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１ 開会あいさつ

【服部所長】

皆さん、こんにちは。岡崎市保健所長の服部でございます。平成 30 年度第２回食の安全・

安心推進協議会の開会にあたり、皆様方に一言ごあいさつ申し上げます。

まず、本日は、皆様ご多用中にもかかわらず、当協議会にお集まりいただき、誠にありが

とうございました。ここにお集まりの皆様方におかれましては、平素よりそれぞれのお立場

で、岡崎市の食の安心・安全の確保にご尽力いただいておりますことに敬意を表しますとと

もに、岡崎市の食品衛生行政に多大なご理解とご協力を賜っておりますことに対しまして

も、心から感謝申し上げます。

さて、昨年６月 13日に、HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化を含めた食品衛生

法の一部改正の法律が公布され、現在、改正に係る主な下位法令の整備について検討が進め

られており、厚生労働省から具体的な枠組みや内容が示されてきています。本市といたしま

しては、公布から２年以内とされている HACCP 制度化の施行に向けて、内容をより幅広く食

品等事業者の方々に周知し、引き続き、岡崎市食品衛生協会との更なる連携を図りつつ、食

品等事業者が円滑かつ適切に HACCP に沿った衛生管理に取り組むことが可能となるよう、

活動を進めてまいります。

本日の協議会では、来年度の岡崎市食品衛生監視指導計画に関する議題を始め、本市にお

ける食の安全確保に向けた様々な取り組みについて報告させていただきたいと考えており

ますので、忌憚ないご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、当協議会が、本市における食の安心・安全の確保に向けて有用な会

議となりますよう、今後も委員の皆様の積極的なご参加・ご発言をお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】

