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資料1

福岡市食育推進会議傍聴要領（案）

（趣旨）

第 1条 この要領は，福岡市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第 6条第4項の

規定に基づき，福岡市食育推進会議（以下「推進会議」という。）の会議の傍聴に関

し，必要な事項を定める。

（受付）

第 2条 推進会議の会議の傍聴を希望する者（以下「傍聴希望者j という。）は，会議

の開催の 15分前までに，自己の氏名等を傍聴申込書（様式第 1号）に記入し，整理

番号票（様式第 2号）の交付を受けなければならない。

（ （定員）

第3条 推進会議の会議を傍聴、する者（以下 f傍聴人j という。）の定員は，あらかじ

め推進会議の会長（以下「会長Jという。）が定めるものとする。

2 傍聴希望者が定員を超えるときには，抽選によって傍聴人を決するものとする。

（会議場に入ることができない者）

第4条 ポスター，ピラ，拡声器その他会議若しくは傍聴を妨害するおそれがあると

認められる物品を携幣する者又は会議を妨害し，若しくは人に迷惑を及ぼすおそれ

があると認められる者は，推進会議の会議場（以下「会議場j という。）に入場する

ことができない。

（傍聴人が守るべき事項）

第5条 傍聴人は，推進会議の会議を傍聴するにあたり，次の事項を守らなければな

( らない。

(1) 会議場における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話，パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(6) たすきを葎用し，又はプラカードを掲げる等の示威的行為をしないこと。

(7) 他の傍聴、人の迷惑になるような行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか，会議場の秩序を舌しし，又は会議の妨げとなるよう

な行為をしないこと。

（撮影，録音等の禁止）

第 6条 会議場において撮影，録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし，

会長が認めた場合は，この限りでない。



（傍聴人の退場）

第 7条 傍聴人は，推進会議が傍聴を認めない議題に関する務議等を行おうとすると

きは，速かに会場から退場しなければならない。

（傍Jili人への指示）

第8条 会長は，会議の平穏な進行をと確保するため，傍聴人に対して必要な指示を行

うことができる。

（違反に対する措置）

第 9条 傍聴人が，この要領の規定に違反したときは，会長は，傍聴ノリこ対して必要

な措置を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは，会長は，その

者に対して会議場からの退場を命ずることができる。

（委任）

第10条 この要領に定めるもののほか，推進会議の会議の傍聴、に関し必要な事項は，

その都度会長が決するものとする。

F付員lj

1 この要領は，平成 18年 7月 日から施行する。
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傑式第 1号i

年月 日福岡市食育推進会議

傍聴申込書

団体名

( 氏名

． 
．．．．．”・・・・”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・．．．．．．圃・・・・...........圃．．．．．．．．幽．．．幽胸・・同園，J

様式第 2号

年月 日福岡市食育推進会議

整理番号票

NO. 

傍聴人は，会議の開催中この整理棄を携行

：し，係員の求めに応じて提示してください。
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資料3

食育推進基本音十函の概要

~ 
1.食をめぐる現状

近年、健全な食生活が失われつつあり、我が国の食をめぐる現状は危機的な状

況にある。このため、地域や社会を挙げた子どもの食育をはじめ、生活習慣病等

の予防、高齢者の健全な食生活や楽しく食卓を因む機会の確保、食品の安全性の

確保と国民の理解の増進、食料自給率の向上、伝統ある食文化の継ワ京等が必要で

ある。

「 2. これまでの取組と今後の展開

人

これまでも食育への取組がなされてきており、一定の成果を挙げつつあるが、

危機的な状況の解決につながる道筋は見えていない。このため、平成18年度か

ら22年度までの5年間を対象とする基本計画に基づき、国民運動として食脊に

取り組み、国民が生涯にわたり健全な心身を培い、農かな人間性を育むことがで

きる社会の実現を白指す。

｜第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方制

1.国民の心身の健康の増進と夢かな人間形成

健全な食生活に必要な知識等が年齢、健康状態等により異なることに配慮しつ

つ、心身の健康の増進と豊かな人間形成を目指した施策を講じる。

2.食に関する感謝の念と理解

様々な体験活動等を通じ、自然に国民の食に対する感謝の念や瑳解が深まって

いくよう配慮した施策を講じる。

3.食育推進運動の展開

国民一人一人の理解を得るとともに、社会の様々な分野において男女共同参画

の視点も踏まえ食育を推進する観点から、国民や民間団体等の自発的意思を尊重

し、多様な主体の参加と連携に立脚した国民運動となるよう施策を講じる。

4.子どもの食管における保護者、教育関係者等の役割

子どもの父母その他の保護者や教育・保育関係者の意識向上を図り、子どもが

楽しく食を学ぶ取組が積極的に推進されるよう施策を講じる。

5.食に関する体験活動と食育推進活動の実践

家庭、学校、地域等様々な分野において、多様な主体から食を学ぶ機会が提供

され、国民が意欲的に食育の活動を実践できるよう施策を講じる。

1 



6.伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁＼：Hの活性化と金

料自給率の向上への貢献

伝統ある食文化の継承や環境と調和した食料生産等が図られるよう配慮する

とともに、食料需給への国民の理解の促進と都市と農山漁村の共生・対流等によ

り農山漁村の活性化と食料自給率の向上に資するよう施策を講じる。

7. 食品の安全性の確保等における食育の役割

食品の安全性等食に関する幅広い情報を多様な手段で提供するとともに、行

政、関係団体、消費者等の聞の意見交換が積極的に行われるよう施策を講じる。

｜第2 食育の推進の目標に関する事項｜

1. 目標め考え方

食育を国民運動として推進するため、これにふさわしい定量的な目標を掲げ、

その達成を目指して基本計図に基づく取組を推進する。

2.会育の推進に当たっての目標値（平成22年度）

(1）食育に関心を持っている国民の割合の増加

7 0% （平成17年度）→90%以上

(2）朝食を欠食する国民の割合の減少

小学生4%（平成12年度）→0%

20歳代男性30%、30歳代男性23%（平成15年度）→いずれも 15%

以下

(3）学校給食における地場産物を使用する割合の増加

2 1 % （平成16年度、食材数ベース）→30%以上

(4）「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合の増加

60%以上

(5）内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム）を認知している国民の割合

の増加

80%以上

(6）食育の推進に関わるボランティアの数の増加

現状値の20%以上増加

(7）教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増加

6 0%以上

(8）食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加

60%以上

(9）推進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の割合

都道府県100%、市町村50 o/o以上

｜第3 食育の総合的な促進に関する事項

国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。

2 
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1 家庭における食育の推進

O生活リズムの向上

朝食摂取、早寝早起き等子どもの生活リズム向上のための普及啓発活動等

O子どもの肥ii筒予紡の推進

栄養・運動向面からの肥満予紡対策等

O望ましい食習慣や知識の習得

学校を通じた保護者に対する栄養管理に関する知識等の啓発や家庭教育手

帳の配付・活用

O妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

妊産婦等への栄養指導の充実、妊産婦¢健康課題等についての調査研究、乳

幼児等の発達段階に応じた栄養指導等

0栄養教諭を中核とした取組

栄養教諭を中核とした食育推進、保護者や教職員等への普及啓発等

O青少年及びその保護者に対する食育推進

青少年育成に関するイベントにおける普及啓発や情報提供

2.学校、保育所等における食育の推進

O指導体制の充実

栄養教諭の全毘配置の促進、学校での食育の組織的・計画的な推進等

O子どもへの指導内容の充実

学校としての全体的な計画の策定、指導時間の確保、体験活動の推進等

O学校給食の充実

学校給食の普及・充実と「生きた樹は」としての活用、学校給食での地産地

消の推進、単独調理方式の効果等の周知・普及等

0食育を通じた健康状態の改善等の推進

食生活の健康等への影響の調査とこれに基づく指導プログラムの開発等

O保育所での食育推進

保育計画に連動した組織的・発展的な f食育の計画」の策定推進等

3.地域における食生活の改善のための取組の推進

O栄養バランスが優れた「日本型食生活Jの実践

日本の気候風土に適した米と多様な副食から構成される f日本型食生活J

の実践促進のための情報提供等

0 「食生活指針Jや「食事パランスガイド」の活用促進

f食生活指針jの普及啓発、 「食事バランスガイドJの浸透促進等

O専門的知識を有する人材の養成・活用

管理栄養士・専門調理師等の養成と多面的な食育活動の推進等

O健康づくりや医学教育等における食育推進

医療機関等での食育の普及啓発、健康状態にむじた栄養や運動の指導等

O食品関連事業者等による食育推進

食品関連事業者等による体験活動の機会提供、情報や知識の提供等

・3 



4.食育推進運動の展開

0食育月間の設定・実施

食育月間の設定（毎年 6月）による重点的・効果的な運動等

O継続的な食育推進運動

食育の日の設定（毎月 19日）による継続的運動、キャッチフレーズの活用等

O各種団体等との連携・協力体制の確立

団体等の全国的な連携確保、地方公共団体を中心とする協力体制の構築等

O民間の取組に対する表彰の実施

民間の食育活動に関する表彰の実施

。国民運動に資する調査研究と情報提供

食育に関する国民意識等の調査研究、食育に関する総合的な情報提供等

C食育に関する国民の理解の増進

世代、健康状態等（；：Jぶじた細やかな広報啓発活動、科学的知見に基づく正し

い知識による冷静な判断の重要性への理解促進等

0ボランティア活動への支援

ボランティアによる取組の活発化、食生活改善推進員等による健康づくり

活動の促進

5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

O都市と農山漁村の共生・対流の促進

グリーン・ツーリズム等を通じた交流促進のための情報提供、受入体制の整

備等

O子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供

子どもを中心とする農林水産物の生産における様々な体験機会の拡大のた

めの情報提供、受入体制の整｛臆等

0農林漁業者等による食育推進

農林漁業者等の教育関係者との連携による体験活動の機会の提供等

O地産地消の推進

地産地消を推進するための計画策定、人材の育成、施設の整備等

Oバイオマス利用と食品リサイクルの推進

バイオマスの総合利用による地域循環システムの実用化、食品リサイクノレの

必劃生に関する普及啓発等

6.食文化の継承のための活動への支援等

Oボランティア活動等における取組

食生活改善推進員等による親子料理教室等での郷土料理等の活用等

O学校給食での郷土料理等の積極的な導入やイベントの活用

学校給食への郷土料理等の導入、各種イベント等での郷土料理等の紹介等

O専門調理師等の活用における取組

高度な調理技術を備えた専門調理師等の活用

O関連情報の収集と発信

4 
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食文化の普及啓発に関する全国各地の事例の収集・発信

O知的財産立国への取組との連携

食文化の基殺となる調査研究、シンポジウム等による成果の発信等の促進

7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国

墜丞謡史盤準
。リスクコミュニケーションの充実

リスクコミュニケーションの積1霊的な実縮、効果的手法の開発

O食品の安全性や栄養等に関する情報提供

食品の安全性等に関する情報の分かりやすい提供等

O基礎的な調室・研究等の実抱

国民健康・栄養調査等の実施、複数分野のデータの総合的な収集・解析、農

「 林漁業、食料生産等に関する統計調査の実施等

( 

0食品情報に関する制度の普及啓発

食品表示制度の見直し、同制度の普及・定着等

O地方公共団体等における取組の促進

地方公共団体や関係団体等による各種情報の収集・提供

。食育の海外展開と海外調査の推進

食育の理念、や取組の海外発信、 f食育（Shokuiku)Jの海外普及、海外での

取組の調査等

0国際的な情報交換等

海外研究者の招聴、海外調査の実施、国際的な連携・交流の促進等

｜第4 食育の推進に隠する施策を総合的かっ計画的fこ推進するために必婆な事項｜

1. 多様な関係者の連携・協力の強化

多様な関係者による連携・協力の強化に努める。

2.都道府県等による推進計画の策定とこれに基づく施策の促進

都道府県等による推進計画の作成等に向け、国からの働きかけ等を行う。

3.積1霊的な情報提供と由民の意見等の把握

食育に関する情報の分かりやすい形での提供と国民の意見等の把握・反映に

努める。

4.推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用

抱策の総合的かっ計画的な推進を図るとともに、推進状況の把握と効果等の

評価を行う。また、予算の有効利用の観点から選択と集中の強化等の徹底を図る。

5，基本計画の見直し

計図期間終了前であっても、必要に応じて見直しの必要性や時期等を適時適

切に検討する。

百
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I l;t策定趣旨と指針

（ 

ふくおかの食と農推進基本指針の概要

食及ひ’その食を支える農林水産裁のE重要性さらには農山漁村の持つ多国的な機能役割lについて広く県民への理解促進を図り、もって県民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的

として、従来からそれぞれの分野で進められている「食jや f農jに係る施策を総合的かっ体系的に推進していくための体総整備や施策の方向性を示す基本指針を策定しました。

O金を巡る情勢の変化

①生活様式の多械化による

孤企や企の外部化の進展

②栄養，＜ランスの崩れ、企

生活の乱れ

＠止を大切にする心の欠如

＠』思r,時平生活習慣椛の増加

＠立の安全性に対する信頼
の低下

＠生産者と消費者の距離が

拡大

0農林水産業を取り巻く

情勢の変化

①総入感ホ産物の忽増や長

引く不況に伴う農林水産

物館格の低迷

②担い手不足干高齢化など
による生産基盤的脆弱化

が遂行

)7,殺の指針＇：＇.（取締内容 ）ii

盟盟坦重ゴ
計画期間ー平成18年～20年（3年間）

目標（計画指標） 基準年次17年度、目標年次22年度

①家庭・地域における食替の推進 h

学校における食育の推進

食生活改警の推進

地産地i闘の推進

⑤生産者と消費者の支流

⑥童白安全、低康業主毒に関する知路町普及・翻査

Mm 
ω
m
m
u
m
s
o
 

朝食欠食率

~ 

D._←Llil_」 L」；ミ
，.叶4.C IS~’＂健＂句＂観＇＂帽Sill 60度以よ

平成＂年度鑓岡県保健繍祉部調べ

楽し〈号令どりのある食事の状況

一日最低1食、きちんとした食事をZ人以上で

楽し(30分以上かけて食Aる割合

目 ~ 
伺
回
初
日
田
刊
初
回
問
。

平成16匁度議問県保健福妹都，.ペ

思議豆む

• f朝ごはん食べようJ

運動の展開
・ボランティアの連携
．食育コンクーノレ

等

三保健穏祉分E王

つ事

施策の効果h

正しい童生活の実践に
よる健康な心と身体を

っくります

農林水産l!i:• ，！！！山漁村へ
の理解をすすめます

童に対する感謝の心を
宵みます

伝統的童文化を
伝えてい吉ます

主目安全性に対する

怪額を111きます

減
主
A
H
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資料5

福岡市食育推進会議条例

（設鐙）
第1条食育基本法（平成17年法律第63号。以下 f法j という。）第33条第 1l；震の規定に
基づき，福間市食育推進会議（以下 f推進会議j という。）を還し

（所挙事務）
第2条推進会議は，次に掲げる事務を行う。

（］） 法第 18条第 1項に規定する市町村食育推進計画を作成するとともに，関係機隠等と連携
し，その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか，食脊の推進に関する重姿事項について審議し，及び食育の推進
に関する施策の実施を推進すること。

（総織）
第3条推進会議は，会長及び委員 30人以内をもって組織するo

（会長）
第4条会長は，市長をもって充てる。
2 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，その
職務を代理する。

（委員）
第5条委員は，次に掲げる者をもって充てる。

(J)食脊に関して十分な知識と経験を有する者のうちから市長が任命する者
(2）本市の職員のうちから市長が任命する者
I 3 Iその他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する者

2 委員の任期は， 2年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。
3 委員は，再任されることができる。

（会議）
第6条推進会議の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。
2 推進会議は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否問数のときは，議長の決する

ところによる。

（部会）
第7条推進会議に，特定の事項について調査し，及び審議させるため，部会を霞くことができ

る。

（関係者の出席）
第8条推進会議は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を
聴くことができる。

（庶務）
第9条推進会議の庶務は，保健福祉局において処理する。

（委任）
第10条 この条例に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は，規則で定める。

附則
この条例は，平成l8年4月1日から施行する。
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資料6

福岡市食育推進会議条例施行規則

（平成18年3月30日福岡市規則第68号）

（趣旨）

第1条 この規則は，福岡市食育推進会議条例（平成18年福岡市条例第23号。以下

「条例」という。）第 10条の規定に基づき，福岡市食育推進会議（以下「推進会議J

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（部会）

第2条 条例第7条の規定に基づき，推進会議に食育推進計画検討部会を置き，食育基本

法（平成 17年法律第63号）第 18条第1項の規定に基づく福岡市食育推進計画の作

成及び推進に関する事項について調査し，及び審議する。

（部会の委員）

第3条 前条に規定する部会（以下単に「部会」という。）は，推進会議の委員及び臨時

委員若干人をもって組織する。

2 部会の委員（以下 f部会員」という。）は，推進会議の会長が推進会議に誇って指名

する。

（部会長及び副部会長）

第4条 部会に部会長及び郡部会長を置き，部会員の瓦選によってこれを定める。

2 部会長は，部会の事務を掌理する。

3 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，

その職務を代理する。

（部会の会議）

第5条部会の会議は，部会長が招集し，部会長がその議長となる。

2 部会は，特に必要があると認めるときは，関係人の出席を求めることができる。

3 部会の議事は，出席した部会員の過半数をもって決し，可否両数のときは，部会長の

決するところによる。

4 部会長は，部会の会議ごとに，当該会議における審議の結果を推進会議の会長に報告

するものとする。

（庶務）

第6条部会の庶務は，保健福祉局保健医療部保健予防課において処理する。

（委任）

第7条 この規則に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は，推進会議に

おいて定める。

附員IJ

この規則は，平成 18年4月1日から施行する。
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福岡市食育推進計画検討部会の位置づけ

福間市食育推進会議

目的．福岡市食育推進計画の作成及びその実施の推進
（食育基本法第33条）

委員：条例に基づき30名以内の委員により構成する
（福詞市食育推進会議条例第3条）

0食育推進会議：部会で検討した内容を総括的に協議し、食育推進に関する
基本的方向性を決定する。

食膏推進計画検討部会

部会設置．推進会議に，特定の事項について調査し及び審議させるため．部会を置
くことカtできる。

（福岡市食育推進会議条例第7条，同施行規則第2条）

部会委員：部会の委員は，推進会議の会長が推進会議に諮って指名する。

（福岡市食育推進会議条例施行規則第3条第21頁）

資料7

地域家庭部門 学校教育・保育所部門｜｜生産消費 R食の安全部門



r¥ 



当日配布（事務局案）

福岡市食育推進計画検討部会（案）
。は推進会議委員

部自 番
組織 役職 氏名F号 ヲ口';f 

。福岡県栄養士会 会長 城間知子

2 。福岡市公民舘長会 代表 緒方博

士土色

域
家

3 福岡市民生委員・児童委員代表 常任理事 問中澄江

庭
部 4 福岡市劫産富市会 会長 上 野 恭 子
門

5 福岡市食生活改善推進員協議会 会長 擦問佳世子

6 
子育て支援サーウル「みなみちる

代表 村上治代どNETJ

7 。福岡市小学校校長会 会長 横町俊一

学
中交

8 。福岡市中学校校長会 会長 松村正秋

教
有 9 福岡市養護学校長 会長 池 尻 淳 一

保
育 10 。福岡市PTA協議会 会長 谷 口 禎 二
所
部
F『 11 。福岡市保育協会 理事長 古 賀 文 麿

12 。福岡市私立幼稚園連盟 会長 坂根康秀

生
13 。九州大学大学院 教授 甲斐諭

産
j自 14 。（社）福岡市食品衛生協会 専務理事 杉正道
費
． 
食 15 。NPO法人コンシューマ福田 卒業推進員 石三クニ子
の
安
会 16 福岡市農業協同組合 指導部長 吉積政明
部
門

17 福岡市漁業協同組合 専務理事 田中 j羊三
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福岡市の食の現状について

1 貧生活

(1）朝食摂取率

こどちの穀食摂取状況

(%) n, • 
100「 94_6.主土－＂＇・・・……ー…………… nnn… 
90ト一際機j議議議 ト一一一－84.

