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I 計画の基本的考え方

1 計画策定の趣旨

「食」は私たちが生きていくために一日たりとも欠かすことができないだけでなく，「お

いしい食事」や「楽しい食事」は，／白＼豊かな生活を送るためにとても大切なものです。

近年，私たちの食生活は，豊かになっていますが，ライフスタイルの多様イじなどに伴っ

て大きく変化するとともに，様々な問題が起こっています。主なものを挙げると次のよう

ものがあります。

0「食」を大切にする山の欠如

0栄養バランスの乱れや不規則な食事の増加

O肥満や生活習慣病（糖尿病など〉の増加

0若い女性のff&体重（やせ〉

0牛j毎綿状脳症 CBSE〕問題や食昂の偽装表示などの問題の発生

O伝統ある食文伯の消失

0生産者と消費者の距離の拡大

0食べ残しゃ食品廃棄等によるゴミの摺大

このような状況の中，国では，国民が生涯に渡って健全な／~＼易をI苦し），豊かな人間性を育

むことができるよう，食育を国民運動として推進していくため，平成17年6月に「食育基

本法」を制定しました。

これまで福岡市では，市民の健康づくりや農林水産物への理解促進などを図るため，「健

康日本21福岡市計画」（平成13年度），「福岡市農林業総合計画」（平成13年度〉，「福岡

市こどち総合計画」〈平成16年度〉，「福岡市食晶の安全性確保に関する基本方針」〈平成

17年度〉等に基づき，関係各部局において関係施策を推進してきました。

このような背景を踏まえ，本市においても，市民一人ひとりが，命と健康の基本である

「食J について市民の認識を高め，健やかで／~＼豊かな生活を送るため，「食育基本法」に

定める基本理怠と基本的施策を基に，本市の特徴を踏まえた「福岡市食育推進計画（仮称〉」

を策定するちのです。

2 計画の位置づけ（図参照〉

( 1 ）本計画は，「福岡市新・基本計画」と調和を図りながら，食育基本法第18条第1

項に基づく市町村食育推進計画とします。

(2）今後の食育縫進の方向性を定めるとともに，食及び食に関係する施策を総合的，

計画的に推進するだめの基本とします。

(3）広く，行政をさめ，教育関係者、保護者や，農林漁業者，食畠関連事業者等の関

係団体並びに市民がそれぞれの役割に応じて連携・共働しながら食言に取り組むた

めの基本指針とします。



3 計画期間

本計画の期濁は，平成iS年度から平成22年度の5年間とし，計画期間中に必要が認

められた揚合は，見直しを行うこととします。

• f.斤管局＠

［こ］こども未来局

［保］保健福祉局
［環］環境局
［農水］農林水産業烏
【教］教育委員会

(" 
福陪市食育に関する

2主体指導計画
［毅］

福岡市子とち総合計画
［こ］ー［保］・［数］

食育基本法

食育挺進基本計画

一一一一一－－－－－－－1福岡県食と震Ii進基本指針

福岡市食品の安全性確
保に関する基本方針

～食の安I臥を求めて～
［保］

色 K 勺
C軍令（福居市鯖推酎画

福岡市燦林業総合計図
｛授水｝

七 本：~，.... f s 福岡市水産議総合計画
rn霊水］

-;, 

」 福岡市環震基本計画

福岡市一般廃棄物処1里
基本計画［l景］

1官

J 



JI 福岡市の食の現状

1 食生活

食生活については，特に朝食は，成長期にもかかわらす幼児，小学生，中学生，高校
生に食べない人が見られ．若者期から働き盛りの成人期、特に男性に食べない人が多く
回母i寸広れ，！＇寸

( 1）朝食摂取率

こどもの朝食摂取状況（福岡市）

（%） 
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幼児（3歳児）
(H16年度）

小学技
(H16年度）

マ幼児（3歳児）．「幼児（3歳児）の生活習慣調査』（H16.10)
毎日朝食を食べている幼児数

中学校
(H16年度）

マ小，中学生・福岡市教育委員会「朝食喫食状況調査」（H16.11) 

毎日朝食を食べている児童生徒数

朝食の摂取率 園男
（%） 

100 

80 

60 

図女

15～19議 20藤代 30歳代 40義代 50歳代 60議代

［福岡市］
マ「福岡市市民アンケートJ(H18.5) 

r1まiま毎日食べている』と回答した数。

幼児・小中学生とも朝ご
はんの摂取率はまだまだ
isleい状況です．

特に20歳代は，男性が3
人に1人．女性が2人に1
人しか朝ごはんを食べて
いません。
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く参考〉野菜の摂取量

野菜の摂取蚤（成人1日）

250 

目標摂取量 全国 福岡県

※目標摂取量lま「健康日本21JのH22年度目標摂取量
［全国］ 厚生労働省「毘民健康，栄養翻査』（H16)

［福岡県］「福岡県いきいき福岡健康づ〈り基礎踊査J(H16) 

摩生労働省が縫進している
「健康臼本21Jでl草野菜
を1B350g以上摂ること
を目擦をしていますが，白
黒とち包襟憶より約80g不
足しています。



2 生活習慣痛の増加
生活習慣痛については，中高年の男性や，高齢の女性に肥満が多く見られ，一方，若

い女性にはj岳体重（やせ）の人が見られます。
また，糖尿病についても，国と同様年齢とともに増加しています。

( 1 ）肥満と怪体重（やせ〉の状況

BM l〔BodyMass Index）体格指殺の1つ

BMI= 体重（kg)
身長 Cm）×身長〔m)

