逆逆にににに、、、、スポットスポットスポットスポットでこれだけのでこれだけのでこれだけのでこれだけの量量量量がほしいとがほしいとがほしいとがほしいと、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からからからからＪＡＪＡＪＡＪＡさんにさんにさんにさんに伝伝伝伝えてえてえてえて、、、、地産品地産品地産品地産品をををを
用意用意用意用意していただくしていただくしていただくしていただく努力努力努力努力をすればをすればをすればをすれば、、、、農家農家農家農家のののの方方方方もやりがいがあるのではもやりがいがあるのではもやりがいがあるのではもやりがいがあるのでは。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、道道道道のののの駅駅駅駅でもでもでもでも量量量量
がないとがないとがないとがないと売売売売れないとおっしゃられていますがれないとおっしゃられていますがれないとおっしゃられていますがれないとおっしゃられていますが、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度ほしいかというほしいかというほしいかというほしいかという要望要望要望要望をしてをしてをしてをして応応応応えていえていえていえてい
ただければただければただければただければ、、、、作作作作るるるる側側側側もこれだけはもこれだけはもこれだけはもこれだけは作作作作ればればればれば買買買買っていただけるというっていただけるというっていただけるというっていただけるという話話話話しししし合合合合いができるといができるといができるといができると思思思思いまいまいまいま
すすすす。。。。そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    まさにまさにまさにまさに委員委員委員委員のおっしゃったのおっしゃったのおっしゃったのおっしゃった提案提案提案提案についてはについてはについてはについては、、、、選択肢選択肢選択肢選択肢としてとしてとしてとして考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる契約契約契約契約
農家制度農家制度農家制度農家制度ですがですがですがですが、、、、安定安定安定安定してそれができるのであればしてそれができるのであればしてそれができるのであればしてそれができるのであれば、、、、ということでということでということでということで、、、、これはすぐにはできまこれはすぐにはできまこれはすぐにはできまこれはすぐにはできま
せんせんせんせん。。。。農家農家農家農家さんもさんもさんもさんも農家農家農家農家さんでさんでさんでさんで学校学校学校学校ではなくてではなくてではなくてではなくて違違違違うところとのごうところとのごうところとのごうところとのご商売商売商売商売のののの関係関係関係関係がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、
そのそのそのその中中中中にうちをにうちをにうちをにうちを計画計画計画計画していただくというのはしていただくというのはしていただくというのはしていただくというのは、、、、またまたまたまた別別別別のののの話話話話でででで、、、、大変大変大変大変なことになりますなことになりますなことになりますなことになります。。。。順番順番順番順番
にににに整整整整えつつやらせていただきたいとえつつやらせていただきたいとえつつやらせていただきたいとえつつやらせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。地産地消地産地消地産地消地産地消についてはについてはについてはについては、、、、非常非常非常非常にににに盛盛盛盛りりりり上上上上がってがってがってがって意見意見意見意見していしていしていしていただいてただいてただいてただいて
おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、本来本来本来本来のののの第第第第1111章章章章、、、、第第第第2222章章章章、、、、特特特特にににに第第第第1111章章章章のののの計画計画計画計画のののの策定策定策定策定にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての内容内容内容内容につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご
意見意見意見意見はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは第第第第2222章章章章のののの食食食食をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性のののの中中中中でこれでこれでこれでこれ
はははは少少少少しししし違違違違うううう、、、、こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況だということがありましたらだということがありましたらだということがありましたらだということがありましたら、、、、おおおお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        
    第第第第３３３３章章章章    

会長会長会長会長    他他他他にににに意見意見意見意見がないようでしたらがないようでしたらがないようでしたらがないようでしたら、、、、次次次次にににに第第第第3333章章章章にいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。計画計画計画計画のののの骨格骨格骨格骨格となるとなるとなるとなる部分部分部分部分でででで
すのですのですのですので、、、、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見、、、、ごごごご質問質問質問質問がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

委員委員委員委員    基本理念基本理念基本理念基本理念がががが非常非常非常非常にににに読読読読みにくいのでみにくいのでみにくいのでみにくいので、、、、もうもうもうもう少少少少しすっきりできないかとしすっきりできないかとしすっきりできないかとしすっきりできないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長    30303030ページページページページ、、、、全般的全般的全般的全般的にににに。。。。委員委員委員委員からごからごからごからご意見意見意見意見をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、スローガンスローガンスローガンスローガン的的的的なものをなものをなものをなものを下下下下にするにするにするにする
とかとかとかとか、、、、事務局事務局事務局事務局ははははここのところをもうここのところをもうここのところをもうここのところをもう少少少少しごしごしごしご説明説明説明説明いただけますかいただけますかいただけますかいただけますか。。。。    

委員委員委員委員    例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「食食食食をををを通通通通してつながろうしてつながろうしてつながろうしてつながろう。。。。みんなみんなみんなみんな元気元気元気元気なななな川西市川西市川西市川西市」」」」のののの下下下下にににに、「、「、「、「よよよよくかんでくかんでくかんでくかんで味味味味わおうわおうわおうわおう『『『『心心心心』』』』
とととと（（（（おいしさおいしさおいしさおいしさ））））」」」」としたとしたとしたとした方方方方がががが、、、、見見見見たたたた目目目目がよいかとがよいかとがよいかとがよいかと思思思思いますいますいますいます。。。。心心心心とおいしさをとおいしさをとおいしさをとおいしさを大事大事大事大事にしてにしてにしてにして、、、、噛噛噛噛むむむむ
ことでことでことでことで心心心心もももも噛噛噛噛みみみみ砕砕砕砕いていていていて、、、、おいしさもおいしさもおいしさもおいしさも噛噛噛噛みみみみ砕砕砕砕いていていていて、、、、というほうがというほうがというほうがというほうが私私私私といしてはよいかとといしてはよいかとといしてはよいかとといしてはよいかと思思思思いまいまいまいま
すすすす。。。。    

委員委員委員委員    噛噛噛噛むというむというむというむという言葉言葉言葉言葉をひらがなにしたのはをひらがなにしたのはをひらがなにしたのはをひらがなにしたのは意味意味意味意味があるのですかがあるのですかがあるのですかがあるのですか。。。。    
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事務局事務局事務局事務局    噛噛噛噛むというむというむというむという言葉言葉言葉言葉をひらをひらをひらをひらがなにしたのはがなにしたのはがなにしたのはがなにしたのは、、、、漢字漢字漢字漢字ににににするとするとするとすると、、、、口腔衛生口腔衛生口腔衛生口腔衛生、、、、歯科保健歯科保健歯科保健歯科保健のほうをのほうをのほうをのほうを優先優先優先優先
してしてしてして考考考考えられてもいけないえられてもいけないえられてもいけないえられてもいけないというというというという思思思思いいいいからですからですからですからです。。。。かむということはかむということはかむということはかむということは、、、、ここにもここにもここにもここにも書書書書いてありまいてありまいてありまいてありま
すがすがすがすが、、、、いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことを感感感感じてじてじてじて人人人人のののの思思思思いやりなどもきちんといやりなどもきちんといやりなどもきちんといやりなどもきちんと感感感感じじじじ取取取取ってってってって、、、、そそそそのののの意味意味意味意味をををを十分十分十分十分にににに
理解理解理解理解するということをするということをするということをするということを考考考考えているからですえているからですえているからですえているからです。。。。漢字漢字漢字漢字にしますとにしますとにしますとにしますと、、、、食食食食べべべべ物物物物をををを噛噛噛噛むということにむということにむということにむということに終終終終
始始始始されてもいけませんのでされてもいけませんのでされてもいけませんのでされてもいけませんので、、、、あえてひらがなにしましたあえてひらがなにしましたあえてひらがなにしましたあえてひらがなにしました。。。。    

    順番順番順番順番にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、かんでかんでかんでかんで味味味味わうわうわうわう心心心心とおいしさのとおいしさのとおいしさのとおいしさの部分部分部分部分はははは、、、、実実実実はははは基本目標基本目標基本目標基本目標のののの第第第第1111章章章章とととと第第第第2222章章章章にににに
なっておりましてなっておりましてなっておりましてなっておりまして、、、、食卓食卓食卓食卓からからからから広広広広がるというがるというがるというがるという部分部分部分部分がががが第第第第3333章章章章のののの、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましましましましたしたしたした生産生産生産生産からからからから流通流通流通流通、、、、
加工加工加工加工、、、、調理等調理等調理等調理等をををを通通通通してしてしてして最終的最終的最終的最終的にににに廃棄廃棄廃棄廃棄となりとなりとなりとなり、、、、またそのまたそのまたそのまたその中中中中からからからから生産生産生産生産にににに広広広広がるというところでがるというところでがるというところでがるというところで、、、、
食卓食卓食卓食卓からそういうからそういうからそういうからそういう食食食食のののの循環循環循環循環がががが広広広広がっているがっているがっているがっている、、、、そしてそしてそしてそして第第第第4444章章章章ではではではでは最終的最終的最終的最終的にみんなでつながっていにみんなでつながっていにみんなでつながっていにみんなでつながってい
くことでくことでくことでくことで、、、、川西市川西市川西市川西市のののの中中中中にににに元気元気元気元気をつなげようというをつなげようというをつなげようというをつなげようという、、、、1111章章章章、、、、2222章章章章、、、、3333章章章章、、、、4444章章章章、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標のののの1111、、、、2222、、、、3333、、、、
4444のののの順番順番順番順番をををを何何何何かかかか表表表表せるものはないかというかたちでせるものはないかというかたちでせるものはないかというかたちでせるものはないかというかたちで、、、、こういうふうにこういうふうにこういうふうにこういうふうに食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会食育推進連絡会等等等等のほうのほうのほうのほう
でででで考考考考えさせていただいたのですがえさせていただいたのですがえさせていただいたのですがえさせていただいたのですが。。。。    

