
≪第３次福岡市食育推進計画における取組体系表≫

食育全般に関すること
食育月間や食育の日のPR，取組みの紹介，相談など

給食や飲食店等で行事食や郷土料理が提供されること

行事食や郷土料理について学ぶ場が提供されること

次の世代へ行事食や郷土料理を伝えること

③ 食事の基本的マナーが身についている
「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をすること

給食を通じて，正しいマナーを身につけること

家庭において正しいマナーが実践され，伝えられること

次の世代へ正しいマナーを伝えること

作り過ぎないこと，飲食店で注文しすぎないこと

残さず食べること

小分け商品やばら売りなど，適量購入の場が増えること

基本目標３　食を楽しみ，ふくおかの食文化を伝えましょう
① 家族や仲間と楽しく食事をしている

家族で食卓を囲む機会を増やすこと

地域や職場の人と一緒に食事をする機会に参加すること

共食の場の提供が増えること

② 行事食や郷土料理を取り入れ，次世代に伝えている
家庭で行事食や郷土料理を取り入れること

基本目標２　ふくおかでとれる食材を日々の食事に活かしましょう　
① 福岡産のものを積極的に利用している

福岡でとれる農林水産物を知ること

家庭の食事で福岡産農林水産物を積極的に利用すること

給食や飲食店等で福岡産農林水産物を積極的に利用すること

福岡産農林水産物を入手する機会が増えること

② 農林漁業体験をしたことがある
農林漁業体験の場の提供が増えること

様々なコミュニティにおいて農林漁業体験を取り入れていること

③ 環境に配慮した食生活を送っている
安易に食べ物を捨てないこと

買い物の前に在庫を確認すること

⑥ 食の安全に関する正しい知識を持ち，実践している
食の安全に関する正しい知識を身につけること

食品の表示をよく確認すること

科学的根拠に基づく情報が提供されること

食品関係事業者による安全が担保されること

⑤ よく噛んで食べている
歯と口のケアを実践すること

よく噛んで食べることのメリットを知ること

よく噛んで食べるための調理方法などを知ること

食べ物による窒息事故について知ること

エネルギー量や食塩使用量に配慮された外食や惣菜が提供されること

④ 食塩の取り過ぎに気をつけ，実践している
減塩を心がけ，実践すること

食塩含有量の多い食品を知ること

外食や惣菜に食塩相当量が表示されること

適正体重を知り，肥満ややせに気をつけること

定期的に健診を受けること

個人にあった食事や運動の指導が受けられる場が提供されること

ライフステージに応じた課題を知り，取組みを実践すること

食育に関連した会議・協議会

① 充実した朝食を毎日食べている
朝食を食べること

主食，主菜，副菜がそろった朝食を食べること

基本目標
目指す姿

推進したいこと

基本目標１　食を通じた健康づくりをすすめましょう

② バランスのよい食事をとっている
主食，主菜，副菜がそろった食事をとること

バランスのよいお弁当や外食が提供されること

③ 生活習慣病の予防や改善のために，食生活に気をつけ，実践している

福岡市食育推進施策事業一覧

分類
対象者別

①乳幼児期（０歳～就学前）対象

②学齢期（６～１５歳）対象

③青年期（概ね１６～２４歳）対象

④成人期（概ね２５～３９歳）対象

⑤壮年期（概ね４０～６４歳）対象

⑥高齢期（概ね６５歳以上）対象

⑦広く一般を対象

⑧施設等を対象

内容別
人材育成

資料２





■福岡市食育推進施策事業一覧
取組体系表番号

分類
（対象者別）

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 食育全般 実施時期 実績数等 連携先
（機関，団体等）

実施時期 予定数等 連携先
（機関，団体等）

新規

1 ①
地域と連携した食育推
進

＜公民館＞
乳幼児ふれあい学級，家庭教育学級，子どもの健全育
成関連事業等において，食育をテーマとした学習や料
理実習を実施。

○ 随時

乳幼児ふれあい学級
実施回数：125回
参加延べ人数：5,782
人

家庭教育学級
実施回数：43回
参加延べ人数：1,488
人

子どもの健全育成関
連事業
実施回数：244回
参加延べ人数：
12,284人

－ 随時 － － 市民局公民館支援課

①

・食育年間計画を作成し，各年齢毎の保育の計画（食
育含む）に基づき保育や給食時に食育を実施。（栽培
活動など体験型活動含む） ②⑤ ② ①②③ ○ 通年 211保育所で随時 通年 225保育所で随時

①

・保育所給食で，給食を作るときのにおい，音を身近
に感じる五感や給食を通していろいろな食材や調理法
など，食に関する体験と，友達と一緒に食べる楽しさ
や食事のマナー等を習得する。

②⑤ ①②③ ○ 通年 211保育所で随時 通年 225保育所で随時

3 ①
給食における食物アレ
ルギー対応

各保育所(園）で除去食や代替え食等のアレルギー対応
を実施。

③ 通年
211保育所
（対象園児数1,810
名）

通年 225保育所で随時

4 ①
給食試食会・保護者講
演会

保護者等に対して保育所給食や食生活についての理解
を深めてもらうため，給食試食会や食に関する講演会
を行う。 ○ 通年 各保育所で実施 通年 225保育所で随時

①

・子どもの発育発達や行事食・郷土料理に配慮した給
食献立を市が作成し各保育所に配布。

② ② 通年 概ね月１回 通年 概ね月１回

①

・各保育所では，市の情報を踏まえ，給食メニューや
行事食，食品の働きなどについて記載した「食育（給
食）だより」を保護者へ配布。
・毎日の給食を展示するとともにおすすめレシピを配
布。

② ② ○ 通年 概ね月１回 通年 概ね月１回

6 ①
市ホームページによる
保育所給食の情報発信

保育所給食のおすすめ献立や誕生会献立の献立名や写
真，食育情報をホームページに掲載する。家庭でも活
用できるよう，おすすめ献立にはレシピを掲載。 ○ 通年 月１回 通年 月１回

7 ①
保育所における実態調
査・幼児の健康と食生
活に関する調査

食育推進を行うに当たって，実態を把握するため，幼
児の健康と食生活に関する調査を行う。全保育所へ結
果について情報提供を行う。 ○ 年１回（２月） 対象211保育所 年１回 対象225保育所

8 ① アレルギー実態調査

アレルギー対応の状況を理解し，的確な対処や今後の
対策に役立てるため，アレルギー実態調査を行い，結
果を全保育所へ情報提供。 ○ 年１回（２月） 対象211保育所 年１回 対象225保育所

9 ① 子育て支援事業

市の給食担当者が，未就学児をもつ保護者(子育てサー
クル等）に対し，公民館等に出向いて，乳幼児食の調
理実習を実施する。 ○ 通年 57ヵ所 通年 50カ所

10 ① こどものえがお展

福岡市保育連盟主催のこどものえがお展の会場におい
て，市の食育計画等を配布。

○
10月28日～11月
１日

50部配布 11月 未定

11 ①
「だしで味わう和食の
日」企画の実施

11月24日「和食の日」に「だしで味わう和食の日」企
画の取組を各保育所(園）で実施。11月24日（昼食）の
福岡市献立案は和食としている。（（一社）和食文化
国民会議主催）

○ 11月24日
私立保育所に情報提
供，公立保育所7園で
実施

11月24日
市内保育施設に情報
提供，公立保育所7園
で実施予定

番号 事業内容施策・事業名等

取組体系表番号 平成２８年度実績

主管局・担当課

平成２９年度予定

こども未来局指導監査課

保育所における推進2

5

市による保育所給食献
立及び食育資料の作
成・配布と各保育所で
の「食育（給食）だよ
り」などを活用した食
の情報発信

1



取組体系表番号

分類
（対象者別）

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 食育全般 実施時期 実績数等 連携先
（機関，団体等）

