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経営企画部長

埼玉県西部地域まちづくり協議会では、次期構想・計
画にあたる「第３次埼玉県西部地域まちづくり構想・計
画」について案をまとめましたので報告します。
本構想・計画については、協議会広域行政研究部会で

検討し、各専門部会と調整を図った上でまとめたもので
す。今後は、構成市として市民から意見を伺うため、下
記のとおりパブリックコメント手続を実施した上で、令
和３年９月頃の策定を予定しています。

記
１ 意見の募集期間

令和３年６月１４日（月）～７月１３日（火）
２ 案の公表

市ホームページで公開するほか、市役所本庁舎３階
経営企画課、同１階市政情報センター、まちづくりセ
ンターで公表

３ 意見の聴取
直接持参、郵送、FAX、電子メール、電子申請

【参考】前構想・計画との違い
１ 将来像「未来にきらめく文化都市圏」実現のため、
新たに「Society5.0の実現」及び「SDGsの推進」に向
けて取り組むこととした。

２ まちづくりの理念として以下の３点を定めた。
（１）Diversity 多様な価値観の尊重や生物多様性の保

全に配慮したまちづくり
（２）Interaction 連携・協力によるスマートなまちづ

くり
（３）Attraction 魅力の掘り起こしと発信による活力

あるまちづくり

経営企画部経営企画課 04-2998-9027

第３次埼玉県西部地域まちづくり構想・計画（案）をまとめました

S:¥010_共通文書¥0302000_経営企画課¥A1300_西
部地域まちづくり協議会（ダイアプラン）¥構想・
計画

☐公表 ☐一部非公表 □非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/0302000_経営企画課/A1300_西部地域まちづくり協議会（ダイアプラン）/構想・計画
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３年５月２５日

総務部長

市の基本的な統計資料を収録し、市勢の現況と推移を
明らかにした統計書を作成しましたので報告します。作
成にあたり、ご協力をいただきました各部等に改めて御
礼申し上げます。
なお、統計書の掲載事項は以下のとおりです。
１．土地・気象 ９．通信・運輸
２．人口 １０．財政・税務
３．国勢調査 １１．保健・衛生・環境
４．事業所・企業 １２．福祉・労働
５．農業 １３．建設
６．工業統計調査 １４．教育
７．商業統計調査 １５．市民生活
８．物価・市民所得

本統計書につきましては、市議会議員及び記者クラブ
等へ冊子を送付するとともに、市政情報センター、各ま
ちづくりセンター及び図書館（分館含む。）において配
架します。

一般の方へは、６月１日（火）から１冊３００円で市
政情報センターにおいて頒布します。
頒布開始に合わせて、庁内ネットワーク及び市ホーム

ページにおいて公開し、県オープンデータポータルサイ
トへ登録します。事務上必要な場合には、この電子ファ
イルをご参照ください。

総務部文書行政課 04-2998-9043

第５６回所沢市統計書（令和２年版）を作成しました

S:¥010_共通文書¥0401000_文書行政課¥400_統計

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/0401000_文書行政課/400_統計
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３年５月２５日

総務部長

働き方改革の推進に向けた取組である年次休暇の取得
促進については、令和２年４月策定の所沢市特定事業主
行動計画＜第４次＞においても重要な取組として位置づ
けられています。
年次休暇の取得促進については、昨年度より次長職職

員にその中心的な役割を担っていただき、部全体の取組
として、それぞれの実情に応じた運用を開始したところ
です。
今年度も、各部等における運用を継続しますので、右

記の令和２年度の実施状況をご参照いただき、引き続き
真に年次休暇の取得しやすい職場づくりの実現について
ご協力をお願いいたします。

１ 令和２年度の年次休暇取得状況

２ 令和２年度の各部等における主な取得促進取組内容
・部内会議等の活用による取得状況把握及び取得勧奨
・部次長自らの積極的な休暇取得
・庁内ネットワークの活用による部内への取得勧奨
・休暇取得の少ない職員へ次長職からの直接の声かけ
・各業務スケジュールの共有化、業務のマニュアル化

