
用 語 解 説 

「第４次村田町長期総合計画」 

 村田町の将来のめざす姿とそこに至る道筋を描き、まちづくりの基本理念や将来像と、その

実現のためのまちづくり基本目標や基本指針、施策の大綱などを明らかにした基本計画です。 

 

「健康むらた２１計画」 

 健康増進計画の村田町の計画で、すべての住民が、活力ある町づくりの実現のため、一人ひ

とりが自己の選択に基づいて、健康づくりが出来るようになるための指標となる計画です。 

 

「介護保険事業計画」  

 介護サービスを必要とする人に、サービスを円滑に提供できるようさまざまな施策を定めた

計画です。 

 

「高齢者保健福祉計画」  

 高齢期になってもその人らしく健康で、いきいきと暮らすために必要な対策が講じられるよ

う、地域における高齢者等の保健・福祉ニーズと必要なサービス量を明らかにし、サービス供

給体制を計画的・効率的に整備することを目的に策定した計画です。 

 

「次世代育成支援地域行動計画」 

 少子化の急速な進行に対応するため国、地方公共団体、企業等が一体となって対策を図るた

め、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立し、平成17年4月に施行されました。

この法律に基づき、次代の社会を担う子ども達が健やかに生まれ、かつ、育成される環境を整

備するための行動計画です。 

 

「食育基本法」 

 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、

食育を総合的かつ計画的に推進することを目的に、平成17年6月10日に成立し、同年7月15日に

施行されています。 

 

「食育」 

 食育基本法の中では、食育を①生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎とな

るべきもの、②様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てることと位置づけています。 

 

「食事バランスガイド」 

 平成17年6月に厚生労働省と農林水産省とにより決定されたもので、「食育の基本」を身につ

けるための望ましい食事の摂り方や１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいのかの目安量を

コマのイラストを使って分かりやすく示したものです。 

「ＢＭＩ」 

 「体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）」で算出される体格指数のことで、肥満度を測るため

の国際的な指標です。医学的にも最も病気が少ない数値として22を「標準」とし、18.5未満が

「やせ」、18.5以上25.0未満が「普通」、25.0以上を「肥満」としています。 

 

                  ２７ 



「地産地消」 

 「地場生産－地場消費」を略した言葉で、地元でとれた生産物を地元で消費するという意味

で使われます。消費者の食料に対する安全・安心志向の高まりを背景に、より積極的に生産者

は消費者が求める安全・安心な食料を生産し、消費者はそれを消費することにより生産者を支

えるという好循環を築いていく事が重要となっています。 

 

「生活習慣病」 

 糖尿病・脂質異常症・高血圧など、食習慣や運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が発

症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称です。かつては成人病と呼ばれていま

したが、子どもの時から健康を守るための生活習慣を身につけていくことが必要であるという

ことで、生活習慣病という名称が打ち出されています。 

 

「賞味期限」 

レトルト食品、缶詰、インスタント食品など、製造日から約6日以上日もちする食品に表示さ
れ、味や安全性などが保証される期限を示したものです。 

  

「消費期限」 

 弁当、食肉、低温殺菌牛乳など、製造日から約5日以内に消費する、傷みやすい食品に表示さ
れ、安全に食べられる期限を示したものです。 
 

「保健推進員会」 

 村田町に健康の輪を広げる地域の健康づくり案内役として、ボランティア活動をしている団

体です。食生活の改善と運動の普及に力を入れ、昭和54年に発足し平成22年度の会員は78人と

なっています。 

 

「行事食」 

故郷の味として代々守り継がれ、郷土食豊かな料理として親しまれてきた特別な行事の時の

華やいだ食事のことをいいます。 

 

「メタボリックシンドローム」 

「隠れ肥満」ともいわれる内臓脂肪型の肥満に、高血圧や高脂血症、高血糖のうちいくつか

の症状が重なった状態のことをいいます。 

 

「配食サービス」 

 村田町では虚弱な高齢者世帯の希望者に対し、年間をとおし週３回まで希望する回数分の夕
食を提供する食生活支援事業です。 
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活動の概要 
「食育基本法」の制定に伴い、それまで園庭にある畑で、以前はさつまいもだけの栽培を

