
第３次福岡市食育推進計画の挿入記事等について（案） 

１．コラム記事（資料５-１） 

（１）趣 旨

市民が食育を実践していく上で役立つ情報や，市民に知ってもらいたいことなどを示

す（ライフステージに応じた目指す姿に掲載していることの詳細など）。

（２）テーマ

No. テーマ

① 食育の日・食育月間

② 健康日本２１福岡市計画

③ 減塩のポイント

④ 「共食」と「こしょく」 

⑤ 福岡の郷土料理

⑥ 食事のマナー

⑦ 和食；日本人の伝統的な食文化

⑧ 食品表示でしっかり確認を！

⑨ 朝食で元気な一日を始めましょう

⑩ 上手な「外食」「中食」の選び方

⑪ 野菜の上手なとり方

⑫ 高齢期の食事のポイント

⑬ 脂質の「量」と「質」

⑭ 食育は，毎日の生活や遊びの中で!!～保育所における食育～ 

⑮ 学校における食育

⑯ 「ふくおかさん家のうまかもん」でＰＲ

２．事例紹介（資料５-２） 

①福岡市民の健康を歯と口から守る集い（他職種，ボランティアが連携した取組例） 
②三苫校区食生活改善推進員協議会の三世代交流事業

③中村学園女子中学校高等学校の「スーパー食育スクール」

３．用語集（資料５-３） 

資料５ 
平成 28 年度福岡市食育推進会議





毎月 19 日は「食育の日」，毎年 6 月は「食育月間」です。 

「食育の日」「食育月間」は，食育推進運動を継続的に，また重点的かつ効果的に実施す

るために，「食育推進基本計画」により定められました。

福岡市では，食育月間にあわせ，区役所等でパネル展示を行ったり，市政だよりや学校

給食の献立表を通じた普及啓発を行っています。

食育の日には，日頃の食生活を見直したり，家族や仲間と食卓を囲んだり，郷土料理に

挑戦したりと，「食育の実践」に取り組んでみませんか？

健康日本２１福岡市計画

福岡市では，平成 13 年度に健康づくり全般に関する計画として，「健康日本２１福岡

市計画」を策定し，企業，大学，NPO，市民団体，医療機関等とともに，家庭，学校，

地域，職場など，福岡市のあらゆる場で健康づくりを進めています。

平成 25 年度からは，それまでの成果や課題，平成 24年 7月に厚生労働省から出され

た「健康日本２１（第 2次）」の方向性を踏まえ，「健康寿命の延伸」「生活習慣病の

発症予防・重症化予防」「ライフステージに応じた健康づくり」などを基本方針に掲げ

た第 2期の「健康日本２１福岡市計画」を策定し，市民の自主的な健康づくりを支援す

る取組みを進めています（計画期間：平成 25年度から 32年度）。 

①

②
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減塩のポイント 

食塩は，私たちが生きていく上で不可欠なものであると同時に，料理においても大切

な役割を持っています。しかし，食塩の取り過ぎは血圧を上昇させ，その状態が続くと

血管が弾力を失い硬くなる「動脈硬化」が始まります。「動脈硬化」は心臓病や脳卒中

などのリスクをあげます。また，食塩の取り過ぎは，胃がんのリスクも高めます。 
このように「食塩の取り過ぎ」は様々な疾患につながるため，「食塩を取り過ぎない」

ようにすることは，健康寿命の延伸につながる重要な取組みです。 
 毎日の食生活で減塩するコツをつかみましょう。 
 
①食塩含有量が多い食品や料理を知る 
 漬物，梅干し，ちくわやてんぷらかまぼこなどの練り製品，ハムやソーセージなど肉

加工品，魚の干物，塩サバや塩サケ などは食塩含有量が多い食品です 
②ラーメンやうどんなどめん類の汁は残す 
 ラーメンの汁を全部残すと，全部飲んだ時と比べて食塩量を約 1/3 に減らせます 
③汁物は具だくさんにする 
 野菜などの具をたくさん入れると，汁の量が少なくなるだけでなく，余分なナトリウ

ムを排泄し，血圧を下げる作用があるカリウムもとる事に繋がります。 
④調味料は味をみてからつける。つける時は小皿を使い，片面だけにつける。 
 惣菜などは味が濃い場合が多いです。また，調味料は「かける」より「つける」方が