BMIく18.5:file体重〈やせ〕， 18.5;:;iBMiく25：音連体重， BMI ;;;25：肥満

30歳代

40歳代

。首 20目

γ山…1
29歳国際5.4
以下福岡市

［全国］

20% 

男性

40覧

女性

40耳

マ厚生労働省F国民健康・栄養調査」（H16)
【福岡市】

60% 

60% 

マ基本健康診査及び健康度診断1日コース等の健診結果（H16)

B日目

80% 

関国 ｜肥満
圏福岡市「 BM! 25以上

図国 1低体重（やせ）
図福岡市 rBM! 18.5未満

40～白O歳代までの
9.9 1男性の3割に肥満が

見られます．

100百

9.7 

100首

60～70歳代の女性の
2割強に肥満が見られ
ます。また， 20～30 
歳代の2割強～3割に
健体重〔やせ〉の人が
見られます．
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(2）糖尿病の状況

糖代謝検査の育所見率

同）＝古訂言百司隊全国制鯛刷
25.Q r ::C口古古：：：：：：：：：：：；；：；口

20.4 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

。。
40爺代 50歳代 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

( 

糖尿痛の弓能性が否定で
きない人〔要指導〉と強
く糖尿痛が疑われる人
（妥医療〉ち国と間接．
年代とともに増加してい
ます。

孫基本｛謹段診査において，蚕指
導及び要医療のいずれかであっ
たもの

［全国I
V厚生労働者『地域保健・老人保
健事業報告J(H16) 

［福岡市］
マ「地域保健・老人保健事諜報
告J(H16)

－要指導・血糖値（；，；＇股時） 110～ 
125mg/dl , HbA 1 c 5. 9同以

上
・要医療血糖値（空腹時）126 

mg/di以よ．血糖（直（食後）
141mg/dl以上， HbA 1 c 

く参者〉内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム〉の状況

平成16年国民健康・栄養調賓の結索において，全国で内臓脂肪症候群〈メタポ
リツクシンドローム〉が強く疑われる者と予備軍と考えられる蓄を併せだ割合は，
男女とち40歳以上で特に高く、 40～74歳で見ると，望号性の2人！と1人．安材の5
4山ムが，内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム〉閉会く疑われる者また
は予備軍と答えられる者です。
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傘下の2項叫に該開場合

中性脂肪150mg/dl以上
または
HDLコレステローJレ40mg/dl朱，筒

収縮期血圧130mmHg以上
または
拡張期血圧85mmHg以上

占手

内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム〉

内臓脂肪による肥満の人が， 「糠尿病」 「高血圧」 「高脂血症jなどの生活習憐痛
になる危険因子を併せちっている状態のことです。自覚症状はありませんカt放置してい
ると動脈硬化を遂行させていきます。



3 食の安全・安／~＼に関する市民意識

牛海綿状脳症（BSE）問題や，食昂の偽装表示など， 「食の安全・安l~\J を損なう
事件が大きな社会問題となり「食JIこ対する市民の関／~＼が高まっています。福岡市にお
いてち，食昂の安全性を確保するとともに，食昂の安全性や食生活などに関する市民の
知識の向上を図る必要があります。

初 日頃． 「食Iに対してどのように感じていますかn

やや不安
G 

どちらともいえない
隠蕊縦線機織総務織機緩滋樹泌総鱗撚！

。 10 20 30 40 50 

割音（同）

②食の安全性について鐙l三不安を感じていることがありま
すか（3つまで〉。

農薬や動物用医薬品などの残留

翰入食品

食品添加物

不衛生な飲食店・薮売店匡国璽盤固

アレルギー食品

特にない

0 10 20 30 40 50 60 

「食」に苅して40%
以上の市民が「不
安」 「やや不安Jを
感じています．

食の安全・安I白に関
し．市民は「表示の偽
装」 「農薬等の践留」
「輸入食品」 「Bs 
EJ 「食昂添加物Jに
ついて，特に不安を感
じています。

r 、
( 



③食の関係者（生産者，製造者，販売者，飲食店等〉に強く
要望することはなんですか（3つまで〉。

市民の60%以上は，
食の関係者に苅レ．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・製造

食品取扱い施設における衛生官理由徹底

正確で積摂約な情報提供

生産物や製品の品質の向よ

消費者由意見やニーズの務権的な取り入れ

100 

④食の安全の確保のだめ行政〈福岡市〉にま忌に力をいれて
ほしいことは伺ですか（3つまで〉。

80 40 60 

割合（同）

20 。
相談・苦情への適切な対応や説明

市民の約40%は．福
岡市に刻し，翰入食品
や食昆関係議蓄の監視
及び適切な表示の指望書
を望んでいます。

I ' I '.l ＇.：…「

輸入金品の監視

食品製造業者の監覗・指導

わかりやす〈適切な表示

主品の荒通業者や臨亮店のim・指'11

食品の安全性に聞する調査研究

、、

生産省j二対する毘車の使用方法についての指導

消費者に討する情報の墾供

リスクコミュニケシヨン

食中毒をや若4斉摘訟への適切な対応

60 50 20 30 40 

劉合円も）

10 。
自主管理へのアドバイス

実随時期．平成16年1局．平成17年1用，平成18年2月
実施方活住民基本台帳からの無作為抽出1500人／固〉

~盛
1
2
3
 

否劾回収銀 ｜ 回収率
（件） I C%l 

H T己T 209 I 41.8 
H 1 7 I 184 I 36.8 
H 1 8 I 192 I 38.4 

資料：保健所持量生業務に閲する市民意識調査4 



4 農林水産業の現状

市民の健康の源である食物は，農林水産業により生産され，青果・鮮魚市場等を通じて
市民の皆犠！こ供給されています。さらに，朝市，タ市，直売所の運営や農漁業体験など
により，生産者と消費者の顔の見える関係づくりが行われ，地産地消や食文化の継承が
進められています。