はじめに、会議資料の確認をお願いいたします。会議資料といたしましては、次第及び裏

面の出席者名簿に加えて、資料１から 10までがございます。あと、愛知県で発生した豚コ

レラの概要資料もございます。よろしいでしょうか。

それでは、ただいまから平成 30年度第２回岡崎市食の安全・安心推進協議会の開催致し

ます。協議会設置要綱第６条第３項の規定により、この会議及び会議録は公開とさせて頂き

ますのであらかじめ御承知おきください。

なお、会議の議長につきましては、同要綱第６条第１項の規定により、会長があたるとな

っておりますので、ここからの議事の進行は小野会長にお願いいたします。

【議長】

それでは早速ですが次第の２としまして議題の協議に移らせていただきます。議題の平

成 31年度岡崎市食品衛生監視指導計画案について事務局から説明をお願いします。

【事務局】

平成 31 年度岡崎市食品衛生監視指導計画案について



資料３により説明

【議長】

只今の説明につきましてご質問、ご意見等ございましたら、お願いいたします。

【委員】

広域連携協議会について、広域連携協議会はいつごろ設置され、その食中毒が発生した場

合、原因の食品がどの都道府県に流通しているのか、あるいはその食中毒の患者さんの数が

どのくらいの場合、広域として取り扱っていかれるのかということについてお聞きしたい

と思います。

【事務局】

ありがとうございます。質問いただいたのは、３ページの５のところで、食品衛生法の改

正のうち今年の４月１日から施行される広域的食中毒事案の対策強化に関連するもので、

広域的な食中毒の具体的な定義ですが、連携協議会の設置が４月１日以降に設置されるこ

とになります。そこで具体的な広域的な食中毒の定義が決められ、現段階で厚生労働省が示

している案としては食中毒の患者が 500 人以上発生する恐れがある場合、原因菌を共通と

した食中毒の患者が３以上の都道府県にまたがっている場合、原因となる食品が３以上の

都道府県に流通している、などが指標の案としてあげられています。

【委員】

広域と言った場合、この辺だと東海三県などが色々考えられると思うのですが、日本国内

をいうのかなど、どの程度までの領域で考えているのでしょうか。

【事務局】

一応、連携協議会と言うのが東海厚生局、および愛知県や保健所設置市が構成要員となっ

ています。

【委員】

東海３県ではないということですね。

【事務局】

東海北陸ブロックを超えて当然広がることもあるので、国としては東海北陸ブロックを

単位としては動いてほしいが、それ以上の場合がある時は広域の単位が２つ３つ一緒にな

ってやることはあると言う話は聞いています。

【議長】

では、他に質問がありましたら伺います。

【委員】

３点お伺いいたします。まず５ページ７の試験検査の実施体制というところの項目につ

いてです。試験検査が適切な監視指導を実施する為に非常に重要なポジションにあるかと

思いますが、この実施をしている職員体制がどうなっているのか。実施するのは市民にとっ

て検査の信憑性とか機関への信頼性に関して、ここに配置され検査をされる生活衛生課衛

生検査係には専門性のある方が職についてみえるのか。それとも専門性のあるところでは



なくて職員として就職してからご研修を積まれるのかとういところを一点、ご回答願いま

す。それから、11ページでございます（９）食品、食品添加物等に関する表示というところ

で、特にアレルギーを含むという項目でございますけど、子供たちだけでなく私の周りでは

大人の方もアレルギーを発症する方が多くなっております。ここに表示及び製造者・加工者

による使用原材料の点検の徹底を図るとありますけれど、いわゆるアレルゲンの同一性の

工場で生産した食品関係は、しっかりと表示をしていただいて、本当にアナフィラキシーが

起きてしまうと子供にとって命とりになると聞いておりますので、そうした生産過程の徹

底をよろしくお願いいたしたいと思います。それから、最後３点目です。17 ページの 16.17

に渡っているのですが、そこの予防啓発の実施という項目でございます。その 17 ページの

（２）消費者等というところがあります。今の時代、消費者が知る権利というのがものすご

く皆さんの間で意識されていると思います。この出前講座は、ここでお願いした場合、無料

ですよね。これは、それこそ分かりやすく私共も防災の方で出前講座等々を使わせていただ

いたことがあるのですが、本当に丁寧な内容と言うことで評判が良かったので、この食品衛

生に関してもしっかりと周知をしていただいて、子育て世代、若い世代に関して、紙媒体だ

とスルーするという機会が多いですので、とにかく相手に届く手段をしっかり考えていた

だく為にはＳＮＳを使っていただく。それから、保育園や小中学校には、ＰＴＡを通じたこ

うした出前講座を使用していただいて、学習の機会をいわゆる地域の中で位置づけていた

だくようなご努力をしていただく、それから老人会等々いわゆる高齢者については、集まっ

ていただいて直にお話を聞くという予防啓発にしっかりと力を入れていただいて、賢い消

費者を育てていただく政策をしていただきたいと思います。以上です。

【事務局】

貴重なご意見ありがとうございました。３点のうちの１点目、検査の担当のことについて