使用量が少なくなります。 
⑤出汁（だし）を上手に利用する 
 昆布や鰹節，いりこなどで出汁をとってみましょう。市販の出汁には最初から食塩が

添加されているものもあるので，表示をよく見て利用し

ましょう。 
⑥新鮮な食材を使う 
 新鮮な食材は，調味料を使わなくても，素材そのもの

の味で美味しくいただけます。 
⑦酸味・香り・うまみ・コクを取り入れる 
 トマトや季節のかんきつ類，酢などの酸味，カレー粉

やコショウなどの香辛料，青じそやセロリ，海苔など香

りのある食材，きのこや貝類などうまみを含む食材などを上手に使いましょう。また，

油を使った料理やゴマ・ピーナッツなどはコクが出て，食塩量が控えめでもおいしく食

べることができます。 
⑧食べる量を減らす 
 全体の食べる量が多いと，食塩の摂取量も多くなります。  

③
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「共食」と「こしょく」 

 
 「こしょく」という言葉を耳にした時，みなさんはどのような「字」の「こしょく」

を想像しますか？ 
 近年，核家族化やライフスタイルの多様化などによって，家族みんなが集まって食事

をする機会が減っており，一人で食事をとる「孤食」も増えています。また，家族が同

じ食卓についていても，それぞれが違うものを食べる「個食」も見られます。その他，

同じものしか食べない「固食」，食欲があまりなく食べる量が少ない「小食」など，様々

な「こしょく」が言われています。 
家族や仲間と食卓を囲んで一緒に食事をとることは，コミュニケーションを深め，食

の楽しさを実感するだけでなく，色々な種類の食べものを食べることや，食欲が出てい

つもよりしっかり食べることにつながり，心と体を元気にしてくれます。また，食事の

マナーや挨拶など，食の基本を身につける機会にもなります。 
小さなお子さんや学校に通うお子さんがいらっしゃるご家庭は，家族がそろいやすい

時間帯（朝食や週末）は食卓を囲み，「おいしかった？」「今度どんな料理を作ろうか」

など，食事について一緒に考える機会にしてみてはいかがでしょうか。また，一人暮ら

しの方も，お友達を誘って一緒に食事をしたり，地域の食事会やイベントに参加するな

ど，「だれかと一緒に食べる」機会を増やしてみませんか。 
 
 

④
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福岡の郷土料理 

 
がめ煮 
 鶏肉に里芋やゴボウ，レンコン，ニンジ

ンなどを醤油で煮込んだ代表的な家庭料理

ですが，もともとは正月やお祭り，結婚式

などのお祝いの席に出される料理でした。 
 「がめ煮（に）」という名前の由来にはい

くつか説があります。鶏肉や野菜などいろ

いろな材料を使うので，博多弁の「がめる」

＝「寄せ集める」から名前がついたという

説。また，豊臣秀吉が朝鮮に出兵するときに博多に立ち寄り，スッポンをつかまえて野

菜と煮たことから，スッポンの博多弁「がめ」からきたという説があります。 
 

博多雑煮 

 お正月に欠かせない雑煮は各地域によっ

て，餅の形や具材，味付けなどが異なり，そ

れぞれの地域の特徴を表す郷土料理の一つ

です。 

 「博多雑煮」の特徴は，焼きあご（とびう

お）でとった出汁に，ブリと茹でた丸餅を入

れます。そのほかに，かつお菜，かまぼこ，

里芋，大根，椎茸，ニンジンなどたくさんの

具を入れ，塩や醤油で仕上げます。特にかつお菜は福岡に古くから伝わる野菜で，ブリ

とともに博多雑煮には欠かせない具材です。 

 

おきゅうと 

 海藻の「エゴノリ（おきゅうと草）」をさらして水煮し，

薄く流し固めた江戸時代から親しまれてきた伝統の味で

す。短冊状に切り，ポン酢やゴマ，ネギなどをかけて食

べるのが一般的ですが，トマトやナス，キュウリなどと

一緒に，マリネ液（レモン汁，オリーブオイル，醤油）

で和えていただくのもおすすめです。 

 

⑤
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食事のマナー 

 食器や箸の持ち方，並べ方，食事中の姿勢など，基本的なマナーを習得し，楽しい雰

囲気でみんなと一緒に会食できるようになることは，相手を思いやることに繋がり，豊

かな人間関係を作る能力を身につけることにもなります。 
 
正しい箸の持ち方 
上の箸は人差し指と中指で持って，親指を添え

ます。下の箸は親指のつけ根にはさんで，薬指

で支えます。下の箸は動かさず，上の箸を動か

してつかみます。 
 
 
 
 
 
 