委員委員委員委員    正直正直正直正直にいってぜんぜんにいってぜんぜんにいってぜんぜんにいってぜんぜん意味意味意味意味がわからなくてがわからなくてがわからなくてがわからなくて、、、、すごくわかりにくいですすごくわかりにくいですすごくわかりにくいですすごくわかりにくいです。。。。下下下下のののの解説解説解説解説をををを読読読読んでんでんでんで
もももも作作作作ったったったった側側側側のののの思思思思いいいい込込込込みがあってもみがあってもみがあってもみがあっても、、、、それがいろいろなそれがいろいろなそれがいろいろなそれがいろいろな人人人人にににに理解理解理解理解できなければできなければできなければできなければ何何何何のののの意味意味意味意味もないもないもないもない
とととと思思思思いますいますいますいます。。。。やはりやはりやはりやはり市民市民市民市民がそれをがそれをがそれをがそれを受受受受けけけけ止止止止めてのめてのめてのめての食育推進計画食育推進計画食育推進計画食育推進計画にしないとにしないとにしないとにしないと、、、、作作作作っているっているっているっている意味意味意味意味がががが
ないのでないのでないのでないので、、、、特特特特にこだわるのはどうかとにこだわるのはどうかとにこだわるのはどうかとにこだわるのはどうかと思思思思いますいますいますいます。。。。委員委員委員委員のののの気持気持気持気持ちもわかりますちもわかりますちもわかりますちもわかります。。。。    

会長会長会長会長    特特特特にににに30303030ページページページページのかんでのかんでのかんでのかんで味味味味わうわうわうわう心心心心とおいしさのとおいしさのとおいしさのとおいしさの中中中中のののの話話話話をいただいているわけですがをいただいているわけですがをいただいているわけですがをいただいているわけですが、、、、これにこれにこれにこれに
ついてはついてはついてはついては、、、、事務局事務局事務局事務局からもうからもうからもうからもう一度一度一度一度ごごごご説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今までのまでのまでのまでの庁内庁内庁内庁内のののの会議会議会議会議のののの中中中中でででで
どのようなどのようなどのようなどのような流流流流れでれでれでれで決決決決めめめめたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうか。。。。特特特特にににに趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて、、、、十分理解十分理解十分理解十分理解できていないできていないできていないできていない委員委員委員委員ももももおおおお
られるようなられるようなられるようなられるようなのでのでのでので、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度ごごごご説明説明説明説明をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。    

事務局事務局事務局事務局    

    

第第第第1111章章章章、、、、第第第第2222章章章章、、、、言葉言葉言葉言葉がががが不十分不十分不十分不十分だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート作成作成作成作成のときにのときにのときにのときに、、、、このこのこのこの推進計画推進計画推進計画推進計画のののの
アンケートアンケートアンケートアンケートでででで何何何何をををを探探探探るべきかるべきかるべきかるべきか、、、、ということがということがということがということが疑問疑問疑問疑問になりましたになりましたになりましたになりました。。。。このこのこのこの部会部会部会部会はははは全部全部全部全部でででで9999つのつのつのつのセクセクセクセク
ションションションションがががが集集集集まっておりますのでまっておりますのでまっておりますのでまっておりますので、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのセクションセクションセクションセクションにににに関関関関してはしてはしてはしては深深深深いいいい見識見識見識見識をををを持持持持っているよっているよっているよっているよ
うですがうですがうですがうですが、、、、それらをそれらをそれらをそれらを統一統一統一統一のののの一本線一本線一本線一本線でででで結結結結んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが難難難難しかったときにしかったときにしかったときにしかったときに、、、、川西市川西市川西市川西市のののの実実実実
態態態態をををを探探探探るるるる、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく地域地域地域地域のののの食食食食にににに関関関関するするするする分野分野分野分野がががが、、、、どういうかたちどういうかたちどういうかたちどういうかたち
でででで食食食食をををを守守守守っているのかということがっているのかということがっているのかということがっているのかということが見見見見えなかったのでえなかったのでえなかったのでえなかったので、、、、それをそれをそれをそれを目的目的目的目的でででで尋尋尋尋ねていくべきことねていくべきことねていくべきことねていくべきことをををを
抽出抽出抽出抽出してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。そのそのそのその尋尋尋尋ねるべきねるべきねるべきねるべき項目項目項目項目をををを分類分類分類分類していったときにしていったときにしていったときにしていったときに、、、、個人個人個人個人のもののもののもののもの、、、、またはまたはまたはまたは個人個人個人個人
をををを守守守守るるるる家庭家庭家庭家庭のもののもののもののもの、、、、それからそれからそれからそれから個人個人個人個人やややや家庭家庭家庭家庭ではではではでは動動動動かしにくいものではあるのですがかしにくいものではあるのですがかしにくいものではあるのですがかしにくいものではあるのですが、、、、食食食食べべべべ物物物物をををを
食卓食卓食卓食卓にににに送送送送りりりり届届届届けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる環境環境環境環境をををを整整整整えてくれるものえてくれるものえてくれるものえてくれるもの、、、、そしてそれらをそしてそれらをそしてそれらをそしてそれらを大大大大きくつなげていこうときくつなげていこうときくつなげていこうときくつなげていこうと
いういういういう目標目標目標目標部分部分部分部分のののの4444つにつにつにつに分分分分かれましたかれましたかれましたかれました。。。。ページページページページでいうとでいうとでいうとでいうと一番分一番分一番分一番分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい部分部分部分部分だとだとだとだと57575757ページページページページでででで
すすすす。。。。食食食食にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまからもごさまからもごさまからもごさまからもご意見意見意見意見がががが出出出出ていましたようにていましたようにていましたようにていましたように、、、、関心関心関心関心のあるのあるのあるのある人人人人
はすでにはすでにはすでにはすでに取取取取りりりり込込込込んでいるんでいるんでいるんでいる部分部分部分部分でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿をおをおをおをお持持持持ちですがちですがちですがちですが、、、、気気気気づいていないづいていないづいていないづいていない方方方方々々々々
にににに気気気気づいていただづいていただづいていただづいていただくためにはどういったことがくためにはどういったことがくためにはどういったことがくためにはどういったことが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、食食食食のののの中中中中でででで何何何何をををを求求求求めていくのかをめていくのかをめていくのかをめていくのかを
話話話話しししし合合合合ったったったった中中中中でででで、、、、まずはまずはまずはまずは食食食食のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方にににに関関関関してはいろいろなしてはいろいろなしてはいろいろなしてはいろいろな楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか、、、、
そのそのそのその方方方方そのそのそのその方方方方のののの視点視点視点視点、、、、スタンススタンススタンススタンスがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの中中中中からからからから楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを見見見見つけてもつけてもつけてもつけても
らうらうらうらう必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが「「「「食食食食がががが楽楽楽楽しいしいしいしい」」」」ということではないというこということではないというこということではないというこということではないというこ
とがとがとがとが、、、、私私私私たちたちたちたち部会部会部会部会のののの中中中中でででで話話話話しししし合合合合っているときにっているときにっているときにっているときに出出出出たたたた部分部分部分部分になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これというこれというこれというこれという限定限定限定限定がががが
難難難難しいしいしいしい中中中中でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの食食食食のののの中中中中にあるにあるにあるにある人人人人のつながりとかのつながりとかのつながりとかのつながりとか恩恵恩恵恩恵恩恵というというというという部分部分部分部分にににに気気気気づいてもらうにづいてもらうにづいてもらうにづいてもらうに
はははは、、、、それぞれのものをしっかりとそれぞれのものをしっかりとそれぞれのものをしっかりとそれぞれのものをしっかりと皆皆皆皆さんさんさんさん自身自身自身自身にににに振振振振りりりり返返返返っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、それをそれをそれをそれを見見見見つめつめつめつめ直直直直していしていしていしてい
ただくということがただくということがただくということがただくということが、、、、まずまずまずまず出発点出発点出発点出発点になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか、、、、そしてそれらがつながっているといそしてそれらがつながっているといそしてそれらがつながっているといそしてそれらがつながっているとい
うことをうことをうことをうことを知知知知っていくことっていくことっていくことっていくこと、、、、つながったつながったつながったつながった部分部分部分部分でででで川西市川西市川西市川西市としてとしてとしてとして何何何何をめざしていくのかををめざしていくのかををめざしていくのかををめざしていくのかを気気気気づきづきづきづき、、、、
またそれがまたそれがまたそれがまたそれが次次次次のののの課題課題課題課題へへへへ進進進進んでいけるのではないかんでいけるのではないかんでいけるのではないかんでいけるのではないか、、、、そういうそういうそういうそういう部分部分部分部分でこのでこのでこのでこの順番順番順番順番になったになったになったになった経緯経緯経緯経緯がががが
ありますありますありますあります。。。。    

会長会長会長会長    さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな議論議論議論議論をされてをされてをされてをされて、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな環境環境環境環境のののの中中中中でででで、、、、こういうものができたということですこういうものができたということですこういうものができたということですこういうものができたということです
がががが、、、、少少少少しししし長長長長いといといといと感感感感じますじますじますじます。。。。少少少少しししし整理整理整理整理したほうがよいかとしたほうがよいかとしたほうがよいかとしたほうがよいかと思思思思いますいますいますいますがががが。。。。    

委員委員委員委員    食育計画食育計画食育計画食育計画のののの表紙表紙表紙表紙にににに基本理念基本理念基本理念基本理念がががが載載載載るわけではないのでするわけではないのでするわけではないのでするわけではないのですかかかか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    現段階現段階現段階現段階ではではではでは表紙等表紙等表紙等表紙等にににに関関関関するするするすることまではことまではことまではことまでは検討検討検討検討しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。    