( 1）農林業

農地・森林の面積

その他
58.4百

区分 面積（ha)

市総面積 34,060 

農地面積 3,070 

森林面積 11,085 

その他 19,905 

農地面積
9.0目

構成比

100.日目

9.0喝

32.5% 

58.4百

森林面積
32.5% 

｛輯考

平成16年10月1日現在

平成16年10月1日現在

平成17年4fol1B現在

資料：福両市長一蒜示雇扇苛言

市総面積の約4割在農
地や森林が占めてお
り，市民の畠近なとこ
ろで震林業が営まれて
います。

福岡市農産物作釘面積
(ha) 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1 000 

500 

0 

年度

平成6年

平成11年

平成14年

平成15年

平成16年

農産物i乍他面接は減少傾
向にあります力t平成16
年度は米の生産調整にお
ける作位割当面積がi星加
したため総面積もI昔加し
ています．

図そのf由
回飼料作物

日米

医果樹

B花

平成6年平成11年平成14年平成15年平成16年
園野菜

住空］、いー，
野菜 花 果樹 米 飼料作物 その他 E十
1,050 101 147 1,822 204 36 3,360 

967 100 110 1,331 150 ・ 39 2,697 

940 99 98 1,244 112 47 2,540 

895 98 96 1,229 104 43 2,465 

857 98 92 1,329 99 64 2,539 

資料：福岡市震蒜示雇読許豊富

，一、
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福岡市畜産の生産規模

6,0（〕日

5,321 

5,000 

4,000 
266,384 

3,000 

2,000 

978 913 

1,000 、円吟｝・・・・・・ ～， …人

832 839 

75 60 。 ＿，与ド

平成8年 平成11年 平成14年 平成15年 平成16年

一縦一乳牛（ilU 954 912 856 832 839 

pφ肥育牛（頭） 1,804 1,529 1,240 978 913 

－－豚｛頭） 5.321 175 40 75 60 

一←採卵鶏（羽） 328,780 319,183 308,309 292 426 266,384 

資料・福河市E霊林水産統計星雲

学校給食市内産農産物活用状況（平成17年度〉
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2日0.000 I畜産の生産規鎮は減少傾
［竜にあります。
特に1互においては， E還家

1so.ooo Iの廃業にi半い激減してい
ます。

100,000 

50,000 

。

野菜類については，総
使用露の約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。

。
総使用震 市内産 総使用釜 県産 市内議

※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.1日日柏市内産使用。

※米は基本的に委託炊飯（炊飯セン9ー）については，福岡県内産（夢つくし）を使用。HlB.11から委託炊飯で一部，
市内産（ヒノヒカリ）使用。小学校や給食セン告ーでの調理に使用する分については，市内産（ヒノヒカザ）を使用。



(2）水産業

沿岸漁業魚種別生産量 単位’トン

藻類 ？＇イ
5.8略 11.7%

旦類
2.2克

ブリ
10.3略

アジ
イワシ6.4%
4.8% 

魚種 生産量
／ ＼ 

告イ 757 
カワハギ 678 

タイ，カワハギ
ブリ 663 等．多くの種類の
アジ 414 魚介類が＂＂界灘，
イワシ 313 i事多湾で漁獲され

その他魚類 2,386 ています．

員生直 145 
イカ 348 

、
その他水産動物 380 

藻類 375 
E十 6,459 

資料 福岡市農林水産統計書

沿岸漁業販売先 単位トン

福岡市中央
卸売市場
58 7% 

他都市田
市場
17.1% 

区 分 量

活鮮
福間市中央卸売市場 3,789 

魚魚
市内地方卸売市場 603 

向 他都市町市場 1, 105 
け

地元販売 84 

加工向け 878 

計 6,459 

市
揚
て

筒
市
れ

福
売
さ

が
卸
荷
す

半
央
出
ま

大
中
に
い

資料：福岡市水産娠興課

沿岸漁業地区別生産量

；長崎今，e
単位．トン

唐泊

西浦
22. 2日活

小呂島
21.5' 

玄界島
14.1' 

漁業地区 生産量

湾 弘 208 
口 唐泊 651 

西浦 1,435 
；害 玄界島 908 
外 小呂島 1,386 

志賀島 438 
奈多 47 
箱崎 15 

湾 福 岡 52 
内 伊崎 385 

姪浜 780 
能古 114 

浜崎今津 40 
計 日目459

13の漁業地区が
あるが．島部や湾
ロ部のt県獲量が多
くなっています。

わ、＼

資料；福岡市震称示蚕統計書

遠洋漁業 単位トン

その他
11 3見

サパ類
47 7拓

魚種 生産量

サパ類 3,729 

アジ類 2,812 

イカ類 ~94 
その他 886 

E十 7,821 

漁獲の大半

がアジ，サ
パです．

資料：福岡市農林水産統計書



(3）市民意識
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17年度以

0% 20百 40% 60百 80%
g守り育てて行くべ吉
口どちらかといえば守り育てて行くべ吉
図どちらかといえば守り育てて行くべきではない
ロ守り育てて行くべきではない

