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平成２９年度 第１回八戸市学校給食審議会議事録 

 

＜開催日時＞  平成 29年 7月 20日（木） 午後１時 

 

＜場  所＞  八戸市庁本館３階 議会第一委員会室 

 

＜次  第＞ 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 組織会 

  ⑴ 正副会長選任 

   ⑵ 会長挨拶 

５ 案件⑴ 平成 29年度学校給食の概要について 

⑵ その他 

６ 閉会 

 

＜出 席 者＞   

委  員  高橋委員、石橋委員、小池委員、馬場委員、安田委員、竹花委員、榎本委員、 

       日當委員、星委員、元沢委員、藤村委員、有馬委員（17名中 12名出席） 

 

事 務 局  伊藤教育長、吉田教育部長、齋藤教育部次長、小笠原学校教育課長、 

宗石学校給食ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ、松橋東地区給食ｾﾝﾀｰ所長、川口西地区給食ｾﾝﾀｰ所長、 

学校給食ｸﾞﾙｰﾌﾟ員４名 

＜傍 聴 人＞ １名 

 

＜議事概要＞ 

●進行：本日は、御多用の中、御出席くださいましてありがとうございます。 

    定刻となりましたので、只今から、平成 29 年度第 1 回八戸市学校給食審議会を開催いたしま

す。 

     なお、委員 17名のうち 12名に御出席頂いておりますので、本日の会議は、本市学校給食審

議会規則第４条第２項の開会要件を満たしておりますことを御報告申し上げます。 

   それでは、まず、このたび委員を引き受けていただきました皆様に、委嘱状の交付を行いま

す。教育長が委嘱状を持って、委員の皆様の所に参りますので、その場でお受け取りください。 

 

●委嘱状交付 
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●進行：今回、初めての顔合わせとなる方もいらっしゃいますので、ここで委員の皆様に自己紹介 

をお願いしたいと思います。 

 

●委員自己紹介 

 

●進行：どうもありがとうございました。 

それでは、続いて事務局の職員を紹介いたします。 

 

●事務局職員紹介 

 

●進行：それでは、ここで教育長より、御挨拶申し上げます。 

 

●教育長：平成 29年度、第 1回目の学校給食審議会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。

委員の皆様方には、御多用の中、本会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

   また、本審議会委員を快くお引き受け頂きましたことに、厚くお礼申し上げます。委員の皆さま

方には、これから、学校給食の充実に向けて、お力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。 

   さて、皆様御承知のとおり、この 4月から当市の学校給食の在り方をさらに充実させるため、老

朽化した西地区給食センターと南郷地区給食センターを統合建替し、最新の衛生管理基準に準拠し

た新西地区給食センターの稼動開始や、米飯の供給方法をアルミ箔容器一個炊き方式から、食缶か

らお茶碗に盛り付ける方式への変更、そして、2 種類のおかずの味が交じり合うことのないよう、

仕切り皿の全市的な導入など、新体制での給食が始まったところでございます。 

   その目玉の一つとして、食器については色合いなどの食育的観点と合わせて、八戸市が誇る縄文

文化を児童生徒へ伝える一助となるよう、合唱土偶をモデルにしたキャラクター「いのるん」や縄

文柄をモチーフにした絵柄の食器を考案・導入しました。 

   これにより、一万年続いた縄文時代の模様を現代に受け継ぐこの食器を通じて、子どもたちはも

ちろん、地域全体が縄文文化について関心をもち、知識を広げることで「縄文文化が息づくまち八

戸」としての誇りや愛着心をはぐくむことにつながることを願っております。 

   また、2 学期からは、さらなる食の安全・安心の推進のため、アレルギー対応食の供給も開始す

る予定でありまして、現在準備を進めているところであります。 

   本日は、任期満了に伴い新たに委員を委嘱し、最初の審議会ですので、審議に入ります前に、正・

副会長を御選任頂き、そののちに、本日の案件であります「学校給食の概要」の中で、新体制での

給食実施状況やアレルギー対応の進捗等について御報告する予定であります。  
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   委員の皆様方には、学校給食の一層の充実に向けて、それぞれのお立場から、忌憚のない御意見