委員委員委員委員    どこからどこからどこからどこから入入入入るのかるのかるのかるのか、、、、ということですということですということですということです。。。。このこのこのこの言葉言葉言葉言葉からからからから入入入入ってみてもらおうというってみてもらおうというってみてもらおうというってみてもらおうという考考考考えがあれえがあれえがあれえがあれ
ばばばば、、、、そのそのそのその他他他他はははは別別別別にににに読読読読んでもらったらんでもらったらんでもらったらんでもらったらいいのではないでしょうかいいのではないでしょうかいいのではないでしょうかいいのではないでしょうか。。。。    

委員委員委員委員    語呂語呂語呂語呂がよいほうがよいのではないですかがよいほうがよいのではないですかがよいほうがよいのではないですかがよいほうがよいのではないですか。。。。    

委員委員委員委員    「「「「心心心心」」」」とととと「「「「みんなみんなみんなみんな」」」」をををを省省省省いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、結構口調結構口調結構口調結構口調がよいのではないかとがよいのではないかとがよいのではないかとがよいのではないかと思思思思いましたいましたいましたいました。「。「。「。「かんでかんでかんでかんで
味味味味わうおいしさわうおいしさわうおいしさわうおいしさ、、、、食卓食卓食卓食卓からからからから広広広広がるがるがるがる元気元気元気元気なまちなまちなまちなまち、、、、川西川西川西川西」」」」であればであればであればであれば、、、、言言言言いやすいのではないでしいやすいのではないでしいやすいのではないでしいやすいのではないでし
ょうかょうかょうかょうか。「。「。「。「心心心心」」」」とととと「「「「みんなみんなみんなみんな」」」」をををを省省省省いたらいたらいたらいたら、、、、結構読結構読結構読結構読みやすくみやすくみやすくみやすく、、、、キャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズにににになるかとなるかとなるかとなるかと思思思思いいいい
ましたましたましたました。。。。    

委員委員委員委員    「「「「心心心心」」」」はははは必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    「「「「みんなみんなみんなみんな」」」」はははは要要要要らないとらないとらないとらないと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

委員委員委員委員    やはりやはりやはりやはり、、、、そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。    
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会長会長会長会長    先先先先ほどほどほどほど言言言言っていただいたっていただいたっていただいたっていただいた言葉言葉言葉言葉をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

委員委員委員委員    「「「「食食食食をををを通通通通してつながろうしてつながろうしてつながろうしてつながろう。。。。みんなみんなみんなみんな元気元気元気元気なななな川西市川西市川西市川西市」」」」のののの下下下下にににに、「、「、「、「よくかんでよくかんでよくかんでよくかんで味味味味わおうわおうわおうわおう（（（（心心心心））））とととと（（（（おおおお
いしさいしさいしさいしさ）」）」）」）」ですですですです。。。。    

会長会長会長会長    今今今今のののの議論議論議論議論でででで語呂語呂語呂語呂などになどになどになどに関関関関してしてしてして出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、大事大事大事大事ななななキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズキャッチフレーズになりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、事務事務事務事務
局局局局はよろしくおはよろしくおはよろしくおはよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

事務局事務局事務局事務局    部会等部会等部会等部会等のののの庁内庁内庁内庁内でででで再度再度再度再度協議協議協議協議させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

副会長副会長副会長副会長    33333333ページページページページのののの図図図図のののの左上左上左上左上ですがですがですがですが、、、、保保保保育所育所育所育所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小中高小中高小中高小中高等学校等学校等学校等学校ということでということでということでということで、、、、このこのこのこの図図図図だけだけだけだけ他他他他
のののの図図図図とととと表現表現表現表現がががが違違違違うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これこれこれこれはははは何何何何かかかか意図意図意図意図があるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか。。。。具体的具体的具体的具体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、高高高高
等学校等学校等学校等学校だけがだけがだけがだけが、、、、他他他他のののの図図図図にはないのですがにはないのですがにはないのですがにはないのですが。。。。他他他他のののの図図図図ではではではでは「「「「学校学校学校学校」」」」ということでということでということでということで、、、、義務教育義務教育義務教育義務教育までまでまでまで
のようですのようですのようですのようです。。。。    

事務局事務局事務局事務局    意図意図意図意図ではなくではなくではなくではなく、、、、むしろむしろむしろむしろ検討検討検討検討のののの段階段階段階段階でででで、、、、高等学校高等学校高等学校高等学校のののの思春期思春期思春期思春期のののの部分部分部分部分をどのようにをどのようにをどのようにをどのように扱扱扱扱うかといううかといううかといううかという
ところでところでところでところで、、、、残残残残っていたっていたっていたっていた部分部分部分部分になりますになりますになりますになります。。。。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには57575757ページページページページのののの「「「「学校学校学校学校」」」」というというというという表現表現表現表現がががが全編通全編通全編通全編通
してしてしてして共通共通共通共通でででで使使使使われているのですがわれているのですがわれているのですがわれているのですが、、、、ライフステージライフステージライフステージライフステージのところでものところでものところでものところでも、、、、このこのこのこの思春期思春期思春期思春期はははは子子子子どもとしどもとしどもとしどもとし
てててて表現表現表現表現するのかするのかするのかするのか否否否否かはかはかはかは、、、、非常非常非常非常にににに悩悩悩悩むところでありながらむところでありながらむところでありながらむところでありながら、、、、思春期思春期思春期思春期のののの年代年代年代年代のののの一部一部一部一部にはにはにはには、、、、就労就労就労就労をををを
開始開始開始開始されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、自分自分自分自分をををを主体的主体的主体的主体的にしてにしてにしてにして食食食食をををを営営営営まれるまれるまれるまれる方方方方もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、ここにここにここにここに入入入入れるべきかどうれるべきかどうれるべきかどうれるべきかどう
かでかでかでかで意見意見意見意見がががが分分分分かれたかれたかれたかれた対象対象対象対象のののの部分部分部分部分ですですですです。。。。こちらのほうではこちらのほうではこちらのほうではこちらのほうでは、、、、若干表現若干表現若干表現若干表現をををを曖昧曖昧曖昧曖昧にしたにしたにしたにした感感感感じでじでじでじで、、、、申申申申
しししし訳訳訳訳ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、以後以後以後以後「「「「学校学校学校学校」」」」というというというという表現表現表現表現でででで統一統一統一統一していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

副会長副会長副会長副会長    なぜなぜなぜなぜ質問質問質問質問したかとしたかとしたかとしたかと言言言言うとうとうとうと、、、、確確確確かかかかアンケートアンケートアンケートアンケートがががが16161616歳以上歳以上歳以上歳以上をををを抽出抽出抽出抽出したかとしたかとしたかとしたかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今のののの高高高高
等学校等学校等学校等学校のののの進学率進学率進学率進学率からからからから考考考考えればえればえればえれば、、、、ほぼほぼほぼほぼ高校生高校生高校生高校生ですよねですよねですよねですよね。。。。だからだからだからだから、、、、あえてそうしたのかとあえてそうしたのかとあえてそうしたのかとあえてそうしたのかと思思思思いまいまいまいま
したしたしたした。。。。ではではではでは、、、、結論結論結論結論としてはとしてはとしてはとしては、「、「、「、「学校学校学校学校」」」」というのはというのはというのはというのは義義義義務教育務教育務教育務教育だとだとだとだと思思思思えばよろしいのでしょうかえばよろしいのでしょうかえばよろしいのでしょうかえばよろしいのでしょうか。。。。    

委員委員委員委員    「「「「学校等学校等学校等学校等」」」」にしてはいかがでしょうかにしてはいかがでしょうかにしてはいかがでしょうかにしてはいかがでしょうか。。。。    

副会長副会長副会長副会長    高校生高校生高校生高校生をををを排除排除排除排除するようにするようにするようにするように感感感感じましたのでじましたのでじましたのでじましたので。。。。    

事務局事務局事務局事務局    今後今後今後今後、、、、高校高校高校高校もももも含含含含めてめてめてめて「「「「学校学校学校学校」」」」ということでということでということでということで改善改善改善改善したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長    第第第第3333章章章章にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、いろいろとごいろいろとごいろいろとごいろいろとご意見意見意見意見をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、事務局事務局事務局事務局のほうでまたのほうでまたのほうでまたのほうでまた検討検討検討検討してしてしてして
いきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        
    第第第第４４４４章章章章～～～～第第第第５５５５章章章章    

会長会長会長会長    ではではではでは、、、、第第第第4444章章章章「「「「食育推進食育推進食育推進食育推進のののの展開展開展開展開」、」、」、」、第第第第5555章章章章「「「「計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご意見意見意見意見がございがございがございがござい
ましたらおましたらおましたらおましたらお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

委員委員委員委員    これからこれからこれからこれから27272727年度年度年度年度までまでまでまで、、、、5555年間年間年間年間ありますがありますがありますがありますが、、、、大大大大まかにまかにまかにまかに言言言言ってどのようなってどのようなってどのようなってどのような計画計画計画計画をををを考考考考えてみえますえてみえますえてみえますえてみえます
かかかか。。。。これこれこれこれをををを読読読読んだだけんだだけんだだけんだだけでででで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの5555年間年間年間年間がががが読読読読めますかめますかめますかめますか。。。。このこのこのこの中中中中にににに、、、、そのそのそのその答答答答がががが入入入入っていますっていますっていますっています
かかかか。。。。もしもしもしもし、、、、入入入入っていたとしてもっていたとしてもっていたとしてもっていたとしても、、、、要約要約要約要約できていてできていてできていてできていて、、、、このこのこのこの5555年間年間年間年間でででで何何何何をするのかをするのかをするのかをするのか、、、、新聞新聞新聞新聞にににに折込折込折込折込みみみみ
をををを入入入入れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、ポスターポスターポスターポスターをどこかにをどこかにをどこかにをどこかに貼貼貼貼るとかるとかるとかるとか、、、、看板看板看板看板をををを大大大大きくするとかきくするとかきくするとかきくするとか、、、、それともそのようなそれともそのようなそれともそのようなそれともそのような
ことをするおことをするおことをするおことをするお金金金金はないのかはないのかはないのかはないのか、、、、どのようなどのようなどのようなどのような5555年間年間年間年間にするのかにするのかにするのかにするのか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