実施時期 予定数等 連携先
（機関，団体等）

新規
番号 事業内容施策・事業名等

取組体系表番号 平成２８年度実績

主管局・担当課

平成２９年度予定

12 ① マタニティスクール

母子の健全な発育を図るため，妊婦等を対象に，妊娠
中及び産後の食生活について講話を実施。 ①②③

④⑤⑥
③ 通年 63回　562人 通年 毎月１回

13 ① 離乳食教室

乳児のよい食習慣の確立と保護者の育児支援のため
に，離乳食のすすめ方について試食や講話を実施。

② ① 通年 94回　3,321人 通年 毎月１回

14 ① 離乳食指導

各区で実施される４か月児健診時に，離乳食の目的や
基本的な注意事項について講話を実施。

② 通年 238回　14,341人 通年 毎月２～３回

15 ①
「早寝早起き朝ごは
ん」講習会

保育園(所)，幼稚園，東区食生活改善推進員協議会等
と連携し，子どもの朝食摂取率の向上をめざして調理
実習，試食，講話等を実施。 ① 通年 20回　835人

保育園(所)，幼稚
園，食進会，子ども
プラザ，育児サーク
ル等

通年 ―

保育園(所)，幼稚
園，食進会，子ども
プラザ，育児サーク
ル等

東区健康課

16 ① 食育栄養相談

区内子どもプラザ（２か所）において，利用者に対し
て管理栄養士による個別食育・栄養相談を実施。

○ 月１回 12回 月１回 12回 博多区健康課

17 ① 食育相談会（中央区）

中央区子どもプラザにおいて，利用者に対して管理栄
養士による個別食育相談を実施。

①② ○ 通年 隔月１回 通年 隔月１回

18 ① 母子何でも相談

中央区で実施する「母子何でも相談」において，利用
者に対して管理栄養士による個別栄養相談を実施。

①② ○ 通年 毎月１回 通年 毎月１回

19 ① 食育相談会（城南区）

城南区子どもプラザにおいて，利用者に対して管理栄
養士による個別育相談を実施。

○ 通年 12回　120人 通年 12回　100人

20 ① 食育エプロンシアター

３歳児健診時の待ち時間を利用して，食育エプロンシ
アターを実施。

○ 通年 24回　1,177人 通年 24回　1,000人

21 ①
乳幼児保護者対象食育
講座

乳幼児からの食育により，地域住民の生涯にわたる健
康的な生活を支援するため，“早寝早起き朝ごはん”
を基本とした規則正しい生活リズムの確立と成長に応
じた食事のすすめ方や必要な栄養バランス等の習得を
目的として，乳幼児期の保護者を対象に出前講座の実
施。

①② 通年
10回　513人
（保護者246人，
乳幼児267人）

通年 10回予定
西区健康課
（西区地域保健福祉課）

22 ①
子育てサロン・サークル
等での母子教育

子育てサロン，サークル，公民館乳幼児学級等で乳幼
児の食習慣等について健康教育を実施。

○ 随時 － 随時 －

23 ① 母子巡回健康相談

健康相談に参加した乳幼児の親に対して，乳児の離乳
食や幼児のおやつ，食習慣についての健康教育を実
施。 ①② ○ 随時 － 随時 －

24 ①
子どもの生活リズム向
上のための普及啓発事
業

子どもの健やかな発育発達を促すため「早寝・早起
き・朝ごはん・しっかり外で遊ぶ」の基本的生活習慣
の大切さについて，リーフレットを作成し，母子事業
時に普及啓発。特に平成24年度からは10～11月を「南
区子ども月間」とし，子育て支援課の虐待防止と連携
して街頭キャンペーン等普及啓発を推進。特に10月を
「子どもの生活リズムキャンペーン月間」として設定
し，ポスター掲示やのぼり旗の設置，リーフレットの
配布などを実施。

①② ○ 随時
教育：90回　6,260名
リーフレット配布
数：4,330部

随時 － 南区地域保健福祉課

25 ①②
元気でいただきます食
育講習会

未就学児・児童の保護者及び児童を対象に，料理実習
を伴う食育講習会を実施。 ①②③

④⑤
① ③ ７月から２月 ５回　100人 ７月から２月 ５回　100人 城南区健康課

各区健康課

中央区健康課

城南区健康課

各区地域保健福祉課
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取組体系表番号

分類
（対象者別）

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 食育全般 実施時期 実績数等 連携先
（機関，団体等）

実施時期 予定数等 連携先
（機関，団体等）

新規
番号 事業内容施策・事業名等

取組体系表番号 平成２８年度実績

主管局・担当課

平成２９年度予定

26 ①②③
サザエさん通りみんな
で食育推進事業

食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけ，
実践できるよう，ライフステージに応じた情報提供を
行う
①食育レシピ集を活用した出前講座を実施。
②食育レシピ集の作成。
（幼児期・子ども期，若者期，成人期，高齢期）

①③ ① ○ 随時

①出前講座
６回開催
170名参加

②若者期向け食育レ
シピ集　３千部作成

早良区食進会，早
良区食育推進ネッ
トワーク会議，小
学校ＰＴＡ，高等
学校，大学

随時

①出前講座の開催
７回開催

②成人期向けレシピ
募集

早良区食進会，早
良区食育推進ネッ
トワーク会議，小
学校ＰＴＡ，高等
学校，大学

早良区健康課

27 ② 食品衛生月間行事

食品衛生月間行事において，料理教室や工場・市場見
学等を通し，食中毒予防の啓発を実施。

⑥ ８月 約230名
公益社団法人福岡
市食品衛生協会

８月 約200名
公益社団法人福岡
市食品衛生協会

保健福祉局食品安全推進課
（各区衛生課・食肉・食検）

28 ②
市内産農産物学校給食
活用推進事業

「市内産農産物学校給食活用協議会」において，市内
産農産物の学校給食への活用を推進し，地産地消を図
る。 ① 通年

ワーキング
（８回）

通年
ワーキング
10回

農林水産局政策企画課

29 ② 学童菜園事業

小学校における野菜の栽培指導及び収穫祭などを通し
た生産者と児童との交流により，食育を推進する。

② ６月～２月 ５校 ６月～２月 ５校

30 ② 酪農体験スクール

市内の小学生を対象に酪農家での酪農体験や乳製品を
使った料理教室等を実施。

①② ８月 １回 ７月 １回

31 ②
親子　食と農の体験教
室

親子を対象とした市内産地での収穫体験により，福岡
市の農業への興味を持ってもらう。また，みそづくり
体験や生産者との交流を通して，「食」の大切さを見
直し，「食育」を推進するとともに「食」と「農」の
つながりを考える場を提供する。

①② ５月～12月 ４回 ５月～10月 ４回

32 ②
女性農業者育成支援事
業

女性農業者を地域農業を支える人材として育成するこ
とを目的とした事業の一環として，また，食と農の知
識の普及や地域農業文化の継承のため，小学校等に出
向いて味噌づくりの指導等を行う。

① ９月～３月
味噌づくり
小学校31校，幼稚園
２園

９月～３月 味噌作り30校程度

33 ②
漁業体験
（漁船でGo!）

小学校４年生以上の子どもと60歳未満の保護者を対象
とした博多湾での１日漁師体験。

①② ７・８月 ２回　40人 ７・８月 ２回　40人

34 ②
博多の魚と湊交流事業（H28)
博多の魚料理体験事業（H29)

市内中学校の家庭科調理実習における，魚を使った料
理教室の開催。（９～３月）

② ① ９～３月 39回　1,138人 ９～３月 64回　2,100人

35 ②
学習と関連付けた給食
献立作成

各月の小学校給食に教科学習等に関連する食材や献立
を取り入れて，給食を生きた教材として活用。

○ 毎月 毎月１テーマ 毎月 毎月１テーマ

36 ②
人形劇等による食育指
導（各区食育推進事
業）

人形劇：博多区・西区
DVDによる食育：南区
マナー教室：早良区・中央区・城南区 ② ① ③ ○ 小学校55校 随時 未定 未定

37 ② 毎月19日の食育の日

小中特別支援学校において食に関する指導を実施。

○ 毎月 小中特別支援学校 毎月 小中特別支援学校

38 ② 朝食喫食調査及び指導

小中学生を対象にした朝食喫食の状況調査と結果の分
析を行い，朝食指導に活用。

① ○ ６月
小学校全校
中学校20校

６月 小学校全校

39 ② 弁当の日

手作り弁当の日を年に数回実施。

② ○ 随時
小学校38校
中学校31校
（Ｈ28年度末調べ）

随時
小学校38校
中学校31校
（Ｈ28年度末調べ）

40 ②
学校給食コンテスト
（各区食育推進事業）

中学校所属の栄養教諭等が中学生，特別支援学校中・
高等部の生徒を対象に給食に出して欲しい献立を募集
し，給食への興味・関心を高める。 ② ○ 10月22日

中・特別支援学校
69校

10月28日
中・特別支援学校
69校

41 ②
献立配膳図・「食」一
口メモ

各クラス毎に掲示，食に関する情報提供。

③ ○ 月１回 小学校全校 月１回 小学校全校

農林水産局政策企画課

教育委員会給食運営課

農林水産局水産振興課
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42 ②
放送原稿「きょうの献
立なあに」「ランチタ
イムズ」