をいただきますとともに、学校給食の運営に御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げ、御

挨拶といたします。 

 

●進行：ありがとうございました。 

それでは、これより組織会に入らせていただきます。 

当市学校給食審議会規則第４条により、新たに委員の任命が行われた後、最初に招集すべき 

会長の職務は、八戸市教育委員会教育長が行うことになっておりますので、まずは、教育長を  

議長に、議事を進行して参ります。 

それでは、教育長、議長席へお願いいたします。 

 

●教育長：それでは、会長が決まるまでの間、私が議長を務めて参ります。 

     当市学校給食審議会規則第３条第２項によりますと、会長及び副会長は、委員の互選によっ

て定めるということになっておりますが、どなたか、御推薦をいただけないでしょうか。 

 

●委員：はい、会長には、その御経験から、高橋委員がよろしいと考えます。 

  

●教育長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

●委員一同：異議なし。 

 

●教育長：「異議なし。」の声がありましたので、会長を高橋委員にお願いいたします。 

続いて、副会長２名については、いかがでしょうか。 

  

●委員：はい、中学校長会からの推薦委員であります、竹花委員を推薦いたします。 

 

●教育長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

●委員一同：異議なし。 

 

●教育長：「異議なし。」の声がありましたので、副会長を竹花委員にお願いいたします。 

続いて、副会長もう１名については、いかがでしょうか。 

 

●委員：はい、私は、父母と教師の会からの推薦委員であります、榎本委員を推薦したいと思います。 

 

●教育長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 
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●委員一同：異議なし。 

 

●教育長：「異議なし。」の声がありましたので、副会長は、竹花委員と榎本委員にお願いいたします。 

これで、私の役割を終えさせていただきます。 

 

●進行：それでは、新しく選任されました高橋会長、竹花・榎本両副会長は、前の席にお願いいたしま

す。 

 

●進行：会長・副会長を代表しまして、高橋会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

●会長：一言、御挨拶申し上げます。 

只今、会長に選任されました、高橋でございます。委員の皆様の御協力をいただきながら、  

これから２年間、会長の職に努めて参りたいと思います。 

委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場から、忌憚の無い御意見をいただければと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

●進行：ありがとうございました。 

只今から会議に入りますが、ここで事務局から、傍聴される皆様へお願いがございます。 

    傍聴人は会議で発言出来ないことになっておりますので、御協力をお願いいたします。 

  続いて、本日の案件でございますが、「⑴平成 29年度学校給食の概要について」、「⑵その 

  他」の２件であります。 

それでは、会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

 

●会長：それでは、只今から会議に入ります。ここで、今回の議事録署名者２名をお願いしたいと思い

ますが、私からの指名でよろしいでしょうか。 

石橋委員と藤村委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

●委員一同：異議なし。 

 

●会長：それでは、石橋委員と藤村委員に署名をお願いします。 

 

●会長：それでは、案件⑴「平成 29 年度学校給食の概要について」、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局：それでは、案件⑴「学校給食の概要について」御説明いたします。 

    資料は１ページ目になります。「１ 給食対象者数」について、まず、「⑴ 小・中学校別」

についてですが、平成２９年度は小学校 12,034 人、中学校 6,763 人、給食センター職員 170

人、計 18,967人に給食を提供しております。 
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     次に担当センター別の提供人数ですが、市内には、３つの給食センターが地図上の赤い丸の

