
r…告書2次福陪市食育推進計画パブl)':,1ク・コメント意’ 唾重引
1 ご意見！こ基づき計画の修正・追加を行う意見

答号 分類 ご意見・婆望 回答

ご指摘のように、家族で共に食率をとる「共食」は点、親と子考の愛情を育む乳幼児期や食習
僚が確立する年代には特にE重要であり、食育の原 えていますので、
29頁－3ー（2）ー①「生涯をi邑じ民健全な食生活の確立と実践Jに、 3つの項目を起こ

し、「共食Jをそのーっとして

「ウ家庭における共食をi盈じた子どもへの食育の推進

P37～分野別の施策展開について 家庭は、特に子どもへの食育を推進していく大切な土露であると考えられます

末子（年中）2が0保時育ま所でに通圏中です。 19持まで延長保育があり助かっているところで
ので、家族と共に食卓を囲んでコミュニケーションを図る共食を推進します。

す。なかには 延長し、夕食まで提供（有料）してくれる保育園もあります。働く親 また、食習慣が凝立する年代にl立、学校等においても食青を強化推進する

にとってはとても助かりますが、幼少期の食育は大率だと思います。栄養価計算して食 必要があります。」と修正します。
共食

事を・・・とまでは言いませんが、惣菜や弁当を買親っやて家で族もがいそいば、温にいかるいと食い事うを些家細族なでこととる
ということがとても大事だと思います。子どもは 族 また、 36寅表中Iこ「共食の推進（家族や仲間ゴとfの楽）しJいを雰挿図入気し、で3の食事の実践）」を、

で安心すいとる考ようですaその安心がイコール愛情だと思います。食事を作ることだけが食育
38頁10行自「家庭での食率の図幾Jの後l』（共食 更に推進してまいりま

ではな えさせられます。
す。

なお、 18時からの延長保育におけのる時食間事やに栄つ養き面まにしては、乳幼児期が生活リズムの
確立の時期でもあることから、食率 も配感した軽食または夕食の提
供を行っております。

29頁－3ー（2）ー（「学①玄生期i匿）を～i亙さじた健全な食生活P確の立確・立・・と」実践」
38頁ー「子ども期 基本的生活習慣の 」
41頁～42頁－r＋発達段階に応じた食育の取り組み」に記載しております。

これ程莫大な資料を作成され大変だったのではと思いました。私は長年保育関等の施
設に調理師として勤務した者です。あるきっかけでr栄養Jの大切さも勉強もさせていた
だきました。 ご指摘の7頁・30頁「帯離Jについては、「繍たりjに修正いたします。
1.食育（今回）に腐しての資料は、数十年前と全く変わってない、と言って良いほどのも

ので本近「食す的年育。ににj考なのえる理夜に念すつや持れ地が、域少来のして関のいわ言る葉り。等を々改色め々て

ご意見のように、近年の食生活をめぐる環境の変化に伴い、「食育Jの重要性も改めて
1. いる状況であり、食育というものの大切さを 間い産されていると考えております。

根1. あげられているようですが、現実は「食育Jと
これに対処するため、闘が様々 な施策の基本となる考えを「食育基本法」として示し、

それを受けて福岡市も福岡市食脊推進会談を設資し，施策の基本となる今回の第2次

｛い1言うが審言あ類葉りす難まべししきたく「為かかの。い言り・・.Jというベ言る葉てをも何人人のの心人にが理解しているでしょう舎かが。何
計画について塁審議しております。食育捻遂会議委員には行政関係者だけでなく，学識経

2 
計画への 議等を並 は響かない。現実意見 通の返 験者や関係団体，地域代表，市務会議員にもご参加いただいております。計画の策定

疑問 に当たっては，パブリックコメントを実施し，市民のみなさまのご窓見を可能な限り反政さ
1.今、大切なことは、食というもののなかに必要な心というものが失っていることです。 せるようしております。
1，美味しい食事を作り、笑顔の出る食です。それをすべき役目は違うと言われるでしょ そして、この基本計画に基づいた様々な具体的な施策を、家庭・保育所・学校・地域な
うが。 どと連携して進めています。今後も，本計画29項の「基本理念JIこ基づき推進してまいり
1.この醤類は、何かの役に立って息われますか。 ます。

1が指役導所でのき自る役も己の所，諾のの足逃方にげす々道ぎのなを、作食いに対しての危機感を持っていただけませんか。残念で
す ようにお願いしたく、厳しいことを言わせていただきまし 20頁－f3計画見直しの方向性Jに記毅しております。
た。役所という らないでください。
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z 
第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意見

1 ご意見に基づき計画の修正・追加を行う意見

番号 分類 ご窓見・婆望 回答

女30ページ（3）ー①のアについて ご意見のとおり

3 その｛也
「子育て世代である 30代について子どもを含め食育推進を進めていくJとありますが、 30項ー（3）ー①ーア及び20頁右側下からB行自を

子育て世代は30代と限らないので、「子育て世代は子供も含めて食育推進をするjでい

いのでは 「子育て世代は子どもも含めJと修正いたします。

女36ページ各ライフステージにおける施策について

4 その他
高齢期を65才以上でひとまとめにしてありますが、後期高齢者にならないと低栄養にな
ることは、ほどんどなく、むしろメ告ボの方が心配です。高齢化社会なので高齢期をわけ
て元気に長生きするようサポートするのがよいのでは ご意見のとおり

36!:li（表）及び39頁の高齢者期を

『メヲポリツヲシンドロームや低栄養にならない食事への情報発信Jと修正いたします。

5 その他
65才以上の高齢者についてはメヲボ改善を要する人と低栄養の，毘在が混在する。また
独居や家族と共に食事をするかで、食事内容が全くちがう、向かう方向性が遣う。
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r 宅寄2次福岡市食育捻進計薗パブリツク・コメント意F

2 今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

P42ィ）幼児後期（3歳～就学前）
保育所等における食脊は、子どもの発育・発送にあわせ、各年代別iこ「保育計画」

－幼児前期から伝えてきた自分で食べようとする意欲の延長で、好き嫌いせず何で 及び「幼稚園教育諜程」の一部として作成され実施されております今後さらに子ど

も食べるように伝えるべきだと思う。
もが食に関して興味や関心を持つように、家庭とi車携しながら食育の実践を推進し

1 乳幼児期 ・箸や器の持ち方、寄せ集めの仕方等、食事のマナーもこの時期に伝える（主食・
ていきます。

富lj食の交互食べも）
37貰ー「子ども期（乳幼児期）～基本生活習憾の縫立～J

・野種菜まきをや育収てる中で、より食材への興味を深める。
（ 篠の経験）

41頁～42頁ー「⑫発達段階に応じた食育の取り組み』
48貰ー『正しい食事作法の伝承Jに記載しております。

具体的な絡策の提案
［乳幼児期］原案通り、健診、公民銃、イン告ーネット等で保幾者への働きかけ行う。 保護者への働きかけを推進してまいります。

2 乳幼児期
・健診などの際は、子どもが泣いたりぐずつたりしてゆっくり話を聞けないことが多 すま。た、健診や説明方法につきましては、ご窓見を参考に、今後検討してまいりま
い。できるだけ簡単に説明してほしい。
・子供用の皿を利用した説明を取り入れると分かり易いかもしれないです。（五器盛
の応用）（図） 37頁ー「争ライフステージに応じた食育の取り組みJに記載しております。