50 

40 

30 

20 

10 

0 

［全国1

幼児 小学生

V幼児（1～6歳）厚生労働省「国民健康・栄養飼査J(H16)

中学生

調査自において「築子・錠剤などのみJr何も食ベない』の設当を除いた数
マ小，中学生：（財）スホ．ーツ振奥セント「児童生徒の食生活等実態調査J(H12)

対象学年小学校5年生，中学校2年生
「あなたは，毎日朝食を食べますかJという問いに対してr，週間に4～5白
金べないことがある」「ほとんど食べないJの回答を除いた数

［福岡市］
マ幼児（3歳児）財団法人福岡市健康づくり財包「生活習慣翻査J(H17.3)

『食べているJ「時々食ベているJを加えた分
マ小f 中学生稿陪市教育委員会「朝食喫食状況銃査」（H16)

対象学年小・中学校とも全学年
『1日～2日食べる』「食ベない」の該当を除いた数。

朝食の摂取率（男性〉 陸国 凶福岡市
(%) 

100 …一一…一一一一…一一｝…｝一－－一一一一ω一一一－－…..95.7一向日
89.4 

目。

60 

40 

20 

。
15～19旗 印議代 30農代 40歳代 田議代 田露代

［全国】
マ箆生労働省「国民健康・栄裳調査J(H16)

翻査日において「菓子・錠舟iなどのみ」「何も食べないJの該当を除いた数。
［福岡市］
マ「福岡市市民アンケート」（H18.5) 

「Iまぽ毎日食べているjと回答した数。

資料8,

幼児，小学生の戟ご飯摂
取率は縫霞B本21福岡市
計画において100%を目
標にしていますが策定当
時とあまり変化がみられ
ません。

国と比較して、全ての年
代ζおいて摂取率がf!l;く
なっていますE

特に20歳代においては、
3人に1人しか弱ごはんを
食べていません。



（助）
朝食の摂取率（女性〉 圃国国福岡市

100 －………………………－－ 占白日目 白一一 95_0戸 l 
「89:ii 92 2 90-9 悶 i

as_o 欄欄麟..7 I 
80 

60 

40 

20 

。 ~ 

30露代 40歳代 60車代15-19農 20麓代 印章代

【全国］
マ厚生労働省「国民健康・栄養調査J(H16)
調査日において『菓子・錠剤などのみ』「何も食べないJの該当を除いた数。

［福岡市］
マ「福岡市市民アンケート」（H18.5) 

r1まl王毎日食ベている」と回答した数．

(2）野菜の摂取量

く参考＞野菜の摂取量（成人1日）
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目標摂取量 全国 福岡県

※目標摂取賞はF健康臼本21JのH22年度目標摂取嚢
【全国】 厚生労働省roo民健康・栄養部査J(H16)
【福岡県】「福岡県い吉いき福岡健康づくり基礎誠査J(H16) 

-2-

』

E自由と比較して、会ての
年代で摂取率が健くなっ
ています。 20歳代におい
ては2人に1人が朝ごはん
を食べていません。

厚生労働省が推進している
「健康白本21」では野菜
を1日350g以上摂ること
を目標をしていますが，国
県とち目標値より約80g不
足しています。

• i也九



2 生活習慣痛の増加
( 1 ）肥満の状況

肥満の指標の1つ．体重を身長の二棄で割って値を出します。
BM iく18.5: Its体重， 18.5:aBMlく25：普通体重. BM l；孟25・肥満

(Body Mass Index) BM! 

40～60歳代までの
男性の3割に肥満が
見られます。

肥満と健体重の状況（男性〉

低体重（上段BM!18.5未満），肥満（下段BM!25以上）

一前田…問吋100見

3.5 3.0 
9.9 80目

60百

40首

20唱

国福
岡

市

70歳以上

福

岡

市

献

目

印

福
岡
同
市
献

国

印

福

岡

市

制0
 

4
 

園福

爾

市

献0
 

3
 

国間福
岡

市

29歳以下

0出

肥満と健体重の状況（女性〉

60～70歳代の女性の
2割強に肥満が宛られ
ます。また.20～30 
歳代の2割強～3割に
｛岳体重霊の人が見られま
す。

低体重（上段：8Ml18.5未満），肥満（下段BMl25以上）

9.7110.0 
7.1 6.3 8.1 

100出

80詰

60% 

40% 

20% 

福
岡
市

70歳以上

笛楢

悶

市

制

国

閃

福
岡
市
制

国

印
福

岡

市

献nU 
4
 

国福
岡

市

30歳代

国

下

宿

陪

市

以歳9
 

内

4

国
0% 

【全国】
マ厚生労働省「国民健康膚栄養調査』（H16)

【搭悶市］
マ福岡市で実施のミニドッウ及び健康づくりセン空ーで実施の健康度診断1自コース等の健診結果（H16)

3 



(2）メタボリツクシンドロームの状況
' • 

メタボリツクシンドローム〈内臓肥満症候群〉

v>I締結簡による肥満の人が「糖尿病」 「高血圧」 「高脂血症Jといった生活習慣痛になる
危俊因子を併せちっている状態で．内臓杷満で2つ以上の因子をちっていると動脈硬化を飛
躍的に進行させます。

【男性】

配

a

u
布

U
苅

M
為

0

5

0

5

 

q
u
v
n乙

内

4

4

1

10覧

5覧

0% 
40車R 50車托 60揖仕 70車以よ

｜図該当 包予備軍｜

【女性】

30百

25首

20首

15首

10首

5首

0% 
総融 40～74車30量朱満 30車it 拍車代 50車杭 間車代 70揖以上

（再掲）

(3）糖尿病の状況

糖代謝検査の育所見率

（%） 

25.0 

医歪E霊童E

20.4 
20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

。。
40歳代 50義代 60～64議 65～69歳 70～74議 75歳以上
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男性の40歳代以上では2
～3割の人がメタボリツ
クシンドロームの予備軍
及び該当があります．

【福岡市］
マ福間市で実施のミニドッヴ及び
健康づくりセン告ーで実施の健康
度診断1目コース等の健診結果
(H16) 
該当者 BM!25以上かつ下記の
いずれか2つが該当するもの
予備軍：BM!25以上かつ下記の
いずれか1つが該当するもの
1 収縮期血圧130mmHg以上
もしくは拡張期血圧85mmHg
以上

2空腹時血糖110mg/dl以上
3 中性脂肪が150mg/dl以上か
HDLコレステロールが40mg/dl
未満

女性は40歳代からメタ
ボリツクシンドローム自宅
増加しています固

糖尿痛が疑われる人（要
指導〉と糖尿病の可能性
が否定できない人（要医
療〉ち聞と閤様年代とと
ちに増加しています。

※基本健康診査において，要指
導及び婆医療のいずれかであっ
たもの

【会園】
マ厚生労働省「地域保健・老人保
健事業報告』（H16)

［福岡市］
マ『地域保健・老人保健事業報
告J(H1 6) 
要指導血糖（空腹時）110～ 
125mg/dl, HbA1c 5. 9同

要医療血糖値（空腹時）126 
mg/di以上，血糖値（食後）
141mg/dl以上， HbA1c
6, 0拍以上



3 食昂の安全
C 1）貧の安全・安山に関する市民意識

1 実施時期平成16ま引用．平成17年1用．平成18年2月
2 実施方法。住民基本台帳からの無作為抽出1500人／固〉

3 サンプル叙
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ヲ〕 日頃． 「食Iに対してどのように感じてい去す力 n

不安

やや不安

どちらともいえない

やや安心

安心

。 10 20 30 

割合（拍｝

40 50 

② 食の安全性について鐙ζ不安を感じていることがありま
すか（3つまで〉。

表示由偽装

農薬や動物用医薬品などの残留

翰入食品

BSE 

食品添加物

遺伝子組換え食品

食申書器

不衛生な飲食店・販売店

アレルギー食品

特にない E

0 10 20 30 40 50 60 

自 5-

「食Jに対して約
40%以上の市民が
「不安J 「やや不

安Jを感じていま
す。

食の安全・安山に影響

するE事件等の発生を受
け，市民は「表示の偽
装」 「E霊祭等の残留」
「輸入食昂J 「BS
EJ 「食品添加物Jに
ついて，特に不安を感
じています。



、

飲食店等〉に強三③食昂関係業者（生産者、製造者、販売者，
要望することはなんですか（3つまで〕。

市民の60%以上は，
食品関係業者に却し．
正しい表示と安全で衛
生的な食品の提供を望
んでいます．

／
｛
 

正しい表示

より安全な食品目生産圃製造

金品取扱い施設における衛生管理由徹底

正確で積接的な情報提供

生産物や製品の品質田向上

消費者由意見やニーズの積極的立取り入れ

100 

④食の安全の確保のため行政（福岡市〕に三呈に力をいれて
ほしいことは何ですか（3つまで〕。

80 40 60 

割合（%）

20 。
相E員・苦情への適切な対応や説明

輸入食品のE視

食品製造業者の監担・指導

市民の約40%は．福
岡市に却し，輸入食品
や食品関係業者の監視
及び適切な表示の指導
を望んでいます．

わかりやす〈適切な表示 r司市一食品目涜通業者や販売店の監担・街導

食品の安全性に関する調査研究

60 

生産省に対する農薬の使用方誌についての指導堅蕊盈亙亙亙率翠塁塁塁塁

50 20 30 40 

割合［同）

消費者！こ対する情報の握供怪

リスクコミュニケーシヨン席率表摂

食中毒や苦情相韻への適切な対応堅塁塁塁翠

10 

自主管還へのアドバイス＂＂＂＂

。

同 6司



4 農林水産業の現状

( 1）農林業

農地・森林の菌穣
農地面積

9.0出 市総面積の約4劉を露
地や森林が占めてお
り，市民の惑近なとこ
ろで霞林業が営まれて
います．

区分 面積（ha) 構成比 備考

市総面積 34,060 100.0百 平成16年10月1日現在

農地面積 3,070 9.0首 平成16年10月1日現在

森林庖積 11,085 32.5百 平成17年4!'l1 B現在

その他 19,905 58.4国

＼
 

（
 

(ha) 

3 500 

3,000 

2,500 

2000 

1,500 

1,000 

500 

森林面積
32.5時

震産物作付面積は減少傾
向にありますが．平成16
年度l立米の生産調整にお
ける作｛甘割当面積がI菌加
したため総商積ち増加し
ています．

Bその他

B自批判午物
日米

題果樹

図花

隆野菜

(h,;) 、・・－・
年度 里子采 花 果樹 米 飼料作物 その他 計

平成6年 1,050 101 147 1,822 204 36 3,360 

平成11年 967 100 110 1,331 150 39 2,697 

平成14年 940 日日 98 1,244 112 47 2,540 

平成15年 895 98 96 1,229 104 43 2.465 

平成16年 857 98 92 1,329 99 64 2,539 

その他穐恋
58.4% 

資料・福岡市麗森友雇扇許蓄

福岡市農産物作他面積

。
平成B年平成11年平成14年 平 成15年平成16年

資料：福岡市震赫水産統計審

7 -



、、

f亡、

畜産の生産規模は減少傾
向｜こあります＠
特に豚lこおいては，農家
の廃業に伴い激減してい
ます．

400,000 

300,000 

150,000 

。

100,000 

250,000 

200,000 

350,0日日

50,000 

福岡市畜産の生産規模

6,000 

5,321 

5,000 

4,000 
292.426 

266,384 

3,000 

2,0日日

978 913 
1,00日

。
平成6年 平成11年 平成14年 平成15年 平成16年

→ト乳牛（頭） 954 912 856 832 839 

十日恕育牛（頭） 1,804 1,529 1,240 978 913 

吋ト豚om 5.321 175 40 75 60 

－..－採卵鶏（ヨ日） 328,780 319,183 308,3日9 292.426 266 384 

資料．福岡市農林水産統計書

野菜類については，総
使用量の約10%，米
については総使用量の
3.4%が市内産を使用
しています．

学校給食市内産農産物活用状況（平成17年度〉

Ct) 

900 

800 

700 

6αコ

5αコ

400 

300 

200 

産内市
“

量
…

用使総

(t) 

2.200 

1.200 

700 

1.700 

100 

。
200 

市内産

※学校給食に使用する野菜の総使用品目36品目中23品目で市内産を使用。
えのきだけ．しゅんぎく，かつお菜，こまつ菜については。 100岡市内産使用。

※米は基本的に委託炊飯（炊飯セン告ー）については，福岡県内産（夢つくし）を使用，小学校や給食セン空ーでの
調理に使用する分については，市内産（ひのひかり）を使用。

-8-

県産総使用量300 



， 

(2）水産業

沿岸漁業魚種目日生産翠

貝類
2.2見

魚穣
$1イ

藻類
5.8% 

生産量
757 

カワハギ 678 
ブリ 663 
アジ 414 
イワシ 313 

その他魚類 2,386 
員類 145 
イカ 348 

その他水産動物 380 
藻類 375 
計 6,459 

資料，福岡市震林水産統計審

沿岸漁業販売先

市場開
都市η

他

活鮮
魚魚
向
lす

の

9.3覧

区 分

福岡市中央卸売市場

市内地方却損市場

他都市の市場

地元販売

加工向け

言十

資料：福悶市水産振興課

／ 

単位トン

ブリ
10.3弘

、

タイ，カワハギ
等，多くの種類の
魚介類が玄界灘．
i簿多湾で漁獲され
ています。

単位トン

量

3,789 

603 

1,105 

84 

878 

6,459 

／ 

＼ 

福岡市中央
卸売市場
58.7% 

大半が福岡市
中央卸売市湯
に出荷されて
います．

-9同

＼ 

沿岸漁業地区別生産怒

浜崎今，孝
0.6% 

小邑島
21.5弘

漁業地区

ヲ著 弘

口 唐泊

西浦
；湾 玄界島
外 小呂鳥

志賀島
奈多
箱崎

；湾 福間
内 伊崎

姪浜

能古

浜崎今津

計

生産登
208 
651 

1,435 
908 

1,386 
438 
47 
15 
52 

385 
780 
114 
40 

6,459 

単位トン

宜野島
14.1% 

酉鴻
22.2見

13の漁業地区が
あるが， Ill;昔日や湾
口昔日の漁獲震が多
くなっていますー

資料f福崎市麗森示雇統計率

遠洋漁業

魚種 生産愛

サパ類 3,729 

アジ類 2,812 

イカ類 394 

その他 886 

言十 7,821 
資料 福岡市霞林水産統計i§

単｛i1 トン

サパ類
47 7% 

漁獲の大学
がアジ，サ
パです。



福岡市中央卸売市場における市内産品等の取扱状況

220,000 

200 000 図市向車 図市外産

180,000 

160,000 

140,000, 

120,000 

100,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20 000 

吟図図圏陸図。
（トンι頭）

H6 Hll H14 H15 H16 H6 Hll H14 H15 H16 H6 Hll H14 H15 H16 H6 Hl’H14H15H16 HS Hll H14HJ5H16 
野菜 果実 水産物 牛 豚

ミ史 野菜 果実 水産物
可頭数）

H6年 186, 1 51 92,455 190,570 16,310 
｜うち市内産 13,567 1,412 30,578 480 

H 11年 194,637 77,572 191,323 13,780 
｜うち市内産 10,888 1,427 26,478 452 

H14年 206,841 79,776 164,434 15,564 
｜ラち市内産 10,688 1,598 24,961 300 

H 15年 205,004 77,440 155,567 14,836 
いち市内童 1(〕，904 1,296 25,097 256 

H 16年 202.753 74,453 152,734 17,604 
9,801 1,244 28, 173 280 1っち市竺空

来示雇扇正否Fでl丈市内産及び宗像，糸島遍議主合t・沿岸漁業の計。
資料福岡市中央卸売市場統計

(3）市民意識

官～～～一一一一一一、、

今頭数） 市内産について
120,886 i立．野菜の大根・

215 キャベツ・醤菊

68,912 等，品目により市
内産のシ工？力漕

206 いちのちあります
65,4 72 が，総体的にシエ

103 アがit'iく，消費者

82,462 ニーズに応えるた

44 めに広域集荷を

76,256 
行っています．

54 

福岡市の農林水産業を守り育てていくべきだと思う市民の割合

平成14年度

平成15年度

平成16年度際協

平成17年度

0% 20百 40百 60% 80唱 100首

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

図守り育てて行くべき
口どちらかといえば守り育てて行くべき
図どちらかといえば守り育てて行くべきではない
臼守り育てて行くべきではない

瞳わからない
図無回答

守り育てて行くべき どちらかといえば守り どちらかといえば守り育て
育てて行〈ペ舎 て行くべきで回屯い

65.1 22.9 0.6 

64.0 22.7 0.4 

66.9 21.4 1.0 

68.4 21.8 0.8 

守り育てて行〈べきで
はない

0.3 

0.3 

1.0 

0.1 

資料・福岡市新・基本計画の成果指標に関する言語嗣濯I平成17年度）

-10ー

「どちらかといえば守り
育てていくべきJちさめ
ると思う市民の割合は9
割を占めています。
その割合は増加傾向にあ
ります。

わからない 無回答

5.5 5.6 

4.5 8.0 

5.1 5.7 

5.0 4.0 

、



資料9
福岡市の現在の取り組みについて

1 家庭における食育の推進
（保健福祉センター．健康づくりセンターで個人に錯して指導を行うもの）

番号 事業名 内容 担当課

く各区保対す健る福妊祉娠セン告ー〉 （こども未来局）
1 マヲニティースウール 妊婦に対 ，出産，育児に関する知識の普及を行う奴婦教室の中

で，妊娠中の食生活に関する指導を実施
こども~}1;課

働くママとパパのマ告ニティースウー
く健康づくりセン聖一〉

2 妊娠。出産。育児に関する知識の普及を目的に，その中で，妊娠中産後 健康づくり財団,~ 
の食生活の指導を行う。

く各区保健福祉セン合一〉
（こども未Z庭来採島）3 乳幼児健康診査 4か月， 1歳6かJ'l.3歳児を対象に健康診査における集団保健指導の中

で，おやつや朝ご飯に関することなど食生活指導を実施
こども家

4 離乳食準備指導
く各区保健福祉セン合一〉 〈保健福祉局）
4ヶ月児をもっ保護者を対象に縫乳食準備指導を実施 保健予防課

( 
く各区保健福祉セン9ー〉

｛保健福祉局）
5 離乳食教案 4～12ヵ月の子をもっ保護者を対象に離乳食を中＇＂＇とした食生活諮話と 保健苧妨課

離乳食試食を実施

く家庭〉

6 母子保健訪問指導
妊産婦，新生児a未熟児を対象に，母子訪問指導員（助産師），保健宮市が （こども未来局）
家庭を訪問し発育・発達のチエツヲ等を行う母子保健訪問指導の中でa こども家庭諜
妊産婦の食事指導，母乳栄養の支援を実施