放送委員等が，毎日の献立に関する説明を行い，食に
関する関心を高める。

③ ① ② ○ 毎日
小・中・特別支援学
校全校

毎日
小・中・特別支援学
校全校

43 ②
学校給食における除去
食対応

アレルギー除去食（卵・マヨネーズ・ごま・ごま油）
を実施。

② 随時
小学校・自校式中学
校

随時
小学校・自校式中学
校

44 ②
小中特別支援学校にお
ける食物アレルギー実
態調査

食物アレルギーの実態を調査して，状況の把握を行
う。

○ ６月
小・中・特別支援学
校全校

未定 未定

45 ② 学校給食週間

学校給食の意義や役割等についての理解を深めるた
め，学校給食に対する校内行事等の取組を実施。

○ １月24日～30日
小・中・特別支援学
校全校

１月
小・中・特別支援学
校全校

46 ② 給食試食会

保護者や地域を対象に，試食を通して学校給食につい
ての理解を深めてもらい，学校と連携した家庭や地域
における食育推進について講話を実施。（ＰＴＡ主
催）

○ 随時
小学校148校，中学校
26校実施

随時 未定

47 ②
食育便り（給食だよ
り）

給食を通した食育情報の提供。

○ 月１回
全家庭向け
（栄養教諭配置校）

月１回
全家庭向け
（栄養教諭配置校）

48 ② 農林水産まつり

「食育推進コーナー」として箸の持ち方コーナーや学
校給食に対するパネルや献立の展示，給食試食などを
行い，市民へ食の大切さを啓発。 ① ③ 11月

給食試食800人　他
11月 給食試食800人　他

49 ②
料理講習会（各区食育
推進事業）

東区の栄養教諭等が６校の保護者を対象に地場産物を
取り入れた料理や朝食などについて実技講習会を実
施。 ① ① 随時 東区　２回 随時 東区　２回

50 ②

栄養教諭・学校栄養職員
による配置校・担当校へ
の食に関する指導（小学
校）

配置校：食に関する指導の全体計画に基づき，教科等
における指導を計画的に実施。
担当校：１・３・５年生全学級を対象に指導。 ○ 随時

配置校：全学年
担当校：１，３，５
年

随時
配置校：全学年
担当校：１，３，５
年

51 ②

栄養教諭・学校栄養職員
による配置校・担当校へ
の食に関する指導（中学
校）

給食センター兼務の中学校籍栄養教諭等が担当中学校
を定期的に訪問し，指導。

○ 随時 全中学校 随時 全中学校

52 ② 親と子の料理教室

福岡市食生活改善推進員協議会に委託して，各区にお
いて親子を対象にした料理教室を開催。

①② ① ①②③ 通年
７回　283人
（各区１回）

食進会 通年
７回
（各区１回）

食進会 各区健康課

53 ②
博多区食育推進事業
（おやつ教室）

「博多区健康フェスティバル」において，スナックス
クールを実施。

②④ ○ 10月１日 １回　31人 カルビー株式会社 10月７日 １回　40人 カルビー株式会社

54 ②
博多区食育推進事業
（親子料理教室）

心身ともに健やかな子どもの育成と，保護者へ，共食
の大切さを働きかけることを目的とし，親と子の食体
験の場として料理教室を実施。 ② ① ○ ７月，12月 ２回　86人 食進会 ７月，12月 ２回　80人 食進会

55 ② 子ども料理教室(西区）

子どもの心と体の健康づくりをねらいとして，小学生
及びその保護者を対象に，健全な食生活を営むために
必要な食に関する理解や判断力を身につけ，適切な食
品選択や食事準備のために必要な知識・技術を得るた
めに，材料の選び方，調理，正しい食習慣の形成等の
食生活共同体験教室を実施。

② ７月 １回　41人
校区衛生連合会，
食進会，公民館

７月 １回　30人
校区衛生連合会，
食進会，公民館

西区地域保健福祉課

56 ②④
料理教室
子どもと保護者の料理
教室

子どもの心と体の健康づくりをねらいとして，小学生
及びその保護者を対象に，健全な食生活を営むために
必要な食に関する理解や判断力を身につけ，適切な食
品選択や食事準備のために必要な知識・技術を得るた
めに，材料の選び方，調理，正しい食習慣の形成等を
目的とした料理教室を実施。

①②③ ① ①② 通年 ５回　132人 通年 ５回 西区健康課

博多区健康課

教育委員会給食運営課
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57 ③
大学生向け食中毒防止
啓発

九州大学の学生を対象に，入学式でチラシ（肉の生食
による食中毒防止）を配布し，学園祭時にはチラシの
配布に加え講習会を実施する。 ⑥ 4月，10月

チラシ2,800枚
講習会２回

４月，10月
チラシ2,800枚
講習会２回

西区衛生課

58 ③ 学生料理教室

大学生，専門学校生等を対象に生活習慣病予防と食事
の関係に関する講話と調理実習を実施。

③ 10月，11月 ２回　42人 10月，11月頃 ２回　 中央区健康課

59 ③
純真学園学園祭におけ
る食育啓発

学園祭における子宮頸がん検診の会場で，食育コー
ナーを設定しパネル・リーフレット・レシピ集などの
掲示・配布を実施。 ①②④ ○ 10月22日 ６人 純真学園 10月21日 － 純真学園 南区健康課

60 ③ わかもの料理教室

16歳から25歳くらいの年齢で単身（１人暮らし）者，
または家庭で料理を作る機会の少ない学生や若年就労
者を対象に，生活習慣病の予防を目的とした食に関す
る知識と食を選択する判断力を身につけ，自己管理能
力の向上を目指すことを主旨とした食育料理講習会を
実施。

②③ 通年 ３回　91人 通年 ４回 西区健康課

61 ③
大学生向け食中毒防止
啓発

大学の学園祭バザー前に出店する学生向けに実施する
衛生講習会において，鶏生肉を原因とする食中毒が多
発していることについて周知し，肉類は中まで火を通
したものを喫食するよう啓発する。

⑥ 10月頃
福岡大学　　　550名
中村学園大学　368名

10月頃
中村学園大学　250名
福岡大学　　　200名

城南区衛生課

62 ③ 食の安全安心スクール

①福岡女子高の生徒を対象に，スーパーと協力し，消
費者としての役割を考えるグループワーク，食品の検
査機関(福岡市食肉衛生検査所)の見学，スーパーの
バックヤード見学を開催する。
②区内高校生（福岡女子高校以外）を対象に実習や見
学を含めた食品衛生講座を実施する。

⑥
①８月～11月
②12月～３月

①４回
②２回

イオン九州(株)
①７月～10月
②５月～11月

①３回
②４回

①イオン九州(株)
西区衛生課

63 ③④ 成人期対象料理教室

生活習慣病予防のための調理の基本や料理の組合せ方
法を取得することを目的とした料理講習会を実施。 ①②③

④⑤
通年

７講座，21回
参加人数　463人

通年
７講座，19回
各25名程度

保健福祉局健康増進課

64 ③④⑤
若者や働き盛りの層を
対象とした情報提供

地下鉄駅や図書館等へのポスター掲示，Facebook「早
良区情報玉手箱」への記事掲載の他，早良区内大学・
専門学校の協力によるメール配信やホームルームでの
説明等により若者や働き盛りの層を対象に，カンピロ
バクター食中毒対策を中心とする食の安全に関する情
報提供を行う。

