
「佐久市食育推進計画（案）」 

 パブリックコメント 実施結果 

 

 １ 意見募集の概要 

（１） 意見募集期間 平成２４年１月６日（金）～平成２４年１月２７日（金） 

 

（２） 案の公表方法 

① 佐久市ホームページへの掲載 

② 市役所市民ホール、健康づくり推進課窓口、各支所市民福祉課窓口に閲覧用として設置 

③ 無線放送による周知 

 

（３）意見募集方法   ※指定の様式なし 

   ① 健康づくり推進課、各支所市民福祉課へ持参 

   ② 郵送 

   ③ 電子メール 

   ④ FAX 

 

２ 意見募集の結果 

（１）提出された意見  ３６件・１７人 

（２）意見の概要とそれに対する市の考え方  別紙のとおり 

        

   

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

食育推進計画(案)に係るパブリックコメントでいただいた意見とそれに対する市の考え方  

№ 
計画案の該当箇所 

意見・提言要旨 市の考え方 
頁 項目 

１ １ 

２ 計画の位置づけ 長野県食育推進計画の概要も明記

し、それを踏まえて佐久市食育推進

計画を策定するとした方がよいと思わ

れる。 

表現の中で「長野県食育推進計画」を

明記します。 

 

２ ２ 

１ 食を取り巻く環境と

意識について 

【現状】・二つ目 

子どもを取り巻く環境の記述で、食に

関わらせての記述の方が良いように

思います。例えば、「家族と共に食事

をする機会が減る傾向にあり、社会規

範や社会性を養う機会が不十分にな

る状況がある」 

ご意見を踏まえ、表現を一部修正しま

す。 

 

３ ２ 
家庭や社会での子ど

もをはぐくむ力の低下 

「はぐくむ」を「育む」へ 「長野県食育推進計画」の中の表現に

合わせて修正します。 

４ ５ 

[課題]の中の歯みが

きの習慣や口への関

心を高める 

「口」を「口腔機能」へ ご意見を踏まえ、修正します。 

５ ９ 

３ 食と健康について 塩分摂取過多による具体的な弊害を

示して欲しい。塩分摂取量が１０ｇを超

えると何%の割合でどんな病気になっ

ているかグラフ等に示し、だから減塩

を心がけるように・・。とした方が説得

力があると思います。ただ生活習慣

病予防だけでは、漠然としすぎている

と思われます。 

具体的なデータとして表示はありませ

ん。厚生労働省では 1日の塩分摂取量

１０ｇ以下にすることが望ましいとしてい

ます。一般的に指摘されている弊害に

ついては、取り組みを進める中でライフ

ステージごとに周知を深めていきたいと

考えております。 

６ １２ 

[現状]中では、 

「地場産品」 

[課題]中では、 

「地元産」 

同じ意味で使用している用語は統一

してはいかがでしょうか。 

ご意見を踏まえ、「地元産」に統一しま

す。 

７ １２ 

 [課題]中 佐久に伝

わる保存方法や多彩

なたんぱく源などの優

れた特長を活かした 

「たんぱく源などの」を「たんぱく源な

どを取り入れた」へ変更してはどうか。 

この場合の「たんぱく源などの」は、佐

久の淡水魚・昆虫・大豆等を意味してい

ますので、「郷土の多彩なたんぱく源な

どの」と修正します。   

８ 

１２ 

～ 

１３ 

・郷土食や行事食の

関心を高めるために 

 

・地域の郷土食につい

て 

佐久市の郷土食、行事食等について

知らない方も多いので具体的な料理、

食材等を挙げた方がわかりやすい。 

媒体を使って普及していくと、すべての

年代において活用できる。 

計画としては、郷土食についての紹介

はありませんが、施策を実施していく中

で、行事や季節に合わせて周知してい

きます。 

媒体などについては、取り組みを進め

る中で反映されるように検討してまいり

ます。 



９ １５ 

基本理念について 食育の基本的な単位を「家庭」として

云々という規定には疑問を感じる。子

供たちの未来を危惧する中で食育を

考えようという中には、家庭はもちろ

ん、学校も地域も様々な分野から取

組むべきが食育であると思う。まず

「家庭」という事になるとそこに課題を

抱えた場合に救いがなくなってしまう。

現状認識を共有できるなら、重点を偏

らせるべきではないと考える。 

 