ロわからない
図書吾回答

100首

守り育てて行くべき
どちらかといえば守り どSてら行か〈とべけいきえでばl三守勾りい育て

守り育ててtすくべきで
育てて行くべき はない

平成14年度 65.1 22.9 0.6 03 

平成15年度 64.0 22.7 0.4 0.3 

平成16年度 66.9 21.4 1.0 1 0 

平成17年度 68.4 21.8 0.8 0.1 

変事完言闇市新・基本計画の成果指標T::蘭子高意議翻登l平成17年度）

「どちらかといえば守り
育てていくべき」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1曽加傾向にあ
ります。

わからない 務問答

5.5 5.6" 

4.5 8.0 

5.1 5.7 

5.0 4.0 



ill 福岡市の特徴

人口140万人，面積340km。玄海国定公園に指定された釜かな自然を持つ福岡市は，

古くから大陸文化を受入れ，栄えてきた国際交流都市です。

東京より，釜山やソウルが近く，アジア諸国をはじめ，太平洋地減への国際便ち数多く

就航し，アジアの拠点都市として，めざましい発展を遂げています。

アジアと九州各地域とを結，s，福間，九州の玄関口福岡は，九州における政治，文化，経

済の主要都市で，海の中道，志賀島，能古島，など豊かな自然に恵まれた，美しく伸びや

かな都市です。

その中で，福岡市の特徴を生かして，食育を推進しています。

1 豊かな自然の恵みを生かした食育

福岡市は，玄界j難や博多湾でとれる魚介類や，自然に恵まれだ地形を生かし疋農産物

など新鮮でおいしい多くの食材があります。また，おきゅうとや辛子明太子などの特産

昂をはじめとして，水炊き，ちつ鍋のほか， 1専多雑煮，がめ煮、博多漬け，アチャラ漬

けや博多うどんなど代々受け継がれている郷土料理があります。

ま疋，おもてなしとして，来福者に福岡のすぐれた昧を知っていただいくだめに，福

岡の新鮮で豊富な多くの食材を使った料理や，郷土料理を提供しています。

このような特産昂や，郷土料理などをそれぞれの地域で伝京していき，地域でのコミ

ュ二ティ形成への活用が必要です。

2 地域を中／~＼とした食育

福岡市では，小学校区ごとに自治協議会を中Ii)＼として地域の実情に応じだ地域コミュ

二ティ活動が行われており，そのような地域コミュニティの核となる施設として，また

生涯学習を推進する社会教育施設として公民館が整備されています。

公民館では，自立的で豊かな社会を目ざして様々な主催事業を展開する中で、子育て

支援やまちづくりなどの新完な課題に対応した事業である乳幼児ふれあい学級等を通し

て，家庭や地域における望ましい食育の推進について，継続的に啓発をしています。ま

た，食生活改善推進員による地鼠食生活改善講醤会や親と子の料理教室を開催するなど

地域活動の充実を図っています。

また，博多（福岡〉は商人の衝であり，地域に根ざした商店街において、食を通した

地域住民の交流による，商店街の活性化に取り組まれています。

さらに，本市には，東南アジアを中山に多くの留学生等が在住していますが， j:jjJ践で

は，各国の家庭料理講習会を開催し疋り，地域の郷土料理を伝えたり，食の交流を進め

ています。

／ 



3 大学・専門学校生など，若者在中山とした食青

福岡市は，支社等の事業所及び大学や専門学校等が多いため，単身の就業者や若者が

多い，活気にあふれだまちです。

若い年代は，食への関JI:,＼が少なく，朝食摂取率の（尽さや若い女性の健体重〔やせ）等

の問題があるだめ，大学や専門学校などとの連携を図ると共に，食に関する情報を気軽

に受け取ることができるよう，インターネット等における食に関する情報発信が震皇室で

す。

4 アジアとの交流を生かした食育

アジアの玄関口として，博多〈福陪〉は昔から大陸の新しい食材を受け入れてきてお
じようてんじ しょういちこくし

り，鎌倉時代，中国〔宗〉から帰国して主主天守〈博多区〉を開いた聖一国師はうど
しょうふ〈じ

ん，素麺，そばや鰻頭の製j去を初めて日本に伝え，また、聖福寺（博多区〉を関き律宗

を伝えた栄西（cl:，また包本に初めてお茶を伝えたとされており，「お茶の木Jは今ち境

内に植えられています。

その伝統は現在ち受け継がれ、毎年開催しているアジアマンスでは，市民が気軽にア

ジアを中山とした諸外国の料狸に親しめるように屋台などで提供するとともに，現在で

は、市内に外国料理の専門店が開設されるなど、国際交流が進められています。まだ，

在福中のアジアからの留学生等が市民とそれぞれの母国の料理等食を通した国際交流を

進めています。



w 食育推進の基本理詰と視点

1 食育推進の基本理怠
家庭，地域，学校，職場などとの連携のもと，子どち期からの基礎的な食習慣の確

立を図るとともに，福岡の豊かな農林水産物の活用を還し，食の大切さへの理解を深

めることにより豊かな人間形成を目指します。

2 食育推進の視点

福岡市の食の現状と特徴を踏まえ，食を通じて人と地域が育まれるよう次に掲げる

3つの基本的な視点に立って食育に取り組みます。

( 1 ）生涯を通じた健全な食生活の確立と実践
市民一人ひとりが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけ，食を大切