事務局事務局事務局事務局    具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような取取取取りりりり組組組組みなのかということがみなのかということがみなのかということがみなのかということが見見見見えにくいというごえにくいというごえにくいというごえにくいというご意見意見意見意見だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます
がががが、、、、今今今今ここでここでここでここで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みということみということみということみということでででで挙挙挙挙げさせていただいているのはげさせていただいているのはげさせていただいているのはげさせていただいているのは、、、、関関関関
係所管係所管係所管係所管のののの所所所所なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、これはこれはこれはこれは実際実際実際実際にやっているにやっているにやっているにやっている事業事業事業事業もあればもあればもあればもあれば、、、、今後今後今後今後5555年間年間年間年間のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで
いこうとことでいこうとことでいこうとことでいこうとことで挙挙挙挙げているものもございますげているものもございますげているものもございますげているものもございます。。。。特特特特にににに、、、、今今今今のごのごのごのご意見意見意見意見にもありましたにもありましたにもありましたにもありました啓発関係啓発関係啓発関係啓発関係にににに
つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、まずまずまずまず取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必要必要必要必要があるということでがあるということでがあるということでがあるということで計画計画計画計画にににに掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

委員委員委員委員    下下下下のほうにのほうにのほうにのほうに行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、ポスターポスターポスターポスターとかありますがとかありますがとかありますがとかありますが、、、、これをこれをこれをこれを読読読読んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと、、、、
今今今今までまでまでまで違違違違うものがこのうものがこのうものがこのうものがこの中中中中にににに入入入入っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    これらはもちろんこれらはもちろんこれらはもちろんこれらはもちろん予算予算予算予算をををを伴伴伴伴いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今すぐすぐすぐすぐ実現実現実現実現できるのかどうかはできるのかどうかはできるのかどうかはできるのかどうかは、、、、またまたまたまた別別別別のののの話話話話としとしとしとし
ましてましてましてまして、、、、5555年年年年間間間間のののの中中中中でででで段階的段階的段階的段階的にににに実施実施実施実施していくものしていくものしていくものしていくもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは来年度来年度来年度来年度にににに実施実施実施実施できるできるできるできるものがものがものがものが出出出出てきてきてきてき
ますますますます。。。。これはこれはこれはこれは5555年年年年のののの間間間間にににに市市市市としてとしてとしてとして実施実施実施実施していきたいしていきたいしていきたいしていきたい、、、、継続継続継続継続していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいという事業事業事業事業をををを列記列記列記列記させさせさせさせ
ていただいたものですていただいたものですていただいたものですていただいたものです。。。。抽象的抽象的抽象的抽象的なななな表現表現表現表現になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、啓発関係啓発関係啓発関係啓発関係のののの中中中中でででで例例例例えばえばえばえば横断幕横断幕横断幕横断幕、、、、懸懸懸懸
垂幕垂幕垂幕垂幕のののの作成作成作成作成、、、、のぼりののぼりののぼりののぼりの作成作成作成作成だとかだとかだとかだとか、、、、今後力今後力今後力今後力をををを入入入入れていきたいとれていきたいとれていきたいとれていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。計画計画計画計画のなかのなかのなかのなか
でででで具具具具体的体的体的体的ななななものものものものはははは示示示示しておりませんがしておりませんがしておりませんがしておりませんが、、、、それはそれはそれはそれは来年度以降力来年度以降力来年度以降力来年度以降力をををを入入入入れていきたいとれていきたいとれていきたいとれていきたいと考考考考えておりえておりえておりえており
ますますますます。。。。    

委員委員委員委員    58585858ページページページページのののの目標値目標値目標値目標値についてはについてはについてはについては、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで、、、、もうもうもうもう一度何一度何一度何一度何らかのかたちでこのらかのかたちでこのらかのかたちでこのらかのかたちでこの数値数値数値数値がががが挙挙挙挙がったがったがったがった
根拠根拠根拠根拠をををを確認確認確認確認でででできるきるきるきる方法方法方法方法ははははとられるのとられるのとられるのとられるのですかですかですかですか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    27272727年度年度年度年度までのまでのまでのまでの5555年間年間年間年間のののの計画計画計画計画ですのでですのでですのでですので、、、、最終年度最終年度最終年度最終年度のののの前年度前年度前年度前年度にまたにまたにまたにまたアンケートアンケートアンケートアンケートをとってをとってをとってをとって、、、、そのそのそのその部部部部
分分分分がどのようにがどのようにがどのようにがどのように変化変化変化変化しているのかをしているのかをしているのかをしているのかを、、、、調査調査調査調査していくしていくしていくしていく予定予定予定予定にしていますにしていますにしていますにしています。。。。    

委員委員委員委員    そのそのそのそのアンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果報告結果報告結果報告結果報告ですがですがですがですが、、、、3333千人千人千人千人をををを目標目標目標目標にしてにしてにしてにして回収回収回収回収したのがしたのがしたのがしたのが千何人千何人千何人千何人、、、、しかもしかもしかもしかも年齢層年齢層年齢層年齢層
がががが分分分分かっていてかっていてかっていてかっていて一番多一番多一番多一番多いのがいのがいのがいのが60606060歳代歳代歳代歳代ということでということでということでということで、、、、暇暇暇暇なななな人人人人からのからのからのからの回答回答回答回答がががが多多多多いのかいのかいのかいのか、、、、女性女性女性女性がががが多多多多
くてくてくてくて、、、、男性男性男性男性がががが少少少少なくなくなくなく、、、、若若若若いいいい人人人人がががが少少少少ないないないない。。。。これらのこれらのこれらのこれらの数値数値数値数値をををを混合混合混合混合してしてしてしてデータデータデータデータをををを出出出出してしてしてして、、、、何何何何かかかか無理無理無理無理
はないだろうでしょうかはないだろうでしょうかはないだろうでしょうかはないだろうでしょうか。。。。できることならできることならできることならできることなら500500500500人人人人ずつでもよいのでずつでもよいのでずつでもよいのでずつでもよいので、、、、各各各各年齢年齢年齢年齢のところにのところにのところにのところに同同同同じじじじ人人人人
数数数数がががが集集集集まるまるまるまる方法方法方法方法はないでしょうかはないでしょうかはないでしょうかはないでしょうか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    無作為抽出無作為抽出無作為抽出無作為抽出になるかどうかですがになるかどうかですがになるかどうかですがになるかどうかですが、、、、技術的技術的技術的技術的にはにはにはには不可能不可能不可能不可能ではないではないではないではないとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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委員委員委員委員    関係事業関係事業関係事業関係事業にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、こういうこういうこういうこういう目標目標目標目標をもっているのだというをもっているのだというをもっているのだというをもっているのだという説明説明説明説明をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、努力努力努力努力
をしていただくということだとをしていただくということだとをしていただくということだとをしていただくということだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    44444444ページページページページのののの中身中身中身中身でででで、、、、各種各種各種各種のののの団体団体団体団体ととととのののの連携連携連携連携でででで、、、、名前名前名前名前のののの入入入入っているっているっているっている団体団体団体団体とととと入入入入っていないっていないっていないっていない団体団体団体団体がががが
あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、すべてにすべてにすべてにすべてに統一的統一的統一的統一的にににに団体団体団体団体のののの名前名前名前名前をいれたほうがよいのではないでしょうをいれたほうがよいのではないでしょうをいれたほうがよいのではないでしょうをいれたほうがよいのではないでしょう
かかかか。。。。    

会長会長会長会長    今今今今のののの44444444ページページページページのののの各種団体各種団体各種団体各種団体とかとかとかとか連携連携連携連携しているしているしているしている事業事業事業事業があればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのその団体団体団体団体のののの名前名前名前名前をををを入入入入れたらどうれたらどうれたらどうれたらどう
かというごかというごかというごかというご意見意見意見意見ですですですです。。。。    

委員委員委員委員    入入入入っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、入入入入っていなかったりしているのでっていなかったりしているのでっていなかったりしているのでっていなかったりしているので、、、、関係関係関係関係しているしているしているしている団体団体団体団体はははは協力団体協力団体協力団体協力団体というというというという形形形形
でででで、、、、全部表全部表全部表全部表したらいかがでしょうかしたらいかがでしょうかしたらいかがでしょうかしたらいかがでしょうか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    そのへんはそのへんはそのへんはそのへんは実際問題実際問題実際問題実際問題としてかなりとしてかなりとしてかなりとしてかなり複雑複雑複雑複雑多岐多岐多岐多岐ですのでですのでですのでですので、、、、しかもこのしかもこのしかもこのしかもこの44444444ページページページページはははは学校学校学校学校とととと保育所保育所保育所保育所
のののの取取取取りりりり組組組組みですのでみですのでみですのでみですので。。。。    

委員委員委員委員    活動活動活動活動しているしているしているしている団体団体団体団体はははは、、、、名称名称名称名称をををを出出出出してもらえるとしてもらえるとしてもらえるとしてもらえると認認認認めてもらったというめてもらったというめてもらったというめてもらったという気持気持気持気持ちになりちになりちになりちになり、、、、次次次次にににに
つながるかとつながるかとつながるかとつながるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

