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南砺市食育会議 会議録 

 

１．開催日時：令和４年１０月１１日（火）午後２時００分 

２．開催場所：福光庁舎別館３階大ホール 

３．出 席 者：委員１５名 

松井委員、荒岡委員（代理）、松倉委員（代理）、松本委員、志部谷委員、 

亀田委員、氏家委員（代理）、定司委員、三橋委員、山口委員、平尾委員、 

岩佐委員、窪田委員、青能委員、野田委員 

事務局（農政課）３名 

前山課長、横井主幹、久保副主幹 

 

 

次第 

１．開会 

２．あいさつ 

３．委員の紹介 

４．協議事項 

（１）令和３年度の取り組み結果及び令和４年度取り組み状況について 

（２）令和５年度以降の取り組み方針について 

（３）その他 

５．食育活動事例報告 

６．閉会 

 

 

 

１．開会 午後２時 

 

２．あいさつ（ブランド戦略部長） 

本日はお忙しいところご出席いただきありがとうございます。また、日頃よりそれぞれ

の立場で食育推進にご尽力いただいていることに感謝申し上げます。 

さて、令和２年度に策定されました「第２期南砺市食育推進計画」において、この会議

が設置されています。 

食育とは生きる上での基本であって、子供からお年寄りまですべての市民が関心をもち、

それぞれの活動を通じて年齢に応じた知識を身につけ、心身共に健康で豊かな人間性を育

み活力ある地域をつくることです。私たちが健康で生きがいを持ち、豊かに暮らしていく

うえで食は欠かすことができないものではありますが、社会経済や情勢がめまぐるしく変
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化する今日においては、家庭環境、生活様式が多様化しており、食生活の乱れや、生活習

慣病の増加など健康面の問題が多く指摘されております。また、食の安全や環境面に与え

る負の影響が問題視されるようになってきており、時代の経過とともに、食育の重要性は

さらに増しております。 

食育計画の基本方針にあります、食を通じて健康で豊かな人間性を育み、活力ある地域

をつくっていこうと事業を進めていくところでございます。 

本日は、様々な食育に関係する機関の方に集まっていただいておりますが、令和３年度

の取組み結果や令和４年度の取組み状況を報告いだだき、また、幅広いご意見をいただき

ながら今後の連携に繋げていきたいと思います。本日はどうかよろしくお願いいたします。  

 

３．委員の紹介 

［事務局］ 

（今年度、新しく就任されました委員をご紹介） 

本日は、委員の方全員のご参加をいただいておりますので、会議を成立することをご報

告させていただきます。 

 

４．協議事項 

［事務局］ 

南砺市食育会議設置要綱第６条第１項に基づき、当会議の議長は会長が務めることとな

っておりますので、ここからは、岩佐会長に進行して頂きます。 

 

［会長］ 

それでは、協議事項（１）令和３年度の取り組み結果及び令和４年度取り組み状況につ

いて、事務局より説明を求めます。 

 

［事務局］ 

まず初めに、令和２年３月に策定しました第２期南砺市食育推進計画の概要及び南砺市

食育会議の趣旨についてご説明いたします。 

 

第２期南砺市食育推進基本方針として、『食を通じて健康で豊かな人間性を育み、活力あ

る地域をつくる』こととしております。基本目標として、ライフステージ別の食育推進、

安心安全な食の生産と販売、食の地域内循環と伝統食を基本目標としています。 

 

続きまして、1 ページの目標数値についてご説明いたします。1 ページの資料 1をご覧く

ださい。 

基本目標として、子どもの食育、生涯にわたる心身の健康、安全安心な食の生産と販売、
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食の地域内循環と伝統食の 4 項目で、目標値の設定をしています。計画策定時の現状値に

対しての結果を何点かお伝えします。 

子どもの食育について 

①朝食を食べない子どもの割合です。令和２年度の現状値は 1.6 ヶ月児で 2.4％。3.6 ヶ

月児で 3.6％、小学校５年生 0.3％、中学校２年生で 1.3％です。 

目標値は 0％であります。小学校５年生においては計画策定時と同じであり、目標値に近づ

くために今後も小中学校、幼児、保護者に朝食の大切さを伝えていかなければいけないと

思います。 

②１日１回は家族の誰かと一緒に食事をとっている子どもの割合は、小学校５年生

99.2％、中学校２年生 97.2％。どちらの計画策定時よりも割合は低くなっており、目標値

の 100％に向けて、今後も引き続き、啓発していきたいと思います。 

⑤学校給食の南砺市産農産物の使用率については 34.5％となっており、目標値に近い割

合まで来ています。引き続き地場産食材の使用を進めていきます。 

 