にするl白を養い，健全な食生活を確立・実践できるようこどちから高齢者まで各世 ( 

代に応じだ食育を推進します。

特に、家庭や学校等において乳幼児期からの食の重要さを踏まえ挺進します。

(2）食育を核とした地域コミュニティの活性化
身近な地域において食を楽しむ機会や食に関する様々な体験ができる揚を還して、

本市の豊富な農水産物や歴史・伝統ある食文化等地域の特性を生かしながら関係者

が一体となった食育の取り組みを推進します。

(3）市民運動による食育の推進
食青の着実な推進を図る定め、若者をはじめ外国人特にアジアを中山とした人々

をきめ、市民一人ひとりや関係団体のそれぞれの主体性を尊重し、市民運動として

地域や関係図体等が連携・共働することにより，食育を推進します。

3 具体的な施策の方自性

〔1) 家庭・地域における食育の推進

(2) 学校・保育所等における食育の推進

(3) 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

(4) 食文化の継京と国際交流

(5) 食品の安全性確保と食生活に関する情報発信，調査研究



v 具体的な施策の展開

…………一………………………

【現状と今後の方向性］
乳幼児から高齢者まで全ての市民が，いきいきと生活していくだめには，健康であることが室主主

です。そのためには，規則正しい食生活の確立が重要ですが，朝食を欠食している人や食事のバラ

ンスなどを蓄えていない人が多く見られますロ子どち期においては，毎日朝食を取っている人は約

8割であり，また若者期においては，若者が多い街ですが， 20歳代男女の朝食摂取率が特にit§い

傾向があり，基本的生活習慣を確立させるためにち朝食摂取は必要不司欠です。

女性の場合 20歳代， 30歳代では値体重（やせ〉の割合が高く，今後，子どもを育んでいく次

世代育成の観点からも霊要な課題であります。
成人期では，男性は 30歳代から，女l肢は 40歳代から肥満がi曽加しており，内臓脂肪症候群

〈メタポリツクシンドローム〉が問題となる働き盛りへの予防対策が必要ですロ

高齢期においては， 1人暮らしや，活動量が減少することにより，食べる楽しみがなくなり栄

養状態が儀下する場合と，反対に肥満からの生活習慣腐を発生する場合とがあります。

これらの課題を解決するだめには，適切な食生活の方法や生活習慣病予防に関する知識の普及啓

発を更に進めるとともに，乳幼児から高齢者まで，各ライフステージに応じだ望ましい食習慣が確

立できるよう支援を行うことが重要です。
また，望ましい食習慣は，基本的には家庭で確立していくちのですが，都市部に特徴的な核家族

化などの課題があるため，地域での関係団体や保育所（閤〉・幼稚匿・学校等が一体となって食育

に関する支援を行っていく必要があります。

［主な施策］
＠ライフステージに応じた食育の取り組み

子ども期は，食事が体だけでなく／~＼の発達にも大きく影響することから，基本的生活習慣の
確立のための朝ごはん摂取をはじめ，食物を大切にする／~＼の育成や，肥満，食事のマナー，衛
生，子どちの好きなものばかりを与えることの問題点などを保護者に答発していきます。

また，／~＼身共に健やかな子どもの育成のため，各区の保健福祉センターの乳幼児健診や，離
乳食事主宰，親と子の料理教室，公民館の家庭学級等において食の大切さ特に朝食の摂取につい