説明いたしますと、今、美合の総合検査センターに衛生検査係があり、当然専門分野のもの

が配置されております。具体的に申し上げますと、臨床検査技師が２名、薬剤師が２名、獣

医師が３名で大学等において専門的な知識を履修しております。そして、尚且つ食品ＧＬＰ

をおいて、愛知県や国が行います精度管理等に参加いたしまして、日頃からそういった技術

を身につけておりますので、皆さんに正確な検査データの提供をしています。それによって、

私共も監視や指導、場合によっては食中毒等の営業許可の禁止といった処置もとっており

ます。

２点目のご質問 11ページの（９）食品、食品添加物等に関する表示、特に、アレルゲン

を含む食品というようなところですが、食品の表示に関しては、食品表示法に基づく監視と

いうことで、営業者さんからの相談に応じて表示の指導を行う、また今回ご指摘のありまし

たアレルゲンについて、こちらは非常に特に小さい子にとって命に関わることものではあ

りますので、監視指導計画の 14 ページをみていただきますと、食品ごとの収去検査実施予

定件数がありますが、保健所が業者さんのところに出向いて食品の抜き取り検査をして、こ

れであればアレルギー検査のところがアレルゲンの検査になりますが、アレルゲンが表示



通りであるのか、もしくは表示にないアレルゲンが検出されないか、そういったような検査

をこういった年間計画のもとやらさせていただいております。特に、同じ製造ラインでのコ

ンタミネーション、例えば小麦が入っていてはいけないよというようなものに小麦が入っ

てしまわないかどうか、このようなものをこちらの抜き取り検査の方で実施させていただ

いて、適正に工場の方で運用されているかどうかを確認させていただいております。

３点目ですが、17 ページ（２）の消費者等の出前講座の件でご質問いただきましたが、

我々が直接の窓口ともなり、各課でこういったことをお話できますよとホームページでも

お知らせをしています。実績的に言いますと、若い世代というよりはお年寄り、高齢者の方

の出前講座が沢山ございます。ご指摘のありました子育て世代の方や若い世代からの依頼

はあまりないため、ご意見いただいたようにＰＴＡを通じてなど、岡崎市全体として担当し

ている広報を通じて、こちらから働きかけをしていけたらと思います。岡崎市の若い世代も

お年寄りの世代も含めて賢い消費者になっていただくということで、考えていきたいと思

います。以上です。

【議長】

では、他にご質問ございましたら、お願いします。

【委員】

市内は豚を飼っている養豚業者はどのくらいありますか。

【事務局】

養豚業者として報告されておりますのが、３件です。

【委員】

分かりました。もし、豚コレラが出たときに、どのように対応するかは県から来るとは思

いますが、農業をする仲間と話をしましたところ対症療法としてかなりのお金を使ってお

ります。その予防措置として何かできないかということで考えました。一つは、報道を聞い

ていると、猪などに薬でやっているのですが、ご存知の通り猪は多産系です。多い時には、

９匹くらい産まれます。とてもじゃないけど追いつけません。だったら、猪を駆除する方法

ならお金もかかりません。一方では、豚が何千匹何万匹と殺されているわけです。その命を

考えた時に、私は猪の駆除というのを何とか考えられないか。二つ目は、狂犬病時に餌が関

係するんじゃないかと話題になりました。それから、先ほどの委員さんから良いことをお聞

きしまして、私も同感です。一つは、11 ページにアレルギーがあり、出前講座もありまし

た。やはり保健所は国民の健康保持というところが一番の目的だと思います。それを考えた

時にやはり保持も大事だけれどものやはり先ほどおっしゃった予防です。予防をどうすれ

ば良いかと、予防の方にお金をかけてくと言うのがこれからの在り方ではないのかなとい

うのが私の考えであります。先ほど表示ということをおっしゃいました。私が表示を見て不

思議だなと思うことがあるのですが、一つはＪＡさんも含めて、スーパーへ行っても、野菜

とか農産物に関しては栽培履歴が一切載っておりません。米は栽培履歴を出します。栽培履

歴というものをきちんと出すということが結局は消費者の自己判断に繋がるんじゃないか



と私は思っております。デパートやスーパーへ行ってもいつも思うことは、全部値段で買っ

ていきます。一方、裏側をよくみるとそれぞれ使った原材料が載っております。そのように

ある程度消費者と言うものが、自分で判断していけると言うことが一番大事じゃないか。だ

から、これからの保健所の仕事として、出前講座はもちろんすごく大事だと思います。その

時に消費者がどのような選択する能力があるかと、そのような選択能力というものがこれ

からすごく大きなウエイト占めるのではないかと私は思います。これでまたアメリカから

のものが入ってきます。ヨーロッパからも入ってきます。でも製造過程が分かりません。そ

れ考えた時に栽培履歴というものが大きくなってくるというのが私の考え方です。アメリ

カでもすごく話題になっております。一つはアレルギー、もう一つは精神障害。あるお母さ

んが食品に目を向けました。食品は小麦です。要するに向こうは沢山の薬がありますので、