⑥ 通年

・大学生・専門学校生に対し
ホームルームでのチラシ説
明，メール配信，ポスター掲
示，講習会等を実施
・総合図書館及び区内地下鉄
駅にポスター掲示
・早良区Facebookに食品衛生
関係記事掲載　全21回

早良区内大学・専
門学校７校

通年

早良区情報玉手箱へ
の記事掲載は月２回
程度。
他事業は年１～２
回。

早良区内大学・専
門学校８校

早良区衛生課

65 ④

食とくらしのリスクコ
ミュニケーション
食カレッジ☆知って得
してニッコりん

子育て中の保護者を対象に，食の安全や栄養バランス
について大学・行政の講話により伝える。講話後に，
グループワークや体験型のプログラムを取り入れ，大
学や行政は参加者とのコミュニケーションを通して市
民が必要といている情報等を把握し疑問等に答え，参
加者は食に関する疑問や不安を解消し，得た知識等を
食生活に役立てる

②④⑥
第１回 ８月30日
第２回 11月25日

２回実施
計26名

中村学園大学

第１回　９月15
日
第２回　10月19
日

２回実施
計60名

中村学園大学 城南区衛生課

66 ④⑤
会社員のための健康情
報定期便

会社員の健康保持や健康増進を図るため，食中毒予防
や健康に関するチラシを年４回作成し，シーズンごと
に事業所へ送付。 ③⑥ 通年 年４回　約800部/回

福岡中央労働基準
監督署

通年 年４回　約900部/回
福岡中央労働基準
監督署

博多区健康課・衛生課

67 ④⑤⑥

健康づくりポイント事
業
「ふくおか健康マイ
レージ」

市民の自主的な健康づくり促進のため，健診受診や食
生活改善，ウォーキングの実践，健康イベントへの参
加などの健康づくり活動をポイント化し，市民に還元
する事業を実施

①②③
④⑤

平成29年１月23
日～10月31日

1,986名
※平成29年３月末時
点

平成29年１月23
日～10月31日

－ 保健福祉局健康増進課

68 ④⑤⑥
お口の健康サポーター
養成教室

歯・口腔の健康のための自主的な取組みを実践できる
人を増やすために，地域における歯科保健推進の担い
手（サポーター）を養成する目的で，福岡市食生活改
善推進員を対象とした「お口の健康サポーター養成教
室」を実施。

⑤ ○ 11月～１月 ７回　147名 随時 －

69 ④⑤⑥ お口の健康推進講座

市民の皆さまに日常生活の様々な場面で口腔の健康維
持の大切さについて伝えていただける「担い手」を増
やすための「お口の健康推進講座」を，職能団体を対
象に実施。

⑤ ○ ８月 ２回　182名 随時 －

70 ④⑤⑥ 地域食生活改善講習会

福岡市食生活改善推進員協議会に委託して，各校区に
おいて「充実した朝食」「バランスのよい食事」「適
塩の食事」「よく噛んで食べる」「行事食や郷土料
理」などをテーマに講習会を実施。

①②③
④⑤

①② 通年 80回　1,680人 食進会 通年 80回 食進会 各区健康課

保健福祉局
　口腔保健支援センター
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71 ⑤
生活習慣病に関する健
康教育

所内や公民館等においてメタボリックシンドローム等
生活習慣病予防の教育を実施。その中で食生活に関す
る講話を実施。 ③ 随時 － 随時 － 各区地域保健福祉課

72 ⑤⑥
料理サークル等への講
師派遣

公民館等で行われている料理サークル等へ講師を派遣
し，食育講話や料理指導を実施。

②③ ○ 随時 ２回　26名 随時 ５回 保健福祉局健康増進課

73 ⑤⑥
博多区食育推進事業
（おとなのためのス
ナックスクール）

おとなを対象に，食品関連事業者と共働で，食の安
全，手洗いの啓発，おやつの食べ方・塩分の取り方に
ついて学ぶ教室を実施。 ②④⑥ ○ ３月２日 １回　32人 カルビー株式会社 ３月 １回　40人 カルビー株式会社 博多区健康課

74 ⑤⑥ 脳いきいき講座

「有酸素運動～スロージョギング」をテーマとした生
活習慣病予防の講習会の後健康な食事に関する講話と
健康ランチの提供を実施。 ③ ２月 １回　43人 ２月 １回 中央区健康課

75 ⑤⑥ ヘルシー和カフェ

よかドック結果説明会時に健康食を提供し，実際の食
事をツールとして効果的な食育を実施。 ①②③

④
２月14日 １回　42人 ２月 １回　50名 城南区健康課

76 ⑤⑦
「どんたく広場西新演
舞台」における食育の
推進

早良区食生活改善推進員協議会と協働で，どんたく広
場西新演舞台で，「朝食を食べよう」チラシ，ポケッ
トティッシュ，レシピ集を配布し，食育の推進を図っ
た。

①② ○ ５月３日 200部配布 食進会 ５月３日 200部配布 食進会

77 ⑤⑦
健康づくり応援団の店
における情報発信

早良区食生活改善推進員協議会と協働で，ヘルシーメ
ニューレシピのリーフレット等を作成し，商店街の協
力店舗（健康づくり応援団の店）を通じて健康情報を
発信した。

①② ○ 通年 8,000枚配布
食進会，健康づく
り応援団の店（商
店街）

通年 －
食進会，健康づく
り応援団の店（商
店街）

78 ⑥
南区シニア祭りでの食
育コーナー

南区シニアクラブ連合会のシニア祭りにおいて，南区
食生活改善推進員協議会と協働で，食育に関するパネ
ルの展示や資料の配付などを行い食育推進を実施。

①②③
④⑤⑥

① ７月30日
リーフレット等配布
者
89人

南区シニアクラブ
連合会，食進会

７月29日
リーフレット等配布
者
110人

南区シニアクラブ
連合会，食進会

79 ⑥ 高齢者向け料理教室

高齢者の低栄養によるさまざまな機能の低下予防を目
的とした，活き活きと生活するための「食べる楽し
み」，旬のものや好みのものを食べる楽しみ，会話を
しながら食べる楽しみ，また料理を作る楽しみなどを
体験する料理教室を実施。

①②③
④⑤

① ① 通年 ５回　90人 通年 ４回

80 ⑥
介護予防事業の中での
教室

高齢者が要介護・要支援状態になることを予防するた
めの介護予防教室・認知症予防教室等で，食生活など
の講話を実施。

①②③
④⑤

通年 － 通年 － 各区地域保健福祉課

81 ⑦ くらしの実験講座

グループからの要望により，公民館等に出向き，糖度
測定等の実習を交えた講座を開催。
テーマ：ジュースの糖度を測定してみよう
　　　　かしこく減塩しよう
講　師：消費生活センター職員

④⑥ 通年 ８回（計224名） 通年
地域グループなどの
申込みにより実施す
るため回数未定

市民局消費生活センター

82 ⑦
「いくちゃん弁当」の
共同企画

市役所15階食堂で毎月19日に提供する野菜たっぷりの
「いくちゃん弁当」について，メニュー案，啓発チラ
シ等を作成するとともに，食育の日，食育月間を紹介
する庁内放送を実施。

②③④
⑤

○
６月（４日），
毎月１回

毎回100食販売 15階食堂
６月１週間，毎
月１回

毎回100食 15階食堂

83 ⑦
ショッピングセンター
での食育イベント

福岡市内のイオン店舗において，減塩や野菜摂取を増
やすためのポイントやメニューを実演を交えて紹介。

②③④ ○ 随時

1/18～19 香椎浜イオ
ン 来場者数 362人
3/14～15 イオンモー
ル福岡伊都 423人

イオン 随時 ２～３か所 イオン

84 ⑦ 食育イベント

本庁1階多目的スペースにおいて，食育関係課に協力を
依頼し，食育イベントを実施。
内容：食育パネル展示，味噌汁の塩分測定，簡単な出
汁の取り方実演，フードモデル展示，栄養相談，資料
配布