具［幼体児的調な施策学の校提に案
期］小 入学するまでのこの期間に子どもと保護者の両方への働きかけ 保育所等における食脊！立、子どもの発言・発遼にあわせ、各年代見ljにf保育計画J

が大切であると思います。この年代の子どもに多いのが、‘個食’、’好き嫌い’（大
半が食わず嫌窒ないら）であるように思います。「鉄l立熱いうちに打て」と言います固未就

及び「幼稚園教育課程Jの一部として作成され実施されております。食育の実践に

学ずの子ども遼 ば、先生の声に雪転車に王手を傾け、何でも食べられるようになるは
つきましては、体験（栽培・収穫）や試食会等を返して、子どもだけでなく、保E護者に

3 幼児期 です。また、保護者も小学校に比べて参観の参加率が高いので、この年代の保
対しても、食育の取緩み等の情報提供の充実に努めでまいります。

E望者に諮，寅会等で話しをすると効果があると患います。 30頁～31頁ー②ー「保育所等における食育の推進J
・保育所等、月に一度は「食育の日Jを実施してもらう（公立の幼稚園では残念なが
ら、園児に対する食脊講話はありません）・食育ランチヨンマットを使って笈う0 ・体験

す。41頁～42頁ー（2Jr学校・保育所等における食脊の推進j に記載しておりま

裂（栽培、収穫）の食育のより一層の充実を図って貰う。・保護者に対しては、プリン
ト配布だけでなく諮演会なども行う。

P42ア）幼児～幼児前期
給食をつくるときのにおい、音を身近に感じるなど、五感を使った食の体験など

4 幼児期 ・様々 な食材や料理の色、間食、食感を含めた味覚、視覚、触主主を大切にしながら
給食を活用した食育の推進を図ってまいります。

食率を進めた方が良いと思う。 43頁ー「⑫給食の充実」！こ記載しております。
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第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意見

2今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

P42ィ）幼児後期（3歳～就学前）
今まで私が出会ってきた子ども達の中で、家庭ではあまり食べないけれど、国では
よく食べるとし可子が数名いました。友だちゃ保育士と一緒に皆で食事をすることで
刺激を受け、また喜びを感じていたのだと思いました。また、好き嫌いがあったり、
ご飯が進まない子lこ「大きくなるよJrかっこよくなるよ』などと声かけすると頑張って 保育所等における食育は、子どもの発育・発達にあわせ、各年代別に「保育計画J
たべるようになる姿を見てきて、偏食がある子l二「食べなさい」と強要するのではな 及び『幼稚国教育課程jの一部として作成され実施されております。今後さらに子ど
く、「何で食べないのかなっJrどうしたら食べたくなるのかなっ』と考え、食への輿昧 もが食に関して興味や関心を持つように、園の職員、家庭と連携しながら食育の実

5 幼児期
を持たせるヱ夫が必要だということも気づいてきました。ただ、口の中に物を入れる 践を推進してまいります。
だけでは、体は育って心は育ちません。食べ物をおいしく食べ、大切に思う事が、人 今後とも食脊の推進をお願いいたします。
を大切に思う気持ちにつながっていくのだと思っています。そして、保育園ならでは
の行事食を通して句を知ったり、季節感を味わう事も大切だと思います。子どもが食 41頁～42頁ー（2)-r主な施策J-r＋発達段階に応じた食育の取り組み』
の色々 な経験や体験をしていくことで、心皇室かに育っていくのだということが分かつ 44頁－r＋家庭・地域との連携Jに記載しております。
てきたからです。私は、子どもの幼児後期の食に係わるもの保育土として私自身も
食事の時間を大切にし、子どもが心から、おいしい、嬉しいと感じられる様な食事の
時間を作っていけるよう、環境作りや声かけを今後も工夫していきたいと思っていま
す。

具体的な施策の提案
［学童期］小学校・中学校になると、保護者の懇談・講演会等への参加率が急激に
低下します。よって、保護者への働きかけよりも、子ども達への教育に力を入れる
べきであると思います。・低学年では、食育ランチョンマット等を利用した食育を行 望ましい食習慣や基本的な~，舌習慣を確立するため、食育指導言十E富を立て、栄
うe・中学年からr栄養バランスガイド』を利用する。・高学年は、実践的な（ピユツフヱ 養教諭など専門職と教職員が連携し、教科指導や学級活動、総合的な学習の時間
等で何をすればいいのか・調理実習等）食育を行う。実践的な食脊は中学でも引き など学校教育全体を通じた食に関する指導や体験活動を取り入れた指導を実践し

6 子ども期 続き行うべき。・小学校高学年～中学校にかけては「弁当の日Jを穣極的に取り入 てまいります。
れて貰う。・給食試食会を各校もっと慮り上げ、給食を最大限利用するロ義務教育 また、給食を生きた教材として活用し、食の大切さを伝えてまいザます。
の期間は、子ども逮lこ「食は大切であるjことの概念を植え付けるのにもってつけの
期間だと思います。活動を通して、子ども達が自主的に動けるようになり、高学年の 42頁～43頁ー「小学生』「中学生J「高校生J「・給食の充実」に記載しており
子どもが低学年の子どもに教えていくという環境を作れれば、理想的だと思いま ます。
す。子ども達が変われば大人も変わるので、子ども達の食育活動を授業の一環とし
て元副長ってほしいです。

いただきましたご意見を参考に、今後ともわかりやすい教材を活用しながら、子ど

P6「学校・保育所等における食育の推進』について
もが食に興味を持つような体験を通じて、食べ物が身体にとって大切であることの
気づきを促します。

メ:$1ボ＇）ツクシンドロームという言葉が浸透してきた為、意識している人はたくさんい 保育所等における食育は、子どもの発育・発達にあわせ、各年代別に「｛果育計薗J
ます。子供のうちからその意識を持てるようになれば大人になってからも気をつける 及び「幼稚園教育課程」の一部として作成され実施されております。今後さらに子ど