生涯にわたる心身の健康について 

⑥心身ともに健康だと感じている市民の割合。これは市民意識調査により数値をだして

おりますが、令和 3 年度は 46.9％で計画策定時よりわずかに増加しておりますが。目標値

にはまだ遠いことから、健康寿命を伸ばす意味でも、大切な目標だと思われますのでより

目標値に近づくために、引き続き向上に努めたいと思います。 

⑦朝食を食べない人の割合は 13.3％で計画策定時より減少傾向になっています。 

⑩咀嚼良好者の増加は 72.9％で、目標値に達しており、計画策定時よりもさらに高くな

っています。 

⑪家族の誰かと一緒に食事をとっている人の割合ですが、20歳以上（朝食）（夕食）とも

に減少傾向で目標値には届いていません。コミュニケーションを図り食事への興味を引き

出す「共食の推進」が必要です。 

 

安全安心な食の生産と販売について 

⑮南砺の逸品認定品数。73 品目で目標値に近づいております。今後も農産物や酒、加工

品等の新商品開発や販路拡大に繋がるように農家を支援していきたいと思います。 

⑰食の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する人の割合は 65.6％と目標値に

は達しておりません。心身の健康を保つために正しい知識と自分で選択できる力を育てる、

取り組みを今後も進めていきたいと思います。 

 

食の地域内循環と伝統食について 

⑲「食品ロス」を軽減する取り組みをしている人の割合は 98.0％と高く、目標に達して

います。 
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㉑郷土料理など次世代に伝えたい人の割合は 51.9％で計画策定時よりかなり低くなって

おります。南砺市には各地域において、伝統的な野菜や郷土料理がありますが、次世代に

伝えるためには更なる取り組みが必要になります。 

南砺市の素材や郷土料理教室の開催、食文化の継承や食に関する気持ちを育てるイベン

ト等の事業を推進していきたいと思います。 

 

次に令和３年度の取り組み結果について説明いたします。３ページの資料２をご覧くだ

さい。 

基本目標の「子どもの食育」、「生涯にわたる心身の健康」については、新たに「ライフ

ステージ別の推進」としたうえで、各ステージ別の食生活に応じた知識の普及や健康等の

相談に対応する体制を推進しております。 

基本目標の「安全安心な食の生産と販売」、「食の地域内循環と伝統食」については、食

の地域内循環を意識し、環境に配慮した生産活動への支援やＳＤＧｓ未来都市に向けた取

組みを推進し、また、農業体験を通じた特産物の栽培や郷土料理の継承、６次産業化によ

る特産品の開発や販路拡大等について、関係機関が連携して食育を推進に取り組みました。 

続いて令和３年度の農政課の取り組みについて説明します。 

ライフステージ別の推進にあります「子どもの食育」ということで、 

地産地消や南砺市の地場産食材を子供たちに知ってもらうことを目的として地場産食材

活用啓発用下敷きを作成し、小学校３年生、小学校・義務教育学校６年生と中学校３年生、

義務教育学校９年生に配布しました。 

また、全小・中学校での自然栽培米給食の実施についてですが、市内産自然栽培米と農

薬・化学肥料不使用の農作物を使用した給食を 4回実施しました。 

 次に「安全安心な食の生産と販売」についてですが、3-1「環境にやさしい農業支援」と

して、有機栽培や化学肥料及び化学合成農薬の使用を低減する取り組みをした農家の支援

をしました。3-2「農業関係者の役割と消費者の交流」として、とやま帰農塾推進事業、み

んなで農作業の日 in 五箇山の実施、里山の環境保全を目的としたカウベルトの郷育成事業

を実施しました。 

3-3「特産品開発や販路拡大の推進」では、農産物、農産加工品のＰＲとして、武蔵野市へ

農産物定期配送便で飲食店において農産物を使用していただいております。その他に、商

工企業立地課のなんとの逸品の認定を推進しました。 

「食の地域内循環と伝統食」ですが、食の匠の匠認定者数は特産の匠 5 名・4 団体 伝承の

匠 7 名・1団体 創作の匠 1 団体となっております。 

 