行ってきたが、「栽培して食べる楽しさを味わわせたい。」「旬の野菜に触れさせたい。」とい

うことで、平成 18年度より栽培活動を拡大し、現在に至る。 
３歳以上児がクラス毎に、畑・プランターを利用して栽培を行い、収穫した物は行事・給

食に使用するようにした。 
 
 
活動の目的 
① 食育の一環として栽培活動を保育の中に位置づける 
② 野菜の生育や様々な食材に興味・関心を持つ。 
③ 行事や給食で自分たちが栽培した物を食べることに 
より、栽培と収穫の喜びを味わう。 

活動の内容                  
種・苗を植えた日・クラス（22年度） 
 
  
 
        
 
 
 
収穫したじゃがいもはその日にふかしいもにして食べ、残りのじゃがいも・にんじん・ピ

ーマンはぞう組のお楽しみ会でのカレー作りの材料として利用した。他の野菜は給食で食材

の一部として使用した。 
 さつまいもは全園児のためにぞう組・くま組が準備を行い、焼き芋会を行った。 
 
 
・生長を楽しみに待ち、野菜への関心が高まった。 
・採りたて、出来たての味を味わうことができた。 
・自分たちで育てた物なので、苦手な野菜（ピーマン・トマト）も食べることができた。 
  
 
・ 栽培した物を利用した調理活動をさらに増やし、味わう楽しさを体験させていきたい。 
・ 本やインターネットで調べながらの栽培活動だった。実体験としてこども達に伝えられ

るような機会が持てるよう、今後は地域とのかかわりも深めながら進めていきたい。 

取り組みのようす 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 

 

 

活動名 楽しく食べる子どもをめざして 栽培活動の取り組み ～村田保育所～ 

 
ぞう組（5歳児・23名） 
4月 21日 じゃがいも 
4月 26日 にんじん 
5月 13日 ミニトマト 
      ピーマン 
5月 17日 さつまいも 
11月 16日 たまねぎ 

くま組（4歳児・25名） 
5月 19日 つるなしいんげん 
      オクラ 

うさぎ組（3歳児・26名） 
5月 13日 枝豆 

 

 

 



 
 
活動の概要 
 教育委員会主催の『家庭教育学級』の事業の一つで親子での活動である。町の栄養士の指導の下、

 一緒に調理をし、会食を楽しむ。 

 

 
活動の目的 
 ○ 食育に興味や関心をもつ（保護者） 

 ○ 親子で楽しく調理をしたり会食したりする（親子） 

活動の日時・場所 
 日時：平成２２年１１月２日（火）        子「こんな切り方でいいの？」 親「いいよ。切ってごらん」

 場所：村田町立村田幼稚園ホール  

活動の内容 
 AM 9:00～ 9:50 ＜保護者のみ＞○ 栄養士より“食育”についての話を聞く。 

 AM10:00～11:20 ＜親子で＞  ○ “すいとん汁”作りをする。 

               ●グループに分かれて調理する。 

・野菜等材料を切る（子どもに切らせ、親は危険の無いように見

守りつつ援助する）。 

・煮込む。                            

 AM11:30～12:15 ＜親子で＞  ○ 会食する。                

 AM12:15～12:40        ○ 後かたづけをする。 

 PM 1:00           ○ 降園する。 

 

 

村田町教育委員会  

                        子「これがすいとん？」 親「これを練っていくとできるのよ」

 

 

○ 野菜嫌いだった子が意識して食べるようになった。 

○ 家庭においても一緒に料理をしようとする子が増えた。 

○ 保護者も“食育”について考える、良い機会となったようである。 

  

 

 

○ お弁当のおかず等にも目を向けるようにし、さらに“食育”の大切さを保護者に知らせていき

たい。 

○ 親子で調理する活動を引き続き行い、親子の触れ合いや食の楽しさを知らせていきたい。 

取組のようす 

関係団体等との連携 

 

活動名 親子ですいとん汁を作ろう  ～ 村田町立村田幼稚園～ 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 
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活動の概要 
 3年生の総合の学習において，地域の産物である「大豆」に焦点を当て，調査活動を行うだけでなく大
豆の栽培，豆腐・みそ作り等の体験活動に取り組んできた。今回は，町内にある櫻中味噌店の櫻中辰則