7 
学校・保 事が、意識していない人よりも容易になると思います。「世導体制の充実』とありま もが食に関して興味や関心を持つように、食育の実践を推進してまいります。
育所 すが、指導というよりも楽しく学べる環境が理想ですね。アンパンマンjを例えにす

ると、主人公が悪はダメ、愛と正義が重要なのだと分かり易〈教えてくれる。そんな 30頁ー②「学校・保育所等における食育の推進」
物語りに共感し、大人になっても覚えていてくれるようなやり方があってもいいのか 41頁ー（2）ー『主な施策」ー「・発達段階に応じた食賓の取り組みJー「乳幼児
な、と思いました。 期J

に記載しております。
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－第2次福岡市食育推進計図パブ＇）ツク・コメント意目

Z 今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

とても立派な食育推進計画案を拝見いたしました。現在までの実態調査も興味深く
見ました。小学校の懇談会でも、先生方が「給食は毎日空っぽになるまで食べてく

いただきましたご意見を参考に、給食だより等を利用した食育情報の提供を推進
れる」とおっしゃっておられますし、・子早供起達きも・朝『給ご食飯が』の美調味査しくておかわりしているJと
申し校レてシのおピ報り・告アまコす。小学校でも『早壌 を年lこ2問実施してあり

するとともに、離乳食・給食レシピや薪ご飯メニューの紹介等の充実をはかりたいと

当 ただきますが、まだまだ市から学校経由で色々な調査報告や料 思まいたま、す市。政だよりや市ホームページ等で、今後も引き続き情報発信を行うととも
8 庭学の校連・家携

理 警イデはアい等、知らせていただけると綾子でもっと関心を持てると思います。

昨を配年布度しまてでくは、保健愛より「那珂よしウッキングJという簡単に子供が作れるレシど
に、地域と連携した食育の充実を図ってまいりますo

ださり参考になりました。幼稚園にも、幼児向けレシピや食品添加物の
44頁ーr＋家庭と地域のi車幾J実態等、保護者へ知らせていただけると助かります。文、市政便りで情報を発信し

ていただき、もっと公民館を利用していただけると近いので行きやすい左思います。 す。39頁ー「争地域における食育の支援のネットワーウづくりj に記載しておりま

27年度までの計函でしたが、なるべく実行していただき、より健康な生活が送れるこ
とを楽しみにしております。

P37 7イフスTージ！こ応じた食脊の取り組み子供期（乳幼児期）～基本的生活習
僚の確立～
・第1子の子育てをしている保護者の方からは、離乳食の進め方について相談を受

ける識｛果の諮をで子者、供のそに方のお々都しは度つ、給け圏食、と子の協ど先力も生しのなか負がら担のらに進アなめドっバててイいいスるるをが場茂、合独吉もな自あがのるら考。、指導している。多く 保護者に対するiし食ま率す相。談の充実や地域合同の食育イベント開催等地域での活知の え方や、かたよった
各教室や、各機関

動の促進を支援

保育所・ での指2在導、の際、個人差に応じて柔軟な進め方が出来るようよびかけて漬けたらと恩 また。導保計育画所のにーおける食奮は、子どもの発音・発達にあわせ、各年代別に保育計

9 家庭・1也
う。現 、図に来ている子どもたち（0才児）は朝食をきちんと食べている。喜んで食

函の指 部として作成され実施されております。

域の連携
べてくれる率が保護者の意欲となっているようだが、きちんと座って食ベる習慣がつ

今後も、家庭や地域等とi塾生警告図りながら食習を推進してまいります。

いておらず、遊ばせながらやウロウロしながらという芦も間かれている。図では、落 44頁ー「φ家庭・地域とのi車携j
ちついて、座つての食事が出来ているので、食事内容だけでなく、食事をする際の
環が境出や関わり方についても、呼びかけていく必姿がある。食物に対しての好き嫌い

41寅一（2）ー「主な施策」ー「φ発途段階に応じた食脊の取り組みJ

てきている為、嫌がるので食べさせないという保護者や、どうしたら食べてくれ
一「乳幼児期」記載しております。

るのか闘っているという保護者もいる。闘では声掛けを工夫する等し、子どもの個
人差に合わせて進める心掛けている。今後も家庭での様子を聞きながら連携をと
り、無理のないよう進めていきたい。
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第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意見

2 今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

P41 学校、保育所、幼稚園等における食育の推進について
35頁，36頁に計商の概要および各ライフス告イルにおける具体的施策の展開を

・文章だけでなく、図式化すると全体の流れがわかりやすくなると恩う。
図式化しております。

・子どもの食を巡っての問題には、個食も含まれると思う。また食材の元の姿をまEら 保育所等における食育！立、子どもの発育・発達にあわせ、各年代別に「保育計菌J
ないことも多いので、野菜の栽培等も計酪に入れていくと良いと思う。（園でトマト栽
培をして、苦手な子どもが食べることができるようになった）

及び「幼稚園教育課程Jの一部として作成され実施されております。今後さらに子ど

・平成18年度から今まで取り組んできたことの内容、成果、これからの課題を具体
もが食に関して興味や関心を持つように、圏の職負、家庭と連携しながら食育の実

庭保学の育校連所曹家携・
的に知らせてもらえると、今後の方向性が明確になると思う。

践を推進してまいります。

1日 ・子ども達だけに伝えていくのではなく、保護者（家庭）の意識付けが大切だと思う。

学校等での
また、学校におきましても、保護者に対して、学校での食育の取り組み状況などの

取り組みを知らせたり、イベントを行ったりすると良いと思う。
情報発信に努めてまいります。

・発達段階に応じて、食育についての紙芝居等を配布してもらえると、平ども達に伝 35頁、 36頁、
えやすいと思う。
・闘や学校によって、取り組みに差が出ないよう、私達保育士がしっかり食脊につい

41頁～42頁ー（2）ー『主な施策J

て知らなければいけないと思う。
-r＋発達段階に応じた食育の取り組みJに記載しておりま

す。

具体的な施策の提案
［地域との連携］公民館で行われているf土曜学級」を利用して、小学校高学年～中 自治協議会が開催する食に関した事業をはじめ、地域の高齢者や食生活改善推

11 
地域との 学生向けの「土曜食脊学級J等を行ってみるのはどうかと思います。（年聞を通し 進員等を講師とした郷土料理の講話や調理実習など食育推進に向けた取り組みを

連携 て、栄養の誌と調理実習を行っていく。）ご飯の炊き方から始まり、おにぎり、卵焼 支援していきます。

き、オムレツ等の卵料理、味噌汁など基本的な食事を作らせるとよいかと思いま
す。食進会の方有と一緒に行えば、更に勉強になるでしょう。 39頁～40頁ー「地域と一体となった食育の推進」に記載しております。