②③④
⑤

○
①6/13～16
②7/19～20
③3/16～17

①来場者209人
②来場者166人
③来場者293人

６月
２月

－

85 ⑦
福岡市「健康・食育サ
ポート店」

健康づくりや食生活改善に配慮したメニューやサービ
スに取り組んでいる飲食店等を増やすことで，市民の
健康づくりを支援する環境整備を図る。

①②③
④

①③ ② ○ 通年 登録店舗数：29件 通年 －
保健福祉局健康増進課
各区健康課

早良区健康課

南区健康課

保健福祉局健康増進課
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取組体系表番号

分類
（対象者別）
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86 ⑦
バザー開設者に対する
衛生講習

地域でのバザーや模擬店等で提供される食品の衛生確
保のための講習会の開催。

⑥ 通年 65回　2,720人 通年
随時開催するため，
実施回数未定

87 ⑦
市民を対象とした講習
会

市民を対象とした出前講座や保健所での乳幼児健診な
どを利用した食中毒予防の講習会の開催。

⑥ 通年 190回　6,443人 通年
随時開催するため，
実施回数未定

88 ⑦
市場（食品衛生検査
所）見学

消費者等への情報提供により，消費者の食に対する
「安全・安心」の確保を図る。

⑥ 通年 50回
農林水産局中央卸
売市場

通年 50回
農林水産局中央卸
売市場

保健福祉局食品安全推進課
（食検）

89 ⑦ 産地見学と料理教室

市内産野菜を食材とした市民対象の料理教室と併せ，
産地や直売所の見学を行い，市内産農産物に対する消
費者の理解促進を図る。市内産農畜産物を紹介するＰ
Ｒ用パンフレットを作成・配布し，市内産野菜の消費
拡大を図る。

① ○ ９月～１月 ４回 ６月～１月 ４回 農林水産局政策企画課

90 ⑦
「ふくおかさん家のう
まかもん」事業者認定
事業

ふくおかさん家のうまかもん（＝市内の農林水産物及
びその加工食品等）を優先的に提供または販売する事
業者を広く募集し登録を行い，広報誌やＨＰで紹介す
ることで，その事業者の支援及び地産地消の気運を醸
成し，市内産農林水産物の生産・消費の拡大を図る。

① 通年 認定事業者数：122件 通年
認定事業者数：
1,300件（Ｈ32年度）

91 ⑦ 農村力発信発見事業

人口減少，高齢化が進む農漁村地域（北崎地区・志賀
島地区）の魅力を都心部に発信し，地域の振興や活性
化を支援する事業。その中のイベントの一つとして，
北崎地区では，天神においてフラワーアレジメント教
室を開催し，志賀島地区では，あまおうの販売イベン
トを行う。

① ４月，11月 各１回 ４月，11月 各１回

92 ⑦ 酪農体験ツアー

成人を対象に酪農家での酪農体験や乳製品を使った料
理教室等を実施。

② 11月 １回 11月頃 １回

93 ⑦ 市場パンフレット作成

安全で安心な生鮮食料品を円滑かつ安定的に供給する
役割を担う卸売市場について説明するパンフレットを
作成予定。 ⑥

10月～
(パンフレット作
成開始)

作成に取り掛かり，
完成は平成29年度中
を予定

福岡市中央卸売市
場生鮮食品流通協
会

８月完成予定
随時配布

3,000部
福岡市中央卸売市
場生鮮食品流通協
会

農林水産局市場課

94 ⑦ 魚料理教室

鮮魚市場関係者で構成する「福岡魚食普及推進協議
会」が，魚食普及の推進を目的に，鮮魚市場会館の料
理教室で魚料理教室を実施。 ① 随時

福岡魚食普及推進
協議会

随時 －
福岡魚食普及推進
協議会

95 ⑦ 長浜鮮魚市場市民感謝デー

鮮魚市場関係者で構成する「福岡魚食普及推進協議
会」が，魚食普及の推進を目的に，毎月第２土曜日を
「市民感謝デー」として，市場の一部を開放してい
る。
全長200mに及ぶ仲卸売場棟内には約40店舗が軒を連
ね，新鮮な魚介類や冷凍品，干物などの加工品を購入
することができる。また本マグロの解体ショーやさば
き方コーナーなどのイベントも開催している。

①

毎月第2土曜日
ただし８月は第
1，2月は第3土曜
日

12回/年
福岡魚食普及推進
協議会

毎月第2土曜日
ただし８月は第1
土曜日

12回/年
福岡魚食普及推進
協議会

96 ⑦ ベジフル感謝祭

青果市場関係者で構成する「ベジフルスタジアム活性
化委員会」が，来場者の市場機能の理解醸成，青果物
の消費拡大を目的に，青果物の試食・販売や料理教室
などを実施。

① ② 毎月第３土曜日 10回
ベジフルスタジア
ム活性化委員会

毎月第３土曜日 12回
ベジフルスタジア
ム活性化委員会

農林水産局青果市場ブランド
化推進担当

97 ⑦

事業系ごみ資源化情報
発信事業（もったいな
い！食べ残しをなくそ
う福岡エコ運動）

飲食店等から排出される食品廃棄物の発生抑制（リ
デュース）を推進するため，「もったいない！食べ残
しをなくそう福岡エコ運動」を展開している。運動に
賛同する飲食店等を福岡エコ運動協力店として登録
し，ホームページで紹介している。 ③ 通年

・テレビＣＭ放映
（12月，約90回）
・街頭キャンペーン
（12月，１回）
・デジタルサイネー
ジ動画放映（12月，
３月）
・フリーペーパー記
事掲載（６回）

通年

・街頭キャンペーン
（12月，１回）
・デジタルサイネー
ジ動画放映（４月，
７～８月，12月）
・フリーペーパー記
事掲載（３回）

環境局資源循環推進課

98 ⑦
食育月間における食育
の推進

東区食生活改善推進員協議会と協働で，啓発ちらし，
野菜摂取，朝食摂取に関するリーフレット，料理レシ
ピ等を配布して食育推進の啓発を図る。 ○

６月４日
６月５日

164人 食進会 ６月 19校区　950人 食進会

99 ⑦
健康フェスティバルに
おける食育推進コー
ナー

東区健康フェスティバルにおいて，食育に関するコー
ナーを設けて生活習慣病予防の食生活等について啓発
を図る。

①②③
④⑤

○ 10月21日 53人 10月20日 －

農林水産局政策企画課

農林水産局鮮魚市場

東区健康課

保健福祉局食品安全推進課
（各区衛生課）
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100 ⑦
博多区食育推進事業
（郷土料理・日本型食
生活の普及啓発）

博多どんたくにおいて博多の郷土料理「がめ煮」と福
岡県産夢つくしを使用した「おにぎり」を販売し，日
本型食生活や和食文化についての普及啓発を行った。 ② ① ② ○ ５月３～４日 400人 食進会 ５月３～４日 400人 食進会

101 ⑦
博多区食育推進事業
（食育月間における食
育の推進）

食育月間・食育の日に合わせ，区内のスーパー店頭に
おいて，食育啓発チラシ・郷土料理レシピ・歯ブラ
シ・ポケットティッシュを配布，食育の推進を図っ
た。

⑤ ② ○ ６月19日 １回　250人
食進会
スーパー

６月19日 １回　250人
食進会
スーパー

102 ⑦
健康フェスティバルに
おける食育推進コー
ナー

区健康フェスティバルにおいて，野菜を使ったレシピ
の配布や野菜の計量クイズを通した野菜摂取増を図る
取り組みを行った。 ② ① 10月１日 302人 食進会 － －

103 ⑦
市政だより区版による
啓発

食育月間に合わせ，市政だより区版に共食についての
啓発記事を掲載した。

① ６月 １回 ６月 １回 博多区健康課

104 ⑦ 食育月間パネル展

あいれふ１階ロビーにおいて，食育に関するパネルを
展示。 ①②③

④
○ ６月 － ６月 －

105 ⑦
食育月間における食育
推進

中央区食生活改善推進員協議会と協働で，あいれふ１
階ロビーにて食育パンフレットとポケットティッシュ
を配布し，食育推進を図った。 ② ○ ６月 100個配布 食進会 ６月 － 食進会