事務局事務局事務局事務局    担当課担当課担当課担当課のののの横横横横にににに欄欄欄欄をををを設設設設けるとなるとけるとなるとけるとなるとけるとなると、、、、今度今度今度今度はははは逆逆逆逆にににに関連団体関連団体関連団体関連団体がないところはがないところはがないところはがないところは空白空白空白空白になりますのになりますのになりますのになりますの
でででで、、、、表記表記表記表記のしかたはのしかたはのしかたはのしかたは考考考考えながらになえながらになえながらになえながらになるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、各担当課各担当課各担当課各担当課にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度校正校正校正校正をををを任任任任せますのせますのせますのせますの
でででで、、、、関連団体関連団体関連団体関連団体があるところでがあるところでがあるところでがあるところで漏漏漏漏れがないかれがないかれがないかれがないか、、、、もうもうもうもう一度確認一度確認一度確認一度確認していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    今今今今、、、、保育所保育所保育所保育所でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、保育士保育士保育士保育士、、、、調理師調理師調理師調理師、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士などがなどがなどがなどが職域職域職域職域をををを越越越越えてえてえてえて、、、、食育計画食育計画食育計画食育計画
のののの策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて食育計画策定食育計画策定食育計画策定食育計画策定ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトチームチームチームチームをををを組組組組んでそれぞれんでそれぞれんでそれぞれんでそれぞれ意見交換意見交換意見交換意見交換しているとこしているとこしているとこしているとこ
ろですろですろですろです。。。。そのそのそのその中中中中にはにはにはには食食食食とととと健康健康健康健康、、、、食食食食とととと人間関係人間関係人間関係人間関係、、、、食食食食とととと文化文化文化文化、、、、調理調理調理調理とととと食食食食などということでなどということでなどということでなどということで、、、、各分各分各分各分
野野野野でででで話話話話しししし合合合合っているところですがっているところですがっているところですがっているところですが、、、、全体全体全体全体のところでのところでのところでのところで、、、、食事食事食事食事ののののマナーマナーマナーマナー、、、、正正正正しいしいしいしい箸箸箸箸のののの使使使使いいいい方方方方、、、、姿姿姿姿
勢勢勢勢とかとかとかとか、、、、子子子子どものどものどものどもの食事食事食事食事マナーマナーマナーマナーのののの習得習得習得習得がががが大事大事大事大事だということだということだということだということはわかるのですがはわかるのですがはわかるのですがはわかるのですが、、、、やはりやはりやはりやはり子子子子どもたどもたどもたどもた
ちがちがちがちが気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく食事食事食事食事をするためのをするためのをするためのをするためのマナーマナーマナーマナーだとかだとかだとかだとか、、、、あとあとあとあと食事食事食事食事をするためにをするためにをするためにをするために必要必要必要必要なななな決決決決まりにまりにまりにまりに気気気気づづづづ
いていていていて、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに取得取得取得取得してもらうしてもらうしてもらうしてもらう、、、、そのそのそのその中中中中でででで食事食事食事食事ののののマナーマナーマナーマナーだけにだけにだけにだけに絞絞絞絞ってしまうのかってしまうのかってしまうのかってしまうのか、、、、食食食食べべべべ
るるるる姿勢姿勢姿勢姿勢ととととおおおお箸箸箸箸のののの使使使使いいいい方方方方それだけにそれだけにそれだけにそれだけに絞絞絞絞ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、マナーマナーマナーマナーとしてとしてとしてとして不十分不十分不十分不十分だとはだとはだとはだとは感感感感じてじてじてじて取取取取りりりり組組組組
んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

委員委員委員委員    保育所保育所保育所保育所のののの子子子子どもをどもをどもをどもを対象対象対象対象にににに、、、、市市市市がこれをつくっているわけではなくてがこれをつくっているわけではなくてがこれをつくっているわけではなくてがこれをつくっているわけではなくて、、、、保育士保育士保育士保育士さんにこれをさんにこれをさんにこれをさんにこれを
見見見見てもらったてもらったてもらったてもらった上上上上でででで、、、、そういうそういうそういうそういう子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを教育教育教育教育してもらうということでしてもらうということでしてもらうということでしてもらうということで、、、、それがそれがそれがそれが全全全全てをてをてをてを網羅網羅網羅網羅
できるものではありませんできるものではありませんできるものではありませんできるものではありません。。。。先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食をををを通通通通してしてしてして子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに、、、、
親親親親たちにたちにたちにたちに、、、、ということですということですということですということです。。。。そしてそしてそしてそして保育所保育所保育所保育所のののの子子子子どもたちにというのはどもたちにというのはどもたちにというのはどもたちにというのは無理無理無理無理だからだからだからだから、、、、教教教教えるえるえるえる立立立立
場場場場のののの方方方方がこれをがこれをがこれをがこれを読読読読んでんでんでんで勉強勉強勉強勉強されるということでよいとされるということでよいとされるということでよいとされるということでよいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    これだけこれだけこれだけこれだけにとどまるにとどまるにとどまるにとどまるというのはというのはというのはというのはどうどうどうどうかとかとかとかと、、、、少少少少しししし疑問疑問疑問疑問にににに思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

委員委員委員委員    ですからですからですからですから、、、、全部全部全部全部にににに対対対対してはしてはしてはしては無理無理無理無理なのでなのでなのでなのですすすす。。。。    

委員委員委員委員    「「「「などなどなどなど」」」」だけですだけですだけですだけです。。。。どんどんどんどんどんどんどんどん情報情報情報情報をををを提供提供提供提供していただきしていただきしていただきしていただきたいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    48484848ページページページページ。。。。食中毒予防食中毒予防食中毒予防食中毒予防ですがですがですがですが、、、、「「「「殺殺殺殺すすすす」」」」などはいれないでいただきたいなどはいれないでいただきたいなどはいれないでいただきたいなどはいれないでいただきたい。。。。「「「「殺菌殺菌殺菌殺菌」」」」でででで十分十分十分十分でででで
すすすす。。。。見見見見たたたた目目目目がよくないとがよくないとがよくないとがよくないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。    

事務局事務局事務局事務局    「「「「やっつやっつやっつやっつけるけるけるける」」」」というようなというようなというようなというような表現表現表現表現がががが出出出出てくるてくるてくるてくる場合場合場合場合がありますががありますががありますががありますが、、、、それだとそれだとそれだとそれだとニュアンスニュアンスニュアンスニュアンスがががが伝伝伝伝
わりにくいとわりにくいとわりにくいとわりにくいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長    表現表現表現表現についてはについてはについてはについては保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生とととと調整調整調整調整してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

委員委員委員委員    私私私私にはにはにはには小学生小学生小学生小学生とととと中学生中学生中学生中学生のののの子子子子どもがいるのですがどもがいるのですがどもがいるのですがどもがいるのですが、、、、このこのこのこの年年年年になってになってになってになって親親親親がががが教教教教わることわることわることわること、、、、昔習昔習昔習昔習っっっっ
たけれどたけれどたけれどたけれど忘忘忘忘れたということがれたということがれたということがれたということが多多多多くてくてくてくて、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが覚覚覚覚えてきたことをえてきたことをえてきたことをえてきたことを家庭家庭家庭家庭でしゃべってでしゃべってでしゃべってでしゃべって、、、、それがそれがそれがそれが
会話会話会話会話になってになってになってになって子子子子どもにどもにどもにどもに教教教教えられるということがたくさんありますえられるということがたくさんありますえられるということがたくさんありますえられるということがたくさんあります。。。。特特特特にににに小学生小学生小学生小学生はははは先生先生先生先生からからからから習習習習
ったことをすぐにったことをすぐにったことをすぐにったことをすぐに親親親親にしゃべりたいのでにしゃべりたいのでにしゃべりたいのでにしゃべりたいので、、、、例例例例えばえばえばえば家庭科家庭科家庭科家庭科でででで先生先生先生先生がががが地産地消地産地消地産地消地産地消についてこういっについてこういっについてこういっについてこういっ
たたたた、、、、というようなことはというようなことはというようなことはというようなことはすぐにすぐにすぐにすぐに教教教教えてくれますがえてくれますがえてくれますがえてくれますが、、、、中学生中学生中学生中学生になるとになるとになるとになると、、、、全全全全くくくく教教教教えてくれないえてくれないえてくれないえてくれない状状状状
況況況況ですですですです。。。。特特特特にににに子子子子どものどものどものどもの学校学校学校学校ではではではでは家庭科家庭科家庭科家庭科のののの先生先生先生先生がいらっしゃらなくてがいらっしゃらなくてがいらっしゃらなくてがいらっしゃらなくて、、、、家庭科家庭科家庭科家庭科をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考
えているのかわかりませんがえているのかわかりませんがえているのかわかりませんがえているのかわかりませんが、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては中学中学中学中学2222年生年生年生年生だからだからだからだから学校学校学校学校でででで食事食事食事食事をををを作作作作るということをするということをするということをするということをす
るとるとるとると思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、それがないままきてしまいましたそれがないままきてしまいましたそれがないままきてしまいましたそれがないままきてしまいました。。。。    