３ 令和２年度の年次休暇取得日数が５日未満の者が発生
した要因
・所属に欠員状況が発生し、他の職員への負荷が増大
・新型コロナウイルス感染症関連事務による
・業務に対する責任感から、取得に消極的

総務部職員課 04-2998-9048

「年次休暇の取得促進」にかかる各部等における運用のお願い

☐発議 ☑報告

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

平均取得日数
５日以上

取得者の割合
１０日以上
取得者の割合

令和 ２年度 １３．３日 ９４．１％ ６９．３％
（参考）
令和 元年度 １２．１日 ８４．５％ ５７．０％
平成３０年度 １１．６日 ８２．０％ ５４．６％
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３年５月２５日

総務部長

この制度は、市内の小規模事業者を対象とした登録制
度により、市が発注する１件当たり１３０万円までの軽
易な施設修繕等の受注機会の拡大を図ることで、市内業
者の育成と就業機会の確保を目的としたものですが、令
和２年度の契約実績につきましては、表のとおりです。
小規模事業者へ発注対象とされる契約で、登録事業者

以外に発注されているものが同表下段のとおりの実績と
なっていますので、小規模事業者への発注が可能である
ものにつきましては、同制度を積極的に活用するように
お願いいたします。

総務部契約課 04-2998-9058

令和２年度 小規模事業者との契約実績について

☐発議 ☑報告

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

令和２年度 小規模修繕等の契約実績

発注先
令和２年度 令和元年度（参考）

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額

小規模事業者
（）は前年比

359

(-92)

33,126,453円

(-21,455,769)
451 54,582,222円

小規模事業者以外

（）は前年比

2,101

(+127)

676,500,805円

(+95,733,703)
1,974 580,767,102円
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３年５月２５日

市民部長

吾妻まちづくりセンター（吾妻公民館）では、本年度、排煙
オペレーター改修工事を実施します。
工事期間中は、利用者の安全確保を最優先に考え、下記の

とおり公民館貸館業務を一時休止します。
これにより、吾妻まちづくりセンター（吾妻公民館）の利用
者が近隣施設を利用されることが予想されますので、その際
には関係各課のご理解、ご協力をお願いします。
なお、市民の方への周知につきましては、「まちづくりセ

ンターだより」「広報ところざわ７月号」「市ホームペー
ジ」等を活用し、センター内には、チラシやポスターを掲示
し周知を十分に図ります。

１ 公民館貸館業務の休止期間（工事期間）
令和３年９月１日（水）～令和３年１１月３０日（火）

２ 図書館吾妻分館の休止期間（工事期間）
令和３年９月１日（水）～令和３年１１月３０日（火）
ただし、予約図書等の受取りが出来る窓口を設置
（図書館への入館は不可）

※ 窓口サービス業務・公民館受付業務は行います。

※ 公共施設予約システムロビー端末、印刷機、コピー
機、健幸マイレージタブレット端末は利用できます。

※ 周知スケジュール
「まちづくりセンターだより６月号」（６月上旬配架）
「広報ところざわ７月号」（６月下旬配布）
「チラシ及びポスターの掲示」（５月より）
「ホームページへの掲載」（５月より）

市民部吾妻まちづくりセンター 04-2924-0118

吾妻まちづくりセンター（吾妻公民館）排煙オペレーター改修工事にかかる公民館貸館業務の一時休止について

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告
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３年５月２５日