⑦

中央区食生活改善推進員協議会と協働でパネルを展
示。 ①②③

④
○ － 食進会 － 食進会

⑦

参加者１人１人に野菜350ｇを実測し体験してもらう
コーナーで食育推進を図った。

② ○ 野菜計量　216人 －

107 ⑦ 食育月間パネル展

南区役所まちかど文化広場で食育に関するパネルの展
示やレシピ集などの資料を配布。 ①②③

④⑥
① ○ 6/13～27 アンケート48人 6/15～28 アンケート31人

108 ⑦
食育月間における食育
推進

南区食生活改善推進員協議会と協働で，区役所でのパ
ネル展と大橋駅周辺にてリーフレットやレシピ，ポ
ケットティッシュを配布し，食育推進を図った。

①②③
④

① ○ 6/15～16
リーフレット等配布
者
130人

食進会 6/15，6/19
リーフレット等配布
者
450人

食進会

109 ⑦
健康フェアにおける食
育推進コーナー

健康フェア時にレシピやリーフレットを配布及びパネ
ル等を展示。 ①②③

④⑥
① ○ 10月７日

リーフレット等配布
者
38人

10月６日 －

110 ⑦ 食育月間パネル展

城南区食生活改善推進員協議会と共働で，城南区役所
まちかど文化ひろばにて，城南区における食育の取組
や食育に関するパネル展示及びリーフレット，レシ
ピ，ポケットティシュ等を配布。

○ 6/13～17 283名 城南区食進会 6/12～16 310名 城南区食進会 城南区健康課

111 ⑦
食育月間における食育
の推進

早良区食生活改善推進員協議会と協働で，食育月間・
食育の日に合わせ，早良区役所玄関前で「朝食を食べ
よう」チラシ，ポケットティッシュ，レシピ集を配布
し，食育の推進を図った。

①② ○ ６月17日 200部配布 食進会 ６月19日 200部配布 食進会

112 ⑦
早良みなみマルシェに
おける啓発

早良みなみマルシェに参加し，地元野菜を取り入れた
料理（だご汁）を提供した。併せてレシピや資料を配
布し，野菜摂取の啓発を行った。 ② ① ② ○ 11月19日 150食提供 食進会 11月18日 － 食進会

113 ⑦
健康フェアにおける食
育推進コーナー

健康フェア時に，西区の豊かな食材を取り入れた各種
レシピ集を配布，食育推進に関するパネル等を展示。

① ○ 10月 － 10月 －

114 ⑦ 食育月間パネル展

区役所・保健所で食育活動を紹介したパネル展示やレ
シピ集の配布。

○ ６月 － ６月 －

中央区健康課

早良区健康課

西区健康課

博多区健康課

10月

南区健康課

10月
健康フェアにおける食
育推進コーナー

106
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115 ⑦
食品工場等見学・交流
会

施設見学（食品工場など）の後，参加者，工場，保健
所職員で質問・感想を話し合う。

⑥ 東区７～８月頃 ３回　50人 東区８～11月頃 ４回　80人 東区衛生課

116 ⑦
食肉の生食の危険性を
訴えるパンフレットの
配布

食肉の生食の危険性を訴えるパンフレット「STOP!肉の
生食」を配布。

⑥ 通年

消費者対象講習会
（配布数：約6,000
枚）
食品衛生月間
（配布数：約2,100
枚）
専門学校生徒等
（配布数：約6,000
枚）

通年

消費者対象講習会
（配布数：約6,000
枚）
食品衛生月間
（配布数：約2,100
枚）
専門学校生徒等
（配布数：約6,000
枚）

中央区衛生課

① 公募型ため蔵食ゼミ　個人申込：３回シリーズもの
を２クール
  基本の講座２回＋検査所探検ツアー（オプション）
② 同窓会：サイエンスカフェか，料理教室
③ 事業者向けため蔵食ゼミ

⑥ 通年
①３回×２クール
②１回
③１回

通年
①３回×２クール
②１回
③１回

公募型ため蔵食ゼミ　グループ申込：１回完結お出か
け編を３パターン
　・生産地を見に行こう！
　・ベジフルスタジアムで農薬博士！
　・食肉市場と検査所探検！

⑥ 通年 ２回
平成29年度は実
施しない

ステップアップ型「ため蔵食ゼミ」
⑥ 通年 ３回 ○

マタニティスクールのミニミニ講座：毎月１回のマタ
ニティスクールの中での30分 ⑥ 通年 ９回（７月から）

平成29年度は実
施しない

母子健康手帳集団交付説明会でのミニミニ講座
⑥ 通年 18回（７月から） ○

 ため蔵食ゼミコラボ版：
  A) 子育てサロン（地域保健福祉課）
  B) 食育テレビくん（南区小学校栄養士）

⑥ 通年 各１回
平成29年度は実
施しない

118 ⑦
みて，きいて，安心！
食の安全塾

公募の市民が食品関係営業施設における食の安全確保
の取組みを学び，営業者や行政と意見交換を行う。

⑥ 10月
10/27実施
18名参加

湧水千石の郷 10月 年１回　20名程度 検討中

119 ⑦
手の洗い残しゼロチャ
レンジ

清潔な手で調理することの重要性を理解し，正しい手
洗い方法を身につける。

⑥ 通年
115回実施
調理従事者684名
その他360名

バザー実施団体，
社会福祉施設等多
数

通年 28年度同様 28年度同様

早良区衛生課

南区衛生課117 ⑦
南区ため蔵食ゼミ
Second Season
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取組体系表番号

分類
（対象者別）

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 食育全般 実施時期 実績数等 連携先
（機関，団体等）

実施時期 予定数等 連携先
（機関，団体等）

新規
番号 事業内容施策・事業名等

取組体系表番号 平成２８年度実績

主管局・担当課

平成２９年度予定

高齢者が健康で生き生きと活動するため，おいしく安
全で健康的な食生活を支援する目的で，事業を実施し
た。 南区健康課・衛生課

⑦

南区内の西鉄ストア５店舗で「いきいきシニアのため
の簡単レシピ」の配布を実施し，人気のあるレシピの
把握を行った。 ②④⑥ 4/11～15

９レシピを各店舗50
枚（大橋店のみ100
枚）

西鉄ストア 予定なし －

③⑥

レシピ集のレシピを活用した料理教室と健康や食品衛
生に関するテーマについて意見交換会を純真短期大学
の学生と地域の高齢者（食生活改善推進員協議会の協
力あり）で実施。

②③④
⑥

① ９月７日

地域の高齢者24人
食生活改善推進員３
人
学生18人

純真短大，食進会 ９月12日

地域住民30人程度
食生活改善推進員５
人
学生15人程度

純真短大，食進会

③⑥

レシピ集のレシピを活用した料理教室と健康や食品衛
生に関するテーマについて意見交換会を精華女子短期
大学の学生と地域の高齢者（食生活改善推進員協議会
の協力あり）で実施。

②③④
⑥

① ９月21日

地域住民30人程度
食生活改善推進員５
人
学生15人程度

精華女子短大，食
進会

○

⑦ 災害食レシピ普及

地域での防災訓練時等で災害食レシピを活用した啓発
活動を実施する。

⑥ ①
5/3　どんたく
11/27　西花畑校
区

5/3　試食提供　300
人
11/27 試食提供 200
人

5/3 南区企画振興
課，食進会
11/27　南区総務
課，食進会

5/3　どんたく
6/10　老司校区

5/3　試食提供　200
人
6/10 試食提供 400人

5/3 南区企画振興
課，食進会
6/10　南区総務
課，食進会

⑦
サイエンスカフェ
＆食育講演会

大学教授の講話や実技などを行い，コミュニケーショ
ン作りのきっかけとするサイエンスカフェ＆食育講演
会をアミカスで実施。 ③⑥ ① ２月２日 56人 ２月予定 －