確確確確かにかにかにかに、、、、中学生中学生中学生中学生になるとになるとになるとになると忙忙忙忙しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、家家家家でごでごでごでご飯飯飯飯をををを作作作作るというようなこともるというようなこともるというようなこともるというようなことも言言言言いいいい出出出出さなくなさなくなさなくなさなくな
りますしりますしりますしりますし、、、、先日先日先日先日もおもおもおもお弁当弁当弁当弁当のののの日日日日のののの話話話話をををを聞聞聞聞きにきにきにきに行行行行ってってってって、、、、作作作作ってみるかとってみるかとってみるかとってみるかと尋尋尋尋ねたところねたところねたところねたところ、、、、下下下下のののの子子子子はははは
作作作作りたいとりたいとりたいとりたいと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、中学生中学生中学生中学生はははは忙忙忙忙しくてそんなことはできないとしくてそんなことはできないとしくてそんなことはできないとしくてそんなことはできないと言言言言いまいまいまいましたしたしたした。。。。家庭家庭家庭家庭でででで教教教教
えればよいとえればよいとえればよいとえればよいと言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、親親親親もももも仕事仕事仕事仕事をしているをしているをしているをしている場合場合場合場合がががが多多多多くてくてくてくて難難難難しいとしいとしいとしいと感感感感じますじますじますじます。。。。どちらかどちらかどちらかどちらか
とととと言言言言えばえばえばえば、、、、学校学校学校学校よりよりよりより家家家家でででで教教教教えたほうがよいのでしょうがえたほうがよいのでしょうがえたほうがよいのでしょうがえたほうがよいのでしょうが、、、、やはりやはりやはりやはり子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち同士同士同士同士のののの力力力力とかとかとかとか子子子子
どもたちだけのどもたちだけのどもたちだけのどもたちだけの話話話話はははは大大大大きいのできいのできいのできいので、、、、親目線親目線親目線親目線でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、学校学校学校学校とかとかとかとか地域地域地域地域とかでとかでとかでとかで、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで教教教教えてほえてほえてほえてほ
しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

会長会長会長会長    このこのこのこの素案素案素案素案のののの中中中中でででで、、、、どうどうどうどう変変変変えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい点点点点などはありませんかなどはありませんかなどはありませんかなどはありませんか。。。。    

委員委員委員委員    素案素案素案素案をををを読読読読んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが関関関関わるところがあるのだとわるところがあるのだとわるところがあるのだとわるところがあるのだと改改改改めてめてめてめて思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

委員委員委員委員    委員委員委員委員はははは何何何何かありますかかありますかかありますかかありますか。。。。    
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委員委員委員委員    小学校小学校小学校小学校6666年生年生年生年生のののの指導指導指導指導をしているのですがをしているのですがをしているのですがをしているのですが、、、、そそそそのときのときのときのとき最後最後最後最後におにおにおにお知知知知らせのおらせのおらせのおらせのお手紙手紙手紙手紙をををを配配配配らせているらせているらせているらせている
のですのですのですのです。。。。こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが大事大事大事大事ですですですです、、、、というおというおというおというお手紙手紙手紙手紙なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、読読読読んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思っっっっ
ているおているおているおているお母母母母さんにはなかなかさんにはなかなかさんにはなかなかさんにはなかなか目目目目をををを通通通通していただけないということがありますのでしていただけないということがありますのでしていただけないということがありますのでしていただけないということがありますので、、、、数値数値数値数値とかとかとかとか
グラフグラフグラフグラフとかたくさんとかたくさんとかたくさんとかたくさん載載載載っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、若若若若いおいおいおいお母母母母さんさんさんさん方方方方のののの目目目目にににに留留留留まるようなまるようなまるようなまるような、、、、見見見見やすいやすいやすいやすい、、、、わかわかわかわか
りやすいりやすいりやすいりやすい表現表現表現表現にしてほしいとにしてほしいとにしてほしいとにしてほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

事務局事務局事務局事務局    子子子子どもさんのどもさんのどもさんのどもさんの予定予定予定予定によりによりによりにより退席退席退席退席されましたされましたされましたされました委員委員委員委員がががが、、、、発言発言発言発言というよりというよりというよりというより素案素案素案素案をををを読読読読んでのんでのんでのんでの感想感想感想感想といといといとい
うことでうことでうことでうことで、、、、メモメモメモメモをををを置置置置いていかれましたのでいていかれましたのでいていかれましたのでいていかれましたので、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

子子子子どもにどもにどもにどもに重点重点重点重点をををを置置置置いたいたいたいた施策施策施策施策をををを前前前前提提提提にするということであればにするということであればにするということであればにするということであれば、、、、川西市保健川西市保健川西市保健川西市保健センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、
もうもうもうもう実践実践実践実践されているのかもしれませんがされているのかもしれませんがされているのかもしれませんがされているのかもしれませんが、、、、妊婦健診妊婦健診妊婦健診妊婦健診やややや妊婦妊婦妊婦妊婦のののの段階段階段階段階でのでのでのでの子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てるてるてるてる心構心構心構心構ええええ
ということでということでということでということで、、、、栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく食育食育食育食育についてのについてのについてのについての講座講座講座講座をををを設設設設けてみるのはどうでしょうかけてみるのはどうでしょうかけてみるのはどうでしょうかけてみるのはどうでしょうか。。。。
妊婦妊婦妊婦妊婦、、、、母親母親母親母親のののの誕生誕生誕生誕生、、、、子子子子どものどものどものどもの誕生誕生誕生誕生、、、、子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの食食食食のののの伝承伝承伝承伝承、、、、健全健全健全健全なななな成長成長成長成長をををを促促促促すというところですというところですというところですというところで、、、、
そうそうそうそう考考考考えましたえましたえましたえました。。。。    

このようなごこのようなごこのようなごこのようなご意見意見意見意見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。    

会長会長会長会長    それではそれではそれではそれでは時間時間時間時間もももも来来来来ましてましてましてまして、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの建設的建設的建設的建設的なごなごなごなご意見意見意見意見やごやごやごやご質問質問質問質問をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうご
ざいましたざいましたざいましたざいました。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もごもごもごもご意見意見意見意見やごやごやごやご提案提案提案提案がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら、、、、事務局事務局事務局事務局までまでまでまでごごごご遠慮遠慮遠慮遠慮なくおなくおなくおなくお申申申申しししし
出出出出いただければいただければいただければいただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

市市市市のののの方方方方ではではではでは、、、、推進会議推進会議推進会議推進会議からのごからのごからのごからのご意見等意見等意見等意見等をををを十分十分十分十分にににに踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながら、、、、計画計画計画計画のののの策定策定策定策定をををを進進進進めていただめていただめていただめていただ
くようよろしくおくようよろしくおくようよろしくおくようよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    （（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他    
それではそれではそれではそれでは、、、、協議事項協議事項協議事項協議事項のののの2222「「「「そのそのそのその他他他他」」」」にににに移移移移りますりますりますります。。。。せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの会議会議会議会議ですのでですのでですのでですので、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方、、、、

何何何何かございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうか。。。。    

事務局事務局事務局事務局    今日今日今日今日おおおお配配配配りいただきましたりいただきましたりいただきましたりいただきました資料資料資料資料についてについてについてについて、、、、委員委員委員委員のほうからごのほうからごのほうからごのほうからご説明説明説明説明いただいてよろしいですいただいてよろしいですいただいてよろしいですいただいてよろしいです
かかかか。。。。    

会長会長会長会長    ではではではでは、、、、川西市川西市川西市川西市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連合会連合会連合会連合会がががが作成作成作成作成されたされたされたされた、「、「、「、「たつのおとしごたつのおとしごたつのおとしごたつのおとしご」」」」についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお
願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