く家庭〉
（こども未来局）

7 子育て支援事業 乳幼児の保護者に対して，離乳食，幼児食，おやつp アレルギー食などの 監査指導課
調理について啓発

く健康づくりセン聖一〉
8 親子食育講座 4歳～小学4年生の子供とその保護者を対象に調理実習を通して健康的 i縫燦づ〈り財団

な食べ方を楽しく学習する。

9 
早良区食育推進事業「元気モリモリ 保育関・幼稚題等と共働してワーキング会議で食育の教育媒体を作成 （皐良区）

さわらっこj(H18予定） ＼.，，モデル地域で食育の推進 健康課

10 キッズ食べ物ランド
〈健康づくりセン9ー〉 健康づくり財団
幼児の食体験遊び場（常設）

く健康づくりセン合一〉
1料理モデルを使って健康的な食べ方を学ぶ展示施設（常設）

11 ウエルネスレストラン Zメニュー写真築山ソフト，料理モデルを貸出。授業やイベントで活用 怪廃づくり財団
3栄養士ボランティアにより来館者へバランスよく食べる工夫について解
説

12 栄養棺談
く各区保健福祉セン空ー＞ ｛保健福祉局）
乳幼児から高齢者まで．食や栄養に関する相談日を開設 保健予防課

く各区保健福祉セン聖一＞
保（保健健予福防祉課局）13 健康増進教室 健診を含めた個々人の食事と運動を中心に，生活習慣病予紡のための

ヘルスアップスウールを防催

く健康づくりセン告ー〉
14 各種生活習慣病予防教室 糖尿病・肥満解消，健康運動教室。教室前後に健診を行い，食惑と運動を健康づくり財団

中心に生活習慣の変容を支援する教室

く博多区保健福祉セン聖一〉
(j専多区）

15 博多区糖尿病予防推進事業 1糠尿病予防グループの育成（勉強会・ミーティング） 健康課
2糖尿病予防活動ボランティア養成教室



福岡市の現在の取り組みについて

1 家庭における食育の推進
（保健徳祉センター．健康づくりセンターで個人に対して指導を行うもの〕

番号 事業名 内容 ；旦当課

16 健康診断等の結果説明
く各区保健福祉セン告ー〉 保（保健健予福防祉課局）
健診後の結果説明時に必要な人に対L：栄養指導を実施

く東区・早良区保健福祉セン合一〉
こ（こどどもも家車庭来謀局）17 アトピー性疾患対策 専門医（小児科，皮膚科）によるアトピー相談の中でf 栄養士による個別

の食事指導を実施

18 糖尿病予防セミナー
く各区保健福祉セン告ー〉 保（保健健予福防祉課局）
糠原病予防の食生活等の指導を実施

19 節目健診・転倒予防教室
く各区保健福祉セン聖一〉 （保健楕祉局）
高齢者の食事（Jtランス・低栄養予防）の食生活指導の実施 保健予防課

＼ 

20 
「朝ごはんを金べようjリーフレット作 平成15年度．親子朝ごはんコンテスト受賞作品を載せて朝ごはんの摂取 健康づくり財団
成配布 を推進

21 「子どもの食育リーフレットJ作成配付
く東区・城南区保健福祉セン告ー〉 （東区・城南区）
靭ごはんのレシピ等作成・配付 健康課

2 



福岡市の現在の取り組みについて

2 学校・保育所における食奮の推進

番号 事業名 内容 担当課

1 保育所における食育
1保育所在園児及び保護者に対する食背 （こども未来局）
2食育の情報を家庭に発i言。乳幼児に過したレシピの提供 監査指導諜

2 保育所給食試食会 保護者に対L保育所給食の理解を深めるための試食会の開催
（こども未来局｝
lls査指導課

3 学校給食試食会 保護者に対L学校給食の理解を深めるための試食会の開催
（教育委員会）
学校給金課

4 食育指導計画の作成（H18予定） 教育活動における指導内容の検討
（教育委員会）
初等教育課

1学級掲示用資料：給食通信fいただきますj(1J学校用）・fランチ合イム
ズ」（中学校用）
2学級指導用資料rこんだてなあlこJfーロメモJ（小学校用）

5 学校における食育
3 資料作成配付「給食だよりJ（小学校用・中学校用上「食に関する指 （教育委員会）
導実践事例築j 学校給金繰

4市内産農産物を活用した献立作成とその献立を遇した食育
5給食時間，教科等の時間に学校栄養職員を活用した食に関する指導
S 学校給食の献立を生きた教材として活用した指導

く小学校3年生社会科見学で利用〉

6 ウエルネスレストラン
1料理モデルを使って健康的な食べ方を学ぶ展示筋設（常設） 健康づくり財飼
2 メニ斗ー写真集，ソフト，料理モデルを学校へ貸出。授業やイベントで
活用

7 ふくおか野菜ランド推進事業
学校給食へ市内産農産物の供給を拡大し，地産地消及び食脊を推進す （農林水産局）
る。 農業振興課

8 米飯学校給食試食会
小学校児童の保護者を対象に米飯給食試食会を行い．米を中心とした栄 （農林水産局）
議バランスのとれた食生活について理解を深める． E主議振興課

9 学童農園
日頃，閏んlまと接することの少ない都市部小学校の児笈を対象に，稲作 （農林水産局）
体験の喝を提供し「食」と「農JIC:ついて理解を深める。 農業掠興課

10 玄海うまかもん食育事業
魚介類の栄著書と健康に関する講習及び調理実習を中学生，高校生対象 （農林水産局）
に行う。また。貌子の料理教室も実施する。 農業振興課

3 



福岡市の現在の取り組みについて

3 I自滅における食生活改善のための取組の推進
〔公民館，自治協話会を中山として1由減で実施するちの。）

番号 事業名 内容

く公民館〉

1 公民館主催事業 乳幼児ふれあい学級，家庭教育学級，学校週5日制関連事業等におい
て，食育をテーマとした学習や料理実習を実施

「健やか子育て教室」において食育
く公民舘〉
生活圏内での育児に関する仲間づくりの教室を開催しι 自主グループの脊

2 をテーマとした母子健康教育の実 成を図る事業「健やか子育て教室Jにおいて，地域の要望に応じて食育を
施。 テーマとして母子健康教育を実施

〈公民館〉

3 母子巡回健康相談
母親の妊娠p 出産，育児に関する不安や悩みを解消し，さらに母子の健
会育成を図るため，公民館等市民の身近な場所で実施している母子巡回
健康相談の中で，偲別の栄養指導やおやつ教室などの健康教育を実施

く公民館〉

4 親と子の料理教室 地域で，小学生のこどもとその保護者を対象に調理実習を通して健康的
な食べ方を楽しく学習する．

〈保育園・幼稚閤・公民館〉

5 東区食育推進事業
保育匿．食生活改善推進員と保健福祉セン世ーが共働して．保育閤児の
保護者に対して，食育指導（講話・実習）H16・Hnr朝食で元気つ子応援
事業J,H18f早寝．早起き，朝ごはんJ

6 子育て相談会 子く中ども央プ児ラ童ザ館で〉栄養士が幼児の食生活についてのミニ議詰を実施

く中央児童館〉

7 育児講座 食生活改善推進員が中心となりグループで食を中心とした育児誘座を開
催

〈公民館l 子どもプラザ等〉

8 
城南区食育推進事業「元気でいただ 城南区の大学・地域・食進会員と共働L，乳幼児綾子に対し，講演会・相

きます応援事業」 談会・料理教室を実施，レシピ集を作成。平成18年度からは幼稚園等の
保護者に対して出前講座も実施

9 地域食生活改善講習会
く公民館〉
地域住民の健康づくりのための講習会（誠理実習と詩話）の実施

く公民館等〉

10 福岡とれたて野菜ウッキンゲ教室 市内産野菜を使った料理教室を開催し。野菜を食べることの大切さや食
生活のあり方について消費者の理解を深める。

11 
健康日本21福岡市計画アクション事 く公民館等〉

業 各校区において，運動や健康食等に関する取り組み

く商店街〉

12 吉塚市場大学（吉塚商店街）
食への理解を深めてもらうことを目的として，商店街の伺店経営者が持ち
得る専門知識等を広〈消費者である地域住民の方々へ提供する。
（商店街にぎわい支援事業を活用）

く特定給食施設〉
13 特定給食施設指導 特定の集団を対象として。食事を提供する施設に対L.栄養管理・衛生管

I里等研修会を開催すると共に喫食者に対する栄養情報の発信を指導

子どもの生活リズム向上のための菅
く保健福祉セン合一・公民館子どもプラザ等〉早寝早起きげんきつ

14 及啓発事業（平成18年度南区新規
こ！！のパンフレットを活用L.乳幼児健診l干育てサーウJレ，サロンで保

重点推進事業）
護者を対象に早寝早起き， 3国の食事撰取，外遊びの大切さを普及啓発

する。

4 

担当課

（市民局）
公民館支援謀

〔こども未来局）
こども来来課

［こども朱来局）
こども家庭諜

（保健福祉局）
保健予防諜

（車率）
健康諜

（中央区）
健康課

t中央区）
健康諜

〔城南区）
健康課

（保健福祉局）
保健予防諜

（農農林業水振産興局課） 

（保健福祉局）
保健予防課

〔経済振興局）
振興課

各区健康課

（南区）
地域保健福祉課



福岡市の現在の取り組みについて

4 食言推進運動の展開

番号 事業名 内容 担当課

食育月間（6月）・食脊の日（毎月19
シンポジウムの開催

｛保健福祉局）

ホームページ開設
保健予防諜

日）の普及家発 保健福祉センヲー各事業における食育月間・会育の自の広報
各区保健拐祉セン
合一

2 学校給食週間（1月）
絵箇やポス＇.$＞ーの募集 l あいれふでの優秀賞の展示 ｛教育委員会）
各学校における給食週間行事 学校給食の紹介 学校給食課

（環境局）

3 食と環境の教室
小学生がエコ体験でリザイヲルを理解L，給食試食で市内産農産物を理解す 環境啓発諜
る。 （教育委員会）

学校給金課

／ 

4 幾林水産まつり（11月）
市内産農林水産物の展示・販売等を通して市民（消費者）との交流を進め （農林水産局）
る。 水産振興課

5 健康まつり（健康フェア） 健康フェア（まつり）において。健康弁当などを食生活改善後進員が提供
各区保健福祉セン
与ー

6 健康食パーティ 生活習慣病予防月間に講演会と食事指導
各区保健福祉セン
合一

7 
食生活改善推進員（ボランティア）の 1食に関Ll豊かな知識や経験を有する食生活改善推進鼠の養成 （保健福松局）

養成及び活動支援 Z 食生，舌改善推進員の活動支援 保健予防課

5 



福岡市の現在の取り組みについて

5 生産者と消費者の交流や環境と調和のとれだ農林漁業の活性化等

番号 事業名 内容 担当課

1 鮮魚市場会館料理教室 市民を対象に。鮮魚等生鮮食料品を題材とした料理教室の開催
（農林水産局）
市場諜

2 ふくおか野菜ランド推進事業
学校給食へ市内産農産物の供給を拡大し，地産地消及び食育を推進す （農林水産局）

る。 農業振興課

3 子どもグリーンツーリズム事業 小学生・保護者を対象とした農業体験・食育教室
農（（農早業林良振水区興産）諜局）

企画課

4 ファームステイ事業
市内の小学生を対象に，牧場での作業体験等を遇して。酪農や牛乳の大 （農林水産局）

切さについて理解を深める。 農業振興課

5 食と農の探検隊事業 消費者から隊員を募り，様々な方法でa食と農を考える場を提供する。
（農林水産局）
農業振興諜

＼ 

6 農の達人出前講座 女性・高齢農業者が農にまつわる技術等の出前講座を行う。
（農林水産局）
農業政策課

7 アグリサボーヲ一事業
市民を対象に．農作物の栽培技術や知識の習得を通じて農業について （農林水産局〕
理解を深めてもらうとともに。農業者への支援を進める。 農業振興課

環境と調和のとれた農林漁業の，舌性化等に資するため，市民ボラン子イ （農林水産局〕
8 森林の再生交流事業 ア団体等と林業関係者が協同して，植林作業等を行い，相互交流を図

る。
森林・林政課

食材料を無駄なく利用する家庭料理の作り方や省資源，生活排水対策 （環境局）
9 エコッパ料理教室 などを紹介し身近なところから環境にやさしい取り組みを始める契機と

するための料理教室を実施
環境啓発課

10 食と農を考える市民講座
市民を対象として，食料・農業・農村や農業に関する講義及びシンポジウ （農林水産局）
ムの開催 農業政築課

生ごみ堆肥化物農地還元モデル事 家庭において生ごみからつくられた堆肥化物を回収し．市施設内で槌物
（潔境局）

11 
業 の栽培や市民への耕作指導を行うもの。

家庭ごみ減量対
策課

事業系食品廃棄物リサイヴル推進事 モデル事業として．小学校3校に電動式生ごみ処理機を設置しv事業系
（猿境局）

12 
業 食品廃棄物の減量・リサイヴル推進の効果的手法を検討するもの。

事業系ごみ対策
1車

生ごみ処理機等購入費助成事業
家庭における生ごみ減量・リサイウJレのため＝電動式生ごみ処理機及び

（環境局）
13 堆fl巴コンポスト化容器の購入費助成を行うもの。

家庭ごみ減量対
策課

水産加工セン合一
鮮魚小売店及び水産加工場などから排出される魚津（水産バイオマス）

14 （バイオマス利用と食品リサイウルの
は水産加工セン$zーに搬入され，セン9ーにおいては，魚津を無公害処 （農業政策謀）

推進）
理し魚粉などを製造，魚粉は養鶏用の飼料等の原料として利活用（リサ 水産振興課

イヲJレ）している．

15 体験漁業（漁船でG。！） 博多湾での1日漁師体験と地元漁師料理の試食
（農業政策課）
水産振興課

16 
朝市，タ市，常設アンテナショップへ

地元で生産された農水産物を直接消費者に販売
（農業政策課）

の支援 水産振興課

17 海底耕うんによる底質改善実験
博多；主において漁具を用いた海底の耕うんを行い，底貨の改善効果を調 （環境局）
査するもの。（福岡県及び福岡市漁業協同組合との連携） 環境都市推進部

6 



福岡市の現在の取り組みについて

6 食文化の継承のだめの活動への支援等

番号 事業名 内容 担当課

保育所給食 保育所給食において伝統食と行事食を献立に採用
（こども未来局｝
監査指導課

2 学校給食 学校給食における伝統食と行事食を献立に採用
（教育委員会）
学校結主謀

3 地域食生活改善講習会 食生活改善推進員による伝統食の料理講習会の筒催
（保健福祉局）
保健予防諜

4 農の達人出前講座
女性・高齢農業者が農にまつわる技術等の出前議康（みそづくり等）の関 （農林水産局）
催 農薬政策課
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福岡市の現在の取り組みについて

7 食生活に関する調査，研究，情報の提供及び国際交流の推進

番号 事業名 内容 担当課

1 食品取扱施設の監視・検査等 食品取扱施設の許可v衛生監視や市内で製造販売される食品の検査等
（保健福祉局）
食品安全推進課

2 くらしメールの発行 f食品の安全性確保jを吉めた生活衛生に関する情報誌の発行・配布
（保健福祉局）
食品安全推進課

3 市民を対象とした講習会 市民を対象とした「食品の安全性Jに関する講習会等の開催
（保健福祉局〕
食品安全推進課

4 食品衛生月間事業
食品衛生月間（8月）に．各区等が主催する消費者参加型の各種事業 （保健福祉局）

（例：親子で豆腐づくりf 手作りみそ等） 食品安全推進謀

5 まちかど食の安全見張り番
市民が選択した食品の検査を行うことにより』その安全性を確認するとと （保健福祉局）

もに，安心を提供する率業 食品安全推進器タ務タ．＼

6 
ホームページによる食品の安全性に 本市ホームページによる食品の安全性に関する情報の提供

（保健福祉局）

関する情報提供
食品安全推進課

7 消費者相談
消費者からの相談『苦情に対して解決のための有効な情報を提供し，必 （市民局）
要に応じて法権限を有する担当部署へ連絡し，調査指導を求める。 消費生活センヲー

8 くらしの体験講座
消費者が体験しながら学べるよう見学会や実習を交えた講座を開催す （市民局）

る． 消費生活セン宇一

9 くらしの情報講座 消費者に関心が高いものをテーマに専門の講師による講座を開催する。
（市民局）
消費生活セン宇一

10 グループ学習セミナー
消費者グループなどから要望に応じて関心の高いテーマの誘鹿を開催す （市民局）

るa
消費生活センター

11 消費生活フェア 消費者団体と共催で講演会やパネル展等を開催する。
（市民局）
消費生活セン-9／〆…

12 消費者に対する出前講座 消費者の要望に応じて地域に出向き講座を開催する。
（市民局）
消費生活センター

13 保育所給食食品衛生研修会
保育士に対する福岡市保育所（国）における給食の衛生管理についての （こども未来局）

研修会 監査指導課

14 学校給食衛生研修会
調理業務員及び学校栄養職員等に対する福岡市学校給食における衛生 （教育委員会〕

研修会の開催 学校給食諜

15 乳幼児食研修会
調理業務員及び保育土に対する「乳幼児の栄養管理と食育J研修会及び （こども未来局）

調理実習の実施 監査指導課

16 学校給食研修会
調理業務員及び学校栄養職員等に対する学校給食における栄養管理と （教育委員会）

食育に関する研修会及び調理研修の実施 学校給食課

17 食生活に関する調査 朝食に関するアンケート（保育所・保育園）
（こども未来局）
監査指導課
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福岡市の現在の取り組みについて

7 食生活に関する調査，研究，情報の提供及び国際交流の推進

番号 事業名 内容 担当課

18 食生活に関する調査
福岡市保育所（図）におけるアレルギー疾患に関する実態調査 （こども未来局）
（平成13年度a平成15年度から毎年） 監査指導課

19 幼児の生活習慣調査
平成16年度， 3歳児の生活習慣や食事おやつの摂取状況j 食に対する 健康づくり財団
関心度などを誠査

20 食生活に関する調査 朝食謂査（小学校・中学校）
（教宵委員会）
学校給虫採

21 食生活に関する諮査 食物アレルギ一実態調資（小学校・中学校）
（教宵委員会）
学校給企諜

22 若者の食生活・性行動調査 平成17年度20歳前後の若者の食生活などを調査 健康づくり財団

23 福岡市民の生活習慣調査 平成15年度， 20～69歳の食事や運動状況を調査 健康づくり財毘

24 学校給食に関する意識調査 児童・生徒の給食に対する意識・関心度などを認査
（教育委員会）
学校給貴課

25 
保健所衛生業務に関する市民意識 食の安全・安心などに関する市民意識調査（平成15～17年度実施）

（保健福祉局）

調査 食品安全推進課

26 国民健康・栄養調査 震民の身体状況，栄養素等摂取量及び生活習慣状況識変
｛保健鵠祉局）
保健予防課

27 健康づくりセン合一NEWS 健康的な食ベ方などの情報提供 健康づくり財団

28 おすすめ健康食の市政だより掲載 季節感ある栄養バランスの考えた健康食の情報提供 保（保健健予福防祉E局）
課

29 栄養成分表示等に関する情報提供
1外食栄養成分表示に関する情報提供及び指導 ( j果縫Ill祉局）
2 誇大広告の指導 保健予防課

市内の飲食店対L，提供する料理に栄養表示を行ったり。へJレシーメ （保健槌祉局）
30 福岡市栄養表示の店事業 ニューの提供を行う「福岡市栄養成分表示の店j率議を推進し，食環境整 保健予前探