位置にあります。石堂にある、北地区給食センターは、4,556 食、大久保にある、東地区給食

センターは、4,405 食、北インター工業団地にある、西地区給食センターは、10,006 食を提供

しております。 

    「２ 給食日数」については、各行事等の日を除いた日数で、小・中学校ともに年間１９０日

を目安に実施しております。 

    「３ 給食費」は、１食あたり小学校は２６０円、中学校は３１５円となっております。なお、

保護者より徴収する給食費は材料費のみに使用しており、この他の施設・設備費や人件費など

は全て市が負担しております。 

    「４ 給食について」まず、（１）給食の目的ですが、学校給食は、単なる栄養補給のための

食事という意味にとどまらず、教育の一環として、学校給食法に基づき実施しております。学

校給食により、栄養のバランスのとれた食事を子どもたちに提供し、日々の健康増進、体力の

向上を図り、さらには、学校給食を生きた教材として活用することにより、食文化について関

心を深めたり、食事の自己管理能力を養うとともに、感謝の気持ちを培うなど食育の推進を図

ります。 

     次に「（２）給食の内容」ですが、八戸市で実施している給食は、給食内容が米飯又はパン・

麺及び牛乳、おかずの完全給食です。主食につきましては、米飯が週３回、パンが週１回、麺

が週１回で実施しております。「食材について」ですが、米飯は、八戸産米「まっしぐら」を

100％使用、牛乳は、青森県産乳を 100％使用、パンは 100％県産小麦「ゆきちから」を使用、

麺は３割を県産小麦「ネバリゴシ」を使用しております。生鮮肉類のうち、牛肉、豚肉、卵は

県産指定をしており、鶏肉に関しては県産のみでは安定供給できないため、国産指定としてお

ります。生鮮野菜・果物類は、市内産、県内産を優先して納品するよう業者へ要請し、協力頂

いております。加工品の一部は、市内産・県内産を指定しております。 

     次に、「学校給食用物資調達について」ですが、年間契約をしている、米飯、パン、牛乳の

基本物資については、公益財団法人青森県学校給食会から調達しております。 

     半期ごとに契約をしている、味噌、醤油、麺類、調味料などについては、前期４月から９月

分を３月に、後期１０月から３月分を９月に、学校給食用物資の登録業者による入札を行い、

それぞれ落札された業者から調達しております。 

     一方、毎月契約をしている、一般物資、野菜類、肉類、大豆製品類は、月ごとに学校給食用

物資の登録業者による入札を行い、落札業者から調達しております。 

     次に、（３）非常食（ホッとするカレー）の備蓄についてですが、給食センターで不測の事

態が発生し、急遽、給食提供を停止しなければならない状況となった場合に備えて、代替給食

として非常食（ホッとするカレー）を備蓄しております。 

     なお、不測の事態が発生しなかった場合は、年１回、東日本大震災発生日の３月１１日前後

に、給食センターごとに実施日を設定し、防災教育の一環として供給します。 

     次に、「５ 学校給食における食育について」まず、「（１）献立」については、伝統的な

食文化について関心を深めるために、和食や郷土食・行事食を取り入れております。また、地



6 

 

域の食料の生産・流通・消費について理解を深めるために、地場産物を多く取り入れておりま

す。みなさまのお手元にも別紙１として資料がございますが、こちらは、７月の『献立のお知

らせ』です。家庭への給食のお知らせとしては、次の項目を盛り込んでおります。まず「献立

名」「使用食品とその働き」これは、低学年の児童にもわかりやすいように、体の中でのはた

らき別に３つに分類し、食事バランスを考えるヒントとして掲載しております。 「県産品の使

用状況」これは、地元でとれた生産物に興味をもってもらうために掲載しております。「食に

関する話題」について、これは、行事食に関するお話や、季節にまつわる情報等を掲載してい

るものです。また、このような「伝言板」を毎月配付しております。お手元の資料では、「別

紙２」でございます。給食時間を活用した校内放送用に、献立と関連した食に関する指導資料

を毎月学校へ配布しております。 

     次に、「（２）手作り弁当の日」についてですが、食の大切さを見直し、親子のふれあいや

家族の絆を深め、家庭における教育力の向上を図ることをねらいとして年２回実施しておりま

す。1回目の手づくり弁当の日は６月５日でしたが、小学校では４３校、中学校では２４校と、

全ての市立小中学校で実施いたしました。参加人数の内訳を見ますと、99パーセント以上の子

どもがお弁当を持参しておりますが、持参しなかった子どもに対する学校の対応としましては、

「予め学校で準備し、後日集金した。」「自宅へ連絡し持ってきてもらった。」とのことであ

りました。また、お手元の資料の別紙３には、「手づくり弁当の日」を活用した食育への取組

事例を掲載しております。 

     次に、「（３）学校での活動」といたしましては、八戸市学校給食実践発表会を、年 1回開

催しております。また、栄養教諭・学校栄養職員が、学校現場にて授業等を行っております。

保護者に対しても、給食試食会の際、栄養講座等を行っております。 

    「６．主な行事予定」についてですが、「（１）学校給食審議会」の今年度の開催は、本日の

審議会を含め２回の開催を予定しております。次回の開催は、平成３０年２月に開催予定とな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