さんの指導のもと，味噌作りの仕込み作業の体験に取り組んだ。 
 
 
 
活動の目的 
 味噌作りの活動を通し，地域の産物である大豆の良

さに目を向け，地域への関心と親しみ深める。 

  
活動の日時 
 平成２２年 7月 15日１３：００～１４：００ 
 
活動の内容 
 親子で一緒にゆでた大豆をつぶすところから樽詰め

までの味噌の仕込み作業を体験した。 
 
 
村田町学校支援事業・学校支援ボランティアに協力を

要請し村田町の櫻中味噌店，櫻中辰則氏に講師として指

導いただいた。 
３学年 PTA 活動の一環として開催し，材料費等を負

担していただいた。 
 
 
 ・子どもたちは，味噌作り体験をとおして大豆に対す

る興味を一層深めることができた。大豆のさまざまな

加工品等について多様な観点から調査活動に取り組

むきっかけとなった。 
  
 
 ・仕込んだ味噌は，一部を 11月の学校給食の食材として利用した。2月には完成した味噌を使って調
理活動を計画している。(残りは各家庭に持ち帰り活用する予定) 

 ・３学期は，きな粉作り，みそ料理，納豆作り，豆腐作りの体験活動に取り組む。 

活動名  みそを作ろう(大豆のひみつを調べよう)   ～村田第一小学校３学年～ 

取り組みのようす 

関係団体等との連携 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 
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活動の概要 
・学級活動で、「めざせ！元気うんち！」・「よくかんで食べれば、体が強くなる」という題材でチームティーチングの授業を展開する。

よりよい発育のためには、バランスのとれた栄養が大切であることやよくかんで食べることの効果を学習することで、より良い食べ 
方を実践しようとする態度を育てる。 

 

 
活動の目的 
（１）「めざせ！元気うんち！」担任・栄養教諭による指導 

健康のバロメーターとなる排便の様子から自分の体に関心をもち、栄養のバランスのとれ 
た食事をしようという意欲がもてるようにする。また、よりよい発育のためには、栄養バ 
ランスのとれた食事、運動や休養・睡眠が大切であることを理解できるようにする。 

（２）「よくかんで食べれば体が強くなる」担任・養護教諭による指導 
食品をかんで食べることの意味や体に及ぼす効果を理解し、よくかんで食べようとする意 
欲を持ち、実践しようとする態度を育てる。 

活動の日時・場所 
（１）「めざせ！元気うんち！」・・・・・・・・平成２２年１０月２１日（木）２校時・教室：対象２年生 
                           １１月１２日（金）３校時・教室：対象１年生 
                           １２月１７日（金）１校時・教室：対象特別支援６年生 
（２）「よくかんで食べれば体が強くなる」・・・平成２２年１０月２１日（木）３校時・教室：対象１年生  
                           １０月２２日（金）３校時・教室：対象２年生                               

活動の内容 
（１）「めざせ！元気うんち！」の活動内容 
・排便は体からのお手紙であることの話を聞き、大便と健康状態が関係していることを知り、自分の大便に関心を持つことができる。 
・栄養バランスのとれた食事が大切であること、食物繊維はよい大便の材料になり、野菜類、豆、 
海藻などに含まれていることを知る。実際にパイナップルを食べて、食物繊維を体感する。 
・運動や睡眠、よくかんで食べることも大切であることを学ぶ。 

   ・栄養のバランスのよい食べ方やよい生活を送ろうという意欲が持ち、自分のめあてを決める。 
（２）「よくかんで食べれば体が強くなる」の活動内容 

・「ひみこのはがいいぜ」の意味を聞く。大昔の人々は、硬い食べ物をよくかんで食べていたので、 
あごがよく発達していたことを知る。 

  ・各自炒り大豆をよくかんで食べた時と、あまりかまないで食べた時の違いを体感し比較する。 
・一口につき、３０回、３０秒間ずつよくかんで食べると味がよくわかり、唾液の分泌も促されて 
消化がよくなることを知る。 
・奥歯が発達することを知り、食べる時に気をつけたいことを考えて発表する。 

 