備を行う。

9 
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資料 10

福岡市の食育の課題及び今後の取り組みの視点

ア〉家庭・地域における食生活

イ〉学校・保育所等における食首

ウ〉 生産者と消費者の交流や農林漁業の活性化

工〉 食文化の継承

オ〉 食昆の安全性，食生活に関する調査研究，情報提供及び国際交流

力〉 食言推進運動の展開
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食育基本法

食育基・本法は、平成 16年の第 159国会に提出され、平成17年6月10日に成立。

食育基本法（平成十七年法律第六十三号）

目次

前文

第一章総刻（第一条ー第十五条）

第二章食育推進基本計画等（第十六条ー第十八条）

第三主主基本的施策（第十九条一第二十五条）

第四章食育推進会議等（第二十六条一第三十三条）

附則

参考資料1

二十一世紀における我が闘の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体をi青い、未来

や国際社会に向かつて羽ばたくことができるようにするとともに、すべての扇民が心身の

健康を確保し、生涯にわたって生若生きと暮らすことができるようにすることが大切であ

る。

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」

が重要である。今、改めて、食育を、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と位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食Jに関する知識と「食j

を選択するカを習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進す

ることが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、

子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわ

（ たって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の

f食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、

肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな f食」の安全上の問

題や、「食jの海外への依存の問題が生じており、「食Jに関する情報が社会に氾滋する中

で、人々は、食生活の改善の笛からも、 f食」の安全の確保の面からも、自ら「食Jのあり

方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐ

くまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食Jが失われる

危機にある。

1 



こうした f食j をめぐる環境の変化の中で、国民の f食jに関する考え方を育て、健全な

食生活を実現することが求められるとともに、都市とj長山漁村の共生・対流を進め、 f食J

に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継

承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄

与することが期待されてドる。

国民一人一人が「食jについて改めて意識を高め、自然の恩恵や「食jに関わる人々の様々

な活動への感謝の念や理解を深めつつ、 f食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断

を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するた

めに、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取

り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我

が国の取級が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながるこ

とも期待される。

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及

び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的1こ推進するため、この法律を制定す

る。

第一章総則

（目的）

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯

にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要

な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び困、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康

で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）

第二条食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現す

ることにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行わ

れなければならない。

（食に関する感謝の念と理解）

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の，恩恵の上に成り立っており、

また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深

まるよう配慮されなければならない。
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（食育推進運動の展開）

第四条 食育を推進するための1苦動は、国民、民間団体等の自発的窓忍を尊獲し、地域の

特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとす

るとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において股関されなければならない。

（子どもの食育における保談者、教育関係者等の役寄り

第五条 食育は、父母その他の保吉護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有し

ていることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保宥

等における食育のE重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り

組むこととなるよう、行われなければならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる

場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うと

ともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めるこ

とを旨として、行われなければならない。

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への酉己主主及び農山漁村の活性化と食料自給率の

向上への賞献）

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境

と調和のとれた食料の生産とその消費等に自己意し、我が国の食料の需要及び供給の状況に

ついての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることによ

り、農山t魚村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければなら

ない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎

であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこ

れについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資

することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

（国の賛務）

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「ill!,本理念」と

し、う。）にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する

責務を有する。

3 



（地方公共団体の責務）

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつ

フ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な錨策を策定し、及び実施する資務

を有する。

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）

第十一条 教育並びに保育、介談その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等Jとい

う。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する聞耳、機関及び関係団体（以下「教育

関係者等Jとしづ。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんが

み、基本理念、にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進 ／号

するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるも

のとする。

2 農林漁業者及び農林静撲に関する団体（以下 f農林漁業者等Jとし、う。）は、農林漁業

に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上でE重要な意義を有する

ことにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提

供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努

めるとともに、教育関係者等と相：瓦に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努める

ものとする。

（食品関連事業者等の資務）

第十二条食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する

団体（以下『食品関連事業者等Jとし、う。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食

育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

（国民の責務）

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基

本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進

に苦干与するよう努めるものとする。

（法制上の措置等）

第十四条政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。
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（年次報告）

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して談じた施策に関する報告書

を提出しなければならない。

第二章食背推進基本計画等

（食育推進基本計画）

第十六条食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かっ計画的なjj{e巡をIZIるた

め、食育推進基本計画を作成するものとする。

2 食脊推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

食育の推進に関する施策についての基本的な方針

食育の推進の目標に関する事項

国民等の行う自発的な食脊推進活動等の総合的な促進に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する箱策を総合的かっ計画的に推進す

るために必要な事項

3 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかに

これを内閣総理大臣に報告し、及び関係、行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公

表しなければならない。

4 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県食育推進言十箇）

第十七条都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における

食育の推進に関する施策についての計爾（以下 f都道府県食育推進計画Jという。）を作成

するよう努めなければならない。

2 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育

推進会議）は、都道府県食育推進計爾を作成し、又は変更したときは、速やかに、その婆

旨を公表しなければならない。

（市町村食育推進計画）

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食脊推進計画が作成されているときは、

食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内におけ

る食育の推進に関する施策についての計画（以下 f市町村食育推進計画Jという。）を作成

するよう努めなければならない。 2 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村

にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したとき

は、速やかに、その要旨を公表しなければならない。
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第三章基本的施策

（家庭における食育の推進）

第十九条 聞及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び

理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事に

ついての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発そ

の他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は

乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭におけ

る食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

（学校、保育所等における食育の推進）

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する

活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が

図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食

育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たす

べき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又

は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実

習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理

解の促進、過度の痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他

必要な錨策を講ずるものとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）

第二十一条国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食~'t賞、食料の消費等に関す

る食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関

する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の

養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における

食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食

品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な総策を講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）

第二十二条国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林J阜、業者等、食品関連事業

者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活

動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、

相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、

関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図

るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間

の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
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2 聞及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他

の食育の推進に関する活動に携わるボランティアが巣たしている役割のE重要性にかんがみ、

これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必妥な

施策を談ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

第二十三条 国及び地方公共国体は、生産者と消費者との問の交流の促進等により、生産

者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及

び悶民の食に対する理解と関心のi曽進をIEIるとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活

性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農

林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費

の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を論ずる

ものとする。

（食文化の継承のための活動への支援等）

第二十四条国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特

色ある食文化等我が笛の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する

啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び霞際交流の推

進）

第二十五条国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資する

よう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並

ひ1こ食品廃棄物の発生及ひーその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、

（ 必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情

報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、

食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食脊の推進

に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるもの

とするロ
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第四章食育推進会議等

（食育推進会議の設置及び所家事務）

第二十六条内閣府に、食育推進会議を置く。

2 食育推進会議J士、次に掲げる事務をつかさどる。

一 食育推進基本計闘を作成し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育

の推進に関する施策の実施を推進すること。

（組織）

第二十七条食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

（会長）

第二十八条会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

（委員）

第二十九条委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大医

であって、問項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十七号に掲げる事項に関する

事務及び同条第三項第二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担

当大臣」という。）

二食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

三食育に関して十分怠知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第三号の委員は、非常勤とする。

（委員の任期）

第三十条前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

2 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

（政令への委任）

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項

は、政令で定める。
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（都道府県食育推進会議）

第三十二条都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食

育推進言imの作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育

推進会議を霞くことができる。

2 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府泉の条例で定める。

c-

（市町村食育捻進会議）

第三ト三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進

計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村守食育推進会議

を震くことができる。

2 市町村食育挽進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

F付貝リ

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（内閣府設置法の一部改正）

第二条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

第四条第一項に次の一号を加える。

十七食育の推進を隠るための基本的な政策に関する事項

第四条第三項第二十七号の二の次に次の一号を加える。

（ 二十七の三食育推進基本計薗（食育基本法（平成十七年法律第六十三号）第十六条第一

項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。
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食育推進基本計画

区西

1 食をめぐる現状

私たち入院が生きていくためには食が欠かせない。食は命の源であり、

食がなければ命は成り立たない。私たち人聞は、悠久の歴史の中で自ら

に最も適した食について豊かな知識、経験、そして文化を築き、健全な

食生活を実践しながら生きる力を育んできた。

しかしながら、我が国では、近年、急速な経済発展に伴って生活水準

が向上し、食の外部化等食の多様化が大きく進展するとともに、社会経

済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中、食の大切さに

対する意識が希薄になり、健全な食生活が失われつつある。加えて、食

に関する情報が社会に氾濫し、情報の受け手である国民が食に関する正

しい情報を適切に選別し活用することが困難な状況も毘受けられる。今

や我が国の食をめぐる現状は危機的な状況を迎えていると言っても過言

ではない。例えば、脂質の過剰摂取や野菜の摂取不足、朝食の欠食に代

表されるような栄養の偏りや食習慣の乱れが子どもも含めて見受けられ

る。これらに起因して、肥満や生活習慣病の増加が見られ、過度の痩身

等の問題も指摘されるようになってきている。これらの問題は、我が国

（ の活力を低下させかねない問題であり、早期に改善を図らなければなら

ない。

特に、子どもたちが健全な食生活を実践することは、健康で豊かな人

間性を育んでいく基礎となることはもちろんのこと、今後とも、我が国

が活力と魅力にあふれた匿として発展し続けていく上でも大切である。

子どもへの食育を通じて大人自身もその食生活を見直すことが期待され

るところであり、地域や社会を挙げて子どもの食育に取り組むことが必

要である。

急速な増加を続ける高齢者が生き生きと生活していく上でも、健康に



過ごせる期聞を長くすることが重要であり、運動習慣の徹底等とともに

健全な食生活を心掛ける必要がある。

近年、生活時間の多様化等ともあいまって、家族や友人等と楽しく食

卓を囲む機会が少なくなりつつあるが、心豊かに生活していく上で、で

きるだけこのような機会を持つよう心掛けることも大切である。

一方、食そのものや食を取り巻く環境の観点からみると、食品の安全

性に関わる国内外の事案の発生によってその安全性に対する国民の関心

が高まっており、食品の安全性の確保と国民の理解の増進を図る必要が

ある。

また、我が国の食料自給率はt投界の先進国の中で最低の水準であり、

食を大きく海外に依存しているが、世界的な人口の増加、水資源の枯渇

や農地の砂漠化、地球環境問題による気候変動の懸念等安定的な食料供

給への不安要因の拡大を考えると、食料自給率の向上を図っていく必要

がある。

さらに、国民の生活水準が向上していく中で、人々は多様な食生活を

楽しむことが可能となったが、その一方で、古くから我が国各地で育ま

れてきた多彩な食文化が失われつつあり、地域の気候風土等と結びつい

t 

た、米を中心とした多様な副食からなる「日本型食生活」等健全で豊か ／ 

な食生活の実践、個性あふれる地域社会の活性化等の観点から、伝統あ

る優れた食文化の継承を図っていくことが重要である。

2. これまでの取組と今後の展開

我が国の食をめぐる現状が危機的とも言うべき状況に至った背景には

様々な要因があるが、戦後、我が国の社会経済構造等が大きく変化して

いく中にあって、国民のライフスタイルや価値観・ニーズが高度化・多

様化し、これに伴い食生活やこれを取り巻く環境が急激に変わってきた

ことが大きな要因のーっと考えられる。そして、このような過程におい

て、国民の食に対する意識、食への感謝の念や理解等が薄れ、このまま

では健全な食生活の実現は困難とも言える状態にまで至っている。

幽 2-



このような食をめぐる状況に対処し、その解決を目指した取組が食育

である。食育という考え方自体は、明治時代において既に存在していた

ものであり、決して新しい概念ではない。しかしながら、このような状

況にある今こそ、知育、徳育及び体育の基礎として食育を位置づけ、こ

れに国民運動として取り組み、男女を問わず圏民一人一人が自ら健全な

食生活を実践することができるよう、男女共同参画の視点も踏まえて暮

らしの構造改革の一環として白本人の食の再構築を推進していかなけれ

ばならない。

もとより、食生活のあり方は、個人の価値観や考え方に負うところが

大きく、その自由な判断と選択に委ねられるべきである。にもかかわら

ず、国を挙げて食育に取り組まなければならない現状があり、これを看

過することなく、食育を国民一人一人に浸透させていくことに最大限の

努力を傾注していくことが求められている。この場合において、国民の

自発的意思に基づいて健全な食生活が実践されることが基本であり、国

民の多様なライフスタイルや価値観等が尊重されるとともに、食育が何

らかの強制を伴うものではないことが重要である。

このような問題意識の下、これまでも圏、地方公共団体、民間団体等

によって食育への取組がなされてきており、一定の成果を挙げつつある

〈 と考えられるが、既に述べたような危機的な状況の解決につながる明確

な道筋は未だ見えておらず、国はもとより地方公共団体においても国と

の連携を図りつつ自主的な施策を講じることが求められている。

国民が生涯にわたって健康で豊かな人間性を育むため、今こそ、食に

関する知識と食を選択するカを習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てる食育を国民運動として推進していかなければならな

い。このため、食育の基本理念と方向性を明らかにするとともに、食育

に関する施策を総合的かっ計画的に推進し、これまで以上にその実効性

を確保していくことを目指して、平成 17年7月、食育基本法（以下 f基

本法」という。）が施行された。
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この食育推進基本計画（以下「基本計画j という。）は、基本法に基

づいて策定するものであり、平成 18年度から平成 22年度までの5年

間を対象として、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るために必要な基本的事項を定めるとともに、都道府県食育推進計画

及び市町村食育推進計画（以下「推進計画j という。）の基本となるも

のである。

今後i土、基本計画に基づき、国及び地方公共団体をはじめ、関係者が

創意とヱ夫を凝らしつつ、その総力を結集して食育を国民運動として強

力に展開することにより、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社会の実現を目指すこととする。
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i第 1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

1 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

国民が健康で豊かな人間性を育む上で健全な食生活が重要であり、こ

のことは子どもだけでなくあらゆる世代においても等しく当てはまるこ

とである。

しかしながら、近年、栄養の偏りや食習慣の乱れが自立つようになり、

肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身等の問題を引き起こしている。こ

れらの多くは、生活習慣に起因しているが、その中でも食に関する様々

な情報の氾濫や料理をする機会の減少等とあいまって、健全な食生活の

実現に欠かせない食に関する知識や判断力が低下していることが大きな

要因の一つであると考えられる。

特に、我が国では、国内外から様々な種類の食材が供給されるととも

に、食の外部化等が進展している。そのような中で、国民一人一人が健

全な食生活を自ら実践できるだけの食に関する正確な知識や的確な判断

力を主体的に身に付ける必要性が従来以上に高まっていると言える。

また、昨今、家族と暮らしている環境下において一人で食事をとるい

わゆる「孤食」や家族一緒の食卓で特段の事情もなく別々の料理を食べ

（ るいわゆる『個食jが見受けられる。食を通じたコミュニケーシヨンは、

食の楽しさを実感させ、人々に精神的な豊かさをもたらすと考えられる

ことから、楽しく食卓を囲む機会を持つように心掛けることも大切であ

る。

健全な食生活に必要な知識や判断力については、年齢や健康状態、さ

らには生活環境によっても異なる部分があることから、食育の推進に当

たっては、より実践的なものとなるよう十分に配慮しつつ、国民の心身

の健康の増進と豊かな人間形成を目指して施策を講じるものとする。

2. 食に関する感謝の念と理解

現在、慢界中で8億人を超える人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいる
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一方で、我が菌では、日常生活において食料が豊富に存在することを当

たり前のように受け止め、食べ残しゃ食品の廃棄を大量に発生させてお

り、世界に通じる「もったいないj という物を大切にする精神が薄れが

ちである。

また、産業構造の変化や人口の都市集中、さらには食の外部化等が進

んでいく中で、食料の生産や加工等の場面に直接触れることができる機

会が減少し、いわば生産者と消費者との物理的、精神的な距離が拡大し

てきた。この結果、限られた国土や水資源といった自然の恩恵の上に貴

重な食料生産が成り立っていること、食という行為は動植物の命を受け

継ぐことであること、そして、食生活は生産者をはじめ多くの人々の苦

労や努力に支えられていることを実感しにくくなっている。

食の大切さに対する国民の意識が薄れている大きな要因として、この

ような背景があると考えられることから、食育の推進に当たっては、心

身の健康に直接関わる知識等を身に付けるだけではなく、様々な体験活

動等を通じて自然に国民の食に関する感謝の念や理解が深まっていくよ

う配慮した施策を講じるものとする。

3. 食育推進運動の展開

食育の推進が十分な成果を挙げるためには、国民一人一人が健全な食

( 

生活の実践に取り組むことが必要であるが、もとより偲人の食生活は、 I 

その自由な判断と選択に委ねられるべきものであり、国民が自らの意思

で食育に取り組むことが重要であることから、国民が自ら取り組み、国

民が主役となった、国民的広がりを持つ運動として食育を推進していく

ことが必要である。

このため、食育推進運動の展開に当たっては、国民一人一人が食育の

意義や必要性等を理解し、これに共感するとともに、国や地方公共団体

のみならず額係者が食をめぐる問題意識を共有しつつ、家庭、学校、保

育所、地域等社会の様々な分野において、男女共同参画の視点も踏まえ、

男性も参加して積極的に食育の推進がなされることが重要であり、この

ような観点から、国民や民間団体等の自発的意思を尊重するとともに、

-6” 



地域の特性に配慮し、多様な主体の参加と連携・協力に立脚した国民運

動として推進することを目指した施策を講じるものとする。

4. 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割

健全な食生活は健康で豊かな人間性の基礎をなすものであり、特に、

子どもの頃に身に付いた食習慣を大人になって改めることは困難である

ことを考えると、子どもの食育が重要である。このため、家庭での健全

な食習慣や学校での農林漁業体験をはじめ様々な機会や場所における適

切な食生活の実践や食に関する体験活動の促進、適切な知識の啓発等に

積極的に取り組むことによって、子どもの成長に合わせた切れ自のない

食育を推進し、運動習慣等を含めた適切な生活習慣を形成させていくこ

とが重要である。

また、大人と異なり子どもの持期は、食に対する考え方を形成する途

上にあることから、適切な食育が行われることにより、日々の食生活に

必要な知識や判断力を習得し、これを主体的に実践する意欲の向上を図

ることはもとより、食を大切にし、これを楽しむ心や広い社会的視野を

育てていく上でも大きな効果が期待できる。

しかしながら、朝食の欠食や、 f孤食Jや「個食」等も見受けられる

ことから、社会全体で｛動き方の見直しを進めることに加え、父母その他

｛ の保護者や教育、保育等に携わる関係者の意識の向上を図り、家庭や教

育、保育等の場が果たすべき重要な役割についての自覚を促すとともに、

相互の密接な連携の下、子どもが楽しく食について学ぶことができる取

組が積極的に推進されるよう施策を講じるものとする。

5. 食に関する体験活動と食育推進活動の実践

食育の第一歩は、国民の食に対する関心と意識を高め、食に関する理

解を深めることであるが、「 2. 食に関する感謝の念と理解」において

述べたように近年の食に対する国民の意識は希薄化している。その背景

としては、多くの国民、特に都市生活者にとって、食が日々の買い物や

食事の対象にすぎず、いわば最終消費段階でしか接点のないことが挙げ

られる。
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そもそも、農産物は、豊かな土壌を青み、種や苗を植え付け、多くの