て保護者に対して働きかけます。

r 一一……一一一一……………一…………一一一……一一一一…………ーっ
I 妊蜘乳幼児に関する栄養指導 ； 

・規則正しい生活リズムの獲得と穀食摂取の啓発

・家庭における食物を大切にする心の育成

・学校と連携した小児生活習慣病予訪の推進

・日本型食生活の実践促進のための情報発信等

子どちを育んでいく次世代育成の観点からも，若い時期からの健康づくりの情報発信をして

いくことが大切です。
若者期は，家庭や地域の保護者世代への正しい食生活の重姿性の周知・§発を図るとともに，

大学や専門学校等とネットワークの構築を図り，学生食堂における栄養成分表示やインターネ



ットによる食に関する情報発信等を推進していきます白

－規則正しい生活リズムの維持と朝食摂取の答発

・若い時期からの健康づくりに関する情報発信

・大学や専門学校等との食を中心としたネットワークづくりの推進

－生活習慣病（特に内臓脂肪症候群）予防の推進

．食に関する情報を的確に見分ける知識の修得
f …、

高齢期は，家族や仲間との楽しい雰囲気での食事時間を持ち，地域での生き活き講座や転倒

予防教室等を通じて， jf§栄養にならない食事など，健康を維持するための情報の発信を行って
いきます。

－家族や仲間との楽しい雰囲気での食事

．低栄養にならない食事への情報発信

・地域における食育の支援のためのネットワークづくり

公民館主催で開催される様々な事業をはじめ，学校等における地域の高齢者や食生活改善推

進員等を講師とした郷土料理の講話や調理実習などを通じ，青色、食予言の推進を行っていきます。

また，食事バランスガイド等の普及雷発，外食時に栄養摂取量がわかる「福岡市栄養成分表示

の店」の拡大や，外食産業・食昂流通業界と連携などによる様々な揚面で進めていきます。

＂～ 



地域の特徴を生か

学生ボランティアによる出前議座をはじめ地域と行政等が連携して食育推進を行ったり，商

店街での空きスペースを利用しだ交流事業や食の情報発信などを行っていきます。

また，玄界；j!ffを漁湯とする漁業者や，近郊農業を営んでいる生産者等と，消費者である地域

住民の交流を還して農業や漁業に対する理解を深めていきます。

に一日アと連携一進
・商店街と連携した食育の推進

－農林水産業従事者と地域住民との交流

食生活改善縫進員や衛生連合会員などのボランティアを各校区ごとに広＜賛成し，自治協議会と

連携しその活動を支援していきます。

まだ，栄養士や調理師等専門職による食生活や郷土料理の講演会や実習などで地i誌における食

育リーダー養成し活動を推進していきます。

・食生活改善推進員，衛生連合会員等ボランティアの養成

．栄養士や調理師等専門職の活用

［成果指標］

I頁 日 E見1犬1直 22年度

男性
20歳代 31.2% 50% 

朝食を毎日食べる人の割合
30歳代 50.6% 70% 

女性
20歳代 49.6% 70% 

30歳代 70.4% 80% 

体
肥満 ※BMI孟25

男性 30～50歳代 33.2% 20%以下

女性 40歳以よ 20.5% 15%以下

拝ヱまUこ 111i体重（やせ） ※BMIく18.5 女性 18～20歳代 29.2% 15%以下

メタボリツクシンドロームを認知し
30～64歳 85.4% 100% 

ている市民の割合

食育に筒I~＼がある市民の割合 77.6% 90% 

食事バランスガイド等を参考に食 20歳以上
16.6% 50% 

生活を送っている人

福岡市栄養成分表訴の店事業（ヘルジ」メニユ』を
34店 200店

含む〉協力店舗数

食生活改善挺進員叡 836人 1.200人

備考（年度）

福間市市民アンケート（H18)

健康基本審査及び健康度診断

1臼コース等の縫診結果（H17)

福岡市市民アンケ｝ト（H18)

福岡市保健予紡諜制18)



【現状と今後の方向性］

子どもの食を巡っては，発育・発達の重要な時期にありながら朝食の欠食や食事時間の不規則化，

偏った栄養摂取など食習慣の舌しれから，それに起因する／~＼と体の健康問題が起きています。

乳幼児期から正しい食事の取り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形成，／仏＼身の健

全育成を図るため．発達段階に応じだ食育の取り組みを進めることが必要です。

学校・保育所（園〕等は，この取り組みを進める揚とレて重要な役割を担っており，給食を始めあ

らゆる機会を利用して食育の挺進に努める!0要があります。

これまで，学校・保育所（園〉等における食に関する指導は給食を中山に行われてきましたが，指

導体制の整備がなされていなかったため，取り組みはまちまちであつだというのが現状です。

このような現状を踏まえ，子どもが食に関する自己管理能力を身につけ，自らの健康に関／~＼を持つ

ようになるために，発達段階！こ応じだ継続的，系統的な食に関する全体指導計画を作成することが必

要です。

また，食言の准進で重要な役割を担っている給食は，郷土料理・伝統食，外国の料理を取り入れた

献立や地湯産物の使用などを生きだ教材として活用レ，食を通じて地域への理解，生産者への感謝の

ゆの育成，そこに伝わる食文化や国際理解を深めるなどの大きな役割があります。

これらを推進するためには，学校長・保育所〈園〉長・幼稚園長のリーダーシッブのもと関係職員

の共通理解のよで食育の指導体制を整備し，家庭や地域と連携しながら，学校・保育所〈園〉等の状

況に応じ，適切な取り組みを行うことが必嬰です。

【主な施策 1
・発達段階に応じた食育の取り組み

保育所〈園〉では保護者と連携をとりながら，乳児期では，一人ひとりの子どもの状態にあ

わせた，きめ細やかな授乳や離乳食を与え，お腹がすいたというリズムを確立させ，食べもの f
への興味，意欲を高め，大人との安定した関わりのなかで，食の満足感と人への信頼感を育て