          
（１）子ども達自身が「うんち」は食べ物や健康状態に影響していることを理解し、苦手な野菜でも食べてみようとする姿が見られる

ようになった。 
（２）よくかんで食べることで、味がよくわかり、食べ物が細かくなることで飲み込みやすくなることを体感できた。給食でも意識し

てよくかんで食べようとする姿が見られるようになった。 
 

 
・子ども達に身につけさせたい食習慣の重要性を考慮し、体験的学習を多く取り入れて、食べ物のとり方と健康について理解を深めさせ

ていきたい。 
・学級指導や給食指導の年間計画を見直し、精選していきたい。 

取り組みのようす 

取り組みの成果 

＜「めざぜ！元気うんち！の授業場面＞ 

「うんちは体からのお手紙です」 

活動名  よい食べ方で、元気になろう！  ～村田第二小学校～ 

 

今後の課題・展望 

＜「よくかんで食べれば体が 
強くなる」の授業場面＞ 

「よくかんで食べると味がよく

わかり、おいしく食べることが

できます」 



 

 
 
活動の概要 
・借用している学校畑で、学校支援ボランティアの方々の協力を得ながら、さつまいもを苗から育て収穫し

た。収穫したさつまいもを学校給食の食材として取り入れ、栄養教諭からの栄養指導のもとで、収穫の喜

びと秋の味覚を味わう。 

 
活動の目的 
・栽培をとおしてさつまいもの生長の過程を知るとともに食物の 
特性を学び、学校給食や学年ＰＴＡ行事の食材として活用するこ 
とで収穫の喜びと秋の味覚を味わう。 
活動の日時・場所 
・植栽日時：平成２２年 ５月２８日３校時 
・収穫日時：平成２２年１０月２６日３，４校時 
・給食日時：平成２２年１１月 ２日（りんごとさつまいもの重ね煮） 
      平成２２年１１月２９日（キャラメルポテト） 
・場所・・・借用している学校畑（ひいらぎ農園）及び教室 
活動の内容 
・さつまいもの苗を植栽し、生長過程の観察と栽培を続け、収穫の喜びを体験する。 
・収穫したさつまいもを学校給食の食材として活用する。 
・学年ＰＴＡ行事で、「さつまいもパーティー」として、親子でさつまいもメニューを調理工夫し味 
わう。 
                 
・学校支援ボランティアや地域の方々にさつまいもの苗を提供いただき、植栽から日頃の手入れ、収穫に至

るまで支援をいただいた。 
 
・苗を植栽し、栽培とともに、生育過程を観察することで、植物の特徴を 
学習することができた。 
・さつまいもを、全校集会で学校調理員に直接手渡すことで、給食の献立 
や食べることへの興味・関心が増した。 
・さつまいもは、体に必要な栄養素や食物繊維が含まれていることを学習 
する機会になった。 
・親子で調理することで、様々なさつまいも料理を家庭に知らせることがで 
きた。 
            

・畑の作業は、学校支援ボランティアの方々からの支援に支えられている。今後も地域の方々の支援をいた

だきながら、子ども達に、収穫の喜びを味わわせるとともに感謝の気持ちを表現する活動につなげていき

たい。 
・家庭での食生活を振り返るきっかけづくりや考える手立ての資料提供の仕方を工夫していきたい。 

取り組みのようす 

関係団体等との連携 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 

＜さつまいもの収穫＞ 

＜さつまいもの引き渡し 

（全校集会にて）＞ 

活動名 おいしくなあれ！さつまいも～１年生～  ～村田第二小学校～ 
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活動の概要 
昨年度まで，本校では村田町健康福祉課主催の食育推進事業で「親子で調理 IN 村田二中」と銘打った食育
の取組を実施してきた。希望者を募っての土曜日実施のため，生徒は部活動や，保護者の多忙さ等から，思う

ような参加人数に達しないという課題があった。そのため今年度は，１学年の家庭科の調理実習の中に取り込

み，生徒の指導を沼辺地区の保健推進員の方々に協力を依頼して行った。また，村田町栄養士からは，給食時

の校内放送を利用して「中学生のための食育」について講話をいただき，地域の教育力を授業に活かす取組の

ひとつとして実施した。 
 
 
授業開始時に，家庭科講師から，授業の内容、保健推進員の 
方々の紹介があり，その後，調理実習を開始した。各グループ 
毎に推進員の方に入っていた 
だき，ご指導を受けながらハ             
ンバーグを作った。調理終了 
後，各グループ推進員の 
方々と一緒に試食した。 
 