    「（２）学校給食主任研修会」は、各小中学校の給食主任を対象に、児童科学館にて５月１９

日に開催いたしました。その内容は、学校給食における安全衛生管理について、食物アレルギ

ーへの対応について、準要保護児童生徒給食費扶助費や給食費の未納者への対応についての事

務的な処理について、学校給食条例施行規則の改正内容についての説明を行いました。 

    「（３）学校給食関係職員夏季研修会」は、給食センターの調理員などの給食センター勤務の

職員を対象に、西地区給食センター食育研修室にて、６月５日に開催されました。「学校給食

施設における衛生管理の基礎・基本」と題して、株式会社グリーンハウス 東日本支社 安全

衛生統括責任者の廣瀬 理香様に、御講演いただきました。 

    「（４）学校給食実践発表会」は、八戸市学校給食会の主催で、主に各小中学校の給食主任の

先生や PTA の保護者の方、審議会委員の皆様、給食関係業者などを対象に開催しており、本年

度は、平成２９年１１月２０日に、新井田小学校にて、開催を予定しております。今回の実践

発表会は、「食に関心をもち、健康な食生活をめざす児童の育成」をテーマに、新井田小学校

の給食活動の参観や給食試食会、学校給食の実践発表、そして、講師に青森県立中央病院医療
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管理監の小野 正人氏をお招きして、「好き嫌いなく何でも食べよう、望ましい食生活」と題