その薬を考えて、それでその小麦を食べさせるのをやめたら、結局は精神的なものも変わっ

てきました。アレルギーも変わってきました。それを考えた時にやはりそういう選択能力だ

とか、そういう色んな栽培履歴であるとか、これから私はすごく大事になるのではないかと

いうのが私の考え方です。もう一つは、私も農業をやっておりますので農業の立場と消費者

の立場は違うと思うのです。だから、農業の権利もあるし、消費者の権利もありますが消費

者は値段でみます。安ければ越したことではないけれども、果たして安いもので安全なもの

はできるのかといったところで、私はできないような気がします。それを考えた時にどのよ

うにして選ぶのかという選択能力が一つあります。もう一つは、先ほどの出前講座も含めて

なんですが、なかなか出前講座というのは、学校関係はなかなか難しいというのが、私のや

ってみた実感でした。長々と喋りましたが、もし、参考になればと思い、話をさせていただ

きました。以上です。

【事務局】

豚コレラの話に関して、猪のワクチンや餌は後でお話させていただくということと、出前

講座の話については計画の 18ページの下の方、情報及び意見の交換でこちらの方にも重ね

て市民の方に知識を持ってもらうということで市政だよりやホームページでの情報提供も

含めて、保健所と言う立場でお話すると聞いていただけるということも多いと思うので、積

極的にアピールしていきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

【委員】

私は農業をやっておりますけど、米の場合は生産日誌を書いて提出します。野菜でも産直

の方で沢山やってる方いらっしゃると思いますが、消毒をどれだけやっただとか全部栽培

記録を出し、全部通ったものが商品としてＪＡさんの場合は並んでおると思うのですが、本

当に安心安全な全ての物が消費者がどのくらい理解しているかは分かりません。産直のＪ

Ａさんの関係では基準を通ったものが出荷されていると思います。栽培記録を出しても自

分のお米が全部合算されますので、どんな風にされているか分かりませんけれども、キャベ

ツ一つでも無農薬で作っておりますと虫だらけで、実際本当に無農薬というのはあり得な

いかなと思います。本当は消毒を１，２回されて、産直で栽培日誌を出されて許可が通って



いるかと思いますけれども、本当に無農薬は今は難しいです。虫が食う方が体のためには良

いかもしれませんけど、ＪＡさんの場合では、規制はちゃんとされていると思います。

【議長】

一連のお話の中で追加のコメント等はありますでしょうか。

【事務局】

色々貴重な意見いただいて、本当にありがとうございます。先ほどの言われた農産物のお

話ですが、難しいものがあると思います。ただ消費者さんが選択する中で致死量は、表示法

があたるのかなとは思います。農作物のトレサビリティーに関しては、ご専門の方がいらっ

しゃるのでご意見を伺えたらと思います。

【委員】

農作物のトレサビリティーに関して法律がない状態にありまして、ＪＡさんの産直やス

ーパーで販売する野菜につきましては、食品表示法で管轄がなされておりまして、食品表示

法ですと、野菜についてだったら産地と品名があれば良いということになっております。も

ちろん生産履歴があった方が消費者としては選びやすいということがもちろんあるとは思

いますが、法律としてはそうなっておりますので、今のところは生産履歴まではないという

のが現状だと思っております。以上です。

【議長】

他にご意見等ございますでしょうか。

【委員】

３ページの下の資料で庁内対策会議と庁内対策調整会議がありますよね。その調整会議

の中に下から２行目、教育委員会事務局の隣に総務課給食管理係とありますね。これは１年

に１回ずつくらい会議をやるのでしょうか。１年に１回くらいですね、やっぱり１校でも２

校でもいいから限定をして一度血液検査をやっていただきたい。血液にすべてでてきます

ので、そこで子供の健康および親の家庭での食事の在り方、そこでまた消費者としての親が

自分で養っていく能力を養っていけると私自身考えました。私一度ここに聞きに行ったこ

とがあります。そしたら、やりましたと言っただけで、結局は全部持ってしまって、公表し

なかった。逆に公表したために、学区全体といいますか、親御さんがえらい真剣になって、

そこで子供たちの食生活が改善されて良くなっていったという実例があります。これはた

ぶん高知県のことだったと思うのですが、この地区だったらこのような傾向があった、次の

年また変えて、血液検査を一回やっていただけると、変わっていくんじゃないかなとの私の

考え方であります。

【議長】

今の質問に対しまして、事務局どうでしょう。

【事務局】

まず３ページにある調整会議が、必要に応じて開くということで定例的にやるものでは

なく、特に教育委員会事務局とは、普段から情報提供や情報交換はしています。委員のお話



だと、食品衛生と言うより食育などのお話になるのかなと思いますので、今の御意見は他課

になりますので、こういったご意見がありましたとお話の方はさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。