和食；日本人の伝統的な食文化 

 
平成 25 年 12 月に，「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコの無形文化遺産に

登録されました。 
登録された「和食」とは，「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関

する「習わし」であり，①多様で新鮮な食材と素材の味わいの活用，②栄養バランスが

よい健康的な食生活，③季節に合った調度品や盛り付けで，季節の移ろいや自然の美し

さを表現，④年中行事と密接な関わり，といった特徴があります。 
この登録をきっかけに，一人ひとりが，和食文化について考え，そのよさを再認識す

る機会とするとともに，食育の取組みを通じて，和食文化を未来に向けて守り伝えてい

くことが重要です。 
 

⑥

⑦
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食品表示でしっかり確認を！ 

食品の包装やパッケージにのっている賞味期限や消費期限，原材料名，添加物，熱量

（エネルギー），栄養成分などは，「食品表示法」（平成 27 年 4 月 1 日施行）に基づき

表示されています。

表示にはどのような意味があるのかを知り，「食品表示」を上手に利用しましょう。

期限表示

種 類 内 容 対象食品

消費期限 定められた方法により保存した場合にお

いて，品質の劣化にともない安全性を欠く

おそれがないと認められる期限。 

一般に品質が急激に劣化

しやすい食品（弁当，調理

パン，そうざい，生菓子な

ど）

賞味期限 定められた方法により保存した場合にお

いて，期待される全ての品質の保持が十分

に可能と認められる期限。ただしこの期限

を超えた場合であっても，これらの品質が

保持されていることがあるものとされて

いる。 

一般に品質の劣化が比較

的遅い食品（缶詰，即席め

ん類，冷凍食品，清涼飲料

水など）

アレルギー表示

特定のアレルギー体質を持つ消費者の健康危害の発生を防止するため，過去の健康危

害等の程度，頻度から，特にアレルギーを起こしやすい食品や重篤な症状を引き起こし

やすい食品について，表示をすることが義務付けられています。

 

栄養成分表示

 どんな栄養成分がどのくらい含まれているのかを示しています。表示

が義務付けられているのは，「熱量（エネルギー）」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」

「食塩相当量」です。（対象は原則として，全ての加工食品と添加物です。）

必ず表示される 7 品目 
卵，乳，小麦，落花生，えび，そば，かに

表示が勧められている 20 品目 
いくら，キウイフルーツ，くるみ，大豆，バナナ，やまいも，カシューナッツ，も

も，ごま，さば，さけ，いか，鶏肉，りんご，まつたけ，あわび，オレンジ，牛肉，

ゼラチン，豚肉

⑧
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朝食で元気な一日を始めましょう

一日を元気に活動的に過ごすには，朝食をとることが不可欠です。

忙しい時など「たまに朝食を食べない」ことはあるかもしれませんが，福岡市におい

ても「ほとんど朝食を食べない」人が若い人を中心に増えています。

朝食を食べない理由の多くが「時間が無い」「寝ていたい」であるように，「朝食を食

べる」習慣をつけるには，一日の生活リズム全体を見直す必要があります。

朝食を食べるメリットは？

 夜，眠っているときは体も脳も休んでいますが，エネルギーは使われています。特に

脳のエネルギー源であるブドウ糖は長時間貯えられないため，目覚めたばかりの時はエ

ネルギー不足の状態です。

朝食を食べると，胃が働き出して体温が上がり，午前中から体も脳も活動状態になり

ます。また，排便なども促され，体調が整えられます。

こんなことはありませんか？ 朝食をとるための生活のポイント

□ 朝はぎりぎりまで寝ている 夜更かしは寝不足になり，深酒は目覚めを

悪くします。深酒は避け，生活パターンを

夜型から朝型に切り替えましょう。

□ よく夜更かしをする

□ 夜遅くまでお酒を飲むことがよくある

□ 食事時間が不規則 夕食は，翌朝起きた時に「お腹がすいた」

と感じられるぐらいに，時間と量を調整し

ましょう。朝，水分をとると，胃腸が刺激

されて食欲が出ます。

□ 夕食はお腹いっぱい食べる

□ 夜食をよくとる

□ 朝は食欲がない

朝食ビギナーにおススメの朝食は？

 食事は「主食，主菜，副菜を揃えてバランスよく…」と言いますが，朝から揃えるの

はかなりハードルが高いものです。まずは自分が口にしやすいものから始めてみましょ

う。朝食をとる場所も，「自宅」に固執せず，通勤・通学中に購入して会社や学校で食

べたり，勤務先や学校近くの飲食店を利用したりと，自分のライフスタイルにあった朝

食のとり方を見つけてみましょう。

  まずは，果物や乳製品など食べやすいものから 徐々に主食・主菜・副菜を追加しましょう 

⑨
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上手な「外食」「中食
なかしょく

」の選び方 
 
「外食」「中食」は，調理などの家事を軽減するだけでなく，普段自分の家庭では作ら

ないような料理も食べることができるなどのメリットがあります。特に「中食」は様々

な種類のものが販売され，利用する方が増えているようです。 
 
「外食」「中食」を利用する際には，そのメリット・デメリットを考えながら，上手に

選びましょう。 
 

「外食」「中食」選びのポイント 
●「主食」「主菜」「副菜」が揃うように選ぶ 
 特に「副菜」（野菜を使った料理）を積極的に選びましょう。 
●同じものばかり選ばない 
 同じ食材，同じ調理方法，同じ味付け…など，同じものが重ならないように選びまし