 

続けて令和４年度の取り組みについて説明いたします。４ページの資料３をご覧くださ

い。 
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 農政課の令和４年度の取組ですが、基本的には、令和３年度事業を継続しており、「なん

と自然給食ものがたり事業」では、自然栽培米ほかと農薬や化学肥料不使用の農作物を用

いた給食を保育園、小・中学校・義務教育学校で実施しています。 

 以上が農政課の取組みです。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。市からのそれぞれの取り組みについてお聞かせ願います 

 健康課の令和３年度及び本年度の取組みについてお聞かせください。 

 

[健康課] 

資料２の令和３年度の取り組み結果ですが、健康課では子どもの食育ついては離乳食教

室、発育相談等を毎年しています。 

生涯にわたる心身の健康については、青年期から高齢期にかけての食育につきましては、

一般健康教室を実施していますがコロナの関係もあり実施回数は昨年度よりも減っていま

すが食育に関する健康教室は２回実施しております。食生活改善事業として食生活改善推

進委員に委託しまして各地域で伝達講習等を実施しております。そのほかに食育活動ボラ

ンティアの育成を行っています。 

資料３の令和４年度の取り組み状況については、例年通り実施していきたいと考えてい

ます。妊婦さんの栄養相談、各種乳児検診、相談等で引き続き相談を受けております。青

年期から高年期の食育につきましては、健診を通して結果を見ながら個人の健康づくりへ

の支援や健康教育、健康相談、訪問指導等を広く実施していきます。食改さんにも伝達講

習を通して地域の方で活動していただけるよう支援していきます。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。地域包括ケア課の取組みをお聞かせください。 

 

[地域包括ケア課] 

 令和３年度の実施の状況ですが、一般介護予防事業として口腔機能維持や栄養改善に関

する普及啓発を３５回開催しており、コロナにより昨年度は参加者が減少していましたが

少しずつ増えてきていると思います。介護予防出前講座の実施。一般介護予防事業の中で

注目を浴びて実施しているすまいるエイジ教室。さらにフレイルサポーター養成講座をと

りいれて、測定器を使用しながら健康教育を実施しています。 

次に令和４年度の取り組み状況については、昨年度同様に一般介護予防事業、介護予防

出前講座、すまいるエイジ教室、地域で展開しているフレイル予防事業につきまして更に

展開していく予定です。 
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［会長］ 

 ありがとうございました。教育総務課の取組みをお聞かせください。 

 

[教育総務課] 

学校関係になりますが、なんとハートフルランチ、なんとおいしい学校給食、なんとサ

ンキューデー、なんと世界遺産給食、なんと食育デーを通じまして、献立や食材を工夫し

ながら食育の推進そして教科と関連した食に関する指導実践や体験学習を進めております。 

資料３の令和４年度も引き続き昨年同様の事業を行っていきます。各学校の栄養教諭の

お力をお借りしながら、実施していきます。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。小・中学校の取組みについてお聞かせください。 

 

[小・中学校] 

特別給食については、教育総務課の説明のとおりです。そのほかの取組としまして、今

年度は、給食の塩分について考える取り組みをしております。すべての学校は無理ですが、

いくつかの学校で、給食の汁物の塩分を測定しています。また、子供たちの給食に返して

いきたいと思っています。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。こども課、保育園での取組についてお聞かせください。 

 

[保育園] 

令和３年度の取り組みに関しては年間食育計画に基づいた各園での食育活動を行ってお

ります。また、地場産食材を活用した給食の実施行っています。３歳児以上の肥満児に対

する保健指導も取り組んでおります。 

令和４年度の取り組み状況については、南砺市保育園年間食育計画に基づく食育の実施

を行っていきます。コロナ禍ということもありますが、昨年度より各クラスでのクッキン

グも少しずつ実施をしています。給食参観等はあまり実施できていない状況です。また、

自然農法等によるお米を７分づきで提供しています。３歳児以上は自分たちでおにぎりに

しておやつの時間に食べています。あとは支援センターでの食育講座への支援やおやつ試

食会があったりしますが今はコロナ禍で中止しています。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。エコビレッジ推進課での取組みについてお聞かせください。 
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[エコビレッジ推進課] 