 
 
健康福祉課との窓口を養護教諭が担当，事業の進め方についての 
概要が決定した。校内で，養護教諭と講師との間で，実施学年及び 

実施日，メニュー等を決定した。健康福祉課の食育推進事業実施と，地域の教育力を授業に活かす意味でこの

取組が有効であるということから実現した。 
 
 
 
各グループに保健推進員の指導者がつくことができるので，より細やかな指導が可能になり，調理実習経

験の少ない１年生には特に有効な取り組みとなった。また，各家庭の味付けについて話題を交換する場面もあ

り、保健推進員の方々との交流を深めることができた。 

 
 
全学年での実施が最善ではあるが，１つの学年が限度になる。今 

後もこのような形であれば，学校側は，地域の教育力を授業に生か 

すという観点で継続できるのではないかと考える。 

 
 

取り組みのようす 

関係団体等との連携 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 

 

活動名 地域の教育力を授業・食育に活かす  ～村田第二中学校～  
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活動の概要 
 村田町保健推進員会と町が共催で町内の地区子ども会等を対象に平成２２年度は４回、おやこ

の食育教室を行った。 
 
 
 
活動の目的 
・ 子どもたちに調理実習をとおして、自分の食生活や食べ物に関心を持たせる。 
・ 親子で参加することにより、親子のコミュニケーションを図る。 
活動の日時・場所 
・地区子ども会と協議して日程を決める。 
・場所は保健センターで行う。 
活動の内容 
・ 食育に関する講話（保健推進員・栄養士から） 
・ ゲームや食育絵本の読み聞かせ          （親子で真剣に取り組んでいます。） 
・ 調理実習（野菜をたくさん食べようや朝食をし 
・ っかり食べようのテーマで）            （親子で真剣に取り組んでいる。） 
・ 会食・参加しての感想、アンケート等       
・ 後かたづけ・解散 
 
 
・保健推進員会の年間活動の一環とした事業で、町の健康福祉課の協力で実施している。 
・募集は学校をとおし、地区子ども会に募集要項を配布し、希望のある先着４地区で実施してい

る。 
 
 
・ 地区子ども会活動として実施している地区もあり、参加者には好評で、毎年申し込みする地区

が多い。 
・ 参加者のアンケートから、楽しかった、また参加してみたい等の回答が多かった。 
 
 
・年間４地区に限定しているが、まだ未実施の地区にも広めて  
いきたい。                          
・毎年実施することにより、町全体が食育への関心が高まるよ 
 ように活動を展開したい。 
                          （野菜に関する絵本の読み聞かせ）  

取り組みのようす 

関係団体等との連携 

取り組みの成果 

今後の課題・展望 

 

活動名  おやこの食育教室        ～村田町保健推進員会～ 
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活動の概要 
教育委員会主催の女性セミナーにおいて、～郷土料理に触れる～「紅花ぶかし」講習会を開催し

た。村田町生活研究グループの会員等を講師に迎え、紅花の歴史と郷土料理の心と技を伝承した。 
 
 
 
活動の目的 
地域に伝わる郷土料理を実際に作ることで、地域の食材や伝統・行事食について興味・関心をも

つ。 
地域のコミュニケーションを食をとおして深める。 

 
活動の内容 
参加者は 25名、村田町中央公民館にて郷土料理の調理実習を行う。 

あわせて、紅花に関するふるさとの歴史も学んだ。 
 
 
 
村田町生活研究グループ連絡協議会 

 
 
 
 
 日頃から郷土料理を作っている講師に具体的に教えてもらい、調理のコツや料理がもつ地域の背

景やいわれを学ぶ。 
  
 
 