【議長】

他にご意見はございますでしょうか。

【委員】

本文の 11ページの HACCP に沿った衛生管理の制度化に伴う監視指導に、新しく追加され

たということですが、９ページの表４、５に件数がありますが、現在、岡崎市内で許可され

ている件数は 6,280 施設、年間監視指導予定は 3,100 件、非認可が 4,136 施設、監視指導予

定が 900 施設とありますが、こういう膨大な数の施設に、例えば大きな講堂を借りて、実施

する担当者を決めて講習を行うのか、あるいはそうではなくて念入りに各施設について徹

底的な指導をなされていくのか、前回 HACCP についてお聞きしたのですが、膨大な手間がか

かるわけですね。それをどのように実施していくということが、非常に大きな対策、課題で

はないかなと思います。それから、もう一点は、豚コレラのヨーロッパ、あるいは中国で発

生してますが、外国において豚を殺処分しているのか、それを疑問に思っています。日本の

場合は法律で決まっていてすぐみんな殺さなきゃいけない、と言うので、これがますます広

がった場合、豚が非常に食べられなくなると危惧さえ伺われるわけです。それで獣医さんに

もお聞きしたいのですが、この豚コレラウイルスと言うのは、接触感染によってうつるもの

なのか、あるいは空気伝染によって豚にうつるものなのか、その辺が知りたいので、よろし

くお願いします。

【事務局】

１点目の監視指導の件数について、すべて表３と表４に来年度の監視指導回数の設定、監

視指導計画に基づいて監視をしています。これに加えて許可の更新時に合わせて順次 HACCP

の進み方や衛生管理の実施状態に関しては、順次営業許可の更新時や監視指導計画に設定

されている機会や回数に基づいて、順次そのような機会を見ながら確認や指導行っていく

予定であります。

２点目の豚コレラに関する部分で、感染の経路ついてのご回答について、豚コレラのウイ

ルスに関しては体液、つまり糞便や鼻汁、よだれなどそう言ったものから感染すると言われ

ております。一昔前に話題になりました口蹄疫に関しては、風に飛んで感染するというよう

な性質がありますので非常に広がりやすい性質を持っていますが、そこまでの飛沫、風によ

る感染というところまでは豚コレラのウイルスの性質は持っていないと言われています。

【委員】

ヨーロッパとか中国からの豚コレラが発生していますが、これらの国々ではどのような

対策を取られていますか。

【事務局】

私が海外の家畜の法律に関しては知識を持ち合わせがないもので、非常に申し訳ありま



せんが、お答えできません。

【委員】

今日中央衛生家畜保健所から職員が来る予定でしたが、急遽豚コレラの検査が入ってし

まいまして、県の豚コレラについては専門的なものがおりませんので申し訳ありませんが

私の方からはお答えできません。

【議長】

時間の関係もありますので、議題は以上となります。活発なご協議ありがとうございまし

た。それでは、次第の３、報告に移らせていただきます。（１）～（４）について、事務局

から一括して説明していただき、その後、御意見等をいただきたいと思います。それでは、

事務局から説明をお願いします

【事務局】

・市内の食中毒の発生状況について、資料５により説明。

・食品衛生法の一部改正に伴う HACCP 制度化に係る取り組みについて、資料６により説

明。

・豚コレラ発生に対する対応について、愛知県中央家畜保健衛生所の資料及び資料７により

説明。

・アニサキス食中毒予防に対する取り組みについて、資料８により説明。

【議長】

ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見をお願いします。

【委員】

豚コレラそのものは、発生源については不明みたいなこと言われますが、メディアによっ

ては、やはり海外からの渡航者があちらの食肉を持ってきた、その中に豚コレラのウイルス

があって、それを廃棄したことで残飯を食べた猪が生むと言う説も無きにしも非ず、そちら

の方が一消費者にとっては、すごく説得力があるなと思います。この不法投棄に関して、今

すごくグローバルな世界になって、やはり消費者も起きてることに対して一つの責任を持

つという観点から言うと自分の命を守る我がこととして考えていかなければいけないと言

うことを、それこそ消費者自身が体感していかない。殺処分されると、豚の方にワクチン打

ってよと思うのですが、ワクチンを打つと清浄国になるには５年とか６年かかって生産者

さんの方が大変だとお話も聞きますけれども、そういった悲劇を起こさない。でもメディア

によると中国では、アフリカ豚コレラが水際まで来ているみたいな報道もありますので、消

費者としての考え方ですとか、その啓発の仕方みたいなのがあったら、お聞かせいただけれ

ばと思います。お願いいたします。

【副会長】

非常に貴重なご意見ありがとうございました。豚コレラに限らず、寄生虫もほとんどなく

なっていたのが、最近流行しています。それはやはり海外で食事をしてなってしまうため、

海外に行ったときに、そういった危険性があるということをもっと色んなところで広報し



て、保健所だけじゃなく、例えば外務省がこれを気をつけなきゃいけないとか、そういうの

をもっとやらなければならないと思います。せっかく日本が衛生的に非常に好ましい状況