して、御講演をいただく予定です。 

     さて、皆様ご承知のとおり本年４月から、よりよい給食を目指し、新方式での給食提供が始

まりました。旧方式からの大きな変更点としまして、１つ目は、米飯の供給方法が現在のアル

ミ箔個別方式から、食缶からお茶碗に盛り付けて食べていただく方式となりました。温かく、

ふっくらしていておいしいと学校現場からはお声を頂いております。２つ目は、仕切り皿の使

用です。すべてのセンターにおいて仕切り皿を使用することになりました。 

     さらに、2学期からは、食物アレルギー対応食の提供が始まります。これまでは、 アレルギ

ー表示のある献立のお知らせを、事前に配布し、それをもとに、保護者や児童生徒自身の判断

で学校給食から原因食物を除去する対応と、学校給食の提供を受けずに毎日弁当を持参する、

又は、除去が困難な献立時のみ弁当を持参する方法で対応してまいりましたが、2 学期から食

物アレルギー対応食の提供を開始します。食物アレルギー対応食専用調理室を設けた西地区給

食センターの献立を元に作成する、「食物アレルギー対応食」の提供という方法も選択できる

ようになりました。当面は、そば・落花生・かにを使用しない一般給食の献立を基本に、対象

者が多く給食での使用頻度が高い、卵・乳を除去対象食品とします。詳しくは資料別紙４を御

覧ください。こちらは保護者にお配りしましたチラシでございます。アレルギー対応食（主食、

汁物、おかず、飲み物、デザート）は全て、西地区給食センターから専用容器に入れて配送し

ます。専用容器のまま食べるか、食器に盛り付けるかは、本人又は学校の判断とします。平成

２９年度のスケジュールですが、４月は市内小・中学校へマニュアルを配布し、献立のお知ら

せに予告を掲載しました。５月８日と、１１日には学校向け説明会を実施し、５月１２日に保

護者向けリーフレットを配布、５～６月に面談申込書受付、７月から随時、個別面談・校内打

合せ会議を実施し、８月８日の保護者説明会を経て、１０・１１月からアレルギー対応食を提

供する予定です。１０月・１１月というのは、準備を万全に開始できるよう、各学校の都合に

合わせ、選択してもらえるよう配慮したものです。 

     次に、本年 4月から供用開始した新西地区給食センターについて説明いたします。衛生管理

の徹底を図るために、各作業スペースは明確な区分けを行っております。また、食材の搬入か

ら調理・配送までの食材・食器・調理員の動線が一方通行となっております。詳しくは、お手

元の資料別紙５を御覧ください。  

     ２階は食育コーナーとなっております。子どもであれば１００名収容可能な食育研修室や、

栄養相談を行うことができる部屋、そして、楽しく食育体験が可能な食育コーナーを設けまし

た。実際の手洗いが体験できる「本気手洗い道場」や給食の歴史がわかる「教えて！給食コー

ナー」、実物大のフードモデルを実際に触ることができる「さわって！食材コーナー」、大釜

を２基設置し、実際に料理で使用する大きなへらを使ってかき混ぜ体験ができる「釜して！コ

ーナー」、郷土食や郷土食を用いた給食献立等のミニチュア版を展示し、八戸ならではの食材

や料理が学べる「発見！ふるさとコーナー」、朝食指導フードモデルを利用して、家庭での食

事の際のバランスのよい組み合わせを学習できる「えらんで！朝ごはんコーナー」、調理作業

や、食器食缶等の洗浄作業を見学できる「見て！みて通路」の７つの構成となっております。 
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     また、本年度より、給食用食器に、合唱土偶をモチーフにしたキャラクター「いのるん」や

縄文柄をモチーフにした絵柄の食器を導入しました。 資料は別紙６となります。まず、飯碗で

すが、国宝の合掌土偶をモデルにしたキャラクター「いのるん」と、その仲間の「とっちー」

と「うるちゃん」のにぎやかなデザインです。盛り付けの目安になるよう縄目模様を付けてお

ります。茶色の縄目は小学生低学年用（１１０g）、ピンクの縄目は小学生中学年用（１５０g）、

緑文字の下部は小学生高学年（２００g）、緑文字の上部は中学生（２２０ｇ）の目安となって

おります。仕切り皿には、「いのるん」の仲間の、とちのみの「とっちー」とうるしの「うる

ちゃん」、縄文時代の鉢にも実際に使われていた、χ字文という模様を入れております。汁椀

は、国宝の合掌土偶をモデルにしたキャラクター「いのるん」が、食べ終わったら底に見える

ようになっております。カレー皿は、国宝の合掌土偶をモデルにしたキャラクター「いのるん」

と、縄文時代の漆の耳飾りについていた模様を使っております。最後に、麺丼ですが、国宝の

合掌土偶をモデルにしたキャラクター「いのるん」と、縄文時代の漆塗りの注口土器の渦巻文

（うずまきもん）の模様を受け継いでおります。 

     縄文文化は、約１万年もの長きにわたって営まれた高度に発達・成熟した文化であり、世界

史上稀有な先史時代の文化であります。縄文時代から一心不乱に祈り続けてきたものは何だっ

たのでしょうか。子どもたちの幸せ、あるいは、人類の平和かもしれません。その思いは今の

私たちにおいても変わるものではありません。 

     これらの食器を通じて、子どもたちはもちろん、地域全体が縄文文化について関心を持ち、

知識を広げることで「縄文文化が息づくまち八戸」としての誇りや愛着をはぐくむことにつな

がることを願っております。 

     今年度からの新方式給食を体験した、児童の皆さんの感想は、「ご飯の量が調節しやすい。」

「ご飯を大盛りで食べています。」「おかずの味が混ざらなくなっておいしくなった。」「お

碗の底のいのるんがかわいい。」など、私たち職員にやりがいを持たせてくれるような嬉しい

意見が聞かれました。また、先生方からも 4 月当初は準備に戸惑いましたが、今ではすっかり

慣れて、おいしく頂いておりますとのことでした。 

     これで、案件⑴の説明を終わらせていただきます。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●委員：食器の素材は何でしょうか。 

 

●事務局：ＡＢＳ製樹脂製です。 

 

●委員：以前、学校で使っていた給食用のトレーは全て交換・回収されたのでしょうか。 

 

●事務局：給食用トレーは給食センターからの提供ではなく、各学校で用意して使って頂いております。 
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●委員：これまで、アルミ製のトレーが殆どだと思うのですが、今日見せて頂いたトレーがプラスチッ

ク製だったので、全て変わったのかと思いました。 

 