P45［現状と今後の方向性〕について
市内産農林水産物の需要を高めていく為には、市内産の物をもっとアピールしてい 市内産農林水産物の需要を高めるためにも地産地消の推進は重要であると考え

くと良いのではないかと思う。買い物に行った時、福岡産という表示を見ると親近感 ております。農水産物産売所のPRをはじめ農漁業体験や農林水産まつりなど各穫

12 地産地消
が沸いたり、住んでいる所＝安心して食ベる事が出来る等私は感じる。 イベントの実施を通して、地元農水産物の消費拡大に努めてまいります。

輸入されたものだと福岡産よりも安〈買えたり、物や食べ物があふれでいる時代な
ので、生産者の方々の大変さや作って下さった有り難みを消費者は考えていかな 45頁ー「（3）生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化」に記載しており

ければいけないと思う。 ます。

物や食べ物があって当たり前という考えを捨ててしまわなければならないと思う。
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＂－第 2次福凋市食宵推進言十麗パブリツク・コメント意F

2 今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

Pす・為ス4く、5ー、分一パか生つー産りひなづ者とどらとつへい消の行。費福物く者と岡をいと手県のろに産交い取物ろ流りだなやなけ県農がを産林ら扱の考漁っ物え業てがるのい震時る活間い大性てが裂化あ必直地り要売産、な所よ地いくな消見。どの又なが推、いあス進とるーに分とパつか分ーいらかななてりどいやで

も福岡県産物だけを扱っているコーナーを作ると泊’援者も分かりやすいと思う。普
i麗に並べて販売するだけでは他の県のものとあまり変化がない為、それぞれの野 地産地j闘を推進する有効な手段の一つに燦水産物直売所がありますが、近年で
＊の生産者など、顔写真を掲示したり、簡単な説明を載せたチラシやパンフレツトを はス－，tーマーケットなど翠販店内に産直コーナーを設霞する店舗も増えてきてい
音量音、消資者に対しどのようにして作られたか、どのようにして水あげされたのかな ます。
どを知らせると安心感を与えることが出来ると思う。又、ビデオなとどてでも野興菜味をを育持てつてと このような情報について、直売所マ広ッ報プ手を段作を成活・配布してす市る民ほのか皆、市様政！こだPRよしりてやい市Eのいる様子など映像として知らせるとより分かりゃすく子どもたちも ホームページへの掲示など検々な 用 きた
思う。 いと考えております。

13 地摩地消
方－地法産や地郷消土を料よ理り進などめもる紹為介にし福て岡い県く産と消物費を者販も売身し近ていにる感コじーるナことーがででいきろるいのろでな、調良理い

また親、子食み育そやづ食くと幾への3呈解促進を図ることを目的として、こ産内地容見の学充や実料を理図教り
と恩う、またレシピなどの掲示でも良いが、休日などの平日よりも消費者がゆとりを 室、 り体験なども実施しております。今後、さらl た
持って買い物主りを草する時間など実演などがあると分かりやすいと思う。 いと考えております。
• j闘費者によ 親しみゃすく、まずはどのような公も共ののが電あ波るなかどををま使Eりっ、足を運んでもら
うことが大切だと思う。イベントを企画したり、 て（情報を流し 45頁ー「（3）生産省と消宝章者との交流や幾林裳の活性化J、
ても一定の法号室者にしか伝わらないので絶対に足を運ぶス－，tーなどで知らせて 48頁ー「福岡ならではの郷土料理や食材の普及」！こ記載しております。

いがのく場多こをいと少のがしで良ず販いつ売と増思コやーう。ナし又てー、いを野く明こ菜るとやく地魚楽産なし地いど消イのメを販ー縫売ジ進コすしーるてナないーどくはこ消と緑重の量や者一茶とつ色のにな関などわっのりて精ゃくい色交流
るの

ではないかと思う

「弁当男子」なるものが流行ってお弁当を持参する若い男性が増えていますが、 ご意見につきましては，食育を捻進するためのマスメヂィアの活用等を検討してま

このように「弁当00」などとネットやツイッ合一、マスメディアの活用等で流行らせて
いります。

14 情報発信 しまえば、若い世代の改善が望まれるかもしれませんa
38頁ー「若者期（概ね）安高全校5生から20歳代まで）～健全な食習慣と・・・Jったない文章で申し訳ありません。皆様の更なるご健勝をお祈り申し上げます。
49頁～50頁ー「（5 安心な食生活J
57頁ー「福岡市食背推進のイメージJに記載しております。

食率バラ

期チけもェでにっッなおとクくい具で、て取体きもる的り、入よに献うれ、立によてづ「りい五く効たり器果とだ盛のいきJうあたをのる応いが施も用重の策し要たがを「おとあーな願り汁るまい三のすし菜でた。そす配いれが隠とは患、匿「、いJ食自でま率す分すバ。の。「ラこ食食ンこ卓率スでをバガ、目どライでンのド」見ス時だガて

ご意見につきましてはτ 「食率バランスガイドjだけではなく，他人に合わせて使い
15 ンスガイ イド』は索鴻らしいものですが、それを実践に移すのはなかなか難しいものがあるか

やすいその他のツールの活用も検討してまいります。
ド等 と思います。この自己謄＼.；！＇図1荷を利用すると、自然にバランスの良い献立が作れるので、

どの世代にも受け入 やすいと思います。5品揃えるのは難しいのであれば、4品
揃える食育ランチヨンマットを利用すれば、より広い年代でも理解しやすいかと怠い
ます。（2図）
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8 
第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意見

2今後の参考とする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

0分かり易い図や絵を用い、興味を引く。
く食事バランスガイド＞一日に何をどれだけ食べたら良いかを分かりゃすく示し
た、食事の目安になるもの。主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品、果物の5つのグルー
プの組み合わせでバランスが取れるように、それぞれの適量をコマで表したもの。

（バ料3こラし・理2ンっ法・スか1のガ弁もJお詰イ当かドめ箱図ずる法）を③〉重料①ね理自なの分い組に⑤みあ何合っよたわりサせもイは大ズ切、の主な弁食こ3当と．は箱主、を菜美選1味ぶ－副し②そ菜料う2理でのきが表れ動面いか比ななにこい④よ問

ご意見を参考にして今後も食育を推進してまいります。
食事パラ く

16 ンスガイ うl
ド等 じ料 、R：i可

39頁～40頁ー「地域と一体となった食育の推進」に記載しております。

とO議る：tお〕7子：~必皿ど~どつt剖J凶Rり〈【－二汁の砧｝lま物グ分叫〕ルしzかHーろりプの易るaグおい休mル皿よを戸aう冊じプAよ闘会5、【おぶ問中いこっすし』てHいる知あTお叩らじ山凪せが（る図ひ~る4ル5がつ〔ー主のるプz謹おe出y〕皿あ同時〔カ園そ一の1=ろsゲえMル（よ毎－う食·~出il. つ：.t閣の,, 