ょう。普段食べない料理を選ぶことで，たくさんの種類の食品を食べることにもつなが

ります。 
●調味料は味を確認してから使う 
 「外食」「中食」は味が濃い目のものが多いです。調味料などは，まずは味を確認し

てから使いましょう。 
●必要な量だけ購入する 
 中食は必要な量だけ購入しましょう。外食の場合も，注文の際に量が調整できるか確

認してみましょう。 
●表示を確認する 
 エネルギー量や栄養成分値が記載されている 
場合は，確認してから選びましょう。 
 

栄養成分表示の例 

栄養成分表示（１食あたり）

熱量 ●● kcal

たんぱく質 ●● g
脂質 ●● g
炭水化物 ●● g
食塩相当量 ●● g

⑩
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野菜の上手なとり方

１人暮らしの人や，外食が多い人，一日の食事の回数が少ない人は，野菜が不足しが

ちです。

野菜には，カリウムや鉄分などのミネラルや，ビタミン，食物繊維など，私たちの健

康を維持するために必要な栄養素が含まれています。また，野菜はよく噛むことに繋が

り，食べ過ぎ防止にも役立ちます。

健康のために一日に食べたい野菜の目安量は３５０ｇ以上，料理にすると５皿です。 
野菜を上手にとるコツをつかんで，毎食野菜を食べるようにしましょう。

■冷凍保存

時間があるときに野菜を下処理して冷凍したり，手間のかかる煮物などをまとめて作

って，冷凍しておき利用しましょう。また，市販の冷凍野菜なども活用しましょう。

野菜の種類 切り方 冷凍の仕方

ニンジン，玉ねぎ，

ピーマン

生のまま，薄切り，みじん切り，せ

ん切りなど

１回分ずつラップに包

み，全体をホイルで包ん

だ後，冷凍用保存袋に入

れ冷凍する。

きのこ類 生のまま，石づきをとって，ほぐす，

薄切り，一口大に切る

ほうれん草や小松菜

などの青菜類

軽く茹で，しっかり絞った後，一口

大に切る

＊冷凍用保存袋に，食材名，日付を記入し，２週間程度で使い切りましょう

■電子レンジの活用

かぼちゃやニンジン，ブロッコリーなど，一口大に切って耐熱容器などに入れ，ラッ

プをかけてレンジで加熱すると，簡単にやわらかくなります。

 「丼もの」「麺類」など一品料理は野菜が不足しがちです。野菜料理を追加したり，

主食・主菜・副菜が揃った定食メニューを選びましょう。

野菜の処理が面倒，時間が無い，野菜を余らせる 

→冷凍保存や電子レンジを活用する

自分で作ることはできない，外食が多い 

→野菜料理が食べられるお店や，

野菜のお惣菜などが売っているお店を見つけておく 

⑪
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高齢期の食事のポイント 

 これからの超高齢化社会においては，健康寿命の延伸や介護予防の視点から，「過栄

養」だけではなく，後期高齢者が陥りやすい「低栄養」の問題の重要性が高まっていま

す。 
 高齢になると，「買い物に行けないため必要な食料が揃えられない」「一人暮らしで食

事の準備が面倒である」「義歯など口腔内に問題がある」「咀嚼（そしゃく）能力や消化

吸収力が低下するため十分な栄養素がとれない」など，「低栄養」になりやすい要因が

増えてきます。 
 「低栄養」は，筋肉量の減少や身体機能の低下につながり，それに伴い活動量全体が

減ることで，さらに食欲や食事摂取量が低下し，ますます「低栄養」状態が進むという

悪循環をまねきます。 
 「低栄養」を予防し，いつまでも生き生きと生活するために，食生活においては次の

事に気をつけましょう。 
①一日３食きちんと食べる 
②主食・主菜・副菜を揃える 
③動物性のたんぱく質（肉，魚，卵）を十分にとる 
④食欲がない時は，おかずから食べる，少しずつ食べる，間食で補うなどの工夫を 
⑤家族や友人と会食する機会をつくる 
⑥定期的に歯（義歯）や口腔内の点検をする 
 
 
 
 
 

脂質の「量」と「質」 

 「脂質」は，体内でエネルギー源として利用されるだけでなく，細胞膜の構成成分で

あり，脂溶性ビタミン（A，D，E，K）などの吸収を助ける働きがあるなど，私たちが

生きていく上で欠かせない栄養素です。しかしながら，炭水化物やたんぱく質よりも，

１g 当たり 2 倍以上のエネルギー価を持つことや，構造によって体内での働きが異なる

ことから，適正な体重を維持したり，生活習慣病を予防するには，脂質の取り方の工夫

が必要です。 
まずは食事全体に占める脂質の摂取量を適量にしたうえで，乳製品や肉類に偏らず，

魚を食べたり，調理には植物性油脂を使用するなど，「量」と「質」に留意しながら用

いましょう。（詳しくは，「日本人の食事摂取基準」をご参照ください。） 

⑫
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食育は，毎日の生活や遊びの中で！！～保育所における食育～ 