国でも第２次食育推進基本計画の中で

「家庭における共食を通じた子どもへの

食育の推進」を重点課題の一つとして

掲げていることからも、日常生活の基

盤である家庭を中心としていきたいと考

えております。 

学校や地域での食育の取り組みは連

携を取りながら推進していく計画となっ

ております。 

１０  １７ 

「ぴんころ食」について  

３件 

「ぴんころ食」についての説明文を記

載した方が良いと思います。 

ご意見を踏まえ、「ぴんころ食」につい

ての注釈を追加します。 

 

１１  １７ 

「食農教育、農業農村

に対する興味や理解

を深める」 

「食農教育を推進し、農業や農村に対

する興味や理解を深める」へ 

 

ご意見を踏まえ、修正します。 

「食農教育」についての注釈も追加しま

す。 

１２  １７ 

「農産物の安全性を確

保し、安心して購入で

きるように情報の提

供、食品表示を徹底し

安全安心な農産物の

普及を進める」 

「農産物の安全性を確保し、安心して

購入できるための情報の提供、適正

な食品表示の徹底に努め安全安心な

農産物の普及を進める」へ 

ご意見を踏まえ、修正します。 

１３ 
 １８ 

 ～ 

施策の展開の各ライ

フステージごとの「課

題」について 

「課題」の内容が「目標」に含まれるも

のがある。「課題」で挙げられている

項目の内容の表現を検討してはどう

か。 

ご意見を踏まえ、比較検討し内容の表

現について検討して修正します。 

１４  ２１ 

≪乳幼児期≫ 

「歯磨きの習慣をつけ

る」 

う歯については各場面で出てくるが噛

むことについての観点があまりないの

で「よく噛む習慣を身につけ、口腔機

能を発達させる」を追加していただき

たい。 

ご意見を踏まえ、「よく噛む習慣を身に

つける」と追加します。 

１５ ２２ 

施策の展開 

≪学童期・思春期≫ 

１生涯にわたる食育 

現状 

課題に「朝うんちをする」を入れるとす

ると現状「朝食の欠食者が見られる」 

を「朝食を摂らないため、身体の調子

が整いにくい」としたらいかかでしょう。 

 

ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

１６  ２３ 

≪学童期・思春期≫

「歯磨きの習慣をつけ

る」 

「よく噛む習慣を身につける」を追加し

ていただきたい。市の取り組みの方策

に「一口３０回噛む習慣を啓発する」を

追加していただきたい。 

 

ご意見を踏まえ、追加します。 



１７ ２３ 

フッ素洗口について 

          ２件 

小中学校で「フッ素洗口法によるう歯

予防事業」を実施していますが、小学

校から始めると一番噛む力の強い６

歳臼歯のむし歯予防には間に合いま

せん。せめて年長児から実施してい

ただきたいと考えます。 

今後の取り組みを進める中で関係機関

との協議の中で検討してまいります。 

１８ ２４ 

≪青年期・壮年期≫ 

 

 

 

課題に「よく噛む習慣を身につける」を

目標へ「一口３０回噛むことを習慣化

する」と追加していただきたい。 

ご意見を踏まえ、追加します。 

１９ ２９ 

「地場産品をいつも購

入している人の割合」 

目標値が７０％以上とかなり高いと思

われます。購入するとなると価格にも

左右されるので「地場産品をいつも購

入するか意識している人の割合」とし

たらどうでしょうか。 

価格が高くとも安全安心な地場産品の

購入が大切であると考えます。意識調

査になってしまうと大半の人は、「意識

している」の回答になってしまい調査の

意味がないと考えますので現状のまま

とします。 

２０ ２９ 

「佐久の郷土料理を知

っている人の割合」 

対象者が小・中学生になっているが、

大人でも知らない人が多いと思いま

す。対象者に成人を加えてもよいので

ないでしょうか。 

成人については、数値結果がありませ

ん。P１３のアンケート結果に基づいて

います。 

２１ 

全体に対して(学校) 佐久市は、「おいしいお米」「おいしい

野菜」を作るのに適した土地柄である

ことから、野菜などの栽培体験を通じ

て食を選択する判断力の養成、食に

対する感謝の心の醸成、地域固有の

食文化の継承等の、食の消費面だけ

でなく生産面も含めた食育を推進する

ことを目的にして学校教育の中で食

育活動してはいかがでしょう。 

 

現在、各学校ごとに活動を取り入れて

おります。 

学校での取り組みの中で検討してまい

ります。 

 

 

  