作業を経て収穫されるものである。自然の恵みであるがゆえに、天候の

影響を受け、地域や季節によって生産物や収穫時期が異なってくる。こ

のように食料の生産現場においては、農林漁業者によって気象条件、白

然条件に合わせて生産を営む知恵が育まれてきた。しかしながら、実際

には、毎日の食生活が食に関わる人々の様々な知恵や活動に支えられて

いることについて、都市生活者が日々の生活の中で学び実感することは

困難である場合が多い。

また、販売形態の変化等により食品購入の現場において消費者への情 ／ぺ

報提供が行われにくくなってきたこと等によっても、食に関する理解が

一層低下してきている。

このため、食育の推進に当たっては、家庭、学校、保育所、 t也域等社

会の様々な分野において、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者等

多様な主体により、国民が食の多面的な姿を学ぶ機会が提供され、多く

の国民が、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する体験活動に参

加するとともに、意欲的に食育の推進のための活動を実践できるよう施

策を講じるものとする。

6. 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活 ι 

性化と食料自給率の向上への貢献

食は、心身の健康の増進に欠かせないものであるが、その一方で地域

における伝統や気候風土と深く結びつくことによって、地域の個性とも

言うべき多彩な食文化や食生活を生み出す源であり、我が国の文化の発

展にも寄与してきた。このように食をめぐる問題は、健全な食生活の実

践という域にとどまらず、人々の精神的な豊かさや生き生きとした暮ら

しと密接な関係を有しており、先人によって培われてきた多様な食文化

を後世に伝えつつ、時代に応じた優れた食文化や豊かな味覚を育んでい

くことが重要である。

また、食料の生産が自然の恩恵の上に成り立っているものである以上、
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自然を犠牲にした食料生産に限界があることは明らかであり、自然との

共生が求められる。単に量的拡大のみを追い求めることなく、環境への

負荷の低減や持続可能な農林漁業への配慮が必要である。

このため、食育の推進に当たっては、伝統ある優れた食文化や地域の

特性を生かした食生活の継承圃発展、環境と調和のとれた食料の生産及

び消費等が函られるよう十分に配慮しつつ施策を講じるものとする。

一方、世界的な人口の増加、水資源の枯渇等、安定的な食料供給への

不安要因が鉱大していることを考えると、我が国の食料自給率の向上を

図っていくことが重要であるが、食の欧米化等の食生活の大きな変化が

一つの要因となって、食料自給率は低下傾向にある。

このため、食育の推進に当たっては、我が国の食料需給の状況に対す

る国民の十分な理解を促すとともに、都市と農山漁村の共生・対流や生

産者と消費者との交流等を進め、消費者と生産者の信頼関係を構築する

こと等によって食料の主な生産の場である農山漁村の活性化と食料自給

率の向上に資するよう施策を講じるものとする。

7. 食品の安全性の確保等における食育の役割

食品の安全性が損なわれれば、人々の健康に影響を及ぼし、ときには

重大な被害を生じさせるおそれがあるため、食品の安全性の確保は食生

活における基本的な問題であり、それゆえに由民の関心も高まっている。

国民が安心して健全な食生活を実践できるようにするためには、まず、

食品を提供する立場にある者がその安全性の確保に万全を期すべきこと

が必要である。食品を消費する立場にある者においても、食品の安全性

をはじめとする食に関する知識と理解を深めるよう努め、自ら食を自ら

の判断で正しく選択していくことが必要である。

このため、食育の推進に当たっては、国際的な連携を図りつつ、食品

の安全性やこれを確保するための諸制度等、食に関する幅広い情報を多

様な手段で提供するとともに、国や地方公共団体、関係団体や関係事業
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者、消費者等の間の意見交換が積極的に行われるよう施策を講じるもの

とする。
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｜第2 食育の推進の目標に関する事項l

1 .目標の考え方

基本法に基づく取組は、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、

食に関する感謝の念と理解等の基本理念の下に推進されるものである。

このような考え方に員ljり食育を国民運動として推進するためには、国

や地方公共団体をはじめ多くの関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、

その達成を目指して協力して取り組むことが有効である。また、より効

果的で実効性のある施策を展開していく上で、その成果や達成度を客観

的な指標により把握できるようにすることが必要である。

このため、基本計画においては、国民運動として食育を推進するにふ

さわしい定量的な目標値を設定することとし、その達成が図られるよう

基本計画に基づく取組を推進するものとする。

ただし、あくまでも食育は、既に述べたような目的や基本環念に員ljっ

て行われるべきものであり、地域の実態や特性等への配慮がないまま安

易に目標値の達成のみを追い求めることのないよう関意する必要があ

る。

2. 食育の推進に当たっての目標値

(1）食青に関心を持っている国民の割合の増加

食育を国民運動として推進し、その成果を挙げるためには、間民一人

一人が自ら食育の実践を心掛けることが必要であるが、これにはまずよ

り多くの国民に食育への関心を持ってもらうことが欠かせない。このた

め、食育に関心を持っている国民の割合の増加を回襟とする。具体的に

は、平成 17年度に 70%となっている割合（食育に関心がある又はど

ちらかといえば関心がある者）について、平成22年度までに 90%以

上とすることを目指す。

(2）朝食を欠食する国民の割合の減少

国民の食生活については、様々な問題が生じているが、その代表的な
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ものの一つに朝食の欠食があり、若い世代を中心に年々その割合は増加

傾向にある。

このため、朝食を欠食する国民の割合の減少を目標とする。

具体的には、生活習慣の形成途上にある子ども（小学生）については、

平成 12年度に4%となっている割合（小学校5年生のうちほとんど食

べないと回答した者）について、平成2 2年度までに0%とすることを

目指す。

また、成人の中でも特に問題が顕在化している 20歳代及び3 0歳代

の男性については、平成 15年度にそれぞれ30%、23%となってい

る割合（調査日において、「菓子・果物などのみj、f錠剤などのみ」、「何

も食べない」に該当した者）について、平成22年度までにいずれも 1

5%以下とすることを目指す。

(3）学校給食における地場産物を使用する割合の増加

学校給食に「顔が見える、話ができる」生産者等の地場産物を使用し、

食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、子どもが食材

を通じて地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、そ

れらの生産等に携わる者の努力や食への感謝の念を育む上で重要である

ほか、地産地消を推進する上でも有効な手段である。このため、学校給

食において都道府県単位での地場産物を使用する割合の増加を目標とす

る。具体的には、平成 16年度に全冨平均で21 %となっている割合（食

材数ベース）について、平成 22年度までに 30%以上とすることを目

指す。

(4) r食事バランスガイドJ等を参考に食生活を送っている国民の割合

の増加

健全な食生活を実践するためには、国民一人一人が自分にとって必要

な食事の量を把握し、その人に適した食事をとることが必要であり、こ

れに当たっては、「食生活指針j を具体的な行動に結びつけるものとし

て「何を」「どれだけ」食べたらよいかを分かりやすく示した「食事バ

ランスガイド」等を参考にすることが有効である。このため、「食事バ

ランスガイドj、「食生活指針」、「日本人の食事摂取基準」等の食生活

上の指針を参考に食生活を送っている国民の割合の増加を目標とする。
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具体的には、平成 22年度までに 60%以上とすることを呂指す。

(5）内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）を認知している国民

の割合の増加

生活習慣病の有病者やその予備軍とされる人々は、内臓脂肪型間満や

これに伴う高血糖、高血圧又は高脂血を重複的に発症させている傾向が

みられる。このような状態は、内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドロ

ーム）として位置づけられており、生活習慣病を予防するためには、運

動習慣の徹底等とともに健全な食生活によりその状態の改善を図ること

が必要である。このため、内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム）

を認知している国民の割合の増加を目標とする。具体的には、平成22

年度までに 80%以上とすることを目指す。

(6）食育の推進に関わるボランティアの数の増加

食育を国民運動として推進し、これを国民一人一人の食生活において

実践してもらうためには、食生活の改善等のために全国各地で国民の生

活に密着した活動を行っているボランティアが果たすべき役割が重要で

ある。このため、食警の推進に関わるボランチィア団体等において活動

している国民の数の増加を目標とする。異体的には、平成22年度まで

に現状値の 20%以上増加することを目指す。

(7）教育ファームの取組がなされている市町村の割合の増加

食に関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関

する体験活動の機会を提供することが重要である。このため、自然の恩

恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的とし、

一連の農作業等の体験の機会を提供する教育ファームの取組が計画的に

なされている市町村の割合の増加を目標とする。具体的には、平成 17 

年度に 420/ciとなっている割合（市町村、学校、農林漁業者等様々な主

体が取り組んでいる市町村）を踏まえ、市町村等の関係者によって計画

が作成され様々な主体！こよる教育ファームの取組がなされている市町村

の割合を平成 22年度までに 60%以上とすることを自指す。

(8）食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加
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健全な食生活の実践のためには、食品の安全性に関する情報を受け止

め、適正に食品を選択する力を身に付けることが必要であると考えられ

る。このため、食品の安全な取扱い方や食品の選び方等食品の安全性に

関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加を目標とする。具体

的には、平成 22年度までに 60%以上とすることを目指す。

(9）推進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の割合

食育を国民運動として推進していくためには、全国各地においてその

取組が進められることが必要であり、基本法においては、都道府県及び

市町村（以下「都道府県等Jという。）に対し、基本計画を基本として

推進計画を作成するよう努めることを求めている。このため、推進計画

を作成・実施している都道府県等の割合を平成2 2年度までに都道府県

は100%、市町村は 50%以上とすることを目指す。
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｜第3 食育の総合的な促進に関する事項

1 .家庭における食育の推進

(I）現状と今後の方向性

食に関する情報や知識、伝統や文化等については、従来、健全な生活

習慣の形成の一環として、地域の中で共有され、世代を超えて受け継が

れてきた。しかしながら、ライフスタイルの変化や食の外部化等食をめ

ぐる環境変化の中で、食習慣の苦Lれ等が生じている。このため、国民一

人一人が家庭や地域において自分や子どもの食生活を大切にし、男女共

同参画の視点も踏まえつつ健全な食生活を実践できるよう、適切な取組

を行うことが必要である。

(2）取り絡むべき施策

子どもの父母その他の保護者や子ども自身の食に対する関心と理解を

深め、健全な食習慣を確立するため、国は以下の施策に取り組むととも

に、地方公共団体等はその推進に努める。

（生活リズムの向上）

朝食をとることや早寝早起きを実践することなど、子どもの基本的な

生活習慣を育成し、生活リズムを向上させるため、全面的な普及啓発活

動を行うとともに、地域ぐるみで生活リズムの向上に取り組む活動を推

進する。

（子どもの肥満予防の推進）

生活習慣病につながるおそれのある肥満を防止するためには、子ども

の時期から適切な食生活や運動習慣を身に付ける必要があることにかん

がみ、子どもの栄養や運動に関する実態を把握するとともに、栄養と運

動の両面からの肥満予防対策を推進する。

（望ましい食習慣や知識の習得）

家族が食を楽しみながら望ましい食習慢や知識を習得することができ

るよう、学校を通じて保護者に対し、食育の重要性や健康美を含めた適

切な栄養管理に関する知識等の啓発に努める。また、家庭における食育
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の推進に役立てるため、食育に関する内容を含め家庭でのしつけや子育

てのヒント集として作成した家庭教育手帳を乳幼児や小学生等を持つ保

護者に配付し、その活用を図る。

（妊産婦や乳幼児！こ関する栄養指導）

妊産婦の安全な妊娠・出産と産後の健康の回復に加えて、子どもの生

涯にわたる健康づくりの基盤を確保するため、妊産婦等に対する栄養指

導の充実を図る。具体的には、平成 18年2月に作成・公表した「妊産

婦のための食生活指針Jの普及啓発を進めるとともに、妊産婦の健康課

題やその対策について明確にするための調査研究を行う。

また、乳幼児期は心身機能や食行動の発達が著しい時期であることか

ら、乳幼児期から思春期に至る発育温発達段階に応じた食育を推進する

ことを目的として平成 16年2月に作成・公表した「楽しく食べる子ど

もに～食からはじまる健やかガイド～j の普及啓発を進めるとともに、

母乳育児の推進等を盛り込んだ授乳胴離乳の支援ガイドを作成・配布す

るなどし、親子の心のきずなを深めることにもつながるよう、保健医療

機関等における乳幼児の発達段階に応じた栄養指導の充実を図る。

（栄養教諭を中核とした取組）

子どもに望ましい食習慣等を身に付けさせるためには学校、家庭、地

域社会の連携が重要であり、学校と家庭や地域社会との連携の要である

栄養教諭による積極的な取組が望まれる。このため、各地域の栄養教諭

を中核として、学校、家庭、さらには地域住民や保育所、 PT A、生産

者団体、栄養士会等の関係機関・団体が連携・協力し、様々な食育推進

のための事業を実施するとともに、家庭に対する効果的な働きかけの方

策等の実践的な調査研究や食育に関する情報発信等を行う。

また、栄養バランスのとれた食事や家族そろって楽しく食事をとるこ

との重要性等への理解を深めることができるよう、保護者や教職員等を

対象とした食育の普及啓発や栄養教諭による実践指導の紹介等を行うシ

ンポジウムを全国各地で開催する。

（青少年及びその保護者に対する食育推進）

食育を通じて青少年の健全育成を図るため、青少年育成に関するイベ
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ントや情報提供活動等において食賓の普及啓発を推進する。

2. 学校、保育所等における食育の推進

(1）現状と今後の方向性

子どもの食生活をめぐる問題が大きくなる中で、子どもの健全な育成

に重要な役割を果たしている学校、保育所等は、その改善を進めていく

場として大きな役割を担っており、学校や保育所等の関係者にはあらゆ

る機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育の推進に努めることが

求められている。また、子どもが食の大切さや楽しみを実感することに

よって、家庭への良き波及効果をもたらすことも期待できる。このため、

家庭や地域と連携しつつ、学校、保育所等において十分な食育がなされ

るよう、適切な取組を行うことが必要である。

(2）取り組むべき施策

学校、保育所等において、魅力ある食育推進活動を行い、子どもの健

全な食生活の実現と豊かな人間形成を因るため、国は以下の施策に取り

組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。

（指導体制の充実）

平成 17年度から制度化された栄養教諭は、学校全体の食に関する指

導計画の策定、教職員聞や家庭、地域との連携・調整等において中核的

な役割を担う職である。また、各学校における指導体制の要として、食

育を推進していく上で不可欠な教員であり、全都道府県における早期の

配置が必要である。このため、その重要性についての普及啓発を進める

とともに、全ての現職の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得すること

ができるよう必要な講習会等を開催すること等により、栄養教諭免許状

を取得した学校栄養職員の栄養教諭への移行を促進する。また、給食の

時間、家庭科や体育科をはじめとする各教科、総合的な学習の時間等に

おける食に関する指導の充実を促進し、学校における食育を綴織的・計

画的に推進する。さらに、食に関する指導計画の作成や食に関する指導

を行う上での手引を作成・配付し、各学校での指導の充実に役立てると

ともに、学校長・教職員等が学校における食育の重要性等についての理

解を深めるようシンポジウムを開催するなど意識啓発等を推進する。
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（子どもへの指導内容の充実）

学校における食育の推進のためには、子どもが食について計画的に学

ぶことができるよう、各学校において食に関する指導に係る全体的な計

画が策定されることが必要であり、これを積極的に促進する。特に、そ

の際には、学校長のリーダーシップの下に関係教職員が連携・協力しな

がら、栄養教諭が中心となって組織的な取組を進めることが必要である。

また、各教科、特別活動、総合的な学習の時間等の学校教育活動全体

を通じて、食に関する指導を行うために必要な時聞が十分に確保される

よう学校における取組を促進するとともに、食に関する学習教材を作成

・配付し、その活用を図る。

さらに、地域の生産者団休等と連携し、農林漁業体験、食品の流通や

調理、食品廃棄物の再生利用等に関する体験といった子どもの様々な体

験活動等を推進するとともに、体験活動の円滑な実施を促進するための

指導者の養成を目的とした研修を実施する。

なお、学習指導要領の見直しに当たり、学校教育活動全体を通じた食

に関する指導の充実を図るなど、食育が推進されるよう取り組む。

学校教育外でも、食料の生産・流通・消費に対する子どもの関心と理

解を深めるため、子ども向けパンフレット等を作成 E 配布するとともに、

行政関係者や関係団体等と連携し、これら関係者による子どもへの指導

を推進する。

これらの取組を踏まえ、学校の関係者は、家庭や地域と連携しつつ、

積筏的に食育の推進に努める。

（学校給食の充実）

子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進のため、学校

給食の一層の普及や献立内容の充実を促進するとともに、各教科等にお

いても学校給食が「生きた教材Jとしてさらに活用されるよう取り組む

ほか、栄養教諭を中心として、食物アレルギ一等への対応を推進する。

また、望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心と理解を

深めるとともに、地産地消を進めていくため、生産者団体等と連携し、

学校給食における地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普及・定着

を図りつつ、地域の生産者や生産に関する情報を子どもに伝達する取組
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を促進するほか、単独調理方式による教育上の効果等についての周知”

普及を図る。

さらに、子どもの食習慣の改善等に資するため、生産者団体等による

学校給食関係者を対象としたフォーラムの開催等を推進する。

（食育を通じた健康状態の改善等の推進）

食育の推進を通じて子どもの健康状態の改善や学習等に対する意欲の

向上等を図るため、栄養教諭と養護教諭が連携し、子どもの食生活が健

康や意欲に及ぼす影響等を調査研究するとともに、その成果を生かした

効果的な指導プログラムの開発を推進する。また、子どもへの指導にお

いては、過度の痩身や肥満が心身の鍵康に及ぼす影響等健康状態の改善

等に必要な知識を普及し、その実践を図る。

（保育所での食育推進）

保育所は、乳幼児が生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な

時期に、その生活の多くの時間を過ごすところであり、食材との触れ合

いや食事の準備をはじめとする食に関する様々な体験や指導を通じ、乳

幼毘期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊かな人間

性の育成等を図ることが重要である。

このため、平成 16年3月に作成・公表した f保育所における食育に

関する指針j を参考に、保育所において、所長、保育士、栄養士等の協

力の下、保育計画に連動した組織的開発展的な「食育の計画j の策定等

が推進されるよう支援を行う。また、保育所の関係者は、在宅の子育て

家庭からの乳幼児の食に関する相談への対応や情報提供等に努めるほ

か、地域と連携しつつ、積極的に食育を推進するよう努める。

3. 地域における食生活の改善のための取組の推進

(1）現状と今後の方向性

健康で生き生きと暮らしていくためには、子どもの時期はもとより、

人生の各段階に応じた一貫性・継続性のある食育を推進することが求め

られる。特に、日本人の最大の死亡原因となっている生活習慣病を予防

する上では、運動習慣の徹底等とともに食生活の改善が大切である。こ

のため、家躍や学校、保育所等と連携しつつ、地域における食生活の改
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善が図られるよう、適切な取組を行うことが必要で、ある。