ていきます。

幼児期では，自分で食べようとする気持ちを大切にしながら，箸やスプーンなどを使って食

べられるように指導します。また，近年増加している食物アレルギーに対しては，医師，保護

者、保育所（園）賊員が密に連絡をとり，適切な給食の対応を行います。

更に保護者に対する食事相談や食育情報の提供に努めます。

I~：：·十函を開園の中に位置づ時 一

－生活リズムの確立

－密接な関係にある食欲と人間関係の基盤づくり

．いろいろな種類の食べものの体験

・食生活に必要な基本的な習慣や態度の指導

．楽しい食事ができる雰囲気づくり



、

幼児期＼3歳～
運動能力やコミュニケーションの基礎的な部分が完成してきます。

遊びゃ食事などの諸活動のバランスがとれた生活を送るなかで，徐々に，お腹がすくリズム

を育て，また，周囲の大人や｛也の子どちとの暖かいかかわりを遇して経験した「おいしい」と

いう気持ちが，食べだいという気持ち，食べようとする意欲へとつながり，子どもi塞が， l山易

共に健全に発育するよう家庭と連携を図り食育を進めます。

! －食事を還して，自らも含めたすべてのしのちを大切こするもの育成

i・食事を還して，素絹や調理ソ＼の関 bの育成

！・地減で埼われた食文化の体験

望ましい食習慣や基本的な生活習慣を確立するため，栄養教諭の配置を計間的に准進し，教

科指導や学級活動，総合的な学習の時間など学校教育会体を通じて，食に関する指導や体験活

動を取り入れた指導を実践します。

－バランスのとれた朝食摂取の定着など望ましい食習慣の育成
・教科等と関連づけた食！こ関する綬業の実践や体験活動の取り組み

・地域の食文化の理解，自然の恵みや勤労への感謝の／~＼の育成

生涯にわたり健康な生活を送る力を育むため，栄養教諭のliG霞を計画的に推進し，栄養教諭

と毅科担任等との連携による食に関する指導を通じて，食に関する正しい知識と望ましい食習

慣を確立し，健康を保つ実践力を育成します。

｛ 朝食欠食 「鵬」や「i臨 Jの弊害についての理解
I －生活習慣癒と食習慣の関係を理解させ，自らの食生活を改善するための実践力を育成

； ・食の視点から地域や環境問題，食料事情，国際問題を考える能力の育成

⑫給食の充実

給食は多くの食材・献立を通して，郷土料理などの食文化や食品の生産・流通・消費など多

くの内容について学習し体験できるため，重要な生きだ教材として活用します。



l －教科との連第や保育計画こ基づく給食献立計画の作成

! －市内産」県内産の農水産物等の積極的な利用

! －郷土料理・伝統食などの積極的な導入による食文化の継窓

! －ランチレームなど食環境の整備

4密機窃潟際環弱震鶴職

φ 食育を通じた健康状態の改善などの推進

c:::Ai、児生活韻荷予防対美総壊しき争被機務総議線機撃議議iぷ
子どもを取り巻く社会環境の変化に伴い増加している小児生活習慣腐などの健康問題は，食習慣

と密接な関係があるため，食育を通じて健康状態の改善などを推進していきます。

： 生 j醐痛に関する研修会などによる知識の普及

I 小町習慣病予防対策の横極的な推進

－食に関する個別相談対応や肥満，痩せ予防対策の積極的な縫進

.家庭・地域との連携

家庭での生活リズムや食生活に対する潟／~＼や習慣は，子どもの健全育成に大きく影響します。そ

のだめ食育への取り組みは．家庭と連携し推進していきます。

・給食だよりや離乳食・給食のレシピ集などによる食育情報の提供
・「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進

・給食試食会などを活用した食育への意識啓発やアドパイス

食育への取り組みは，保育所（国〉や幼稚園，学校だけでなく地域（公民館など〉の理解，

協力を得ながら連携し推進していきます。

I 保駅国〉幼稚園学問問での食育仰ト開催
・食育に関する出前講座など地域〈公民館など〉を対象としだ食教育の充実



③指導体制の充実

：、：；均関税対1点決議房副総容器議議議議
指導計画の作成にあたっては，乳幼児期から小中高生に至る発言段階に応じ，それぞれの自

擦を掲げるとともに，家庭や地域との連携をより一層深めることが重要です。

その実施にあ疋つては，学校長・保育所（園〉長・幼稚箇長を中／~＼に，それぞれの施設での

推進体制を整えながら積極的に実践していきます。

・学校長・保育所（園〉長・幼稚園長を中山とした食育を推進するための体制整備

・管理織をはじめとレて，食諸に携わる全勝員に対する意識啓発

・保育所（圏〕，幼稚園，小・中学校，養護学校，高等学校が連携した合同研修会の実施

【成果指標】
I頁 El 現状1直 22年度 備容（年度〉

幼児 82.9% 100% 幼児13歳児）の生活習慣調査IH16l

毎臼朝食を食べる幼児・児童・生徒 小学生 81.2% 100% 
朝食喫食状況調査IH16l

中学生 77.9% 100% 

局校生 100% 



農林漁業の活性佑

【現状と今後の方向性】

福岡市は，都市周辺で多彩な農林漁業が営まれており，これらを活かした新鮮な食材の提供に

より，食べ物のおいしいまちとして評価を得ています。

農林漁業は，市民の健康の源である食料を生産するとともに，環境保全や災害防止，市民への

憩いの揚の提供など多面的な公益性をも有した産業です。

食言の推進においてち，市内に農林漁業が容をすることは，市民が身近に食べ物の生産につい

て見間し，その大切さを認識するうえで非常に有意義なことであります。

しかしながら，農林漁業は従事者の高齢佑，後継者不足，外国からの輸入増加に伴う農水産物

価洛の岱下や原油高騰などによる生産資材の値上がり等により，非常に厳しい経営環境にありま

す。

今後，食育の推進を図るためには，消費者と生産者および流通関係者の交流を深めることによ

り，市民の理解と支援を得ながら農林漁業を守り育てるととちに，地産地消の推進により，市内P

産農林水産物の需要を高め．生産者の経営の安定を図っていく必要があります。

【主な施策 1
・生産者と消費者の交流や農林漁業活性化の推進

都市住民と農林漁業者の交流推進や作業体験の実施により，農林漁業の必要性に対する市民

の理解を深め，農漁柑の活性イじを図ります。

－市民の農林漁業作業体験の実施
－都市部住民と農漁村住民の人的交流

噛臨御醐醐磁醐滋銀総轄線描醐蝿鶴揺輯盤窃揺醐醐脇健脚線路轍鶏器棚鶏磁器棚融緩溜磁融緩議機醐輔蹴離

ふるさとの歴史の中で育くまれた伝統の昧や技術を市民に伝窓することにより，食文イじの継

震を図ります。

日；長二副長；；；；~－；－－－，－.，，－.＿.＿，…一一…………



食昂残j室等の利活用を図ることにより，食昂リサイクルの必要性について普及啓発を図りま

す。

I ・食品残澄の飼肥料としての活用
i蜘蹴欄同協 錦 織 納 品 翻 問 へ 織 繍 州 側 前 畑山側川端糊砂川＿，

農林漁業に関する情報を積極的に発信し，その必要性について市民理解の促進を図ります。

ベント，広報媒体，交流施設等を活用した情報発信

【成果指標】
I頁 目 現状1直 22年度 備考（年度〉

福岡市の農林水産業を守り育てるべきと思う
68.4% 74% 

福岡市新・基本計画の成果指標に関

市民の割合 する意識調査作-117)