２２ 

全体に対して(学校) 各地の児童館での食育学習・実習を

実施して欲しい。 

現在、それぞれの児童館独自で季節を

取り入れたクッキング、家庭菜園作り等

を実施しています。 

２３ 

全体に対して(学校) 県委嘱ＰＴＡの食育研究指定校として

発表した資料等ありますので参考にし

ていただければ幸いです 

今後の取り組みの中で参考にさせてい

ただきます。 

２４ 

全体に対して 思春期の女性や一人暮らしの学生や

社会人の食生活の乱れがひどいで

す。すべての年代が大切ですが、特

に思春期と青年期の改善を考える事

が必要だと思います。 

 

計画では、ライフステージ別施策の展

開の中で、朝食をしっかり食べると目標

を定めておりますので、今後の取り組

みを進める中でご意見が反映されるよ

う努めてまいります。 



２５ 

全体に対して 乳幼児期、学童期、思春期について

は特に重要な時期だと思います。市と

しての取り組み事項として重要なこと

を考えて貰っているのでそれを実行し

ないとまずいことになるという事を取り

上げて、注意を喚起していただければ

と思います。また、他の地域での成功

例も取り上げてもらえればありがたい

です。 

 

今後の取り組みを進める中で考慮して

いきます。 

２６ 

全体に対して 生活する上で、課題に対する目標を

掲げてありますが、何かしらの目安と

なる目標値があると、より実践しやす

いのではないかと思います。 

 

具体的な数値目標としては、P２９に掲

載しています。 

２７ 

全体に対して 食そのものがテーマではありますが、

食生活と運動によるカロリーバランス

や食と脳の働きは大きな関連がある

ので、関連した内容が盛り込まれると

「食」とリンクして目標・心がけにもつ

ながるのではないか。 

 

 

食生活と運動によるカロリーバランスの

関連についてはすでに取り組んでおり

ます。食と脳については朝食を食べる

ことが重要な位置であると考えますの

で、ご意見が反映されるよう施策を進

めてまいります。 

２８ 

全体に対して 子どもたちに体験をどんどんさせてい

くことが大事だと思います。朝食をとら

せるために、あるいはバランスの良い

朝食に関心を向けるために、手早くで

きる朝食メニューの募集などはいかが

でしょうか。 

 

今後の取り組みを進める中で、ご意見

が反映されるよう努めてまいります。 

２９ 

全体に対して 「食育」を家庭だけでなく、学校給食で

も、地域でも取り組めるような「食育推

進計画」を策定してください。 

是非とも農家の意見や保護者の意見、

地域の意見、学校給食の現場の意見

を取り入れながら進められる仕組みを

作ってください。 

 

 

 

 

 

学校給食や地域でも取り組める計画と

なっております。 

関係団体からの意見を踏まえ、組織を

以て計画の推進を進めてまいります。 



３０ 

全体に対して 主食（特にお米）の内容を充実させる

ことを食育推進計画案に取り入れら

れたらと提言します。玄米に白米、雑

穀等を混ぜてもおいしいです。家族全

員が同じものを食べることが大切です

ので、混ぜる白米、雑穀の割合を加

減するとよいです。食事は噛むことが

大切です食事は噛むことが大切で

す。ひとくち入れたら３０回ぐらい噛む

習慣を身につけたらよいと思います。 

 

計画の中では、特別に主食（特に米）に

対しては盛り込まれていません。 

単独ではなく、主食・主菜・副菜をそろ

えたバランスの良い食事としています。

今後、施策の中で検討してまいります。 

噛む習慣については、ライフステージご

とに目標として追加します。 

３１ 

全体に対して 今の食生活はあまりに整いすぎてい

て“ごちそう”とは何かと思うことと一

部の栄養を摂りすぎていると思う。食

のバランスと重複すると思いますが何

か対策はないでしょうか。 

 

今後の取り組みを進める中で「食事バ

ランスガイド」の普及等にあわせて周知

していきたいと考えています。 

３２ 

全体に対して 県民健康・栄養調査の１９年度のデー

ターを使用しているが、２月に平成２２

年度データが公表される予定である。

計画の完成までに間に合えば、平成

２２年度データを使用してはいかが

か。 

 

使用できるデータは、最新のものに差し

替えする予定です。 

３３ 

全体に対して たいていの自治体は、末尾に参考資

料、検討経過、検討委員などが載って

います。せっかくの基本計画を本当に

いいものに作るために多くの人や庁

内関係の思いを集約して作るという姿

勢が何よりも大切ではないのでしょう

か。 

 

末尾に関係団体等の記載をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