委員委員委員委員    今回今回今回今回、、、、こういうかたこういうかたこういうかたこういうかたちでちでちでちで弁当弁当弁当弁当のののの日日日日のののの内容内容内容内容をををを紹介紹介紹介紹介させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。どうしてかとどうしてかとどうしてかとどうしてかと申申申申しししし
ますとますとますとますと、、、、川西市川西市川西市川西市ではではではでは中学校中学校中学校中学校はははは給食給食給食給食ではなくではなくではなくではなく、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当になっていますになっていますになっていますになっています。。。。でもそれはでもそれはでもそれはでもそれは、、、、保護者保護者保護者保護者にににに
とってはすごくありがたいととってはすごくありがたいととってはすごくありがたいととってはすごくありがたいと、、、、私自身私自身私自身私自身がががが感感感感じるときがじるときがじるときがじるときがありますありますありますあります。。。。どうしてかとどうしてかとどうしてかとどうしてかと言言言言いますといますといますといますと、、、、
中学生中学生中学生中学生になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、先先先先ほどほどほどほど委員委員委員委員のごのごのごのご意見意見意見意見にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて今日何今日何今日何今日何かあっかあっかあっかあっ
たかとたかとたかとたかと聞聞聞聞いてもいてもいてもいても、「、「、「、「別別別別にににに」、」、」、」、先生先生先生先生がががが何何何何をををを話話話話されたかとされたかとされたかとされたかと聞聞聞聞いてもいてもいてもいても、「、「、「、「特特特特にににに」、」、」、」、というようにというようにというようにというように、、、、自分自分自分自分
のののの世界世界世界世界にににに入入入入ってしまってってしまってってしまってってしまって、、、、会話会話会話会話がつながらないものですがつながらないものですがつながらないものですがつながらないものです。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、どのどのどのどの家庭家庭家庭家庭でもよくあでもよくあでもよくあでもよくあ
るるるる、「、「、「、「おおおお弁当弁当弁当弁当をををを出出出出しなさいしなさいしなさいしなさい」」」」というというというという些細些細些細些細なななな親子喧嘩親子喧嘩親子喧嘩親子喧嘩のののの原因原因原因原因がががが、、、、次次次次のののの会話会話会話会話につながることがにつながることがにつながることがにつながることがよくよくよくよく
ありますありますありますあります。。。。嫌嫌嫌嫌いなものをいなものをいなものをいなものを入入入入れたはずなのにれたはずなのにれたはずなのにれたはずなのに、、、、それがそれがそれがそれが残残残残っていないっていないっていないっていない。。。。どうしたのかとどうしたのかとどうしたのかとどうしたのかと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、
友達友達友達友達にににに食食食食べてもらったとべてもらったとべてもらったとべてもらったと言言言言ったりしますったりしますったりしますったりします。。。。今今今今20202020歳歳歳歳のわがのわがのわがのわが子子子子がががが中学生中学生中学生中学生だったときのだったときのだったときのだったときの例例例例ではではではでは、、、、2222段段段段
のののの弁当箱弁当箱弁当箱弁当箱のののの上上上上にはにはにはにはオムライスオムライスオムライスオムライスをををを入入入入れてほしいれてほしいれてほしいれてほしい、、、、下下下下にはにはにはには焼焼焼焼きききき飯飯飯飯をををを入入入入れてほしいとれてほしいとれてほしいとれてほしいと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。
そんなそんなそんなそんな炭水化物炭水化物炭水化物炭水化物ばかりのおばかりのおばかりのおばかりのお弁当弁当弁当弁当はははは嫌嫌嫌嫌だとだとだとだと思思思思いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、子子子子どものどものどものどものリクエストリクエストリクエストリクエスト通通通通りにしたらりにしたらりにしたらりにしたら、、、、
帰宅後帰宅後帰宅後帰宅後、、、、やはりやはりやはりやはり食食食食べられなかったとべられなかったとべられなかったとべられなかったと言言言言ってってってって、、、、笑笑笑笑いいいい話話話話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。でもでもでもでも、、、、それからそれからそれからそれから次次次次のののの会話会話会話会話
がつながっていくということががつながっていくということががつながっていくということががつながっていくということが、、、、うちだけでなくうちだけでなくうちだけでなくうちだけでなく他他他他のごのごのごのご家庭家庭家庭家庭でもよくありでもよくありでもよくありでもよくあり、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当をををを通通通通じてじてじてじて
子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学校学校学校学校でのでのでのでの様子様子様子様子がよくわかるということがありますがよくわかるということがありますがよくわかるということがありますがよくわかるということがあります。。。。ただしただしただしただし、、、、つくるつくるつくるつくる親親親親にしてはにしてはにしてはにしては
負担負担負担負担であるであるであるである部分部分部分部分もありますもありますもありますもあります。。。。子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは小学校小学校小学校小学校のののの給食給食給食給食がすごくおいしいのでがすごくおいしいのでがすごくおいしいのでがすごくおいしいので、、、、中学校中学校中学校中学校になになになにな
ってもってもってもっても給食給食給食給食をををを食食食食べたいというべたいというべたいというべたいという声声声声もありもありもありもあり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小学校小学校小学校小学校からもそういうからもそういうからもそういうからもそういう声声声声がががが出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。
ただただただただ、、、、小学校小学校小学校小学校のののの給食給食給食給食のののの作作作作りりりり方方方方がわからないというがわからないというがわからないというがわからないという声声声声がたくさんありましたのでがたくさんありましたのでがたくさんありましたのでがたくさんありましたので、、、、今回栄養士今回栄養士今回栄養士今回栄養士
会会会会のののの先生先生先生先生からからからから実際実際実際実際のののの献立献立献立献立のののの資料資料資料資料をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。これはこれはこれはこれは実際実際実際実際にににに小学生小学生小学生小学生のおのおのおのお姉姉姉姉さんとさんとさんとさんと弟弟弟弟さんさんさんさん
がつくっていますがつくっていますがつくっていますがつくっています。。。。いつもいつもいつもいつも料理料理料理料理をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている子子子子どもたちではなくてどもたちではなくてどもたちではなくてどもたちではなくて、、、、初初初初めめめめてだそうですてだそうですてだそうですてだそうです。。。。
ですからおですからおですからおですからお母母母母さんがさんがさんがさんが危危危危ないところをないところをないところをないところを手伝手伝手伝手伝ったらしいのですがったらしいのですがったらしいのですがったらしいのですが、、、、親子親子親子親子でででで中学中学中学中学にににに入入入入るるるる前前前前にににに是非是非是非是非やややや
ってくださいってくださいってくださいってください。。。。様様様様々々々々なごなごなごなご家庭家庭家庭家庭があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、おおおお母母母母さんだけでなくおさんだけでなくおさんだけでなくおさんだけでなくお子子子子さんでもさんでもさんでもさんでも作作作作れますよれますよれますよれますよ、、、、とととと
いうことをいうことをいうことをいうことをアピールアピールアピールアピールしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい、、、、実施実施実施実施させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。こういうかたちでこういうかたちでこういうかたちでこういうかたちで今後今後今後今後もももも小小小小
学校学校学校学校のののの給食給食給食給食のののの献立献立献立献立をををを市内市内市内市内のののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々にににに伝伝伝伝えていくことでえていくことでえていくことでえていくことで、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの心心心心のののの部分部分部分部分もももも伝伝伝伝えていえていえていえてい
けたらよいかとけたらよいかとけたらよいかとけたらよいかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

会長会長会長会長    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    
続続続続きましてきましてきましてきまして委員委員委員委員よりよりよりより、、、、弁当弁当弁当弁当のののの日日日日とおむすびとおむすびとおむすびとおむすび通信通信通信通信についてについてについてについて、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    
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委員委員委員委員    おむすびおむすびおむすびおむすび通信通信通信通信につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、前回前回前回前回にににに第第第第1111号号号号だけおだけおだけおだけお渡渡渡渡ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、紛失紛失紛失紛失されたされたされたされた方方方方もおられるかもおられるかもおられるかもおられるか
もしれませんのでもしれませんのでもしれませんのでもしれませんので、、、、2222つつつつ3333つつつつ一緒一緒一緒一緒におにおにおにお渡渡渡渡ししますししますししますしします。。。。最後最後最後最後のところはのところはのところはのところは、、、、あるあるあるある先生先生先生先生にににに、、、、意味意味意味意味あるあるあるある学学学学
校給食校給食校給食校給食ということでということでということでということで書書書書いていただきましたいていただきましたいていただきましたいていただきました。。。。１１１１、、、、2222、、、、3333ののののセットセットセットセットでででで記事記事記事記事をををを出出出出しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、一一一一
応目応目応目応目をををを通通通通していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、弁当弁当弁当弁当のののの日日日日についてはについてはについてはについては、、、、私私私私はははは今今今今、、、、月間雑誌月間雑誌月間雑誌月間雑誌のののの小児科臨床小児科臨床小児科臨床小児科臨床のののの編集委員編集委員編集委員編集委員をやっておりましをやっておりましをやっておりましをやっておりまし
てててて、、、、年年年年にににに3333回回回回くらいくらいくらいくらい特集特集特集特集をををを組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます企画企画企画企画のののの一一一一つですつですつですつです。。。。これがこれがこれがこれが今年今年今年今年のののの6666月号月号月号月号ですがですがですがですが、、、、弁当弁当弁当弁当のののの
日日日日とととと    いうのはいうのはいうのはいうのは、、、、四国四国四国四国のののの香川県香川県香川県香川県のののの竹下和男先生竹下和男先生竹下和男先生竹下和男先生というというというという方方方方がががが発祥発祥発祥発祥でででで、、、、今今今今ではではではでは全国全国全国全国800800800800校校校校くらいにくらいにくらいにくらいに
広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。先日講演会先日講演会先日講演会先日講演会ににににおおおお呼呼呼呼びしましたびしましたびしましたびしました小学校教諭小学校教諭小学校教諭小学校教諭のののの稲益先生稲益先生稲益先生稲益先生がががが提唱提唱提唱提唱しておられるしておられるしておられるしておられる、、、、
小学校小学校小学校小学校のののの    
3333、、、、4444年生年生年生年生からからからから参加参加参加参加するするするする、、、、親親親親とととと一緒一緒一緒一緒にににに弁当弁当弁当弁当をををを作作作作るるるるコースコースコースコースでででで、、、、全部一人全部一人全部一人全部一人でででで作作作作るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく親親親親がががが作作作作
ったものをったものをったものをったものを弁当箱弁当箱弁当箱弁当箱にににに入入入入れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、おにぎりだけおにぎりだけおにぎりだけおにぎりだけ自分自分自分自分でででで作作作作るとかるとかるとかるとか、、、、全部自分全部自分全部自分全部自分でででで作作作作るとかるとかるとかるとか、、、、3333つのつのつのつの
コースコースコースコースをををを自分自分自分自分でででで選選選選んでやるということですんでやるということですんでやるということですんでやるということです。。。。竹下先生竹下先生竹下先生竹下先生のごのごのごのご提案提案提案提案はははは、、、、5555年年年年、、、、6666年年年年のののの家庭科家庭科家庭科家庭科でででで10101010月月月月
11111111月月月月12121212月月月月1111月月月月2222月月月月とととと月月月月にににに1111回回回回ずつずつずつずつ、、、、年年年年5555回回回回、、、、合計合計合計合計10101010回自分回自分回自分回自分でででで作作作作るというというものでするというというものでするというというものでするというというものです。。。。なかななかななかななかな
かかかか最初最初最初最初からからからから自分自分自分自分でででで作作作作れないのですがれないのですがれないのですがれないのですが、、、、中中中中にはにはにはには食食食食べられるのかべられるのかべられるのかべられるのか、、、、というよというよというよというようなおにぎりをおうなおにぎりをおうなおにぎりをおうなおにぎりをお弁弁弁弁
当箱当箱当箱当箱にににに入入入入れてくるれてくるれてくるれてくる子子子子もいればもいればもいればもいれば、、、、これはこれはこれはこれは自分自分自分自分でででで全部作全部作全部作全部作ったとったとったとったと自慢自慢自慢自慢するがするがするがするが、、、、実実実実はははは最初最初最初最初はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど
親親親親がががが作作作作っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち自分自分自分自分でででで作作作作らなければいけないということでらなければいけないということでらなければいけないということでらなければいけないということで、、、、キャベツキャベツキャベツキャベツのののの
切切切切りりりり方方方方をををを見学見学見学見学しだしたりしだしたりしだしたりしだしたり、、、、ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグののののネタネタネタネタをををを自分自分自分自分でででで買買買買いにいにいにいに行行行行ったりったりったりったり、、、、そこからそこからそこからそこから会話会話会話会話がどんがどんがどんがどん
どんどんどんどん展開展開展開展開されるということがされるということがされるということがされるということが事実事実事実事実としてありますとしてありますとしてありますとしてあります。。。。川西川西川西川西もももも私私私私のののの夢夢夢夢であるであるであるである米飯給食米飯給食米飯給食米飯給食がががが叶叶叶叶ったのったのったのったの
ですがですがですがですが、、、、今後今後今後今後はははは弁当弁当弁当弁当のののの日日日日をををを望望望望んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。中学生中学生中学生中学生のののの弁当弁当弁当弁当はははは大変大変大変大変ななななボリュームボリュームボリュームボリュームですですですです。。。。彼彼彼彼らはこらはこらはこらはこ
れだけのものをれだけのものをれだけのものをれだけのものを食食食食べるのですべるのですべるのですべるのです。。。。米飯給食米飯給食米飯給食米飯給食になったになったになったになった感想感想感想感想をををを、、、、小学校小学校小学校小学校ででででアンケートアンケートアンケートアンケートをとられましをとられましをとられましをとられまし
たたたたがががが、、、、ほとんどおやつをほとんどおやつをほとんどおやつをほとんどおやつを欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと言言言言わなくなったということでわなくなったということでわなくなったということでわなくなったということで、、、、ごごごご飯飯飯飯がががが腹持腹持腹持腹持ちするというこちするというこちするというこちするというこ
とはとはとはとは、、、、実際実際実際実際にににに子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが一番分一番分一番分一番分かってくれたということですかってくれたということですかってくれたということですかってくれたということです。。。。パンパンパンパンではではではでは膨膨膨膨らませているだらませているだらませているだらませているだ
けですからけですからけですからけですから。。。。おにぎりならおにぎりならおにぎりならおにぎりなら2222つつつつ食食食食べるべるべるべるおおおお母母母母さんさんさんさんがががが、、、、おかわりをしないというようなおかわりをしないというようなおかわりをしないというようなおかわりをしないというような今今今今のごのごのごのご飯飯飯飯のののの
食食食食べべべべ方方方方ですですですです。。。。きちんとごきちんとごきちんとごきちんとご飯飯飯飯をををを食食食食べるということをべるということをべるということをべるということを、、、、子子子子どもたちからどもたちからどもたちからどもたちから教育教育教育教育していきますのでしていきますのでしていきますのでしていきますので、、、、
弁当弁当弁当弁当のののの日日日日はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで作作作作るということでするということでするということでするということです。。。。我我我我々々々々はははは自分自分自分自分でででで薪薪薪薪をををを集集集集めてめてめてめて風呂風呂風呂風呂をををを炊炊炊炊きましたきましたきましたきました。。。。今今今今
ははははスイッチスイッチスイッチスイッチをひねるだけなのでをひねるだけなのでをひねるだけなのでをひねるだけなので、、、、今今今今のののの子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは水風呂水風呂水風呂水風呂などになどになどになどに入入入入ったったったった経験経験経験経験などないとなどないとなどないとなどないと思思思思いいいい
ますますますます。。。。ですからですからですからですから是非是非是非是非ここここのののの弁当弁当弁当弁当のののの日日日日をををを皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中でででで広広広広めていただけたらめていただけたらめていただけたらめていただけたら、、、、ありがたいかとありがたいかとありがたいかとありがたいかと思思思思いいいい
ますますますます。。。。子子子子どもたちとのどもたちとのどもたちとのどもたちとの会話会話会話会話もいきいきしてくるかともいきいきしてくるかともいきいきしてくるかともいきいきしてくるかと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを鬱陶鬱陶鬱陶鬱陶しいとしいとしいとしいと言言言言われるわれるわれるわれる家家家家
庭庭庭庭のののの子子子子がががが一番危一番危一番危一番危ないのですないのですないのですないのです。。。。是非是非是非是非、、、、3333歳歳歳歳やややや1111歳半歳半歳半歳半でででで餓死餓死餓死餓死させてしまうさせてしまうさせてしまうさせてしまう母親母親母親母親にならないようににならないようににならないようににならないように、、、、
今今今今のののの子子子子どもたちにきちんとしたどもたちにきちんとしたどもたちにきちんとしたどもたちにきちんとした食習慣食習慣食習慣食習慣をさせてをさせてをさせてをさせて育育育育ててあげたいとててあげたいとててあげたいとててあげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは1111冊冊冊冊300300300300円円円円
ですがですがですがですが、、、、今日今日今日今日はははは特別特別特別特別にににに無料無料無料無料ですですですです。。。。もしもしもしもし、、、、団体団体団体団体のののの中中中中でででで欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという方方方方がおられればがおられればがおられればがおられれば、、、、おおおお申申申申しししし出出出出
くださいくださいくださいください。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