(2）取り組むべき施策

地域において、食生活の改善を推進するとともに、生活習慣病を予防

し国民の健康を増進するため、国は以下の施策に取り組むとともに、地

方公共団体等はその推進に努める。

（栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実践）

日本の気候風土に適した米を中心に農産物、畜産物、水産物等多様な

副食から構成され、栄養バランスが優れた「日本型食生活」の実践を促

進するため、シンポジウムの開催やマスメディア等の多様な広報媒体等 「
を通じて、米や野菜、果実、牛乳、きのこ類、魚介類等に関する情報提

供等を行う。

（「食生活指針」や「食事バランスガイド」の活用促進）

国民の食生活の改善を進めるとともに、健康増進や生活の質的向上及

び食料の安定供給の確保等を図るための指針として平成 12年3月に決

定・公表した「食生活指針」について、引き続き普及啓発を進める。

また、「食生活指針Jを異体的な行動に結びつけるため、食事の望ま

しい組合せやおおよその量をイラストを交えて分かりやすく示した「食

事バランスガイド』を平成 17年 6.19に決定・公表したところであり、

日々の生活においてこれが活用されるよう関係機関や関係団体はもとよ

り、小売や外食、職場の食堂等を通じて国民への浸透を図る。

（専門的知識を有する人材の養成掴活用）

国民一人一人が食に関する知識を持ち自らこれを実践できるようにす

るため、食膏に領し専門的知識を備えた管理栄養士や栄養士、専門調理

師や調理師等の養成を図るとともに、学校、各種施設等との連携の下、

食育の推進に向けてこれらの人材やその団体による多面的な活動が推進

されるよう取り組む。

また、地域において食育の推進が着実に図られるように、都道府県や

市町村における管理栄養士等の配置を推進するとともに、地域において

栄養指導に当たる管理栄養士等の資質向上を図るため、研修会等を開催
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する。

（健康づくりや医学教育等における食育推進）

食育を通じて生活習慣病等の予防を図るため、保健所、保健センタ一、

医療機関等における食育に関する普及や啓発活動を推進するとともに、

食生活を支える口腔機能の維持等についての指導を推進する。また、市

町村等が行っている健康診断に合わせて、一人一人の健康状態に応じた

栄養や運動の指導の充実を図る。

さらに、医学教育等においては、食生活と疾病の関連等食育に係る教

育等を行い、国民の食生活の改善と健康の培進に向けた取組を推進する

よう努める。

（食品関連事業者等による食育推進）

食品関連事業者等は、金育に関心を持っていない人々も含めた消費者

との接点を多く有していることから、様々な体験活動の機会の提供、よ

り一層健康に配慮した商品やメニューの提供、食に関する分かりやすい

情報や知識の提供といった食育の推進のための活動について、積極的に

取り組むよう努める。

その際には、従来から取り組んでいる工場見学の実施や情報提供等に

ついても、食育の推進という視点からの見直しゃ充実に努める。

特に、消費者への情報提供に当たっては、消費者の適切な食の選択に

資するよう、科学的知見に基づき分かりやすく客観的な情報の提供に努

める。

また、職場の食堂等においても、より…層健康に配慮したメニューの

提供や栄養、食生活等に関する情報提供がなされるよう努める。

なお、これらの活動を支援するため、国や地方公共団体において必要

な情報提供等を行う。

4. 食脊推進運動の展開

(1）現状と今後の方向性

食育については、従来、国や地方公共団体、教育・保育、農林漁業、

食品産業等の関係者やその団体、消費者団体やボランティア団体等様々

な関係者がそれぞれの立場から取り組んできたが、食をめぐる問題を払
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拭するには至っていない。また、食育に関心を持っていない人々が相当

の割合を占めている状況にもある。このような状況を打開し、食育を国

民運動として推進していくためには、これらの関係者が共通認識を持ち、

一体的に国民に強く訴えかけていくことが必要である。このため、男女

共同参画の視点も踏まえて全国的な食育推進運動が展開されるよう、適

切な取組を行う必要がある。

(2）取り組むべき施策

食育推進運動の全面的な展開とボランティアを含めた関係者間の連携

・協力を図り、国民運動として食育を推進するため、国は以下の施策に

取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。

（食育月間の設定・実施）

園、地方公共団体、関係団体等が協力して、食育推進運動を重点的か

っ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため、毎年6月を「食育

月間」と定め、各種広報媒体やイベント等を活用してその周知と国民へ

の定着を図る。具体的には、全国規模の中核的なイベントを毎年開催地

を移しながら開催するとともに、各地でも地域的なイベント等を行う。

また、家庭、学校、保育所、職場等に対しては、これを食育実践の契機

とするよう呼びかける。

（継続的な食脊推進運動）

さらに、食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層の定着を図るた

め、毎月 19日を「食育の日Jと定めるほか、食育の考え方等が広く国

民に認識されるようキャッチフレーズを活用するとともに、少なくとも

週 1日は家族そろって楽しく食卓を囲むことを呼びかけるなど、様々な

機会をとらえて広報啓発活動を実施する。これに当たっては、子どもと

保護者のみならず、食育への関心が薄い世代等に対する普及啓発にも十

分配慮しつつ取り組むこととする。

（各種団体等との連携・協力体制の確立）

食育推進運動は、関係者がそれぞれの立場から取り組むとともに、関

係者が連携・協力することでより大きな成果が期待できる。このため、
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国や地方公共団体と食育を推進する各種団体やボランテイア等が連携

し、一体的な食育推進運動を展開することができるよう、これらの団体

等の全国的かつ横断的な連携・協力を呼びかけ、国民運動として食育を

展開していくための活動を推進する。また、地域においても同様に、地

方公共団体と各種団体やボランティア等が密接に連携・協力しつつ一体

となって食育を推進することができるよう、地方公共団体を中心とした

協力体制の構築等を推進する。

（民間の取組に対する表彰の実施）

民間の団体等が自発的に行う活動が全国で展開され、関係者間の情報

共有が促進されるよう、民間の食青活動に践する表彰を行う。

（国民運動に資する調査研究と情報提供）

効果的な広報啓発活動の実施や食育に関する施策の企画立案等に活用

するため、食育に関する国民の意識や食生活の実態等について調査研究

を行うとともに、その成果を公表する。

また、食育の関係者はもとより、広く国民が食育に関する関心と理解

を深めるとともに、食育に関する施策、基本計画の推進状況、地方公共

団体における取組状況等必要な情報を容易に入手することができるよ

う、総合的な情報提供を行う。

さらに、様々な分野での食育を推進し、全面的な運動として促進する

ため、全国各地で創意工夫を凝らしながら食育を推進して成果を挙げて

いる事例や手法を収集し、広く情報提供する。

（食育に関する国民の理解の増進）

食をめぐる諸課題や食育の意義や必要性等について広く国民の理解を

深め、一人でも多くの国民が自ら食育に関する活動を実践できるようき

めの細やかな広報啓発活動を展開する。これに当たっては、高齢者、成

人、子どもといった世代区分、その置かれた生活環境や健康状態等によ

っても必要な情報が異なる場合があることに配慮するとともに、各種広

報媒体を通じて提供される食に関する様々な情報について、これに過剰

に反応することなく、科学的知見に基づいた正しい知識による冷静な判

断をすることの重要性が国民に十分理解されるよう留意しつつ取り組む
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こととする。

（ボランティア活動への支援）

食育の推進は、国民一人一人の食生活に直接関わる取組であり、これ

を国民に適切に浸透させていくためには、国や地方公共団体による取組

だけでなく、国民の生活に密着した活動を行っているボランティアの役

割が重要であることから、食品の安全性等食に関する基本的な知識等の

向上を図りつつその取組の活発化がなされるよう環境の整備を図る。

特に、食生活改善推進員をはじめ、食に関し豊かな知識や経験を有す

るボランティアが行っている親子料理教室等の体験活動や様々な普及啓

発活動等の草の根活動としての健康づくり活動を促進する。

5. 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活

草主笠
(1）現状と今後の方向性

食育の推進、特に食に対する感謝の念を深めていく上で、食を生み出

す場としての農林漁業に関する理解が重要であることから、生産者と消

費者との「顔が見えるj 関係の構築等によって、交流を促進していくこ

とが必要である。また、農林水産物の生産、食品の製造、加工及び流通

等の現場は、地域で食育を進めていく上で貴重な場であり、人々のふれ

合いや地域の活性化を図るためにも、その積経的な活用が望まれる。さ

らに、食料の生産は自然の恩恵の上に成り立っており、自然との共生が

求められている。このため、生産者と消費者との交流の促進を図るとと

もに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等に資するよう、適切な取

組を行う必要がある。

(2）取り組むべき施策

都市と農山漁村の共生・対流や生産者と消費者との聞の交流を促進す

ることによりそれらの信頼関係を構築し、国民の食に関する理解と関心

の増進等を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資す

るため、聞は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推

進に努める。
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（都市と農山漁村の共生・対流の促進）

グリーン・ツーリズム等を通じた都市住民と農林漁業者の交流を促進

するため、各種広報媒体やイベント等を通じた都市住民への農山漁村の

情報提供や農山漁村での受入体制の整備等を推進する。

また、都市部での体験農園や農山漁村での滞在型市民農園の整備等を

推進する。

（子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供）

子どもを中心として、農林水産物の生産における様々な体験の機会を

拡大し、食に対する関心と理解を深めるため、情報提供の強化、受入体

制の整備等を進める。

また、食料の生産から消費に対する消費者の関I［：と理解を深めるため、

地域の実情に応じたパンフレット等を作成・配布するとともに、出前講

座やイベント等による情報提供等を行う。

（農林漁業者等による食育推進）

農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に関する関心や

理解を深めるだけでなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立って

いることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関す

る理解を深める上で重要であることから、農林漁業者やその関係団体は、

学校、保育等の教育関係者と連携し、酪農等の教育ファーム等農林漁業

に関する多様な体験の機会を積極的に提供するよう努める。

なお、これらの活動を支援するため、国や地方公共盟休において必要

な情報提供等を行う。

（地産地消の推進）

生産者と消費者の信頼関係の構築、食に関する国民の理解と関心の増

進等を図るため、地域で生産された農林水産物をその地域で消費する地

産地j簡を全国的に展開する。このため、各地域において、地方公共団体、

生産者団体、消費者団体等の関係者による地産地消を推進するための実

践的な計画の策定・実施を促進する。また、地産地消活動の核となる人

材の育成、関係者のネットワークづくり、情報提供の強化等を推進する

とともに、地産地消の核となる直売施設や消費者との交流施設の整備等
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を進める。

（バイオマス利用と食品リサイクルの推進）

地域で発生・排出されるバイオマス資源を当該地域でエネルギー、工

業原材料等に変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システムを

構築していくため、平成 18年3月に決定した「バイオマス・ニッポン

総合戦略Jに基づき、各地域におけるバイオマス利活用計画の作成、バ

イオマスの変換・利用施設等の整備等を促進するとともに、バイオマス

の変換・手I］用技術の開発を進め、バイオマスの総合利用による地域循環

システムの実用化を図る。

また、食品リサイクルに関する食品関連事業者や消費者の理解を深め

るため、食品リサイクルの必要性等を普及啓発するためのパンフレット

等を作成・配布するとともに、セミナ一等の開催を推進する。

さらに、家庭における食生活の実態、家庭や外食における食品の廃棄

状況等を把握するための調査や、食品産業における金品廃棄物等の発生

量や再生利用等の実施状況を把握するための謂査を実施する。

6. 食文化の継承のための活動への支援等

(I）現状と今後の方向性

南北に長〈、豊かな自然に恵まれ、さらに海に固まれた我が国は、四

季折々の様々な食材に恵まれ、長い年月を経て地域の伝統的な行事や作

法と結びついた食文化が形成されてきた。このような我が国の豊かで多

彩な食文化は、世界に誇ることができるものである。しかしながら、海

外から様々な食材や料理等がもたらされるとともに、食の外部化等が進

展する中で、栄養バランスに優れた「日本型食生活j や、地域において

継承されてきた特色ある食文化や豊かな味覚が失われつつある。このた

め、食文化の継承のための活動への適切な支援等がなされるよう、適切

な取組を行う必要がある。

(2）取り組むべき施策

我が冨の伝統ある優れた食文化の継承を推進するため、屈は以下の施

策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。
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（ボランティア活動等における取組）

食生活改善推進員等のボランティアが行う綾子料理教室や体験活動等

において、地域の郷土料理や伝統料理を取り入れることにより、食文化

の普及と継承を図る。

また、地域における祭礼行事や民俗芸能等に関する伝統文化の保存団

体等が実施する食文化に係る取組を促進することにより、我が国の伝統

ある優れた食文化の継承を推進する。

（学校給食での郷土料理等の積極的な導入やイベントの活用）

我が国の伝統的な食文化について子どもが早い段階から関心と理解を

抱くことができるよう、学校給食において郷土料理や伝統料理等の伝統

的な食文化を継承したi献立を取り入れ、食に関する指導を行う上での教

材として活用されるよう促進する。

また、食育推進運動を展開するために全国各地で開催するイベントや

シンポジウム等において、地域の食文化等に知見を有する高齢者等の活

用にも留意しつつ、我が国の伝統ある食文化、地域の郷土料環や伝統料

理等の紹介や体験を盛り込み、多くの国民がこれらに触れる機会を提供

する。

さらに、全国各地で行われている文化活動を全国規模で発表、交流す

ることを目的として毎年度開催している国民文化祭を活用し、地域の郷

土料理や伝統料理、その歴史等を広く全国に発信する。

（専門調理師等の活用における取組）

我が固の食事作法や伝統的な行事食等、我が簡の豊かな食文化の麓成

を図るため、料理教室や体験活動、各種イベント等において高度な調寝

技術を備えた専門調理師等の活用を図る。

（関連情報の収集と発信）

食育推進運動の一環として全国各地の事例や手法を収集皿発信するに

当たり、食文化の普及啓発に係る取組についても積極的に取り上げ、我

が国の食文化の継承に向けた機運の醸成を図る。

（知的財産立国への取組との連携）
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我が国の伝統ある食文化に対する国民の理解を深める等の観点から、

我が国の食文化を体系的に整理したテキストの作成、地域の伝統的な食

材や食文化をはじめ地域と風土に根ざした食文化の形成と特性等我が国

の食文化の継承・発展の基盤となるべき調査研究、さらにはシンポジウ

ム等を通じたその成果の発信などの取組を促進する。

7. 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提

供及び国際交流の推進

(1）現状と今後の方向性

昨今、マスメディア等の各種広報媒体を通じて食に関する情報が氾濫

しており、国民が食に関する正しい情報を適切に選別し活用することが

できない状況も見受けられる。

健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、

自らの判断で食を選択していくことが必要であり、そのためには、最新

の科学的知見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。

また、食育をより効果的に推進していく上で、各種の資料や情報を収

集・分析し、これに立脚しつつ取り組むことが欠かせない。このため、

食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供等

がなされるよう、適切な取組を行う必要がある。

さらに、我が国における食育への取組をより活性化させるとともに、

食育を通じた国際的な貢献等を図るため、国際交流を推進する必要があ

る。

(2）取り組むべき施策

国民の適切な食生活の選択に資するとともに、食育の全般的な推進に

資するため、国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はそ

の推進に努める。

（リスクコミュニケーションの充実）

食品の安全性に関する国民の知識と理解を深めるとともに、食育の推

進を図るため、国、地方公共団体、関係団体が連携しつつ、消費者、食

品関連事業者、専門家等の関係者相互間において双方向に情報及び意見

の交換を行うリスクコミュニケーションを積極的に実施する。
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また、我が国では、食品安全分野の 1）スクコミュニケーションの歴史

が浅く、未だ十分確立されたものとなっていないことから、海外の事例

や我が国の食品以外の分野での取組等を踏まえつつ検討を進め、より適

切かっ効果的な手法を開発する。

（食品の安全性や栄養等に関する情報提供）

食品の安全性に関する様々な情報を国民が入手できるよう、パンフレ

ツトやホームページ等を通じて国民に分かりやすい形で情報を提供する

とともに、地域において地方公共団体、関係団体やNp O等が行う意見

交換会等への取組を支援する。

また、生活習慣病等を予防し、健康な生活を確保するため、平成 12 

年3月に作成・公表した「健康日本21 Jによる健康づくり運動として、

ホームページやイベント等を通じて科学的知見に基づく食生活の改善に

必要な情報の普及啓発を図る。

（基礎的な調査・研究等の実施）

健康の増進や生活習慣病の予防等の観点から科学的知見に基づき摂取

すべきエネルギーや栄養素等の量を定めた「日本人の食事摂取基準j を

定期的に作成・公表するとともに、その活用を促進する。

また、国民の健康増進の総合的な推進を図るため国民健康・栄養調査

を実施し、国民の身体状況や栄養摂取状況と生活習慣との関係を明らか

にすること等を通じて、食育推進の基礎的なデータベースとして、その

成果を活用する。

さらに、近年増加している子どもの肥満や糖尿病等の生活習慣病を効

果的に予防するためには、食生活や栄養と健康に関する科学的根拠の蓄

積が必要であることから、関係府省や爵係研究機関が連携しつつ、様々

な分野にわたるデータの総合的な情報収集や解析等を推進し、その成果

を公表する。

食料の生産等の実態に対する国民の理解増進を園ることはもとより、

食料自給率の向上や農林漁業の振興等とともに、食育の推進を図るため

の基礎的なデータとして農林漁業や食料の生産、流通、消費に関する統

計調査を実施・公表する。
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（食品情報に関する制度の昔及啓発）

食品表示の適正化を進めていくため、表示制度の見直しを行うほか、

「食品表示ウオッチャーJの配置等による監視指導体制の充実を図ると

ともに、消費者向けパンフレツトの作成掴配布等を行い、表示制度の普

及・定着を図る。

また、食品の生産に関する情報に対する消費者の関心の高まりに対応

して制定された生産情報公表JA S規格について、消費者を対象とした

研修会の開催等によりその普及啓発を図る。

（地方公共団体等における取組の促進）

地方公共団体や関係団体等においては、地域の実情に沿った情報や当

該団体等の活動内容に即した情報を収集・整理し、より多くの国民が関

心を持ち、また、活用できるようその提供に努める。

（食育の海外展開と海外調査の推進）

食に関する国際的な貢献としては、政府開発援助（0DA）を通じて

飢餓や栄養不足への対策に協力することが重要であるが、これに加えて

食育の観点からは、これが世界に誇り得る考え方であることにかんがみ、

海外に食育を広めその実践を促していくことも有意義であると考えられ

る。このため、食育の理念や取組等について海外に発信し、 f食育

(Shokuiku）」という言葉が通用することを目指すとともに、このよう

な活動を通じて我が国の食文化等に対する層際的な理解の増進を図る。

また、効果的な広報啓発活動の実施や食育に関する施策の企画立案等

に資するため、海外において行われてきた食生活の改善等に関する取組

について、その具体的な手法と成果を調査し、その活用を図る。

（国際的な情報交換等）

国際的な情報交換等を通じて食育に関する研究の推進や知見の相互活

用等を図るため、国際的な機関等との連携による国際会議の開催をはじ

め、海外の研究者等を招璃した講演会の開催、海外における食生活等の

実態調査等を推進する。

また、食育に関連する国際的な機関における活動に協力するとともに、

これを通じて積徳的な情報の共有化を推進する等、国際的な連携・交流
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を促進する。