市民部長

柳瀬まちづくりセンターでは、本年度、施設の空調設
備及び受変電設備改修工事を実施します。
工事期間中は、利用者の安全確保を最優先に考え、下

記の通り休館及び窓口サービス業務の一時閉鎖をします。
これにより、柳瀬まちづくりセンターの利用者が近隣

施設を利用されることが予想されますので、その際には
関係各課のご理解、ご協力をお願いします。
なお、市民の方への周知につきましては、「まちづく

りセンターだより」、「広報ところざわ８月号」、「市
ホームページ」等を活用し、センター内には、チラシや
ポスターを掲示し周知を十分に図ります。

記

１．公民館の休館期間（工事期間）
令和３年９月１日（水）～令和４年２月２８日（月）

２．地区体育館の休館期間

令和３年９月１日（水）～令和４年１月３１日（月）
３．窓口サービス（証明書発行等）業務の一時閉鎖期間
令和３年９月１日（水）～令和３年１０月３１（日）

４．図書館分館
令和３年９月１日（水）～令和３年１０月３１（日）
※令和３年１１月～臨時窓口開設 予約本の受け渡し
返却のみ

５．周知スケジュール
「まちづくりセンターだより８月号」（７月中旬配布）
「広報ところざわ８月号」（７月下旬配布）
「チラシ及びポスターの掲示」（６月より）
「ホームページへの掲載」（７月中旬予定）

柳瀬まちづくりセンター 04-2944-2113

柳瀬まちづくりセンター空調設備及び受変電設備改修工事に伴う休館及び窓口サービス業務の一時閉鎖について

☐発議 ☑報告

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表
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３年５月２５日

環境クリーン部長

６月５日は「環境の日」です。市が表明した「ゼロ
カーボンシティ宣言」をふまえ、事業活動からCO₂排出
削減を進めることに賛同いただき、環境配慮の取組を進
めることを宣言した７２事業所とともに、CO₂排出削減
を呼びかける「環境の日」キャンペーンを次のとおり実
施します。
なお、当日は、市有施設と賛同事業所から排出される

CO₂を、市が保有するクレジットと相殺して実質ゼロに
するカーボンオフセットを実施します。

①賛同事業所の取組紹介
賛同事業所が実施している環境配慮の取組について、

パネル展示により紹介。
場所：市役所１F市民ホール
期間：６月３日（木）～ ６日（日）

②ポスター掲示によるキャンペーンの周知
市の公共施設及び賛同事業所において、本キャンペー

ンのポスターを、６月５日を含む２週間から１か月程度
掲示。

【賛同事業所の内訳】
卸売・小売業 ２２社、製造業 ８社、建設業 ７社、
宿泊業、飲食業 ６社、医療、福祉６社、その他 ２３社
※日本標準産業分類における事業区分

環境クリーン部マチごとエコタウン推進課 04-2998-9133

「環境の日」キャンペーンを実施します

P:¥010_交換用¥1001000_マチごとエコタウン推進
課¥02政策会議資料¥環境の日キャンペーン
• 賛同事業所一覧
• ポスター

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH242/PostFolder/010_交換用/1001000_マチごとエコタウン推進課/02政策会議資料/環境の日キャンペーン
file://jfsh242/PostFolder/010_交換用/1001000_マチごとエコタウン推進課/02政策会議資料/環境の日キャンペーン/賛同事業所リスト.xlsx
file://jfsh242/PostFolder/010_交換用/1001000_マチごとエコタウン推進課/02政策会議資料/環境の日キャンペーン/ポスター.pptx
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３年５月２５日

環境クリーン部長

令和３年度春の「環境美化の日」一斉美化清掃活動は、
自治連合会、環境推進員連絡協議会、市の主催により、
５月３０日（日）に実施します。
この美化活動は、市内各自治会町内会ごとに市民が主

体となって、それぞれの居住地周辺等の清掃活動を行い、
地域の環境美化の推進及び意識啓発を図ることを目的と
するものですが、今回の美化活動も前回秋と同様に、参
加・不参加の判断は各自治会町内会に委ねています。
参加の場合は、「新しい生活様式」を踏まえ、新型コ

ロナウィルス感染症の感染防止対策を最優先としマスク
着用等、鼻水・唾液のついたごみは、直接手で触らない
よう安心に向けた工夫、また、規模縮小・日時等調整し、
密にならないようお願いしております。
なお、市民の皆様への周知につきましては、広報とこ