P30(3）具体的な施策の方向性

食育の重
今は食について豊富で何でも有りの世の中子どもに対して食育について余り考え

ご意見を参考にして今後も食育を推進してまいります。17 ず何でも殺と一緒という考えで与えている。健康についても理解を深めていく上で
要性

は、食生活改善の具体的施策を考慮して漬きたい。健康が一番という声を大にして
取り組んでほしい。

ご意見のように、全ての市民が安心と感じていただけることが望ましい姿と考えて

(2）食に対して「安心J「どとらかといえば安心」を感じる市民の割合が22年で46.
おります。しかしながら、食の「安心」については、価値観の違いや心理的要素な
ど、個人的主観がその判断基準を大きく左右します。そのため、その時の事件事故

18 成果指標 4% 目標値50怖というのは低すぎるように思います。本来なら100怖とすべきで の発生により、数値は大きく変勤します。今回は平成27年度までの目標ということ
す。 100%というのは達成が無理でしょうからせめて70%にはしてほしい。

で、少なくとも半数以上の方が「安心」と感じていただけるよう目標値を設定しまし
た。今後ともより多くの市民が「安心jと感じていただけるよう、食品の信頼性が向上
するような施策の推進に努めます。

目標値をもっと高く（数字上は低〈）すべきではないトか改と善のしごて意い見まですすがが、各、4年0歳代以

女28ページ成果指標について
上の女性を平均すると確かに直近値では4.9ポイン ごと

に見ますと高齢者の数値が悪いのが現状です。全体を改善日J兄、す早にる従急たいなめ改、に随善は時は特見難に直しこしいのをも19 成果指標 ( 1 ）体型肥満女性40歳以上の現状値が15.6%で目標値が15軸以下というの
高齢者の改善が必要となりますが、活動量の低下標等達に成よ状り況、は数字が高いのでは。第1次が20.5→15帖以下なら2次lま10%以下でも のです。このため引き続き15%以下と設定し、目 従
行ってまいります。

①地域のコミュニティー

・行政と校区・公民館等地域の連携を密してほしい。
食生活改善推進員等が行っているボランティア活動のPRIこ努めるなど、今後も食

育を推進してまいります。
20 食進会

・校区によっては食育に浬解を示してもらえず食進会活動に差が出ているため、あ
る程度一定の活動が出来る様にして欲しい。 39頁～40頁－r＋地域における食育の支援のためのネットワークづくりJに記

載しております。
・もう少し地域のPR連を合し会て等ほ！しい
・市の方（区）自治 こ食進会の運動推進を徹底して頂きたい
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主罫号

1 

2 

3 

第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント:t, 

3 既に計画に記殺している内空ーと信じなど，原案どお”とする意見
分類 ご意見・要望 回答

P29 (1)基本理念
理念に基づきT 食育の推進につとめてまいります。

幼児期
・圏においても目標を掲げ、幼児期において、食を営む力を養っていける様、職員
が臼々努力しています。食への興味や関心が持てる様な働きかけをこれからも大
切にし生涯にわたって食事を楽しむ基礎を養っていきたいと思う。

29頁－3-f(1）基本理念」に記毅しております。

第2次食育推進計箇原案を読ませていただきました。私l立、小学生2人、幼稚園児
1人の母でありますのでます、子。まどずも期、第（乳1幼児から中学生）の施策原案について意見
を述べさせていただき 次推進計冨の成果で問題点として取り上げ

られていたのが、研若究年院層図の芸朝分食I欠g；；助食教や授野の菜比不良足松で先した生がの、「以前のお悶きした、九州
大学大学院長是学 野 弁当の日Jのお話の中
にこの結果とリンウすることがありましたので、紹介します。先生は、何気ない女学

お考えのとおり、家庭での親から子への伝承がうまくできなくなっている部分もあ生の誘いから「弁当の臼JIこ参加されるようになり、授業の一環で学生の1日の食
事調査を取られているそうです。その学生の食事内容は、第1次捻進言十商の結果 ります。

にもあるよう、朝食欠食、野さん菜ざ不ん足な、もおの菓で子しをた食。事代わりにするなどのバランスを そこで、新学習指導要領では、「食育」は、「ま凶悪体」の土台として今まで以上に大
全く考えない食事・・・等、 そこで出て吉た学生の意見が「パラ切なものとされ、家庭科についても今までと悶じ時間数が確保され、より体験裂の

ンスの良い食事を取らないといけないのは分かっている。けれど、作ったこともない 学習になっています。

し、どうしていいか分からない。近くにコンビニや居酒屋があるから食べるものには また、栄養教諭等の専門職を配霞し、教職員と連機を図りながら、望ましい食習

0§らないので、このような食事をしています。Jというものだったそうですeこの話を 恨の確立や健康を保つE建設カを宵成しているところです。

開いて、何が問題か・・・というと、現代！まド食卓’のイメージができない、自分で作 保育所等における食育は、子どもの発育・発達にあわせ、各年代別に「保脊計

ることがで吉ない」という若者が多いことだというお話でした。では、なぜこのように 画」及び「幼稚図教育課程Jの一部として作成され実施されております。保育所等に

学校・保 なってしまっているのでしょうか？近くにコンビニ、飲食店があふれでいて、労せず おける食育の推進につきましては、家庭との連携を悶りながら、今後も－R警の推進

育所 食率を取ることができるからかもしれません。 に努めてまいります。

しかしそれ以上に問題なのは、核家族化、共働宮家庭の増加、子供にあまり手伝い
30頁ー②（2「）学「学校校・保・保育育所所等2における食5食育育のの推推進進J をさせていない等の理由で、家庭の中での母から子への伝承がうまくできない社会 41頁一 等における 」

になっていることでではないかと患います。また、家庭科の授業時間も削減され、包 42頁ー「イ）幼児後期j、「小学生」
Tを持つ機会も本当に減っているようで、これで「自分でバランスの良い食事を作り 43貫一「中学生」F高校生j「φ給食の充実』に記載しております。
なさいJと言われでも、大半の若者が困惑するのは致し方ないと患います。故に楽
なほうへ走るのでしょう。では、家庭での「食」の伝承をうまくやればいいじゃないか
というと、それはなかなできないと恩います。現代の若者の問題を解決するには、
教くと育もを｛可過をして、「何をどう食べれば、バランスの良い食事と呼べるのか。自炊できな

をどのように選択すればいいのか、自分で判断できるJ子どもを育てること
が主重要であると庭、います。「食JIま一生にかかわる問題です。食育を充実させ、子ど

もが考の変えうるわちとれに、ば第「食、2親」次のも食ス変育キわ推ルる進を固計そ身画のに原よつう案けなさに施せあ策るるをこ基推と本を進理目し念指てはいして、たとほだてしきもいた素とい晴思でらいすしま。いすことの。思子こLどとをも
、ま