 令和３年度の取り組みは資料２にあります、安全安心な食の生産と販売の中で、ＳＤＧ

ｓカフェということで、桜ヶ池の「かずら」という合掌造り家屋において、循環型農業に

関する映画上映を２回実施しており５０名の参加いただいております。 

 食の地域内循環と伝統食では、エコビレッジ部活動としまして福野高校の生徒さんと落

葉堆肥化学習に取り組んでいただいております。あと食ロスの普及関係チラシを作成して

おりますし、行政としては初めてフードドライブにも取り組みました。 

また、ＳＤＧｓ出前講座を実施しており、特に小・中・高校で食ロス関係の削減を含む

出前講座を１２校に対して実施しました。この他に地域の中でも講座を実施し住民の参加

をいただいています。 

今年度の取組といたしまして、フードドライブを各地域で自主的にやっていただく方法

もあると考え、実際にやりたいという方を支援させていただくことで地域の細かいところ

からでも暖かい気持ちが上がってくるという動きにつなげていきたいと思っています。地

域づくり協議会からも実施の希望を聞いており、こういったところを実績にしながら市内

でもその気持ちが食料等お困りの方に届くような仕組みを作っていけたらと考えています。 

ＳＤＧｓカフェにつきましては実施しますが、市というよりも、ここにおられますみな

さま方が実施されるイベントや個人の方でやりたいなという方がおられましたら連携させ

ていただいて、そこにＳＤＧｓのカフェという冠をつけまして一緒に実施させていただけ

れば助かりますのでよろしくお願いいたします。 

ＳＤＧｓ出前講座につきましても、今年度既に８校の小中学校で実施しております。地

域の方にも１２回ほど出させていただいております。エコビレッジ推進課だけではなく、

他課とも連携しながら、市民の学びたい気持ちをサポートしていきたいと思いますし、逆

を言いますと、それだけの方がＳＤＧｓを学びたいという気持ちがございますので、ぜひ

食ロス、食育を伝える場としていきたいと思っております。エコビレッジ部活動について

は市内２つの高校と実施してまいります。桜ヶ池アクションプランの改定につきましては、

昨年度から桜ヶ池周辺を中心に「南砺らしい暮らし」として、食でいいますと伝統食、自

然食、有機農業などについて実践できるような計画を作らせていただいておりますのでし

っかりと進めていきたいと思っております。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。病院での取組みについてお聞かせください。 

 

[南砺市民病院] 

 市の健康課や地域包括ケア課から委託を受けまして、乳幼児の栄養相談やすまいるエイ

ジ教室の講師を行っております。あとは病院に来院された方対象ではありますが、栄養に

関しましては８月初めに栄養の日という事で院内の方でパネルの展示等を行っております。
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コロナ禍という事で栄養相談を受けることはありませんでしたが、コロナ禍でなければ直

接栄養指導を行える機会となっています。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。市の関係部署よりそれぞれの取り組みの説明がありましたが、

みなさんから意見や質問がありましたらお願いします。 

 

（意見、質問なし） 

 

［会長］ 

 続きまして、南砺市食生活改善推進協議会より食改の取り組みについて一言お願いしま

す。 

 

[食生活改善推進協議会] 

 「私たちの健康は、私たち手で」をスローガに活動しております。中央研修３回、全体

研修２回と行政の指導の下で勉強して伝達講習を行う形です。子供から大人まで食育を推

進しております。コロナ禍であまり活動できていませんが活動するときは黙食、弁当形式

で推進しておりました。昨年度より特に減塩に力を入れており、市報では家族そろって減

塩生活として、減塩レシピを掲載しております。また、減塩ＰＲ活動としまして３９歳以

下の健診対象者に減塩商品を紹介し、チラシ等をお渡しました。少しでも力になれたらと

思い活動しています。県から依頼があり、郷土料理の伝承教室を開いてほしいと言われ、

４品作らせていただきました。南砺市食生活改善推進協議会においても郷土料理を推進し

ております。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。なんと農協より一言お願いします。 

 

[なんと農協] 

市と連携しながら管内の生産者の方の地場産食材の提供を行っています。今年度新たな

取り組みとしては「なんと自然給食ものがたり」の食材の配送をさせていただいておりま

す。また、城端小学校１、２年生に野菜の育て方の指導を行いました。食育については直

接ではありませんが、間接的に携わっていきたいと思っております。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。砺波厚生センターよりご意見をお願いします。 
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[砺波厚生センター] 