ろざわ５月号、所沢市ホームページ、自治会行政回覧や
ポスター掲示などにより周知しております。

環境クリーン部生活環境課 04-2998-9370

春の「環境美化の日」一斉美化清掃活動について

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

参加人数合計
（人）

ごみ回収量合計
（t）

平成30年春 27,531      40.53              

平成30年秋 23,417 32.72

令和元年春 25,750 36.81

令和元年秋 22,008 32.97

令和2年春 中止 中止

令和2年秋 13,341 25.35
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3年5月25日

産業経済部長

まん延防止等重点措置区域の適用に伴い実施した、飲
食店の現地確認について、下記の通り報告いたします。
調査に従事していただいた職員の皆様と各所属のご協

力に感謝いたします。

【現地確認の結果等】
１．内容
飲食店の感染防止対策を認証する、彩の国「新しい生

活様式」安心宣言＋（プラス）現地確認調査
２．期間

令和３年４月２８日（水）から５月１８日（火）
３．調査人数

市職員 １０９名 県職員１１０名
所沢商工会議所 1名

４．実施店舗数 ８９３店舗

産業経済部商業観光課 04-2998-9155

飲食店の感染防止対策に係る現地確認について

☐発議 ☑報告

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表
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３年５月２５日

産業経済部長

所沢市の観光情報の発信や特産品の販売を行う、所沢
市観光情報・物産館ＹＯＴーＴＯＫＯ（よっとこ）を、
下記の通り開館いたします。
なお、開館記念式典については、まん延防止等措置の

重点区域に本市が指定されたことから中止することとし、
当日は開館時のテープカット等、最小限といたします。

記

１．名 称 所沢市観光情報・物産館
愛称：ＹＯＴ－ＴＯＫＯ（よっとこ）

２．日 時 令和３年５月２９日（土）
午前１１時００分

３．住 所 所沢市松郷１４３－３

４．施設概要 観光情報コーナー・物販コーナー
展示コーナー・カフェコーナー
駐車場（１３１台）

※同日より物産館とところざわサクラタウンを結ぶ
ブリッジの供用を開始。

産業経済部商業観光課 04-2998-9155

所沢市観光情報・物産館ＹＯＴーＴＯＫＯ（よっとこ）の開館について

オープン周知用チラシ
完成パース図（外 南側）
完成パース図（外 東川から）
完成パース図（中 東側）
完成パース図（中 西側）

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/1102000_商業観光課/011_旧コンポストセンター跡地利活用事業（所沢市観光情報・物産館）/オープンチラシ/YOT-TOKOオープンチラシ.pdf
file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/1102000_商業観光課/011_旧コンポストセンター跡地利活用事業（所沢市観光情報・物産館）/完成イメージ図/完成パース図/1.外　南側.jpg
file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/1102000_商業観光課/011_旧コンポストセンター跡地利活用事業（所沢市観光情報・物産館）/完成イメージ図/完成パース図/2.外　東川から.jpg
file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/1102000_商業観光課/011_旧コンポストセンター跡地利活用事業（所沢市観光情報・物産館）/完成イメージ図/完成パース図/3.中　東側.jpg
file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/1102000_商業観光課/011_旧コンポストセンター跡地利活用事業（所沢市観光情報・物産館）/完成イメージ図/完成パース図/4.中　西側.jpg


政策会議 令和

所管名 連絡先
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要

旨

資

料

等

格

納

先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

令和３年５月２５日

上下水道局長

上下水道局では、水道事業及び下水道事業への理解を
深めてもらうことを目的として、啓発用のパンフレット
「所沢の水道と下水道」を作成し、飲料水の確保や廃棄
物の処理について学ぶ市内小学校の４年生全員に配付し
ています。さらに、平成２８年度から、希望した小学校
に上下水道局職員を派遣して、このパンフレットを使い、
実験なども交え、楽しく授業を行う「出前教室」を実施
しております。
今年度は、５月１８日（火）から、１６校で合計３３