 「保育所で食育をしています」，「乳幼児期の食育をしています」と言ったときに皆さ

んは，「クッキングをする」，「野菜を栽培する」，「毎回の給食に出てくる食品を赤・黄・

緑のグループに分類する」などを思い浮かべられるのではないでしょうか。これらは，

食育の目標を達成するための手段の一つです。 
 それでは，乳幼児期の食育の目標ってなんでしょう。難しい言葉で言うと「『食を営

む力』の育成に向け，その基礎を培うこと」です。これから成長する中でいろいろな知

識や望ましい食習慣を身につけていきますが，その土台を乳幼児期にしっかり作りまし

ょうということです。 
 保育所では「食育により，食べることが楽しみで，食事を家族やお友達・先生と一緒

に食べることが楽しいと思う子どもを育てること」を目標に，毎日の生活や遊びの中で

様々な取り組みを行っています。 
 
月齢・年齢に応じた働きかけを 
・授乳の時期 

ゆったりとした心地のよい雰囲気の中で「おなかがすいていたね，おいしいね」など

子どもに話しかけながらミルクを飲ませるようにしています。 
・離乳食の時期 

一人ひとりの子どもの食べ方の発達に合わせて，保護者とお話ししながら食品や形，

硬さを変えていくようにしています。子どもの食べたい，触りたいという気持ちを大切

にし，手づかみ食べやスプーンを持たせるようにしています。上手に飲み込める，噛み

つぶせるようになるなど食べる力の発達を促す介助をすることを心がけています。 
・幼児食の時期 

お茶碗を持って食べると食べやすいことやお箸の正しい持ち方，正しい姿勢などを伝

え，また，誕生会など異年齢の子どもたちと一緒に食べることにより，みんなで仲良く

食べるための食事マナーを知らせるようにしています。 
 

好きな食べ物を増やそう！ 
 ご家庭での食の悩みの一つに子どもの好き嫌いがありますが，子どもには初めて見る

食べ物・知らない食べ物について警戒するという動物的な反応が備わっていますので，

食わず嫌いの場合がよくあります。初めて出てくる料理の時には，「わあ，おいしそう

ね」などの声を掛け，安心して食べられる環境を作っています。栽培活動や食材を見た

り触ったりする活動は，その食材が子どもにとって身近な安心できる食べ物となる役割

を果たしています。ちょっと苦手なピーマンでも自分で収穫したものを給食室で茹でて

もらうと全部食べています。また，給食担当者が，食材を見せて今日の給食に入ってい

るから探してねというと「見つけた」と言って喜んで食べています。 
 日頃の遊びの中では，粘土でいろいろな食べ物を作ったり，ままごと遊びをしたり，

お散歩では田んぼやお店を見に行ったり，お店屋さんごっこをしたり，食べ物クイズを

したり，さまざまな食に関わる遊びをしています。 

⑭

11



 
 

毎日お水やりなどのお世話をして大切に 
みんなで育てた玉葱を収穫し，給食室で 
蒸してもらい食べてみました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家庭での取り組みをサポート  

家庭とのつながりでの食育の取り組みでは，給食だよりやレシピを配ったり，食事の

相談を受けたりしていますが，家庭での食事の時間を大切にできるよう，ノーテレビデ

ーの取り組みなども行っています。 
 
 

保護者と子どもが一緒に，「朝食を食べる」、「食事の時にテレビを消して会話を楽

しむ」、「家族全員で食べる回数を増やす」など、家庭で挑戦することを決めて，でき

たら子どもが毎日「もりもりカード」にシールを貼っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 食育は，毎日の生活や遊びの中で培われ，適切に援助することにより食べる力が育ま

れますので，保育所では，子どもにていねいにかかわっていくことを大切にし，食育を

進めています。 

どげんね 

玉ねぎ栽培の取り組み 

もりもりカードの取り組み 

私たちの 
たまねぎ甘いね 
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学校における食育 

 
学校給食を活かした食育 
福岡市の学校給食は，成長期にある

児童生徒の心身の健全な発達のため，栄

養バランスのとれた豊かな食事を提供

することにより，健康の増進，体位の向

上を図ることはもちろんのこと，食に関

する指導を効果的に進めるための教材

としても重要な役割を担っています。 
例えば，儀助煮，筑前煮などの郷土

食や，白玉雑煮や月見だんごなどの行

事食を提供するのに合わせて，メニュ

ーにちなんだ地域の伝統や文化を校

内放送で伝えたり，食事のマナーやバ

ランスよく食べることを身につける

ために各クラスに配膳表を配付した

りしています。 
また，家庭配付献立表には，食に関

する情報や食材の産地を掲載して，特

に市内産野菜を使う場合は生産地区まで掲載するこ

とで身近なところで育てられた野菜が給食に使われていることなどもお知らせしています。 
 
教科と関連させた取組み 

学校では教科と関連させた食に関する指導なども積極的に行っています。たとえばある小学校の

６年生の家庭科（単元名『くふうしよう たのしい食事』）では，栄養教諭と担任が一緒に連携して

以下のような授業を行っています。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「弁当の日」の取り組みを通して学ぶこと 

・１食分の献立を考えること 

・じゃがいもを使用して調理ができること(皮むき・炒める・茹でる) 