さらに、国際的な飢餓や栄養不足の問題等に対する由民の認識を深め

る観点から、その実態や国際的な機関による対策の推進状況等の情報を

積極的に提供する。
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進に商ず~施策を語吾的かっ苛面前！こ推進するために必

1 .多様な関係者の連携・協力の強化

食育の推進においては、「第 1 食育の推進に関する施策についての

基本的な方針Jや「第3 食育の総合的な推進に関する事項」において

述べたように、幅広い分野にわたる取組が求められている。

また、その主体も、国民の健康づくり等食育に関連する施策を行って

いる国の関係府省や地域に密着した活動を行っている地方公共団体はも

とより、教育、保育、社会福祉、医療及び保健の関係者、農林漁業の関

係者、食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室その

他の食に関わる活動等の関係者、さらには様々な民間団体やボランテイ

ア等に至るまで多様かっ多数である。

このため、食育に関する施策の実効性を高めていく上で、これらの関

係者が密接に連携・協力することが重要であり、その強化に努めるもの

とする。また、その際には、これらの関係者による倉I］意工夫を凝らした

取組が、これまで以上に活動の帽を広げつつ自発的かつ積極的になされ

るよう配慮するものとする。

2. 都道府県等による推進計画の策定とこれに基づく施策の促進

基本法においては、都道府県等に対し、基本計闘を基本として推進計

画を作成するよう努めることを求めている。

食育を国民運動として推進するためには、より国民に身近な存在であ

る都道府県等の積極的な取組が欠かせない。また、地域の多様な関係者

の連携 a 協力を確保しつつ、地域の特性に応じた実効性の高い運動を進

めていくよでも、都道府県等による主体的かつ計画的な取組が重要であ

り、固としても、まずは都道府県による推進計画の作成に向けた具体的

な取組が平成 18年度中に行われるよう努めることとする。

このため、都道府県等による推進計画が可能な限り早期に作成され、

-32 -



関連する施策との有機的な連携を図りつつ全国各地で地域に密着した活

動が推進されるよう、国から積極的に働きかけるとともに、資料や情報

の提供等適切な支援を行うこととする。

3.積極的な情報提供と国民の意見等の把握

食育は、個人の食生活に関わる問題であることから、国民一人一人に

よる理解と実践を促進することが何よりも重要である。

このため、，多様な手段を通じた広報啓発活動を展開し、食育に対する

由民の関心や意識を高めていくことが必要であり、これに当たっては、

より多くの由民が食育に興味を持ち、食についての正しい理解が促進さ

れるようにする観点、から、食育に関する様々な情報を分かりやすい形で

提供するよう努めることとする。

また、食育の推進やそのための個別の施策に対する国民の理解と協力

を確保するとともに、その実効性と透明性を高めていくためには、広報

啓発活動や情報の提供に加えて、国民の意見や考え方等を積極的に把握

し、これらをできる限り施策に反映させていくことが必要であり、その

促進に努めることとする。

4. 推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用

食育に関する施策を計画的に推進するためには、その推進状況を把握

しつつ取り組むとともに、限られた予算を有効利用することが必要であ

る。特に、「 1.多様な関係者の連携銅協力の強化」において述べたよ

うに、食育は幅広い分野に関わり、多様な関係者による一体的な取組が

必要であることにかんがみると、その必要性は一層大きいと考えられる。

このため、食育推進会議を中心に基本計画に基づ、く施策の総合的かっ

計画的な推進を図るとともに、目標の達成状況を含めてその推進状況を

適切に把握し、これを行政関係者だけではなく、広く国民にも明らかに

するよう努めることとする。

また、実筋した施策については、その効果等を評価し、その結果を菌
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民に明らかにするとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善に努め

ることとする。

さらに、厳しい財政事情の下で限られた予算を最大限有効に利用する

観点、から、選択と集中の強化、施策の重複排除、府省関連携の強化、宮

民の適正な役割分担と費用負担、執行状況の反映等の徹底を図ることと

する。

5. 基本計画の見直し

この基本計画は、基本法において示された基本理念と方向性に従い、

基本計画の作成時点での諸情勢に対応して作成したものである。 ( 

しかしながら、我が国内外の社会経済情勢は常に変化しており、今後、

食育をめぐる諸情勢も大きく変わることが十分考えられる。また、目標

の達成状況や施策の推進状況等によっても、基本計画の見直しが必要と

なる場合が考えられる。

このため、基本計薗については、今後、これに基づく施策を推進して

いくが、計画期間終了前であっても必要に応じて見直しの必要性や時期

等を適時適切に検討することとする。また、基本計画の見直しに当たっ

ては、「4. 推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重

点的運用Jにおいて述べた施策の成果の検証結果を十分活用する。
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I Z主策定趣旨と指針

食及びその食を支える農林水産業の露宴生さらには農山漁村の持つ多面的な機能役割について広く県民への理解促進を図り、もって県民の健康で豊かな生活の向上に寄与することを目的

として、従来からそれぞれの分野で進められている f食jや『農」に係る施策を総合的かっ体系約に推進していくための体制整備や施策の方向性を示す基本指針を践定しました。
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0食を巡る翁勢の変化
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＠食の安全性に対する信頼

の低下

⑥生産者と消費者の距離が

拡大

0農林水産業を取り巻く ｜｜目

情豊寺町変化

①絵入農水産物の急織や長
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による生産基盤の脆弱化

が進行
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平成16年度福間県保健窃.，割問ペ

携し〈ゆとりのある食事の状況

一冒最舷1食さらんとした食事をZ人以上で
携し(30分以上かけて食べる割合
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;;7，：；乏φ指針；j話取締内容渋2
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主堕塑盟よ塁塁」
計頭潮間・平成lB年～20年（3年間）
目標（計画指標） 基準年次17年度、目寝年次22年度

①家庭・地域における食育の推進

②学校における食脊の推進

③食生活波警の推進

＠地産地消の推進

⑤生産者と消費者の支流

＠童の安全‘健康・栄養に関する知識の普及・調査

• f朝ごはん食べようJ
逮動の展開

・ボランティアの連携
．食育コンクーノレ

保健福祉分野

姪~
IS～19銭 ＂～39綾 ＂～59銭 ω歳以上

平成JG年度福岡県保健福法部関ペ

当｛：：！：＇＂施策の効果：•）Hits

正しい宜生活の実銭に
よる健康な心と身体を

っくります

農林水産業・鹿山潟村へ
の理解をすすめます

設に討する感謝の心を
宵みます

伝統的童文化を
伝えていきます

金の安全性に対する
jg認を築きます



推進方策

It，家薩・蹴！こお｛持食育の推進；./ii 3山：；；：抗議：：i；会民 ｜ 

E章

基相内な古株主プ：

家庭柑誠における食に書付る関心と理解を深め、健全な食習慣を確立すると
ともに、地蛾の食文化の伝承を図ります。

1主要な施策i

( ¥ 

(1）学習・体臨活動の推進

・子どもや親子を対象とした体験学智の推進

・多様な地蛾食材を活用した親子調理体験や食の加重・加工体験の勤包

・県民への普及・啓発

－健全な食生活について学習する食生活改劃飴隼教室の開催

．栄養・食生活に関する相筑窓口の充実

－知器市や乳幼児を対象とした栄養指導

(2）健全な食習慣の推進

・健全な食習慣の定道化と健康づくりの推進

・食事バランスガイドの普及・活用

・食物への I感謝の心Jの脊成のための瞥発

－飲食店におけるヘルシーメニュー提供等の支援

(3）食文化の伝承

・郷土料理・地域の食材の伝承

・郷土料理のレシピ集を作成し、食卓を豊かにし雄蛾の食文化を育むための支援

・郷土料理を日常の食生活に活かした健康づくりの推進

・啓発・普及のための郷土料理に関する調査の実施

－調理師等従事者の食文化と出荷の耐＇~

”JV
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食ヰル〈ランスガイドとは

食事の望ましし粗合せやおおよその量を一般のi開資制こわかりやすく

イラストで示したもので、本年度、厚生矧骨省と農材体産省が合情で偶成したもの。
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学習・体験活動の推進

健全な食習慣の推進

・食毒Eバランスガイドの普及・活用

．食物への感謝の心の育成

施策の貝標となる指標 ｜ 

)j!{ 関

親子関理体砂、の参加人数

へノレシメーユ を提供する飲創百数

－親子務理体験
．食の流通体験

1日のうち1回は食事を2人以上で楽しくとる成人の割合

野菜をほとんどたべない幼児の割合（3綴児）

辺主2盈丞

・郷土料理レシピ集の作成

・郷土料理に関する関査の実施 等

基準年度 目標年次
実 繍 目標倒産
16年度 22年度

3,079人 4,000人

16年度 22年度
64店 100店

16年度 22年度
67.3% 80%以上

15年度 22年皮
男 11.1% 10%以下
女16.1% 10%以下

※紘策の指標については、基材ーには、基準年度を平成17年度、目標年次は5年後の平成22年

度とする。｛且し、平成17年度の実績7，＼犯鐙できないものについては、直近の数伎とする。
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1:2学校！ご希同食育の推進 !:¥ ;; ,, ' < ' : : / •· 1 
基材枕考え方

学校において、食を通じた児童生徒の体の健康、心の育成、社会性のかん養、
自己管理能力の育成を推進しますっ一

1主要な施策｜

(1) 指導体制の整備

・食に関する指導についての資質向上

－栄養教諭・学校栄養職員・学校給創賠続命及び小中学校離合初任者等を対象と

した研修の充実

・栄養教諭の計画的配置と資格取得のための講習の笑施 fぺ

・食に関する指導についての校内組織の設置

－管理l故・学校給食担当者等を対象とした研修の充実

．朝交訪問における指導助言の徹底

(2) 学校給食の充実

・教科等主関連した学校給食献立についての工夫政蕃

－献立委員会の充実と耕ヰ等と関連づけた献立計画作成の徹底

・地元食材や郷土料理等の献立への活用促進

・食脊推進パンフレット（地元農産物活用事例集）の活用促進

．朝交給食料理コンクールの関曜

・学校給食の衛生管湿のf納言E
－市町村（学機E合）教脊委員会への指導の充実

・学校栄養職員及ひ澗理業務員的換とした研修の充実

・給食だより、講演会等による食の安全に関する仇嘆者に対する啓発

(3) 教科・道徳・特別活動及び総合的な学習の時間における指導の充実

・食に関する指導年間指導計画の作成

・年間指導計画作減促進のための資料提示

・学校給食及び食に関する体験活動を取り入れた授業の工夫改善

．学校栄養職員の授業への参画促進

－研到者定郵属事業の充実

(4) 家庭・地域・関係機関と連犠した取組の推進

• PTAを対象としたliJf修会、講演会、リーフレットによる啓発

．食育に関する地蛾イベント等の連携

－組蛾及び関係1繍鶏の出箆と週発の充実

4 
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｜ …指導体：制の：整備 ,;, ' • 1 

」二~

学校給食の充実

教科等における指導の充実

体の健康心の育成社会性のかん養自己管理能力の育成

施策の目標となる指僚 ｜ 

項 自
基準年度 目標年次

実 t費 自擦数値

16年度 22年度

朝食を毎日必ず食べる児童生徒の割合 小戦主 84.8覧 小学校 95. 0国
中樹立 76.3世 中学校 90._0覧

15年度 22年度

食生活学習教材を活用した指導を行う学校の餅合 小学校 40.5需 小学校 100覧

中学校 33.0覧 中学校 100% 

制時と関連させ允食に関する指導の年間指導計画を作
17年度 22年度

小学校 47.3拡 小学校 100覧
成している学校の割合

中学校 39.9世 中寺苛責 100話

5 



3：：食生活改善の推進：f_:j:1::,, /:! '11:it!:1< t'+, H(ni D 
基本的な考え方1

生活習1貫病を見直し、病気の発生そのものを予防する自主的な健康づくりの推
進を図りまマ九

1主要な施策｜

(1) 栄養改善対策の鵬

・いきいき健康ふくおか21の推進

・一人ひとりが健闘怜生活習慣を確立するための自主的な健康づくり対策の推進
．健全な食生活に関する齢十の策定や普及啓発

・健康づくり関係団体との連携による支援

(2）保育所等特定給食施設への指導

・保育所への指導

・保護者や子どもの食への関心と理解を深める研修等の期匝

．職員を主換とした食育明彦の勤包

・特定給食施設への指導

・健全な食環境・食習慣の確立のため指導・助言，

(3）健康づくりの担い手の育成

・食育の専門知識を有する者の養成や活用

・健康づくりの担い手である市町村保蝉市キ栄養士の設置佑盤

・市町材保健部ぞ栄養士、主蝕従事者を対象とした食育研修の充実

・ボランティア活動への支援

• r揺伺県食生活改善推進連絡協忍姶J等ボランティア活動への支援及びボランテイ
ア研修会の期首

・ボランティア活動の活発化と成果向上に向けての環境整備

徳岡県食生活改善推進連絡協機会とは

市町ヰ，1，：こj也、1・義成された食包括＆聖書宇佐出住民が中心とな仏食生t古i!t怒をi晶t：て地繊の健康づくりを進めて

いるボランディアグ凡｛ブーです·.金魚自ら健康づくり世実践しながら，地域1とおUγて、全性：~号焼損号づ〈旬に

!!ll・「る知ぬの替＂！＞.・や利子τf最古日できる綿密軽習会を宅!IE－.するなt子容量々 な活動を行。てb、ます，

特定給食続殺とは

若人保附設など‘弟聾苦言型[>ll:i:,.,)i"t＇.若宮物ち iζ生制’i止著者オる館設肘L
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いきいき健康ふくおか21の推進

語調県健鹿づくりJOヶ議

1.健康家族は、楽しい食事から

2.塩分、脂肪iま控えめに、野菜はたっぷり

3.体重iま適正に
4.楽しく適度な運動で、いきいき、はつらつと過ごしましょう

5.自分らしさを大切に、心の健康保ちましょう

6.喫煙防止、分煙、禁煙支援をすすめましょう
7.飲み過ぎない、無理強いしない、適正飲酒
8.健康は口の中から、8020目指しましょう
9.きちんと受けよう健康診断、ライフス告イルを見直しましょう
10.すすんで受けよう、肝炎ウイルス検査

ボランティアによる

食生活改善の推進

市町村関係職員や地域の

専門家・リーダーの資質向上

保育所等特定給食

施設への指導

健康づくりの担い手の育成

施策の鼠標となる指標 ！ 
項 自

基準年度 目標年次

実 績 目標数値

健康づくり食生活改蔀障習会の回数と歩加者数
16年度 22年度

439会場20484名 450会場22000名

市町村保蹄官や栄養士の研修会の関数
16年度 22年度

6図 10回

脂肪エネルギー比率の適正化（20織から40歳代）
16年度 22年度

28. 1% 20～25% 

野菜の摂取盤（成人J
16年度 22年度
266 g 350g以上

果物の摂取盤（成人）
16年度 22年度

95. 5g 200 g以上

7 



14 地産地j両面推進j : )' 

基材怜考え")J:

「食Jと f農JのE倒監を縮め、生産者と消費者の信頼関係を構築するため、県
産及a地元産農林水産物の消費及。年IJ用を促進します。

1主 察側策i
(1）地元及び県産農林水産物の利用促進

・学校給食での地元農林水産物の利用促進

・生産者、学校などの関係者で構成すーる学校給食協議会の設置促進

・地元産農林水産物の導入促進に刻する市町村、農業団体等への支援

．地元産農産物の句情報の提供

・米飯学校給食実施の拡大

・県産農林水産物を利用した学校給食用食品の導入促進

・直売所の活性化

・ホームページを活用した底究所の情報提供

．直売所のi軍営等に関する研修会の開催

・生産槻fj'指導及。鞘敷ある商品づくりに向けた助言

－地蛾農業の構造改善に向けて活動する直売所に対する支援

・ネットワーク化の推進による都市住畏や消費者に対する情報発信機能の向上

・県内の直売所が一堂に会して産直市を開催するなど、県民へのpR活動の強化

・外食・量販店等における県産品利用拡大

－量飯店等での「地元産コーナーj の設置促進

・県内外食産業や量販店関係者等を対象とした県産農林水麗物の商談会の開催

．地蹴蛸メニューの開発と提供

・県産品を活用した加工食品の開発

・食品産業との連携による県産農林水産物を活用した加工食品の開発

(2）情報提供・広私活動の強化

・テレビやパンフレットを活用した県産農林水産物情報等のPR 

－ f農林水産まつりJ等各種イベントを活用した県民への情報発信

8 

' 



1外食室鵬等における県産品利用鉱大 ｜ 

l県産品研用した加工品の開発｜
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酬 の目標問搬 l 司重急自変らt色J宮、窓認芸認毒蛇手： 
-~ 基準年度

項 自
目標年次

実 綴 目標数値

学校給食封首長会が設置されている市町ヰサの割合
16年度 22年度
45% 100% 

学校給食への地元産農産物利用促進に対する市町村、農業団体等 17年度 19年度滋l

への延べ封勝 17 55 

制支給食4 コ県鹿農林水産物の利用率（盆髭ベース）
17年度 22年度
55% 65% 

学校給食4 コ地元産青果物の和朗星和佳盛ベース）滋2
16年度 22年度

8. 2% 15% 

学校給食ハJコ県産茨の利用率
16年度 22年度

5% 25% 

学校給食へ地元産動宝物を納入する直売所数
16年度 22年度

14 100 

販売額1億円以上のm:売所数
16年度 22年度

42カ所 53カ所

日

事業実路期間が平成17～19年度の3カ年であるため、自療年次は19年度とする。

地元産青果物とは、倒査対象の市及び郡内又は幾協区脚1で生産されている野菜、果物と

する。

※1 

※2 



L§J；録者近消費者の交流促進

基材切な考え方

食と生産の関連を意識づけ、生産者と消費者がそれぞれの思いを理解するためよ
交流を促進し、食を支える農林水産業への理角平促進を図ります二

1主要な施議｜
(1）農林水産業への理解促進

・体験活動の実施

・小学生等を対象とした農家キ滋農家でのファームステイ、漁業体験学習会の支援

・農林水産業の多面的機能の普及・啓発

• r農の恵みjモデノL他区の設置及ひ澗査参加モニターの育成

・直売所、各種イベントでの啓発ポスターの掲示や広報ビデオの作成 作ヘ

．各種団体への出前講座の開催

(2）地域住民活動への支援

・まちとむらネットワークによる活動促進

・会員相互の情報交換、情報発信を支援する4糊jの整備

．会員の活動に書付る支援

・地域リーダーの育成及び活動促進

－リーダーと組蛾活動組織の連携推進体制の盤備’

・地域資源の保全活動促進

・保全1舌動車E織への支援

(3）ゲリベノツーリズム、フルーツーリズムの推進

・情報発信の強化と都市農村の交流

・ホームページ（ふくおかグリーンツーリズムマッフもHp_;//1州W.,!i:iP.,g>_:iP.f.g!m.~P.”
Lim！.号ll,P.hP.）の内容充実

－グリーン・ツ｝リズムフェアの開催

・地蛾内連携を進め、農業体験や郷土料理、民宿など豊富・な交流メニューを提供

・交流拠点の整備

・廃校・古民家の改修による交流施設や市民農園の劉市

．都市と漁村の交流施設整備に対する支援

農の·~みとは

議誕生舟1＼捌ιょγて育んで舌た是正かな先制；＂＂－＂＇＊＇~＂’持い、景観の意憾など、農業・ 8島村!l)j寺つ公主主宇J機
~を f泉町産みJ という宮震で点説しています．

まちとむらネットワークとは

身・55:，よ畠土活を史五正したり‘ E堅持と搬4町役割jζ叫、て考えるなど、主主¢＂s'.!lna-Ji,tる県民の皆喜んを会員

とするネット7・・クです．都市住完ι勝投即’会員積立による農業体験や．暫＇！！，!J:蹴苫どをjffit~て．まちとむ

らの川、務保づく刊！t.:1援し若丸＂ミー 1,.，，ージアドレ；λl1trn;L／.削弘知IH耳:9Lrn戸めim.!!.@./.
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まちとむらの交流を促進

体験活動の実施 ! 