コマの出前教室を実施いたします。
＜令和３年度実施校＞

上下水道局総務課 04-2921-1084

上下水道に関するパンフレットを配付し「出前教室」を実施します

S:¥010_共通文書¥9001000_総務課¥060 所沢の水
道と下水道¥所沢の水道と下水道／2021年度版.pdf

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

６ 椿峰小学校 １コマ
７ 東所沢小学校 ３コマ
８ 山口小学校 ３コマ
９ 西冨小学校 １コマ
10 柳瀬小学校 １コマ
11 若狭小学校 ３コマ
12 若松小学校 ２コマ
13 上新井小学校 ３コマ
14 北中小学校 ２コマ
15 清進小学校 １コマ
16 明峰小学校 ３コマ

番号 学校名 コマ数
１ 北小学校 ４コマ
２ 三ケ島小学校 １コマ
３ 和田小学校 １コマ
４ 中央小学校 １コマ
５ 松井小学校 ３コマ

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/9001000_総務課/060 所沢の水道と下水道/所沢の水道と下水道／2021年度版.pdf


政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要

旨

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

上下水道局長

５月３０日（日）に、春の「環境美化の日」一斉美化

清掃活動が実施されることに伴い、上下水道局において

も、職員による庁舎周辺の清掃活動を実施します。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

参加職員については、マスクと軍手の着用を徹底し、活

動中に密にならないよう配慮しながら実施します。

【年度別ごみ回収量】※４５Lごみ袋を使用 （袋）

【年度別参加職員数】 （人）

上下水道局総務課 04-2921-1084

春の「環境美化の日」に上下水道局庁舎周辺の清掃活動を実施します

☐発議 ☑報告

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

H３０ R１ R２

管理者・局長・次長 ３ ３

未実施

総務課 １０ ７

経営課 ６ ４

窓口サービス課 ３ ２

水道建設課 ２ ５

給水管理課 ４ ２

下水道整備課 ４ ６

下水道維持課 ７ ３

合 計 ３９ ３２

H３０ R１ R２

燃やせるごみ ５ ４

未実施
プラスチック １ １

破砕ごみ・ビン・缶 ２ １

合 計 ８ ６
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所管名 連絡先
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旨

資
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格
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発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

上下水道局長

上下水道局では、令和３年度の施策事業などをまとめ
た「所沢市上下水道局経営戦略」及び、予算と主要事業
をまとめた概要版（予算と主要事業のみ）を策定しまし
た。
本冊子では、水道事業会計及び下水道事業会計を連結

し、局全体の予算の把握に取り組み、さらに、それぞれ
の会計が実施する主要事業を一つにまとめる経営戦略を
策定し、事業経営の「見える化」を図るものです。
なお、本冊子及び概要版は、市ホームページに掲載す

るとともに、市政情報センター、図書館、まちづくりセ
ンターへ閲覧用に供します。あわせて、市議会へ送付を
いたします。

上下水道局経営課 04-2921-1087

令和３年度所沢市上下水道局経営戦略及び概要版（予算と主要事業のみ）を策定しました

¥¥jfsh241¥ShareFolder¥010_共通文書¥9002000_

経営課¥A003_上下水道局経営戦略¥R3

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

【格納資料】
１．令和３年度所沢市上下水道局経営戦略
２．概要版（予算と主要事業のみ）

file://jfsh241/ShareFolder/010_共通文書/9002000_経営課/A003_上下水道局経営戦略/R3


政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要

旨

資

料

等

格

納

先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

上下水道局長

水道週間は、様々な広報活動等の運動を通して、水道
の現状や課題について理解を深め、今後の水道事業の取
組について協力を得ることを目的として、毎年全国の水
道事業体で実施されるものです。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、街頭キャンペーンは中止と致しますが、水道週間
の更なる周知を目的として、所沢の水道紹介用DVDを作
製しました。
内容は、YouTubeチャンネルでデジタル放送として公