・調理に関心をもち，分量や手順を考えて調理の計画ができること 

・栄養バランスを考えた食事の課題解決を目指して，工夫したり，実践したりすること   

・家族の一員として，主体的に食生活に関わろうとすること 

⑮
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■指導計画

気づく ・ご飯とみそ汁に合う料理の組み合わせ方について考え，教科書のおかずを参考にして，

栄養バランスを考えながら１食分の献立を考える。

つかむ ・じゃがいも料理の計画をたてる。

・じゃがいもの皮むき，調理実習をする。

追及する ・１食分としての弁当の献立を考える。

・栄養バランスのとれた弁当「栄養バランス弁当」とはどういうものか知る。

・弁当作りの実習計画をたてる。

・弁当作りの実習をする。

給食のごはんとおかず１品（主菜又は副菜）を使用し，

３品（主菜１・副菜２又は主菜２・副菜１）は各自が準備

生かす ・家庭実践のために，実習計画の見直し改善を考える。

（課外）弁当の日の実践をする。（家族の一員として）

栄養バランス弁当とは…

3 

1 2 
１食分の目安エネルギー量と同じ数値の

容量のお弁当箱に，ごはんとおかずを

主食３，副菜２，主菜１

の割合になるように詰めると，量と内容の

バランスがとれます。

例：高学年

弁当箱の容量

→７００ｍｌ

ごはんの量

→２００ｇ

弁当の日に子どもたちが作ってきた弁当 

学習してきたことを生

かして，栄養バランス

弁当を作ることができ

ました。
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「ふくおかさん 家
ち

のうまかもん」でＰＲ 

福岡市では、平成 27 年４月に施行された「ふくおかさん 家
ち

のうまかもん条

例」により、福岡市内で生産された農林水産物及びその加工食品等を「ふくお

かさん 家
ち

のうまかもん」と位置付け、その生産と利用を拡大するため、市内外

に積極的にＰＲすることとなりました。 

その一環として、「ふくおかさん 家
ち

のうまかもん」を販売・提供する事業者

を認定し、認定された事業者を専用ホームページで紹介したり、下のロゴマー

クがついたのぼりや盾などのＰＲグッズを配布するなど、ＰＲを支援する取組

を実施しています。

平成 28 年 3 月末現在で 39 件の事業者を認定しており、今後も「ふくおかさ

ん 家
ち

のうまかもん」の認知度向上のため、積極的に認定事業者を増やしていき

ます。 

＜ふくおかさん 家
ち

のうまかもんホームページ＞ 

http://umakamon.city.fukuoka.lg.jp/ 

【ロゴマーク】

【認定１号店】

⑯
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ライフステージに合わせた食育体験を協働で実施

～福岡市民の健康を歯と口から守る集い～

 歯と口の健康は，私たちが健康で質の高い生活を営む上で，とても重要な役割を果たし

ています。

毎年６月の「歯と口の健康週間」（６月４日～６月１０日）は，歯と口の健康に関する正

しい知識を広く普及啓発するとともに，歯の病気の予防・早期発見・早期治療を行って，

健康の保持増進に役立てることを目的としています。この週間にあわせて実施されている

「福岡市民の健康を歯と口から守る集い」（主催：福岡市，福岡市教育委員会，福岡市歯科

医師会）は，歯科保健は食育の基盤であることを踏まえ，食育月間（６月）行事としても

実施されています。

平成２７年度は，ライフステージに合わせた食育体験を通して食べることを考えようと，

歯科医師会，栄養士会，歯科衛生士会，言語聴覚士会，食生活改善推進員協議会が協働し，

それぞれの得意分野を活かした「健口プランニングエリア」を設けました。

会場では，栄養士会による「よく噛んで食べるおやつ」や「介護食」の試食，食生活改

善推進員協議会による野菜３５０g の計量や「古代米」の咀嚼回数の計測，歯科衛生士会に

よる口腔機能を向上させるための家庭でできるお口のトレーニング体験など，子どもから

高齢者までが楽しみながら様々な体験を行い，参加者からは「一度に多くの体験ができ，

歯と口の健康を考えるとてもよい機会になった」との声が聞かれました。

資料５-２
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地域の特徴を活かした校区での取組み 
～三苫校区の「三世代ふれあい郷土料理伝承会」～ 
 
 三苫校区は東区の最北端に位置した，海に面した良好な自然

環境が豊富な校区です。 
近年は，集合住宅を中心とした宅地開発が進んでおり，人口は増加傾向にあります。保育

所の整備などにより，若い世帯が居住しやすい環境づくりが進められていることもあり，

若い世帯層が多く居住しており，高齢化率は比較的低く，出生率が高いことが特徴の校区

です。 
 
三苫校区食生活改善推進員協議会では，新しく転入してきた「若い世帯」と，以前から

校区で生活している世帯との交流と食文化の伝承を目的に，「三世代ふれあい郷土料理伝承

会」を開催しています。（共催：三苫校区社会福祉協議会） 
  
公民館だよりや口コミでこの「郷土料理伝承会」を知り集まった参加者は，小学生のお

子さんと保護者や８０歳代の方まで，世代も三苫校区に住んでいる年月も様々な皆さんで

す。 
 この日作った献立は，「博多雑煮」「から揚げ」「酢の物」の３品。 
 食生活改善推進員が中心に調理の指導を行い，野菜の切り方や魚の下ごしらえ，調味料

の準備や味付けなど，子どもも大人も一緒に協力して，料理を作りました。出来上がった

料理は，６年生が中心となって配膳しました。 
 試食の時には，それぞれの出身地の雑煮や食文化について紹介したり，食糧難の時代の

話なども出て，子どもにとっても高齢者にとっても，とても楽しいひと時となりました。    
参加した小学生からは「自分で作った博多雑煮が美味しかった」，保護者からは「博多雑