●事務局：まだアルミ製のトレーを使っている学校もありますが、見た目もきれいですし、今後は、衛

生管理の面からも樹脂製のトレーを使用することを勧めております。トレーは各学校で準備を

お願いしておりますので、経費的な面で一度には全て変更できないところもありますが、以前

のアルミのトレーだと少し小さいため、大きめのトレーに更新したいという学校も出てきまし

た。今、新しい方式がスタートしましたので、年次計画で順次更新を進めていくものと考えて

おります。 

 

●委員：トレーの費用負担は学校ですか。 

 

●事務局：学校によっては保護者負担で卒業時に持ち帰るというケースもありまして、その方法につい

ては学校に任せております。 

 

●委員：教育委員会からトレーの消毒についてのお知らせが過去にあったと思いますが、トレーの素材

によっては消毒の仕方が変わってくるかと思います。一様に 200ppm の次亜塩素酸で洗いなさ

いというのではなくて、長持ちさせるのであれば、もう少し薄い方がいいでしょうし、アルミ

製で傷が付いていれば、濃度が濃い方がより衛生的かと思いました。 

 

●事務局：食器も新しく変わったところですし、トレーについても衛生管理面をしっかりやっていきた

いと思っております。 

 

●委員：先日、小学校へ、ダニアレルゲン検査に伺った時ですが、給食センターから給食のトラックが

来ていました。配送作業を見ておりましたら、トラックから配膳員さんも一緒に白衣のまま降

りて来られて荷台を開けて作業されていました。学校には一人配膳員さんがいるのですが、も

う一人補助ということで降りられてきて、給食終了後の食器の回収時に一緒に給食センターへ

戻るとお聞きしました。本来、トラックに同乗している配膳員さんの服装も、汚染区域と非汚

染区域の区分けの配慮が必要ではないかと思いました。 

 

●事務局：今年度から新センターが稼働して、北地区給食センターを除いて調理・配送・配膳の三部門

全てが民間委託となりました。これまで配膳も市の直営だったのですが、今年からは民間に委

託したことから、先ほどのように、学校に配膳員が一人いるけれども足りない場合は、一緒に

乗って行って、お手伝いができるというメリットができました。市の直営でやっていた配膳員

の方がそのまま継続して雇用されているということで、これから委託業者が中心となって、研

修を実施し、衛生管理面について配膳員の意識を高めていきたいと考えております。 
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●会長：ほかに、御質問はございませんか。  

 

●委員：箸・スプーンはどのようなものを使用しているのですか。 

 

●事務局：箸を基本としており、持参をお願いしております。献立に応じて、スプーンを提供しており

ます。 

 

●委員：アレルギー対応食について、面談を進めている段階とのことですが、人数はどれくらいいるの

でしょうか。 

 

●事務局：卵・乳のアレルギーがある子どもは、市内で 120人位おります。実際にその中からアレルギ

ー対応食を希望する子どもは現時点で 20 名程おります。これから夏休み期間中に、保護者、

学校、教育委員会で同席しながら再度、アレルギー対応食提供の是非を決定していきます。最

終的には 20 人を切るくらいの人数になるのではないかと予想しているところです。西地区給

食センターのアレルギー対応食は 100名分のキャパシティがありますので、十分対応できると

考えております。 

 

●会長：ほかに、御質問はございませんか。 

 

●委員：給食対象者数が 28年度から 29年度にかけて減少しているのに対して、センター職員数 122人

から 170人に増えているのはどのような理由でしょうか。 

 

●事務局：以前は市の直営で各給食センターを運営していましたが、新しいセンターが稼働して、１万

食を提供するために委託業者が万全を期して人数を増員しており、その結果が 170人というこ

とです。その中には、配膳員や調理をサポートする人員が含まれておりますが、その配置につ

いては委託業者に任せておりまして、人員を増やして万全の体制をとっていることは、我々と

してはよいことと捉えております。 

 

●会長：他に、御質問はございませんか。  

   なければ続いて、案件(2)「その他」について、事務局からお願いします。 

 

●事務局：はい。先ほどもお知らせしましたが、次回の審議会は 2月を予定しております。詳細は後日

御案内いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、これをもちまして、審議会を終わりたいと思います。 

皆さん、御協力ありがとうございました。 
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（午後２時終了）  

 