地織住民活動への支筏

｛グリーントリズムの推進

施策の目標となる欄 l 
項 自

基準年度 目標年次

実 綴 目標倒産

農家崎コ酪農家でのファームステイの延べ参加者数
17年度 22年度

1031名 1500名

漁業待機学習会の参加者数
17年皮 22年度

30名 200名

f農の恵みモデル事業J鯛査参卯モニター数
17年度 19年j跡 l

47名 500~ 

まちとむらネットワーク会員数
16年度 22年度

5829人 10000人

ホムページ（ふくおかグリ ンツ｝リズムマyプ）の 16年度 22年度

アクセス件数（累計） 10万件

※1 事業実施期間が平成17～19年度の3カ年であるため、目標年次は19年度とする。
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l'ci：：食の安全、健康・：栄養に闘する記識の普及、：調査 ：： ： ：｜ 

ー基本的な考え方

適切な食生活の選択に資するよう、調査研究を期菌し、情報の提供を行います1

1主要な施策i

(1)食の安全に関する知識の普及震発

－県ホームページによる情報発信や意見の募集

・食中毒予防に関する街頭キャンペーンや各種開会の勤証

．食品表示に関する出前講座の開催

・食品表示に関する販売店を対象とした説明会の開催

・安全な農産物生産のためのルールづくり

(2）健康・栄養に関する知識の普及

・県民健康づくり基本指針 fいきいき係諜ふくおか2lJの普及啓発

・外食栄養成分表示定着偲隼の基綾づくり

・へ／レシーメニユ｝の開発及び栄養成分表示協力店の指定

．外食産業や食品産業への食品の栄養表示等の指導

(3）健康・栄養に関する調査

・いきいき福岡健康づくり誼礎調査の実施

・保育所（園）児の食生f舌と健康実態調査の期海

・高校生年代の健康づくりと食生活に隠する意識調査の期首

12 
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正しい食品表示

。 .. 
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～l 

.. 

♂ .. 
， 

宅

ι 

品質管理の高度化

長
喝事 IP

t 丸

、～..,, 
ンf 九可 -' 

施策の目標となる指傍

項 自

食中海予防守衛生管理等に関する鱗習会の延べ参加者数

食品表示に関する阪抱苫を対象とした説明会の開催回数

外食栄養成分表示協力店舗数

※1 ヰ場t18～22年度までの累計である。
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食の安全、健康・栄養に関する

知識の普及・~発

基準年度

実 綴

16年度

12, 828人

16年度

0回

16年度

280 I吉

民擦年次

回t著書主催
22年度

60,000人※l

22年度

20問

22年度

400店



！？ 県民運動のの民泊三日以；
基本的な考え方

農林水産、教育、栄養改善等の行政、関係団体、ボランティア団体などが連携
を図り、食育ヰコ地産地消の推進について、県民意識の高揚を図り、県民運動とし
て展開します。

1主要な施策｜

(1）県民運動への展開方策

・食育推進キャンペーンの実施

・県民を対象とした「朝ごはλ喰べよう運動」等食の重要企や農林水産業への理論平

促進を啓発する体験型イベント、キャンペーンの開催

・県民への学習機会の提供
・県内の食育の優良事例を表彰する食育コンク｝／レの開催

・食育キ健康に関する講習会、シンポジウムの開催

・県民の学習を推進するための普及・啓発資材の作成

・広報活動の充実

・食育に関するポータルサイト（ホームペ｝坊を開設し、総合的情細部長の期包

．各種広報媒体告と通じた効果的なPR活動の実施

(2）県民運動への展慌のための涼境整備

・市町村、関係団体との連接体制の構築

・健康、栄養、尉本水産業、教育の行政や関係団体等が連携した「ふくおかの食と

農推進会議Jを設置し、市町村、開系団体との連携・協力を推進
・市町村食育推進罰百策定のための情報提供等の支援
・市町村と連携した食育推進ヰ喋の展開

・ボランティアの育成と活用

• rふくおかの食と農人材パンク」設置によるボランティアの人材確保

．員似或ボランティアとの連携

・ボランティア資質向上のための研修会の開催

14 
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：：議設お説現援護農推進法議；；ii: 生産現場で

i門戸何？

施策の目標となる概 l 

項 思
基準年度 自燦年次

実 綴 目標数｛度

食育総量ii債を策定してし治相I村の割合
17年度 22年度

。% ω% 

食育ボフンティアの登録数
17年度 22年度

161名 1000名

食育推進キャンベーンへの多加者数
17年度 22年度

。名 3000名
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E章 施策の実施と評価

1施策の実施

本基本指針に基づき、農林水産業の震要性さらには農山漁村の持つ多面的

な機能役割について広く県民への理解促進を図り、県民の健康で豊かな生活

の向上に寄与するため、市町村、関係機関等と連携して具｛柏な施策を期包

します。

2進捗状況の点検・評価

関係団体や関係部局からなる「ふくおかの食と農推進会議jを中心に、関

係者の情報及び意見交換の促進を図るとともに、基本指室内具体的施策の実

施状況を点検し、目標の達成度を評価します。

3 基本指針の見直し

湖鰍況の言判ilfiを踏まえた施策の検討を行います。

目標が米達成の項目については、要因分析を行うとともに、基本指針につ

いては必要：に応じて適宜見直しを行います。

見直しにあたっては、市町ヰf、関係樹謁はもとより、ホームページ等を活

用して広く県民の意見を聴取します。
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ふくおかの食と尉箇隼基本指針の策定

基本指針に基づいた食育・地産地消の推進

｜：警察機｛勘考会燥機議長i

l：：議議；：：務；：議；：議：；説；；義務：：業：；：：i
［毎年度9月、 2月l

目標の達成度を野佃し、要因を分析

I毎年度10月、 3月l

意見

評価に基Jづき、基本指針を必要に応 E • ‘ 

じ、見直し ｜／」：：：.－：－：：－＇＼

見直しにあたっては、ホームページ I＼ーさ笠＇？......／
等で県民に意見を聴取 I 苛 ' 

~ 
~ 
~ 
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｜資：料：編J
1.ふくおかの食と農強進会議
( 1）ふくおかの食と農推進会議設置要綱
（名刺

第1条本会の名称は、ふくおかの食と農推進会議似下「推進会議Jという。）とす
る。

（目的）
第2条食に対する重要性及び農林水産業と農山漁村の果たす役割について県民の理
解促進を図ることにより、県民の健康で豊かな生活の向上に寄与する・ことを目的とす
る。

（検討事項）
第3条推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(l) 福岡県の食育の推進に関すること
(2) 福岡県の地産地消の推進に関すること
(3) 閥系者相互の協力と理解を促進するために必要なこと
(4) その他協議会の目的逮成のために必要なこと

（構成）
第4条推進会議の構成員は、福岡県農業協同組合中央会会長、財団法人福岡県学校給
食会理事長、社団浪人福岡県栄養士会会長、社団法人福岡県調理師協会会長、福間県
保健福抱ほ日長、福岡県農政部長、福岡県水産材務部長及。稲岡県教育長とする。

。量進会議）
第5条推進会議の開雀等については、次のとおりとする。

(1) 捻進会議に議長、副議長を置く。
( 2) 議長は、福岡県農政部長とし、冨1］議長は福岡県教育長とする。
(3) 議長は、必要と認める時、推進会議を招集し、会議を開催する。
( 4) 副議長は、議長の職務を代理する。
( 5) 議長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

（部会）
第6条推進会議の議事を円滑に進めるために、部会を置く。

(1) 部会の構成は、 ):liJ表1のとおりとする。
(2) 各部会に部会長、副部会長を置く。
(3) 各部会は各部会長が必要に応じ招集し、会議を開催する。
(4) 各荷主会長は、必要に応じて部会員以外の者に出席を求めることができる。

（事務局）
第7条推進会議の事務局は、福岡県農政部生産流通課内に鐙く。

（その他）
第8条 この要綱に定めるほか、推進会議の運営その｛也必要な事項は、推進会議におい
てm滋する。

l可t則
この要綱は、平成17年6月1臼から方面行する。

附則
この要綱は、平成17年7月28日から施行する。
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別表1

地産地消部会

所属名 職名

福岡県農業協同組合中央会 食農乞官邸次長 副都会長

全国農業協同組合連合会福岡熊本部 営農総合課長

（財）福岡県農業振興推進機構 事務局長

福岡県青泉市塙宴会会 事務局長

（社）福岡累食乞苦改善協会 常務理事

福岡県特用林産振興会 専務理事

福岡県漁業協同組合連合会 参事

福岡県有明海漁業協同組合連合会 富士務部長
， 

福岡県水産物卸売市場協会 専務理事

福凋県保健福祉部健康対策課 課長技術椅佐

福岡県農政部農政課 課長技術裕佐

福岡県農政都農業振興課 課長技術補佐

福岡県農政部生産流遜課 課長技術補佐 部会長

福岡県農政部農業技術課 専門技術指導員

福岡県農政部農地計函諜 課長技術繍佐

福岡県水産林務部林政点 課長技術補佐

福岡県水産林務部水産振興課 課長技術補佐
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食育部会

！ 所属名 rr: ((: 東名 ｜ 
福岡県農業協同組合中央会 ｜食齢溜6次長

福岡県青果市場連合会 事務局長

福岡県都市教育委員会連絡協議会 会長

福岡県町村教育委員会連絡協議会 会長

（財）福岡県学校給食会 事務局長

福岡県学校給食栄養士会 会長 f入

福岡県PTA連合会 事務局長

福岡県小学校校長会 会長

福岡県中学校校長会 会長

福岡県特用林産振興会 専務理事

福岡県漁業協同組合連合会 参事

福岡県有明海漁業協同組合連合会 総務部長

福岡県水産物卸売市場協会 専務理事

福岡県保樹富祉部健康対策課 課長技術補佐

福岡県農政部農業振興課 課長技術補佐

福岡県農政部生産市直諜 課長技術繍佐 副都会長

福岡県水産林務部林政課 課長技術補佐

福岡県水産林務部水産振興課 課長技術補佐

福岡県教育庁教育企画部色涯学習課 主幹社会教育主事

福岡県教育庁教育企画部教職員課 課長補佐

福岡県教育庁教育振興部高校教育諜 課樹高佐

福岡県教育庁教育振興部義務教育課 課長補佐

福岡県教育庁教育振興部九回代ーツ健康諜 謀関商佐 部会長
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情報発信部会

..‘，・晶 . ・.. 司， a’， 一町.：.

所 属名 職！名。｝ 町酔 目‘’．， 咽 . 
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（財）福間県農業振興推進機構 事務局長

（社）福岡県栄養士会 副会長

福岡県食乱活改善推進連絡協議会 会長

! 

福岡県特用林産振興会 専務理事

福岡県漁業協同組合連合会 参事

福岡県有明海漁業協同組合連合会 総務部長

’v 

福岡県保健福祉部健康対策課 課長技術補佐 郡部会長

福岡県保樹高祉部乞清衛生課 課長技術裕佐

徳岡県農政部生産流通課 課長技術補佐 部会長

福同県農政部農業技術課 謀長技術補佐

福岡県農政都高度課 課長技術補佐

福岡県水産林務部林政謀 課長技術補佐

福岡県水産林務部水産振興課 課長技術補佐

福岡県教育庁教育振興都ルポーツ健康課 謀長械佐
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ふくおかの食と農推進会議構成図

・;;iぷ最長員食正麗推進議議二
・各部会で検討した内舎を総括的に協議する会議 ν

｛構成］
福岡県農業協悶組合中央会会長、福岡県学校給食会理事長、福岡県栄養士会会長、
福岡県調理師協会会長、福岡県保健福祉部長．。農政部長、水産林務部長、 0教育長

-" ,..,,_ ....;c. -;.. "'t¥f 

y I I也産地；間部会

・貴生活改善の推進 ・家庭・地域での食育の推進 －地産地消の推進
・食の安全性、健康、栄華に閉す ・学校での食育の推進等 ・生産者と消費者の交流
る調査、研究、情報の提供等 ・推進体制の整備と県民運動

I構成I への展開 等

［構成l 搭悶串農業協同組合中央会
福岡県島業振興推進機構 福岡県青果市場連合会 I構成］
福岡県栄養士会 都市教育委員会連絡協議会 0福岡県島業協同組合中央会
福田県食生活改善推進連絡協E障会 町村教育委員会連絡協融会 全毘＂＇難旬島問 ill合直会合福岡県本翻
福岡県特用林産振興会 福岡県学校給食会 福岡県農業祭典推進機構
福岡県漁業協同組合連合会 福岡県学校給食栄養士会 福岡県青果市場連合会
福岡県有明埠漁業協同組合連合会 福岡県PT A連合会 福岡県金生活改善協会

0保健福祉部健康対策課 福岡県小学校校長会 福岡県特用林産振興会
保健福祉部生活衛生課 福岡県中学校校長会 福岡県漁業協同組合連合会

＠農政部生産流通謀 福岡県特用林産振興会 福同県有明機t除草協同組合連合会
農政部農業技術課 福岡県漁業協同組合連合会 福岡県水産物卸売市場協会
農政部省産課 福岡県有明海漁撲協同組合連合会 保飽福祉部健康対策課
水産林務部林政媒 福岡県水産物卸売市場協会

農農政政部部農農業政課振興楳水産林務部水産振興繰 保健福祉部健康対策課
教育庁スポーツ健康蝶 農政部農業振興銀 ＠農政部生産流通謀

0農政部生産流通課 農政部農業技術課
水産林務部林政課

農政政部部E畜E産楳水産林務部水産振興楳 農政部地軒宙線
教育庁生涯学習楳 水産林務部林政楳
教育庁歎職員楳 水産林務部水産振興課
教育庁高校教育繰
教育庁義務教育課

＠教育庁ニスポーツ健康謀

※ ＠．蟻長、部会長、 0:1111議畏‘ ll'I部会長を示す

市町村、農業団体、地域学校給食利用推進協議会等

主 l

県民の健康で豊かな食生活の実現、農業・農山漁村への理解促進
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2 食育基本法の概要

1. 目的
国民が健全な心身を縫い、豊かな人間性を育む食育を描隼するため、施策を
総合的かつ計画的l斗也隼すること等を目的とする。

2.関係者の責務
(1）食育の推進について、関、地方公共団体、教育閥系者、農林漁業関係者、

食品関連事業者、国民等の責務を定める。

(2）政府は、毎年、食育の准進に関して講じた施策に関し、国会に報告書；を

提出する。

3.食育推進基本計画の作成
( 1)食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する

①食育推進に関する施策についての基本的な方針
②食育の推進の目標に関する事頁
G潤民等の行う自発的な会育推進活動等の総合的な促進に関する事頁
④その他必要な事項

(2）都道府県は都道府県食育推進計画、市町ヰれま市田T村食育推進計図を作成す

るよう努める

4.基本的施策
①家庭における食育の推進
②朝交、保育所等に制する食育の推進
＠地域における食生活の改善のための取組の描箆
④食育推進運動の展開
⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林治議の活性化
⑥食文化の継承のための活動の支援等
⑦食品の安全性、栄養その他の食出舌に関する調査、研究、情報の提供及
。潤際交流の推進

5.食育推進会議
(1）内閣府に食宥推進会議を置き、会長（内閣総速大臣）及び委員（食育抱

当大臣、開系大臣、有識者） 2 5名以内で組織する。

(2）都道府県に都道府県食育折健会議、市町村に市町村食育推進会議を置く

ことができる。
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問い合わせ先

0県機関

県斤代表番号 092-651-1111 

部庁名 課名 係名 内線番号

健康対策課 健康栄養係 3128 

保健ti祉部

乞活衛生課 食品衛生係 3165 

農政課 企画係 3825 
．＼  

AfF 

農業振興課 食糧係 3845 

生産流通課 流通振興係 3884 
農政部

農業技術課 普及事業係 3906 

畜産課 ；市鼠係 3928 

農地計宙諜 企図調整係 3948 

林政課 木材特産係 4023 
水産林務部

水産振興課 流通加工係 4116 

色涯学習課 社会教育班 5425 

教職員課 市町村立係 5447 

教育庁 高校教育課 指導班 5499 

義務教育課 指執E 5511 

スポーツ健康課 保健給食係 5576 
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0 関係団体

回 体 名 部署名 ｛主 所 ’電話答号

（社）福岡県栄養士会 福岡市中央区赤坂1-14-5 092-713目卯02

（社）福岡県食生活改善協会 福岡市中央区赤坂1-14-5 日自2-713－卯04

（社）福同県調理師協会 福岡市中央区清1113-12-1 092-523-0591 

徳岡県食生活改善推進連絡
領岡市博多区東公園7-7

福岡県庁保健福祉部健康対策課 092-643-3269 
協議会

内

福岡県農業協同組合中央会 食E量生活部 福岡市中央区天神4-10-12 092-711同 3911

全国農業協同組合連合会
2量産量総合課 福岡市中央区天神＋シ23 092-762戸 4709

福岡県本部

（財）福岡県農業振興推進機構 業務第2諜 福岡市中央区天神4-10-12 092-716-8355 

福岡県青果市場連合会
福岡市博多区東公医7-7

092・寸対3-3488
福岡県庁農政部生産流通課内

福岡県特用林産振興会 福岡市中央区天神3-1か25－回1 092-712吋4310

福岡県漁業協同組合連合会 福岡市中央区舞鶴2-4-19 092町 713山 1161

福連合岡会県有明海漁業協同組合 相PJII市弓翻I高知271 0944-73-6166 

福岡県水産物卸売市場協会 福岡市中央区長浜3-11-3-1101 092-711-6688 

（財）福岡県学校給食会 筑紫野市紫3-1寸 092』 923-3322

福岡県学儲吉食求養士会 北九州市小倉北区三郎丸2-9-1 093山 921-3600

福岡県PT.必夏合会 福岡市博多区博多駅東ト17-1 092-477-6077 
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、福岡県

ふくおかの食と農推進基本指針
平成18年3月

福岡県農政部生産流通課
〒812-8577

福岡市博多区東公園7番7号
連絡先：092--"643-3486

I，払＂ミ