す固

保育所・
PSでの成果指標を鏡の現状では評価できるので、今後も、保育所、地域の公民館で

今後も、成果指標の達成に向けて、保育所や家庭・地域と連携し、食育の推進に
地域の逮 「食育」の諮話等を けていくと良いと患います。

一層努めてまいります。
；露

39頁～40頁ー「地域と一体となった食育の推進」に記載しております。

1/3 
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第2次福岡市食育推進計甑パブリック・コメント意見

3 既に計画に記載している内容と同じなど，原案どおりとする意見

番号 分類 ご意見・要望 回答

P17「ミ若者の食生活JIこ関する追加調査
アンケートの集計・分析結果は、自分自身の体験から考えてもとても納得できるも 若者層の健康支援としての食育推進を推進してまいります。

4 若者期 のだった。子どもの頃からの食生活の習慣が、大人になってからも大きく影響すると
思うので、習慣付いていない若者にいかして、食育を推進していくのか、非常に難し 17頁ー（3）ー「①「若者の食生活Jに関する追加調査Jに記載しております。

い課題のように恩われた。

成果指標の達成状況について
若い世代に対する食育の取り組みを強化してまいります。

5 若者期 予想どおりの結果がうかがえます。やはり若い世代を対象としたイベントの企画を 30貫一（3）ー①ー「ア若い世代，i動く世代への支援Jに記載しております。
増やすべ吉だと感じました。

P6「家庭・地域における食育の推進jについて
地域における食育支援ネットワーヲづくりに関して賛成です。ネットワーヲを形成す 第Z次食育推進計画でも引き続き実施してまいりますロ

6 
家庭・地 ることによりお母さん同士の交流が生まれ‘食事に関する情報交換を行う機会がで

域 きるのではないかと思います。一人では考えるのが大変でも、仲間がいれば楽しく 39頁－r・地域における食育の支援のネットワーヴづくりJに記載しておりま

なる。また、ご近所付き合いが少なくなってきている現代においてご近所の方との す。

交流の場となるのは大事な事だι習います。

①地域のコミュニティー
市民運動として地域や関係団体等が連携・共働することにより食育を推進してま

地域との マスメディア・企業・学校等との情報提供実施をもって強くし、特定健診や地域の協
ります。

7 
連携 議会等と連絡し、バランスガイド、 1臼350巨の野菜の摂取・朝食の必要性等を伝え 29頁ー「③市民運動による食賓の推進」

る事 39頁－r・地域における食育の支援のためのネットワーウづくりj に記載して
おります。

保の護働者きかへ離乳食の相談で受ける母殺の食品や調理に対する理解度全く違う。専門家遠が個
保護者への働きかけを推進してまいります。

8 人を大切に寄ザ添い援助する必要がある。
It 

37項－r＋ライフステージに応じた食育の取り組み」に記載しております。
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第2次福両市食育推進計画パブリック・コメント意見

3 既に計図l手記殺し主いる内空主堕じなど_.__lili,I¥:どおりとする意見
番号 分類 ご意見・要望 回答

食生活まい改り善ま推す進。員などのボランティアを養成すると共に，地域での食育活動を支
援して

9 推進体制 30頁ー「地域における食脊推進の支援J
40頁ー「食生，舌改蕃を実践するための人材育成と地域活動の充実Jに記織し

ております。

ティア，舌勤をする食生活改善推進員がもっと活用されることを望みたい。

， 

見ょ『う受食、け」分にらか関れりすまやるすす懐のく報聖でイが、市ム氾でリ濫ーはしな食、情市生報民活発がに信疋関にしすい努る悩め正報ましをすい正情。確報にを得手るにこ入とれが困bこ難となが状で況もる きる

信情体・報推制発IJ 進
食に関する悩みや問題解決は個人的なことも多く、食の専門家逮が誤Tるっ事たが情大報切や

また、保健所や地域で実施している栄塁率格談教室などを、今後も推進してまいり10 で理あ解るの。修正をし、見守り、サポートすることでより良い食生活を継続す
ます。

37頁ー「（1)家庭・地域における食宵の推進J
49頁～50真一「（5）安全安心な食生活Jに記毅しております。

②各（島地郷原域土・料理を生かした交流会をお料願理い、します。
郷土料理等の伝承に努めてまいりたいと恩います。

11 郷土料理 の食材を生かした隠れた 保存食の作り方
交流会や知恵袋のご窓見につきましては，事務局を通してお伝えします。

具雑煮 博多雑煮・のっペりーだぷ・すき焼き一ひきとおし）
31!頁－r食文化の継承と国際交・食流率J －各地域の千恵袋を教えて欲しい。
48真一「＠郷土料理、行率食 作等の伝承と・・・Jに記載しております。

3/3 11 
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第2次福岡市食育推進計扇パブリック・コメントヂ『

4 本計画の内容についての質問・疑問

番号 分類 ご意見・要望 回答

P25地域展関を中心とした食育
公民館活動で、乳幼児から高齢者まで生，舌習慣作りがなされ、その中で”食”という

「地域活動の場での食材調逮先」を本計闘に盛り込むことにつきましては計画の
大切な生命線を楽しく学ぶ活動は本当に良いことですが、数年前、その公民館での
活動の中で食中毒が発生し、今から食を楽しみ集聞生活に入ろうかという子、その

趣旨と異なりますが、ご意見のように、料理教室等を安全に運営することは重要と

食材調遂 親に恐怖を与えました。原因は近くのスーパ一つでの食材調逮と閤いています。そ
理解しております。

先 のカ後〈）の。処理は、そして情報公開がきちんとされたのか（私の確認不足かもしれませ
このため、地域活動において錦理を伴う食脊率業を行う燃は、衛生管理に関する

ん 。福岡の恵まれた安心した重量かな食材もこれでは汚点になるだけです。地域
情報提供も行うよう努めてまいります。

活動の場での食材調達先も、ある程度の大枠で良いのでこの冊子に揮入してもら
えrt「絵に猫いた餅JIこならず良いのでは。形式のみの冊子でなく安心できる冊子
を作ってほしいと希望します。

1/1 13 
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第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意ー

5 計閣に関する感想司その他

番号 分類 ご意見・要望 回答

P4保訂こ3育生給園かで食し専のた門ら充良職実いとにしかつて、いて 文章での食育をどう実
銭i たら良 、認とまE里どやう食こ音とがに多携くわあるり中まです、J言食葉脊や」というとウッキング保育