        
今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて    

会長会長会長会長    どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。    
今日今日今日今日はははは皆皆皆皆さまのごさまのごさまのごさまのご協力協力協力協力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、会議会議会議会議もももも順調順調順調順調にににに進進進進みましたみましたみましたみました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、今後今後今後今後ののののスケジュースケジュースケジュースケジュー

ルルルルにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして事務局事務局事務局事務局よりおよりおよりおよりお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

事務局事務局事務局事務局    本日本日本日本日はははは長時間長時間長時間長時間にわたりにわたりにわたりにわたり熱心熱心熱心熱心にごにごにごにご協議協議協議協議をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。ここここ
れからのれからのれからのれからのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、本日本日本日本日ごごごご協議協議協議協議いただきましたいただきましたいただきましたいただきました素案素案素案素案につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、推推推推
進進進進会議会議会議会議のごのごのごのご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、またまたまたまた関係所管関係所管関係所管関係所管とのとのとのとの調整調整調整調整やややや庁内協議庁内協議庁内協議庁内協議をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに内容内容内容内容のののの
精査精査精査精査とととと一部修正一部修正一部修正一部修正をををを重重重重ねてまいりますねてまいりますねてまいりますねてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、来年来年来年来年のののの1111月中月中月中月中にはにはにはには、、、、一部修正一部修正一部修正一部修正いたしましたいたしましたいたしましたいたしました素案素案素案素案につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、市議会市議会市議会市議会にににに説明説明説明説明しししし、、、、議会議会議会議会
からごからごからごからご意見意見意見意見をいただきますとともにをいただきますとともにをいただきますとともにをいただきますとともに、、、、パブリパブリパブリパブリックコメントックコメントックコメントックコメントをををを実施実施実施実施しししし、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから
のごのごのごのご意見意見意見意見をををを募集募集募集募集することとしておりますすることとしておりますすることとしておりますすることとしております。。。。1111月広報月広報月広報月広報ではではではではパブコメパブコメパブコメパブコメ予告記事予告記事予告記事予告記事のののの掲載掲載掲載掲載をををを予定予定予定予定していしていしていしてい
ますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、議会議会議会議会とととと市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからのごさんからのごさんからのごさんからのご意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、計画計画計画計画にににに反映反映反映反映できるものできるものできるものできるものはははは反映反映反映反映しししし
てててて、、、、今度今度今度今度はははは「「「「素素素素」」」」をとってをとってをとってをとって、、、、計画案計画案計画案計画案としてとしてとしてとして、、、、3333月中月中月中月中にににに再度再度再度再度、、、、市議会市議会市議会市議会にににに説明説明説明説明してごしてごしてごしてご意見意見意見意見をいただをいただをいただをいただ
くくくく予定予定予定予定としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

このこのこのこの案案案案にににに対対対対するするするする市議会市議会市議会市議会のごのごのごのご意見意見意見意見にににに基基基基づきづきづきづき、、、、修正可能修正可能修正可能修正可能なものはなものはなものはなものは修正修正修正修正したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、3333月下旬月下旬月下旬月下旬にににに本本本本
推進会議推進会議推進会議推進会議をををを開催開催開催開催させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、最終案最終案最終案最終案をおをおをおをお示示示示しさせていただきましてしさせていただきましてしさせていただきましてしさせていただきまして、、、、ごごごご協議協議協議協議をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし
たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、3333月末月末月末月末にはにはにはには計画計画計画計画のののの策定策定策定策定をををを終終終終ええええ、、、、4444月月月月からからからから5555月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて計画書計画書計画書計画書ののののダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト版版版版（（（（概要概要概要概要
版版版版））））のののの作成作業作成作業作成作業作成作業とととと、、、、計画本編計画本編計画本編計画本編のののの印刷製本印刷製本印刷製本印刷製本をををを行行行行なうこととしておりますなうこととしておりますなうこととしておりますなうこととしております。。。。    

以上以上以上以上がががが、、、、今後今後今後今後のののの主主主主ななななスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールでございますでございますでございますでございます。。。。    

    
【【【【３３３３．．．．閉会閉会閉会閉会】】】】    
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会長会長会長会長    年末年末年末年末のののの厳厳厳厳しいしいしいしいスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの中中中中、、、、本当本当本当本当にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方のごのごのごのご協協協協
力力力力によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、順序順序順序順序どおりのどおりのどおりのどおりの協議協議協議協議ができたかとができたかとができたかとができたかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして第第第第２２２２回回回回のののの推進会議推進会議推進会議推進会議をををを閉会閉会閉会閉会させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。委委委委
員員員員のののの皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方にはにはにはには、、、、長時間大変長時間大変長時間大変長時間大変おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でございましたでございましたでございましたでございました。。。。時節柄時節柄時節柄時節柄、、、、寒寒寒寒さもさもさもさも厳厳厳厳しくなりますしくなりますしくなりますしくなります。。。。
どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、おおおお体体体体をををを大切大切大切大切にしていただきにしていただきにしていただきにしていただき、、、、またまたまたまた来年来年来年来年おおおお会会会会いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ、、、、よろしくよろしくよろしくよろしく
おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    