 健康づくり分野を所管している部署であります。食生活の課題は健康増進計画が来年度

新たに策定予定であり今県では見直しをしております。その中でも評価の中で食生活の中

では減塩をもう一歩進めるという事と野菜の摂取量が富山県は全国に比して少ない状況で

あり改善が必要で 30 代 40 代の方々が少ないと報告されています。そういった健康づくり

への取組、地域づくりやまちづくりの取組において様々な生産者の皆さんに支えていただ

いて、食生活が支えられていると感じました。ボランティア活動や地域の体験活動も支援

しています。 

 

［会長］ 

 ありがとうございました。砺波農林振興センターより一言お願いします。 

 

[砺波農林振興センター] 

食育につきましては、地元で生産者の皆さんがしっかり食材を作っていただく事が大変

重要かなと考えます。技術指導等で支援させていただきたいと思います。 

また、肥料の高騰があり、国・県で支援を考えております。農業にしっかり取り組んで

いただけるよう支援していきたいと思っております。 

 

［会長］ 

本日公募で来ておられる３名の皆さんにも意見を伺いたいと思います。 

 

[公募委員１] 

昨年、公立の保育園で弊社のドライフルーツを使っていただきました。大人が選ばない

と子供の口には入らないので、良い機会をいただいたと思っております。園児のご家庭の

方から、子供が喜んでたくさん食べたと言っていただき、大変うれしく思いました。地元

の食材や加工品は良いものがたくさんあるのでこれからも取り上げていただけたらいいと

思います。 

 

［会長］ありがとうございました。 

 

[公募委員２] 

 パン屋をやっています。「なんと自然給食ものがたり」でパンを給食に提供させていただ

きました。いろんな事業を通して関わらせていただけることに感謝しています。子供から

食育を進めていくことが重要と思います。大人になってからではなかなか生活改善ができ

ないので、小・中学校までの間にいろいろな経験を通して、南砺市の食材の豊かさに触れ

て、南砺市の良さを知ってもらい大きくなったら地元に戻ってきてくれるようになれば良
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いと思います。 

 

［会長］ありがとうございました。 

 

[公募委員３] 

 まず、自分が参加している郷土料理教室があります。民間の個人で教えていただいてい

ます。食の伝承について個人グループと市の食育と同じようにできたらいいと思います。 

 また、ＳＤＧｓフードロスについてです。ジビエについてお肉を使って何かできればい

いなと考えており、連携を取ることはできないかと考えておいます。 

 

［会長］ 

 今ほどの郷土料理のご意見について、事務局からお願いします。 

 

[事務局] 

 郷土料理につきましては、計画の中でも伝承していくことへの推進が重要であり、いろ

いろな関係各所と連携しながら進めていきたいと考えます。 

 

［会長］ 

 それでは、皆様からのご意見につきましてそれを活かしながら事業の構築をしていきた

いと考えます。ありがとうございました。 

 

［会長］ 

それでは協議事項（２）令和５年度以降の取り組み方針について、農政課より説明をし

て下さい。 

 

［農政課］ 

５ページの資料４をご覧ください。 

農政課の令和４年度以降の取り組み方針についてですが、大きな変化ありませんが、令

和２年より実施している「なんと自然給食ものがたり事業」については、目標数値の設定

にもあります「学校給食の南砺市産農作物の使用率の向上」にも繋がるため、引き続き事

業を推進していきたいと考えております。 

また、有機農業産地づくり推進緊急対策事業につきましては引き続き有機農業の推進を

図っていきます。 

商工企業立地課と一緒にブランド商品開発支援事業として特産物の新規開発やブランド

化を進め、販路拡大等の取り組む農家を支援していきたいと思います。 
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［会長］ 

こども課の令和５年度以降の取り組み方針についてお聞かせください。 

 

[こども課] 

南砺市保育園年間食育計画に基づいて各保育園、年齢ごとの食育の実践を行っていきま

す。また、家庭に対する食育の啓発では伝承料理の継承については、ポスター等の掲示を

していけたらと思います。肥満児童に対する保健指導は引き続き行っていきます。地場産

食材を活用した給食の提供もしていきます。子育て支援センターでの給食・おやつの試食

会については、ウイズコロナという事で実施していければと思います。 

 