なのがそれで狂っていくので、僕としてはきっとそういう風に考えた方がいいと思います。

豚コレラに関しては、前提として海外と繋がっているのが色んな意味で危険性があること

を皆さんにお伝え出来そうな気がします。

【議長】

今の件に関しまして、小耳に挟んだ話として、日本は諸外国と比べると、空港における防

疫の管理がゆるゆるだという話を聞いたことがありまして、そうだとしたら未知のウイル

スなどを水際で食い止めるという機能が果たしにくくなっているということがあるのか、

その辺りの評価が望まれるのかと思います。

【議長】

保健所さんからのコメントはどうでしょうか。

【事務局】

貴重なご意見ありがとうございます。確かに海外で流行している感染症は、簡単に国内に

入ってくるようになったと言う事実はございまして、実際、今非常に話題になっております

「はしか」、これは国内のはしかはなくなってしまったのですが、外国の方から入ってくる

人がみんな持って帰ってくる、または出かけて行ってもらって帰ってくる、これも検疫の中

で罹った人が申告してくれれば良いのですが、申告せずに帰ってくる、そうすると地域で広

めてしまうこともあります。ですから、実際そういった感染症があることをしっかり認識し

ていただいて、そして海外に出かけるときはあらかじめそういう知識を身につけて、予防接

種をうっていただくとか、そういうことをしていかないと水際作戦というのは難しいと思

います。豚コレラに関しましても、人にはうつらないということで、実際糞便からうつると

言うことで糞便を使って肥料を作り、その肥料を使うと広がると言うことがあります。です

から、かなり人の手が入ってる可能性もあります。断定がなかなか難しいのですが、普段か

ら家畜に関わる方はそういうことを自覚して、消毒などそういったことをやっていただく

ことでかなり広がりを抑えられるかと思うのですが、それでもやはり安全を期するのはな

かなか難しい。実際に病院の中で感染症が蔓延することもあり、持ち場でしっかり認識して

いただく、それを行政がしっかりと啓発をしていくと言うことが必要かと思っております。

色々とご意見ありがとうございました。

【委員】

同じ農業をやっている立場でも勉強させていただいて、この場に出させていただいたこ

とに感謝したいと思います。それで、あと２つほどちょっとお願いがあるのですが、何とか

私たちとしては猪をいかにして駆除するかをお願いしたいと思っております。それでみな

さん農業やめていかれます。それでどうなるかと言うと、結局は海外に頼ることになります。

だから、悪循環ではないかという気がするので、それを考えた時にイノシシ対策ということ

をぜひお願いしたい。豚は食糧ですので、特にお願いしたいと思っております。それからこ



れは事務局にお願いですが、確かこれは公開と言うことですよね。公開と言うことは、意見

の公開なのか、または多くの方の参加の公開なのかと言うことになる気がします。ここは関

係者だけですよね。だから、それを公開とするのか、または一般の市民の方もここに来て、

オブザーバー的に意見を聞くのが公開なのかということもあると思います。もう一つは、こ

の結果と言うものをそれぞれ今度は公表する。ホームページと言われますけど、確かにそれ

も良いです。だけど、大事なことは目で見て読んで考える。だから、考えた時に文章ってい

うものがいかに大事かと考えました。もう一つは、私は市民公募と言うことでたまたま選考

していただきました。応募された方はかなり興味関心のある方だと思っております。せめて、

そういう方には、案内状を出して、来ていただいて少しでもたくさんの方に情報を得ていた

だいて、それを広めていくのも口コミでできますのでこれも大事なことじゃないかと、私の

最後の２年間のまとめと言うことでお願いです。

【事務局】

意見ありがとうございました。後ろの方に傍聴席を設けており、この会議は公開していま

すというお知らせをしています。残念ながら来ていただける方がいないのですが、このよう

な形での公開であります。議事録に関しては、先ほどおっしゃられたホームページ以外に市

民の方がいらっしゃる市役所に議事録を常に置いてあり、見ていただける形で公開をして

おります。最後に市民公募で応募された方に対してこういうことやっているとの情報をこ

ちらから投げることに関しては、良い案だなと思いましたので、今後その辺は考えていきた

いと思います。以上です。

【委員】

すみません、長々とありがとうございました。

【議長】

他にご意見、ご質問はありますでしょうか。なければ、最後に委員の皆様から特に追加し

ての議題とかございますでしょうか。なければ、協議事項は以上で終了とさせていただきま

す。進行事務局にお返しします。

【事務局】

議長、大変ありがとうございました。その他で何か連絡ありますでしょうか。本日は大変

積極的に発言をいただきまして、誠にありがとうございました。ご意見等があれば、協議会

の席上に限ることなく、事務局であります保健所までお気軽にお知らせくだされば幸いで

ございます。今後ともよろしくお願いいたします。以上で、平成 30 年度第２回岡崎市食の

安全・安心推進協議会を終了いたします。お帰りの際は、事故のないよう、くれぐれもお気

をつけてお帰りください。本日はどうもありがとうございました。