煮は初めてだが，これからは子どもと作っていきます」といった声が聞かれました。 
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『３つの「わかる」で食のマイスターを目指す』 
～中村学園女子中学校・中村学園女子高等学校の「スーパー食育スクール」～ 
 
「スーパー食育スクール」とは，学校が大学や企業、生産者、関係機関等と連携し、食

育を通じた学力向上、健康増進、地産地消の推進、食文化理解など食育の多角的効果につ

いて科学的データに基づいて検証を行い、その成果を分かりやすく示し、普及啓発するこ

とで食育のより一層の充実を図ることを目的に，文部科学省が行っている取組です。 
福岡県内では，平成２６年度・２７年度に，中村学園女子中学・高等学校（学校法人中

村学園）が指定を受け，『３つの「わかる」で食のマイスターを目指す』をテーマに，計

画的・継続的な取組が行われています。 
 
■３つの「わかる」と「食のマイスター」とは？ 
「心でわかる（感情や情緒）」「頭でわかる（知識）」「身体でわかる（体験）」の３つ

を食に関する指導の目標とし，各項目について学年ごとの「食のマイスター到達目標」を

設定し，栄養教諭や各教科担当者，クラス担任，保護者による評価や，アンケート調査を

行い，意識や行動の変容、取り組みの効果について検証しています。  

 
中学 3 学年の目標 ３つの「わかる」で食のマイスターを目指す 
A.心でわかる（感情や情緒） 

食物を大切にし，食物の生産等に関わるすべての人々への感謝の心を育む 
 
 
 

B.頭でわかる（知識） 
心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事の取り方を理解し，自らの食生

活の課題を解決する力を身に付ける 
 
 
 

C.身体でわかる（体験） 
農業・漁業体験や調理実習、食品加工などの体験を通じて調理技術を身に付ける。  
 
 
 
 

＜到達目標例＞食事を好き嫌いせず，残さず食べることができる。協力して衛生的に給

食の準備や食事の後片付けができる。正しく箸を持つことができる。 
 

＜到達目標例＞食に関する課題について知り，自分の意見を発表することができる。食

事と健康の関わりを理解できる。清涼飲料水に含まれる糖質について理解できる。 
 

＜到達目標例＞基本的な材料の切り方ができる。栽培した作物を使い，料理を作ること

ができる。自分の身体データを知っている。 
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高校 3 学年の目標 ３つの「わかる」で食のスーパーマイスターを目指す 
＜到達目標例＞  
・生活習慣病について知り，自分の食生活を見直すことができる。 
・出汁をとる事ができる。 
・食事の大切さを知り、３食きちんと食事を取ることができる。 

 
■具体的な取組み 
 
  
 
 

スクールランチ 
食育の一環として給食を実施。行事食献立や風邪予防，夏バテ予防などのテー

マ給食や，給食の過ごし方（給食ができるまでや箸の使い方，正しい手洗いなど）

の指導を行い，食への関心を高めるとともに，完食率の向上を目指しています。 

外部の専門家等と協力した取組み 
 

外部講師による 
「食育講演会」 

JA の協力のもと 
農業体験 

地元の和菓子メーカーと 
オリジナル商品の開発 

教科横断型の取組み 
 様々な教科の中で「食」に関する題材を取り上げ，「知識」を深めるとともに，自ら

の食生活の課題や共通の課題を解決するために必要な力を身に付けています。 
＜例＞食の世界遺産（中学 2 年生・国語） 
 教科書「食の世界遺産」の学習を通して，食に関する伝統を受け継ぐことの意味に

ついて考えたのち，夏休みを利用して後世に受け継ぐべき日本の食文化について調べ，

後日発表会を開き，報告しました。 
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用 語 集 
50 音順に記載 

◆健康寿命
できるだけ寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間のこと。

◆健康な食事
日本人の長寿を支える「健康な食事」について，厚生労働省において平成 25 年 6

月から「健康な食事」のあり方に関する検討が重ねられ，平成 26 年 10 月に検討会報

告書として取りまとめられた。この検討会報告書を踏まえ，平成 27 年 9 月に「健康

な食事」に関する考え方を整理したリーフレットが作成され，その中で「健康な食事」

とは，健康な心身の維持・増進に必要とされる栄養バランスを基本とする食生活が，無

理なく持続している状態を意味し，その実現においては，主食・主菜・副菜を組み合わ

せて食べることが重要であることが示された。 

◆口腔機能
日常生活を営むために不可欠な摂食（食べること）と構音（話すこと）と密接に関連

するものであり，寿命の延伸や生活の質に大きく関係している。特に 咀嚼
そしゃく

（噛み砕く

こと）機能の低下は，摂取できる食品の種類に大きな影響を与えていると考えられ，口

腔機能の低下は，虚弱高齢者や要介護高齢者では低栄養を招くリスク要因の一つとなる。 

◆脂肪エネルギー比率
総エネルギー摂取量に占める脂質の割合。日本人の食事摂取基準（2015 年版）＊

では，脂質全体の食事摂取基準として，脂質，飽和脂肪酸，n-6 系脂肪酸，n-3 系脂

肪酸について基準を設定している。＊1 歳以上の目標量は，20～30％エネルギー 

◆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，計画的に推進することを目的に，平成 17 年７月に施行されま