やバイキング給食でい等くをとイしベント的に行うのではなく、日々 の食事のなかから多くの
事を経験し学ん 、う方が幼児にとっては自然です。このことを踏まえた上
で、現場で感じることは以下の内容です。
・圏内での栽培，舌勤は行っているものの、都市部では田畑を近くで見る機会が少な
いので、子どもの理解度も含めると、生産や流通を園児に知らせるには限りがあ
る。
・「食事を返したコミュニケーシヨン能力の獲得j→保育園での食事lま”楽しく美味しく
食べるYいうことが大学前ぶ提方でがあ童るはが、食事のマナーや食具の使い方、食べ方の
習得を給食を返して 方 重要となっていくため、コミュニケーション能力を育む

保育所における食育の推進につきましては、家庭や地域、図の減員等のi塁機がまでには~りにくい。

・給食は栄：庭養の面食で事理と想はのか食け事離でれあたる献一立方もであ、り味、給付食けや食材の組み合わせ、分経等
不可欠です。今後もさらに図の職員等と連携を図りながら、日々の給食や保談者等

も一般家 でなければ食べることのないメ を通じ、食育が推進できるように努めてまいります。

ニュー（例。昧嶋j十にベーコンが入る、肉団子の中にひじきを入れる、切り干し大根 保育所給食の献立につきましては、ご窓見を参考に今後も給食の充実を図ってま

保有所 をパ世ーで妙める等）！こは子ども遼も違和感があるようだ。昧の穏を広げるための いります。

斬新な組み合わせば、家庭に向けてレシピを紹介しても受け入れがたい。
、

30頁ー－ー「ウF②学「学校校校内に・外お保けで育るの所食研等育修にの体お推制け進のるj充食育の推進Jば－「靖か生り箇のと野の奈兼のね生合のいで、子ども達にどこまで触れさせて良いのか戸惑う。採れた
味を伝えたくても、消毒や加熱等で風味を損なう点があり、主義 修体 充実」！こ記載しております。

ます。

P30(3）異体的な総策の方向性
イこのボランティアが具体的にどういう，舌勤をするのかよく分からないが、保育図 ご意見を参考に、今後も食育を捻議してまいります。

2 保育所 懐でき嫌の料い食、fの育査も有はし無個っ、人か食的りべ食にるすと意てる欲もよ素、う体に晴つならきるしにい。以及と前思んう幼で。稚も給断園食然にで違勤のいめマ、てナ小いーさたをなが知頃食りかべ、ら様らの々れ食なる育味蚤のに、成好 30翼～3「c1寅）学一校②・－韻f保育所等における食脊推：脊進のの拍支援J
41頁ー ） 保育所・幼稚園における食 推進Jに記載しております。

果だと感じた。

1/4 15 
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第2次福岡市食脊推進計画パブリック・コメント意見

5 計画に関する感想・その他

番号 分類 ご意見・喪望 回答

P13小中学校給食の残i宰について
若い世代の問題点として、食への関心が低い、朝食の欠食、女性のやせなどが

子ども期

小学校のおかずの残j宰は目標に達成したのに中学校では目標値まで大きな差が
あIf＇：：＞れて、います由。中学生に対する給食時聞を利用した食指導や食に関する情報

3 あるということは、5～B年後、彼らが二十歳になる頃の食生活（好き嫌いなどの偏
提供のさbなる充畏をはかり、食への関心を深め、健全な食生活を営むことができ

りつ）が心配になります。
る判断力を培うよう食育の推進を図ります。

38頁ー「子ども期（学童期）～基本的食習慣の確立と・ •j
41頁～42頁ー「・発逮段階に応じた食膏の取り組み』に記載しております。

4 若者期

「20歳代30歳代男性の朝食摂取」「18～20歳代女性の低体重Jの改善が見られ 朝食の大切さなどを分かりやすく示したりーフレットを保健所や大学・専門学校等
ない！市はどのような形で、この世代に食脊を実施したのか非常に興味がありま
す。

で配布したり、市政だより等で発信するなど，意識の啓発に努めております筒区
では学生とコンビニ等が協働で商品開発を行い、また城南区では大学の学生食堂
で朝食キャンペーンなどを行いましたe

若者や単身者を支援する食育の項目での「食育に関心をもっ仕組を検討するJを
今後は、更に地域で開催される学生料理教室やイン告ーネットなども活用して情

大いに期待します。若者の意識を変える事は大変な作業だι思いますが、何を！ど
報発信を行っとともに低体重についての意識啓発の取り組みをについても強化して

若者期
の様な形で 1どう伝えるべきか『より多くの人に！重要な課題ですよね。私は地域

いまいります。

5 活動栄養士会に所属している管理栄養士ですが、微力ながら無償でも協力できた 30頁ー（3）ー①ーア「若い世代E働く世代への支援」
ら・・・と心から患っております。日本の将来の為に、心身共に健康な若者が増える 38貰ー『若者期（概ね高校生から20歳代まで）～・・・j に記載しております。
ことを願って。

6 朝食
pg・10毎日朝食を食ベる人の割合について
どの年代も少しずつ改善していることはとても良いことだと患います。

今後も「毎日朝食を食ベる人の割合」が増えるよう食育を推進してまいります。

「朝食を毎臼食べる』ことは食育推進で非常に重要と考えており，「朝食の大切さj

を市民の方に認識していただく「意識改革jだけではなく，「自分で作ろうレシピ集」

P30(3）具体的な施策の方向性
などを作成し，料理を実際に作る「行動変容jにつながる取組も実施しているところ

7 朝食
ァ時実に際、のところ、朝食を食べる時間がなく、彼〈事が多いので、将来子どもを持つ

です。また、どうしても家で朝食が摂れない方には環境を整備し、朝食メニューのあ

た 子どもの朝食や準備に追われて更に食べない状況に陥りそうでうある。意
るお店を推奨する「食育サポート店Jを活用していただけます。これらの取り組みを

識改革だけでは、なかなか皆の朝食喫食にはつながらない思う。
だ広き〈市ま民すの。方に知っていただけるよう，本計画のコラム欄などで紹介をさせていた

39頁ー「・地域における食育の支援のためのネットワークづくり」
一「地域で一体となった食育の推進Jに記載しております。

2/4 



第2次福岡市食育推進計画パブリック・コメント意｛

5 計聞に関する感想・その他

重宝[_fil,[I ξ孟夏二菱重 亘3ま

自 朝食

P17「若者の食生活」に関する追加調査
アンケートの結巣を拝見し、人事ではないという印象を受けました。私も実家で毒事ら
していた時は毎日必ず朝食を摂っていましたが、一人暮らしを始めてからは、度々
戟食を抜く日あるからです。朝食を食べないといけないということは分かっているの
ですが、アンケート結果からも分かるように、時間がないという理由で食べていない
人が多いのだと思います。朝食を食べていない人に対しての対策として、私が考え l - -