①平成 21 年度は、郷土料理・昭和ぶかし学習会を行った。
毎回定員をオーバーする好評な講習会であり、郷土料理を

学びたいという地域のニーズは高い。 
②参加者の中には若い方もおり、どの世代も郷土料理への

興味・関心を持っていることがうかがえる。 
③郷土料理を実際に作っている家庭が年々減っていることは、課題の一つであり、郷土料理が家庭

の味となり次の世代へ引き継がれるように、このような機会を地域の中で設けていくことが必要で

ある。 

取り組みのようす 

関係団体等との連携 

取り組みの成果 
 

活動名 村田町の伝統料理の伝承     ～村田町教育委員会～ 

今後の課題・展望 
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村田町食育推進計画策定体制 

               

 

 

                      

    

村田町健康づくり推進協議会委員名簿 

氏 名 所属団体・役職  

奥田 光崇 宮城県仙南保健所長  

田山 澄夫 町内医師  

吉田 和男 町内歯科医師  

白澤 英勝 村田町精神保健指導医師（東北会病院）  

千葉 公子 村田町保健推進員会長  

鈴木 潔 村田町行政区長会長  

山田 静子 村田町民生児童委員主任児童員  

高橋 郁夫 村田町小中学校長会（村田一小） 平成22年度～ 

笹原 映子 村田町小中学校養護教諭（村田一中） 平成22年度～ 

増田 敏昭 村田町商工会長  

大沼 孝魂 村田町社会福祉協議会事務局長  

 

  村田町食育推進計画策定調整会議委員名簿 

氏 名 所属団体・役職  

佐々木留美子 宮城県仙南保健所管理栄養士  

齋藤 晶子 村田第二小学校養護教諭  

野中 一夫 産業振興課総括主査  

三戸部 才 子育て支援課総括主査  

村上 千恵子 村田保育所保育士（副参事兼総括主査） 平成21年度 

半沢 真理子 教育委員会事務局管理栄養士（主任主査）  

大沼 順子 村田幼稚園教諭（総括主査）  

小室 明美 村田保育所保育士（総括主査） 平成22年度～ 

田山 芳明 健康福祉課長  

 

事務局（健康福祉課） 

氏 名 役 職 氏 名 役 職 

狭山 幸子 総括主査 村井 美紀 主査 

高橋 優子 総括主査 佐山 智美 保健師 

星 孝子 主任主査 山田 一雄 主事 

森 和枝 主任主査   
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健康づくり推進協議会 

（計画案の審議） 

食育推進計画策定調整会議                       

宮城県仙南保健所・町内養護教諭部会代表者 

産 業 振 興 課 ・ 教 育 委 員 会 ・ 保 育 所                       

幼稚園・子育て支援課・健康福祉課 



村田町食育推進計画策定の経過 

年月日 事   項 

平成21年9月中 食育に関するアンケート調査の実施（幼児期（保育所・幼稚園の

５歳児）、学童期（小学５年生）、思春期（中学２年生）、成人・

高齢者（保育所、幼稚園、小中学校の保護者、特定健診受診者、

悠々げんきクラブ参加者） 

平成21年10月14日 第１回村田町食育推進計画策定調整会議 

①食育推進計画について(講話) 

②各部署の課題について 

平成22年2月15日 第２回村田町食育推進計画策定調整会議 

①食育に関するアンケート調査結果及び保健統計について 

②各部署の課題と取り組み 

平成22年5月12日 第３回村田町食育推進計画策定調整会議 

①村田町の課題確認 

②課題から見える目標について 

③具体的目標値について 

平成22年6月22日 村田町健康づくり推進協議会への諮問 

村田町食育推進計画策定（素案）の中間報告 

平成22年7月6日 第４回村田町食育推進計画策定調整会議 

①第３回の確認 

②ライフステージに応じた食育の取り組みについて 

平成22年8月30日 第５回村田町食育推進計画策定調整会議 

①第４回の確認 

②食育推進の基本目標・評価指標・目標値 

平成22年10月25日 第６回村田町食育推進計画策定調整会議 

①第５回の確認 

②ライフステージに応じた食育の取り組みについて 

③推進体制について 

平成22年12月14日 第７回村田町食育推進計画策定調整会議 

①第６回の確認 

②食育の事例提供について 

平成23年1月11日 第８回村田町食育推進計画策定調整会議 

①第７回の確認と一部修正 

②食育の事例について 

平成23年2月24日 健康づくり推進協議会 

村田町食育推進計画（案）を諮問 
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