した。  

食育基本法の中で「食育」は，次のように位置づけられている。 

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 

資料５-３
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◆食塩相当量 
 食品中のナトリウムの量を食塩の量に換算して示したもの。 

日本食品標準成分表等には，ナトリウム量と食塩相当量が記載されているが，ナトリ

ウム量から，以下の式を使って食塩相当量を求めることができる。 

  食塩相当量（g）＝ナトリウム（mg）×2.54÷1000 

 

◆食事バランスガイド 
 望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結び

つけるものとして，１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすく

イラストで示したもの。平成１７年６月に厚生労働省と農林水産省の共同により策定さ

れた。 

 

◆食生活改善推進員 
 福岡市が実施する講座を修了して，食を通じた健康づくりに必要な知識や技術を修得

した後，各区に組織された食生活改善推進員協議会に自ら入会して，食生活改善を目的

に地域においてボランティア活動を行っている市民。 

 

◆食品ロス 
 食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。 

 

◆食料自給率 
 国内の食料消費が，国産でどの程度賄えているかを示す指標のこと。その示し方につ

いては，単純に重量で計算することができる品目別自給率と，食料全体について共通の

「ものさし」で単位を揃えることにより計算する総合食料自給率の２種類がある。この

うち，総合食料自給率は，熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベー

スがある。 

 

◆生活習慣病 
 食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し，発症の原因となる

疾患の総称。日本人の三大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患，さらに脳血管疾患や

心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などは，いずれも

生活習慣病であるとされている。 

 

◆低栄養 
 健康的に生きるために必要な量の栄養素がとれていない状態。その中でも特に，たん

ぱく質とエネルギーが十分に取れていない状態のことを「たんぱく質・エネルギー欠乏
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（症）」といい，血清のアルブミン値が一定以下になっているか，また体重がどれくら

いの割合で減少しているかといったことから判断される。 

 

◆適正体重 
 体重は，ライフステージをとおして，日本人の主要な生活習慣病や健康状態との関連

が強く，肥満は，がん，循環器疾患，糖尿病等の生活習慣病と関連があり，若年女性の

やせは，骨量減少，低出生体重児出産のリスク等と関連があることが明らかになってい

る。健康日本２１（第２次）では，肥満度：BMI（Body Mass Index）を用いて判

定している。 

 
 

 
 

 

 

 

◆中食（なかしょく） 

 惣菜店や弁当屋・コンビニエンスストア・スーパーなどでお弁当や総菜などを購入し

たり，外食店のデリバリー（宅配・出前）などを利用して，家庭外で商業的に調理・加

工されたものを購入して食べる形態の食事のこと。 

 

◆農林漁業の６次産業化 
 農業を 1 次産業としてだけではなく，加工などの 2 次産業，さらにはサービスや販

売などの 3 次産業まで含め，１次から３次まで一体化した産業として農業の可能性を

広げようとするものである。 

 福岡市では，能古島産の甘夏を使用して開発された『ふくおかさん 家
ち

（産地）のお

気に入り「甘夏マーマレード」』を学校給食で提供している。 

 

◆福岡魚食普及推進協議会 
 福岡市中央卸売市場鮮魚市場（長浜鮮魚市場）内で，魚食普及のため必要な事業及び

福岡市が主催する魚食普及事業へ参加することにより，住民消費生活の向上並びに関係

業界の健全な発展を期することを目的としている。 

 長浜鮮魚市場における卸売業者や仲卸業者，小売・加工業者，関連事業者などの市場

関係業者と開設者（福岡市）で組織されている。 

 

BMI＝体重[kg]/(身長[m])2により算出 

BMI＜18.5 低体重（やせ） 

18.5≦BMI＜25  普通体重（正常），適正体重者 

BMI≧25 肥満 
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◆メタボリックシンドローム 
 内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり，心臓病や脳卒中などの動

脈硬化性疾患をまねきやすい病態のこと。日本では平成２０年（２００８年）から「特

定健診・特定保健指導」の中で，この考え方を取り入れ，内臓脂肪蓄積を診断するため

に「ウエスト周囲径」の測定が検査項目に加わった。なお特定健診・保健指導では，「内

臓脂肪症候群」の名称を用いている。 

 

◆ライフステージ 
 人の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などと分けたそれぞれの段階の

こと。 

 

◆リスクコミュニケーション 
 消費者，事業者，行政担当者などの関係者の間で，食の安全に関する情報や意見をお

互いに交換し，双方向の対話を図ろうとするもの。 
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