［会長］ 

次に、健康課の令和５年度以降の取り組み方針についてお聞かせください。 

 

[健康課] 

 例年通り実施していきたいと考えています。疾病予防対策のほうで中学 3 年生から高校 3

年生までに血液検査を実施しています。これは県内でも南砺市のみの実施しているもので、

今年度実施した中学 3 年生の約 4 割に糖尿病予備軍として血糖値の高い数値が出ており問

題があります。子供、親、学校を通して健康教育が必要であると考えています。3歳半検診

において塩分検査を行っています。また、後期高齢者の保健事業を行っています。幅広い

年齢の方に対して生活習慣病予防を進めながら介護予防に力をいれていければと思ってい

ります。 

 

［会長］ 

次に、地域包括ケア課の取り組み方針をお聞かせください。 

 

[地域包括ケア課] 

引き続き介護予防事業に力を入れていきます。 

高齢者は死ぬまでいかに美味しく楽しく食べられるかという事が大事になっていきます。

そのためには口腔機能の経過をいかに自分が気づいて予防していくかという視点がとても

大事だと感じております。フレイル予防事業に力を入れております。口の機能の衰えにつ

いては目に見えてわからないところですが、実際に数値で測定して専門のトレーナが評価

しています。また、介護予防出前講座、すまいるエイジ教室の参加者も年々増えています

ので、さらに進めていきたいと思っております。 

 

［会長］ 

次に、教育委員会の取り組み方針についてお聞かせください。 
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[教育委員会] 

 安心安全な給食の提供に取り組んでいきたいと思っております。また引き続き、地元食

材使用した給食につきまして関係者皆様のご協力をいただきながら行ってまいります。 

 

［会長］ 

次に、エコビレッジ推進課の取り組み方針をお聞かせください。 

 

 [エコビレッジ推進課] 

 いま、循環型の事業を支援する補助事業を作っております。これは本来廃棄すべきもの

を捨てないで利用し、新たな商品にして販売する。こういった取り組みをする事業者さん

への補助です。 

 次に電子地域通貨を検討しています。地域でしか使えないものでありますが地域の中が

人と人がつながりあえるツールにしたいと考えています。まだ検討中でありますので皆さ

んのアイデアをいただければと思います。私たちが目指している電子通貨の姿というのは、

「参加する人を増やす」というものです。 

 南砺市には他にない「南砺幸せ未来基金」という公益財団法人があります。これは地域

からの寄付金を基に地域での循環型などの活動をされる方に事業資金を支援する団体でご

ざいます。寄付が無いと回っていかない団体ですので、地域のために活動をしたいという

団体がございましたら是非繋いでいただきまして、活動を支援したいと思います。 

 南砺市エコビレッジ推進課は他に無い課でございます。情報発信、繋ぐ事を仕事にして

おりますのでまた、よろしくお願いいたします。 

 

［会長］ 

ありがとうございました。 

この機会に質問やご意見ありましたらお伺いしたいと思います。 

 

［委員］ 

フードドライブについてお聞きします。 

実施した場合集まった商品はどこに持って行けばいいのでしょうか。 

 

[エコビレッジ課] 

まずは、社会福祉協議会に持っていきます。社会福祉協議会から必要な方に届けていた

だきます。 

 

［会長］ 
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 ほかにございませんか。 

それでは次に協議事項（３）その他について事務局から説明願います。 

 

［事務局］ 

「第 18 回食育推進全国大会ｉｎとやま」について説明 

令和 5年 6月 24 日（土）、25日（日）富山産業展示館（テクノホール）において開催 

 

［会長］ 

協議事項は以上で終わりましたが、この機会に質問やご意見ありましたらお伺いしたい

と思います。 

 

［会長］ 

本日協議を予定していました事項につきましては、全て審議をして頂きました。ありが

とうございました。 

 

［事務局］ 

それでは、食育活動事例報告に移ります。 

 

５．食育活動事例報告 

演題「地場産食材を活用した食育の取組みについて」 

認定こども園福光青葉幼稚園 園長 横山 一乃 氏 

 

６．閉会 

［事務局］ 

以上を持ちまして本日の「南砺市食育会議」を終了させて頂きます。皆様、お忙しい中、

ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後３時４５分 