121 ⑧
市による児童福祉施設
への巡回指導

保育所やその他の児童福祉施設への指導監査時に栄養
管理・衛生・食育等についての指導助言を行う。

②⑥ ○ 通年 13回 通年 14回 こども未来局指導監査課

122 ⑧ 収去検査

市内の製造所や販売店で食品を抜き取り，細菌，食品
添加物，残留農薬等の検査を行い，食品の安全性を確
認する。

⑥ 通年

・検査検体数
理化学検査　2,374検
体
細菌検査　　1,242検
体
・違反件数
理化学検査　16検体
細菌検査　　4検体
（食品衛生検査所，
食肉衛生検査所を含
む）

通年
約1,600検体
（各区衛生課実施
分）

保健福祉局食品安全推進課
（各区衛生課・食肉・食検・
保環研）

123 ⑧
食品取扱施設に対する
立入検査

食品取扱い施設に立ち入り，施設の衛生状態や販売さ
れる食品の表示の確認や事業者に対する指導やアドバ
イスを行う。

⑥ 通年

・食品衛生法の許可
を要する施設
施設数　32,535件
監視数　38,392回
・それ以外の食品取
扱施設（条例許可施
設，給食施設を含
む）
施設数　15,170件
監視数　25,391回
・イベントやデパー
ト催事の臨時営業施
設
施設数　3,592件
監視数　4,723回

通年 件数未定
保健福祉局食品安全推進課
（各区衛生課・食検）

124 ⑧
集団給食施設(学校給
食）などに対する立入
検査

学校，保育所，社会福祉施設などの集団給食施設に立
入り，衛生状態の確認や食中毒の予防のアドバイスを
行う。（各区衛生課） ⑥ 通年

対象施設数　977件
立入検査回数　536回

通年 件数未定
保健福祉局食品安全推進課
（各区衛生課）

125 ⑧
３R推進啓発事業（家庭
での食品ロス削減）

食品ロスの現状や，家庭での取組み，食材を無駄なく
使い切るエコクッキング等の講座を実施。 ③ 通年 － ○ 環境局資源循環推進課

120

いきいきシニア応援事
業（食に着目したアク
ティブエイジング事
業）

10



■人材育成に関する事業
※施策事業一覧に既に記載がある場合は再掲。

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 食育全般 実施時期 実績数等 連携先
（機関，団体等）

実施時期 予定数等 連携先
（機関，団体等）

新規

1 人材育成
市による保育所職員へ
の研修
・乳児食研修会

調理担当者・乳児担当保育士に対し，「乳幼児の栄養
管理と食育」についての講話（離乳食の調理実習）を
行い，給食及び食育についての知識及び技術の向上を
図る。

②③ ② ○ 5/12 15名参加 － －

2 人材育成 食品衛生研修会

保育所やその他の児童福祉施設における衛生管理につ
いて講演会を開催し，安全な給食の提供を行う。

⑥ ○ 4/13 172名参加 4/18 197名参加

3 人材育成 新献立調理実習講習会

給食の質の向上を図るため，新メニュー等について，
調理実習を実施。

○ 9/8～9 35名参加 9/12，9/13 36名参加予定

4 人材育成 特定給食施設等指導

給食施設において利用者に対して適切な栄養管理が行
われるよう，施設に従事する栄養士等を対象とした研
修会や個別指導を実施。

②③④
⑥

①② ①② ○ 通年
研修会 12回 827施設
個別指導 213施設

通年
研修会 12回
個別指導 随時

5 人材育成
食生活改善推進員養成
教室

食を通じた地域のボランティア活動を行う地域リー
ダーを養成する講座を各区で開催。

○ ５～２月 ８教室　214名 ５～２月 ８教室　154名

6 人材育成 お口のサポーター養成教

歯・口腔の健康のための自主的な取組みを実践できる
人を増やすために，地域における歯科保健推進の担い
手（サポーター）を養成する目的で，福岡市食生活改
善推進員を対象とした「お口の健康サポーター養成教
室」を実施。

⑤ ○ 11月～１月 ７回　147名 随時 未定

7 人材育成 お口の健康推進講座

市民の皆さまに日常生活の様々な場面で口腔の健康維
持の大切さについて伝えていただける「担い手」を増
やすための「お口の健康推進講座」を，職能団体を対
象に実施。

⑤ ○ ８月 ２回　182名 随時 未定

人材育成 調理業務員等研修

給食に関わる職員（小学校調理業務員等）への衛生管
理の周知及び食育推進に関する研修を実施。

⑥ ○ ７月 調理業務員等600名 ７月 調理業務員等600名

人材育成
栄養教諭・学校栄養職
員研修

児童生徒の食育を担う職員の更なる資質向上のため，
栄養教諭，学校栄養職員を対象に研修を実施。

○
４月，７月，９
月

栄養教諭，学校栄養
職員71名

4月，7月，9月
栄養教諭，学校栄養
職員89名

9 人材育成 教職員1年次研修会

各学校の食育推進体制について新規採用教職員を対象
に講義を実施。

○ ４月
小学校・中学校・特
別支援学校新規採用

者450名
４月

小学校・中学校・特
別支援学校新規採用
者450名

10 人材育成
博多区食育推進事業
（食育スクール）

地域に根ざした食育を広く推進するため，健康づくり
に係る団体や関係職員等を対象に，地域や各職域にお
ける食育リーダーの育成を図った。 ○ 10月～ ３回　延べ25人 10月～ － 博多区健康課

保健福祉局健康増進課
各区健康課

8

番号 分類
（内容別）

施策・事業名等 事業内容

取組体系表番号

主管局・担当課

平成２８年度実績 平成２９年度予定

こども未来局指導監査課

保健福祉局
　口腔保健支援センター

教育委員会給食運営課
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■食育に関連した会議，協議会等
※施策事業一覧に既に記載がある場合は再掲。

開催実績 主な議題等 開催予定
（もしくは実績）

主な議題等

1 会議・協議会等 福岡市食育推進会議 H28.5.9
・第３次福岡市食育推進計画（案）につい
て

H29.8.28
・第３次福岡市食育推進計画の進捗状況に
ついて
・特色ある食育の取組みについて

保健福祉局健康増進課

2 会議・協議会等
福岡市食育推進連絡会
議

H28.4.14
・第３次福岡市食育推進計画（案）につい
て

H29.8.3
・第３次福岡市食育推進計画の進捗状況に
ついて
・特色ある食育の取組みについて

保健福祉局健康増進課

3 会議・協議会等
福岡市口腔保健推進協
議会

H29.2.10
・福岡市歯科口腔保健の現状について
・「食べ方」の支援について

H29.2 未定
保健福祉局
　口腔保健支援センター

4 会議・協議会等 東区食育推進部会 H29.3.1

・平成27,28年度事業報告
・第３次福岡市食育推進計画について
・東区食育推進事業について
・各団体の食育の取組みについて

未定 － 東区健康課

5 会議・協議会等
博多区食育推進ネット
ワーク会議

H29.3
・平成28年度 博多区食育推進事業報告
・各機関・団体の食育に関する取り組み状
況（情報交換）

H30.3
・平成29年度 博多区食育推進事業報告
・各機関・団体の食育に関する取り組み状
況（情報交換）

博多区健康課

6 会議・協議会等 中央区食育推進会議 H29.3
・第３次福岡市食育推進計画について
・平成28年度各団体の食育に関する取り組
み状況（情報交換）

未定 － 中央区健康課

7 会議・協議会等 南区食育推進連絡部会 H28.9.2

・第３次 福岡市食育推進計画について
・保健福祉センターの食育の取組について
・各機関・団体における食育推進に関する
取組状況についてなど

未定 － 南区健康課

8 会議・協議会等
城南区食育推進ネット
ワーク会議

H29.3.23

・第３次 福岡市食育推進計画について
・保健福祉センターにおける取組について
報告
・各団体における取組について情報交換

H30.3予定 － 城南区健康課

9 会議・協議会等
早良区食育推進ネット
ワーク会議

H29.2.23

・平成28年度早良区各団体の取り組み状況
について
・第3次福岡市食育推進計画について
・情報交換

H30.2.21

・平成29年度早良区各団体の取り組み状況
について（情報交換）
・成人期の食育につて（研修）

早良区健康課

10 会議・協議会等 西区食育推進推進部会 H29.2.29

・平成28年度の取組
・平成29年度の計画
・各団体等の取組（情報交換等）
・平成29年度共通スローガンの検討

未定 － 西区健康課

平成２９年度予定

主管局・担当課

市議会（第１・第２・第３委員会）代表，学識経験者２名，市医師会，市歯科医師会，県栄養士
会，県調理師連合会，市農業協同組合，市食生活改善推進員協議会，市小学校長会，市中学校校
長会，市PTA協議会，市保育協会，市私立幼稚園連盟，NPO法人 コンシューマー福岡，市食品衛
生協会，公民館館長会，自治協議会等７区会長会，行政関係者（市長，教育長，関係局長）