開します。

１ 期 間 令和３年６月１日（火）から
令和３年６月７日（月）まで

２ 啓発方法 広報ところざわ６月号、
所沢市ホームページ、懸垂幕、ポスター、
水道壁新聞、所沢の水道紹介用DVD

３ スローガン 「生活も ウイルス予防も 蛇口から」

所沢市上下水道局 経営課 04-2921-1087

所沢市水道週間を実施します

S:¥010_共通文書¥9002000_経営課¥R3水道週間CP

動画

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/9002000_経営課/R3水道週間CP動画


政策会議 令和

所管名 連絡先

件名
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旨

資

料

等

格

納

先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

教育総務部長

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、十
分な感染症対策を構築し、感染リスクを回避すること、
また、来場者やスタッフの安全面を確保することが困難
な状況にあることから、本年度の開催を中止といたしま
す。
なお、令和２年度も新型コロナウイルス感染症の拡大

防止の観点から開催を中止としています。

教育総務部スポーツ振興課 04-2998-9248

令和３年度北野公園市民プールの開催中止について

□公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告



政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要

旨

資

料

等

格

納

先

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

教育総務部長

国登録有形文化財「秋田家住宅」及びその周辺の整備
と活用に関する基本方針（所沢市寿町歴史的建造物整備
活用基本方針）の策定に関し、その検討及び調整を行う
ため、「所沢市寿町歴史的建造物整備活用基本方針庁内
検討調整会議」を設置いたします。
庁内検討調整会議は関係各部の次長級で組織し、それ

を補佐するため、関係課長等の職員で組織するワーキン
ググループも設置します。関係部署におかれましては、
ご協力をお願いいたします。
なお、「所沢市寿町歴史的建造物整備活用基本方針策

定委員会」では、若い世代の視点や意見を取り入れるた
め、公募委員の年齢要件を１８歳から３５歳までとして
募集を行うこととし、庁内検討調整会議にて選考します。

【策定委員会（審議会）】
８名（公募市民１～２名）

【庁内検討調整会議】７部
経営企画部、財務部、市民部、環境クリーン部、
産業経済部、街づくり計画部、学校教育部
※会長は教育総務部長

【ワーキンググループ】７部９課
経営企画課、財政課、所沢まちづくりセンター、
マチごとエコタウン推進課、商業観光課、都市計画課、
市街地整備課、建築指導課、教育センター
※リーダーは教育総務部次長

教育総務部文化財保護課 04-2991-0308

所沢市寿町歴史的建造物整備活用基本方針庁内検討調整会議を設置します

S:¥010_共通文書¥8105000_文化財保護課¥0525政
策会議報告資料（公募チラシ）

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☐発議 ☑報告

file://JFSH241/ShareFolder/010_共通文書/8105000_文化財保護課/0525政策会議報告資料（公募チラシ）


政策会議 令和

所管名 連絡先

件名

要

旨

発議区分 （ ）
政策会議提出フォーマット

３年５月２５日

学校教育部長

おいしさ“牛（ぎゅう）～”とつまった『所沢牛』を
学校給食でたのしモ～！！

農林水産省が実施している、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受けた国産農林水産物を支援する「国産農
林水産物等販路多様化緊急対策事業」を活用し、地元の
「所沢ローカルファースト事業団」から、６～７月にか
けて市内全小・中学校の学校給食に『所沢牛』が提供さ
れます。
所沢牛は、東所沢の亀ヶ谷にある肉牛専業の畜産農家

「見澤牧場」で育てられています。市内で肉牛を育てる
農家は、この見澤牧場１軒のみです。広々とした環境と
厳選された飼料、ゆったりと愛情をもって育てられた牛
たちは、絶妙なサシ加減と味の濃い赤身肉でＡ５ランク
の牛肉です。
「ビーフカレー」や「ハヤシライス」、「牛丼」など

色々な料理となり給食で登場します。

【取材公開】

６月４日（金）中富小学校

【献立名】
ソフトフランスパン
所沢牛のビーフシチュー
ほうれん草のサラダ
フレンチポテト
牛乳

学校教育部保健給食課 04-2998-9249

「所沢牛」を学校給食で提供します

☐発議

☐公表 ☐一部非公表 ☐非公表

☑報告