でたことl立、まず1つ目lこポス告一やCMで戟食の大切さを知らせる率です。文その中｜マスコミも含めて4土会約な選勤とす：5よとが必、宴と考えており、4寺lこ学校、1龍鳴
で、朝食を食ベない、出L、つたこと由
知らせると良いのではないかと思います。食ベた方がいいということはE量もが分 ｜ 
かっていることだと思いますが、食べなかったらどうなるがはよく考えたことがないとl 一 品 、
思います。専門家の意見等を取り入れ、若者へ向けて知らせていくとよいのではな｜ 38頁 F若者期付既ね高私生か＜，，20歳代まで）…－つに記載しております。
いかと思います。Zつ回は、ただ食べるだけではなく、どのようなものが報食として
効果的なのかを知らせることです。私自身、朝食を食べる日もただ空肢を満たすだ E

けになってしまいがちなので、どのようなものを食べると良いのかを知りたいです。
この意見を考えたことで私の日頃の朝食の摂り方について考える良いきっかけにな
りましたロこれからメニュー等にも気を付けながら毎朝、朝食を摂りたいと思います。

P29 (2）食脊推進の視点
①図独の取り組みになっている事も沢山あると恩う。縦、績のつながりを求めると、
幼稚箇や小学校等でどの様な食育の進め方をしているのか知ることも大切ではな
いかと感じた。

②闘では給食を作っている側とそれを食べている側の距離は近いが滋水産物を
作っている人やそれを運んでくる人等と関わる率がなく、身近に関わる率が出来る

①各区において「食育縫進ネットワークJを起ち上If、医師会や自治協議会、学校
などと連携して食脊推進を行っております。
今後も、市民をはじめ家庭、地域、保育所、幼稚図、学校、大学、専門学校、戦

場、関係団体、行政などが、それぞれの役割に応じて主体的に活動し、市民運動と
して逮携、共働した取り組みを推進してまいります。

29頁－3-f(2）食育縫進の視点」、 55頁ー『1計聞の推進体制Jに記載して
おりますa

9 I 地域との｜ともっとょいと思うが現状できていない
I 連幾 cg:生産者との交流や作芸員体験など様々な率擦を通じ農林漁業について理解を潔

Iめていただくよう努めてまいります。
③「朝ご飯を食べましょう」と呼びかけをしているが実際は、菓子類や欽み物だけと｜
いう子もいる。又保護者自身も朝の支度に忙しく朝食をとっていない人もいると恩 ｜ ー
ぅ。呼びかけだけではなかなか改善できない部分もある為、朝食を食べる事が何故｜まど頁 F間生産者と；閥者との交流や幾林漁業の活性化』に言鵡しており
大切なのか、どの様な物を朝食として食べるとよいのか伝えていくと、保後者の主主！

禁？きとIi長~！~ミ！｝思想；制懇話J第三三浮き認識た｜富~言iミ都議思議室長す綜探索誌は諮問
望書もあるのではないかと感じる。 l意見を参考にして今後も食宥を捻是正してまいります。（地域保健課）

。。百－t務者主Hl!ihl墨絵牛色b20設作業でいず・・・ 11こ言P意志LTおり定す
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第2次福間市食育推進計画パブリック・コメント意見

5 計画に関する感想・その他

番号 分類 ご意見・要望 回答

①地域のコミュニティー
ご指摘のような課題に対し、大学や専門学校等とネットワークを構築するととも

・若い女性の低体重（サブリメントに便りすぎてバランスが取れてない食事をして欲 に、イン聖ーネットによる情報発信等で食育の推進を図ってまいります。

地域との
しい）

日 ・朝食欠損症をしている人が多い
連携 ・間違ったダイエット法をしている若い女性が多い 26頁ー（3）「若者や単身者を支援する食育ム

・三食きちんと食べてのダイエット、野菜欠乏症 38貰ー『若者期（概ね高校生から20歳代まで）～・・・Jに記載しております。

・現場、地元の食材を生かした交流を望みます。
・個食が多い為にどうしてもバランスが取れてない

PBとP28現第状2で次も成学果校指給標食にへつのい市て内
目標値については、福岡市農林業総合計画の23年度目標値を参考に設定してお

10 成果指標 第1次の 産野菜の利用割合が伸びていないのに 27年 ります。今後も関係機関と連携し、目標達成に向けて取り組んでいきたいと考えて

度目標｛直を14%→15%に上げているのは無理があるのではないでしょうか。 います。

数値目標については人々の幸せな暮らしに結びっく実態として成果が上がることが
ご意見を参考にして今後も食育を推進してまいります。

11 . その他 大切であり，見掛けにこだわりすぎないことも大切。 28頁ー「（3）成泉指標Jに記載しております。

P40食生，舌改善を実践するための人材養成と地域活動の充実
21世紀に入ってすぐに養成講座を受講し微力ながらへルスメイトとして日々活動実
践している一人です。日本ではボランティアは欧米諸国に比べて少ないと言われて
います。会員滅が続く現在、足下を見つめて思いついたことがあったので書いてみ 地域活動の中心的役割を担うボランティアは今後ますます重姿な存在となると考

ました。（仲間同士でも意見が一致）西区では5月18臼より今年度の養成講座が始 えております。いただいたご意見を参考に、関係各課と調整を図りながら人材養成

12 食進会
まりました。毎年水曜日に講座日が設定されています。食に関心のある方が熱心 を推進してまいります。

に受講されていることは、私共ヘルスメイトとしては喜ばしいごとです。講座修了後
会員となっていただいた方の定着率がどうして低いのか？私共の研修実習等の日 40頁－f食生活改善を実践するための人材育成と地域活動の拡充j に記載し

（保健所でのスキルアップの日）は年間を通じて金曜日に設定されています。養成 ております。

講座の臼（水曜日）を金曜日に統一していただければ定着率が向上するのではと
筆をとりました。活動的な方は隈呂ごとに習い事等を入れてあるのが現状です。一
考をお願いいたします。

P30 (3）具体的な施策の方向性 今後も施策を推進してまいります。
食育産業 ゥ学生時代（7～B年前）AEON（イオン）でアルバイトをしていたが、当時から食離

13 
との連携 れていのる若のいで世町代、独身世代を9ーゲットにした商品、売り場配置等、サービス展開をし

、連携強化するのは効果的だと思う。
30頁ー（3）ー①ー「ウ食育産業との連携強化」に記載しております。

14 
全体の評 P3～計画の基本的な考え方 第1次計画を踏まえ，第Z次計画を推進してまいります。

1面 福岡市食育基本計画内容については賛同します。
20頁ー「計画見直しの方向性」に記載しておりますロ
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