市民局（コミュニティ推進課長，公民館支援課長，消費生活センター所長），こども未来局（こ
ども発達支援課長，指導監査課長），農林水産局（政策企画課長，農業振興課長，水産振興課
長，市場課長），区代表（南区地域支援課長，早良区健康課長，中央区地域保健福祉課長），教
育委員会（給食運営課長，研修・研究課長），保健福祉局（食品安全推進課長，健康増進課長）

博多区自治協議会長連絡協議会，博多区公民館長会，博多区小学校長会，博多区小学校PTA連合
会，博多区中学校長会，博多区中学校PTA連合会，博多区子ども会育成連合会，博多区保育園長
会，博多区幼稚園長会，博多区衛生連合会，博多区食生活改善推進員協議会，福岡県栄養士会，
博多区民生委員児童委員協議会，福岡市食品衛生協会博多支所，博多区役所

平成２８年度実績

一般社団法人福岡県歯科衛生士会，一般社団法人福岡県歯科技工士会，一般社団法人福岡市医師
会，一般社団法人福岡市歯科医師会，一般社団法人福岡市薬剤師会，九州大学歯学研究院，公益
社団法人福岡県栄養士会，公益社団法人福岡県看護協会，福岡歯科大学口腔歯学部，福岡市学校
歯科医会，福岡県介護支援専門員協会，福岡市保育協会，福岡市民間障がい施設協議会，福岡市
老人福祉施設協議会，福岡商工会議所，福岡中央労働基準監督署，一般社団法人福岡市私立幼稚
園連盟，福岡市養護教諭研究会，福岡市食生活改善推進員協議会，福岡市PTA協議会

西区健康づくり推進協議会の規定に基づき設置
西区衛生連合会，西区食生活改善推進員協議会，西区公民館長会，福岡県栄養士会福岡支部，福
岡市食品衛生協会西支所，JA福岡市西グリーンセンター，福岡市保育協会西区園長会，西区市立
保育所長会，私立幼稚園連盟西区園長会，西区市立幼稚園長会，西区小学校長会，西区中学校長
会，福岡市立福岡女子高等学校，中村学園大学短期大学部，西区保健福祉センター

健康づくり実行委員会を構成する団体・機関の代表及び推薦された実務者等をもって組織する。
南区医師会，南区歯科医師会，南区薬剤師会，南区自治組織協議会，南区衛生連合会，南区食生
活改善推進員協議会，南区シニアクラブ連合会，南区公民館館長会，南区民生委員児童委員協議
会，南区男女共同参画連絡会，公益社団法人福岡県看護協会福岡３地区支部，南区中学校校長
会，南区小学校校長会，南区認可保育園園長会，南区大学連絡会議，南区保健福祉センター

福岡市食品衛生協会早良支所，早良区地区自治組織連絡協議会，早良区衛生連合会，早良区食生
活改善推進員協議会，早良区小学校校長会，早良区中学校校長会， 早良区高等学校代表（福岡
県立早良高等学校），早良区大学代表（西南学院大学）， 早良区保育園園長会，福岡市私立幼
稚園連盟早良区支部，早良区保健福祉センター

東区衛生連合会，東区食生活改善推進員協議会，東区公民館館長会，福岡県栄養士会福岡支部，
東区保育園園長会，東区公立保育所所長会，東区幼稚園園長会，東区公立幼稚園園長会，東区小
学校校長会，東区中学校校長会，東区区保健福祉センター

城南区健康づくり実行委員会の専門部会として設置。
城南区衛生連合会，城南区公民館館長会，城南区小学校校長会，城南区小学校PTA連合会，城南
区食生活改善推進員協議会，城南区民生委員児童委員協議会，城南区中学校校長会，城南区中学
校PTA連合会，城南区保育園園長会，福岡市立博多工業高校，中村学園大学，福岡県栄養士会福
岡支部，福岡市食品衛生協会城南支部

番号 分類
（内容別）

会議，協議会等の名称 構成団体等

中央区公民館長会，中央区衛生連合会，中央区食生活改善推進員協議会，福岡市食品衛生協会中
央支所，中央区保育園長会，福岡市私立幼稚園連盟中央支部，福岡県栄養士会福岡支部中央区担
当，中央区保健福祉センター
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■第３次福岡市食育推進計画の普及啓発・ＰＲ等に関する取組み
※施策事業一覧に既に記載がある場合は再掲。

実施時期 実績数等 実施時期 予定数等

1 普及啓発・ＰＲ等
第３次福岡市食育推進
計画の配付

９～10月 約2,800部 随時 －
保健福祉局健康増進課
各区健康課

2 普及啓発・ＰＲ等
給食施設従事者研修会
における啓発

H29.2.15 112施設　117人 － － 保健福祉局健康増進課

3 普及啓発・ＰＲ等
食生活改善推進員養成
教室

５～２月 ８教室　214名 ５～２月 ８教室　154名
保健福祉局健康増進課
各区健康課

4 普及啓発・ＰＲ等

地域（校区）で健康づ
くりを進める関係団体
への啓発

H29.2.15 100人 － － 東区健康課

5 普及啓発・ＰＲ等
南区食育推進連絡部会
における啓発

H28.9.2 14団体　14人 未定 － 南区健康課

6 普及啓発・ＰＲ等
城南区食生活改善推進
員研修会

－ － H29.4.19 66名

7 普及啓発・ＰＲ等 食育月間での普及啓発 － － H29.6 －

8 普及啓発・ＰＲ等
早良区衛生連合会理事
研修会（食育研修会）

H28.8.31 29名参加 － － 早良区健康課

番号 分類
（内容別）

取組事例 取組内容

生活習慣病予防月間に合わせて実施する講習会において，各校区で健康づくり活動を進める関係
団体（自治組織会長会，衛生連合会，社会福祉協議会，食生活改善推進員協議会，公民館，共同
利用会館）の代表者を対象に，第３次福岡市食育推進計画（概要版）を配布の上，説明を行っ
た。

食を通じた地域のボランティア活動を行う地域リーダーを養成する講座において，第３次福岡市
食育推進計画について説明・啓発を行った。

城南区情報ディスプレイにおいて，6月の食育月間と第3次福岡市食育推進計画の基本目標につい
て周知を図るとともに，食育月間パネル展において第3次福岡市食育推進計画の概要版の配布を
行った。

平成２９年度予定

市内の各教育機関（幼稚園，保育所，小，中学校，高等学校，短大・大学ほか），関係団体，公
民館などに第３次福岡市食育推進計画（冊子）を配布するとともに，活用を依頼した。

住民の健康づくり活動に取り組んでいる，早良区衛生連合会理事の研修会において，第３次福岡
市食育推進計画の概要について説明を行った。

城南区健康課

食育の推進や食育に関する情報交換を行い，南区民の食育推進に寄与することを目的とした左記
の部会において，第３次福岡市食育推進計画（閲覧用）について配布の上，説明を行った。

平成２８年度実績

主管局・担当課

市内の給食施設従事者（管理栄養士，栄養士，調理師等）の知識や技術の向上を図ることを目的
とした左記の研修会において，第３次福岡市食育推進計画（概要版）について配布の上，説明を
行った。

城南区の食生活改善推進員協議会の総会時の研修会において，会員に対して第３次福岡市食育推
進計画について，概要版を配付し，説明を行った。
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