米 3.4% 9% 

学校給食への市内産農水産物利用割合 野菜 10.0% 14% 福岡市学校給食諜（H17)

（童鐙ベース〉 水産物 0昂目 21.ili§ 



【現状と今後の方向性】

福岡市は，山海の自然に恵まれだ食材を生かし，博多雑煮，がめ煮，水炊き，博多豚骨ラーメ

ン，ちつ鍋などの郷土料浬が生まれ，おきゅうと辛子明太子ゃなどの特産昂も広く知られていま

す。ま1乙港のある地域や山間部地i或には，それぞれ，独自の郷土料理や保容食などが受け継が

れています。

しかし海外からのさまざまな食材や料理が満ちあふれている現在，先人によって活われてきた

多様な日本の食文佑に関する知識やマナーも，継承していく機会がなければ次第に失われていき

ます。

このため，望ましい日本の食文化やマナーの継震を行い，首及啓発レていくとともに，米を中

山として主菜・副菜をそろえ，栄養バランスに優れだ「日本型食生活」についても普及啓発して

いきます。

まだ本市は、 2000年に渡るアジアとの対外交流の歴史の中で，大控から運ばれてくる新しい

食品の流通の窓口となり，現在でもアジアに関かれた国際交流都市として，留学生ち多く地域住町

民との交流ち盛んです。これらを生かし，福岡の食とアジアをはじめ様々な国の食を交流の核と

して国際交流を図っていきます。

【主な施策 1
・郷土料理，行事食・食事作法等の伝承

（，，本宇治法j舌端1,；~j義思議選議換顎漆線機器線総勢

校区で活動している食生活改善推進員等による，親子料理教室や，地域食生活改善講習会等にお

いて郷土料理や行事食に取り組み，福岡の昧の伝震に努めます。

－食活改善推進員等のボランティアの育成及び活動の支援

給食施設の献立に郷主食や行事食を取り入れたり，食育に関する様々なイベント等で福岡の

昧を紹介していきます。

f郷土料理行事食等の積極的な導入

－各種イベント等での郷土料理，行事食等の紹介



市民や来福音ヘ福岡の在来の提供を行います。
防柑知市倒的州向叩－－－－－命叩司－－曲師尚一向切百－・－－怜叩崎町吋問 時 制1

－調理師会等との連携

－家庭・給食等における実践

学校や公民館等で，地域住民に対してみそ造りや梅干しづくりなど伝統食の妓の継承を行い

ます。

! －出前講座の開催

喝総総蹴磁器怨おお締役総鰍設撚援総写機泌総諸機泌総滋殺錦繍凝縮蕊絞殺伎滋蕊滋絞滋斡郡波怨鰯蕊泌総閣議議怨翻ぬ，－終結綿綿線終総支怒込議終籍球終結怒隷鰐喜怒絃縮努夜紋3採録裕 、絵、銀総お 燃お認む蕊

く；ィ史学三ネ広ト等）ζよ姦慢持罪集向券業総議lltlli雲怒議
手軽に情報が手に入るよう，インターネット等を活用した情報発信を行いますロ

－郷土料理や行事食等のレシピ作成・紹介

・地域の高齢者との交流による郷土の歴史の習得

⑫国際交流

日本と外国の食文化の相互理解を図っていきます。

－地域住民と留学生等の料理教室の開催

．アジアマンスを通じた国際交流



Jこ閲する情報発信，調査研究

【 現状と今後の方向性 】

近年，牛j毎綿状脳症 CBSE）や食晶の偽装表示などにより，食品の安全性に関する市民の聞

かが高まっています。また，マスメディア等の広報媒体を通じて栄養や健康に関する情報が氾濫

していることから，市民が食に関する正しい情報を正確に理解することが困難な状況も見受けら

れます。

食昂の安全性確保は食生活における基本的な問題であり，本市では，市民が「食の安Ii:,＼」を得

ることができる都市の実現を目指して，平成17年に「食昂の安全性確保に関する基本方針～食

の安11:,1を求めて～」を策定しましだ。一方，健全な食生活の実践には，市民が，食品のリスク，

栄養，健康並びに食生活などに関して正しい知識を持ち，自らの判断で食を選択していくことが

必要です。

今後，更なる食昂の安全性確保に努めるととちに，最新の科学的知見に基づく客観的な「食に

関する情報」を市民にわかりやすく提供する一方，食育をより効果的に推進するために食生活な

どに関する調査を継続的に行っていくことが必要です。

【主な施策 1
・食品の安全性の確保

市民が安ii:,＼して健全な食生活を実践するために，食白取扱施設の監視指導や，市内に流通す

る食自の検査を行い，食昂の安全性確保を図ります。

f一一一等 … ・市民の視点による食品検査事業

－学校給食をはじめとする特定給食施設等における定期衛生検査の実施

・食生活に関する情報発信

市民が食昂の安全性に関する様々な情報を手に入れることができるよう，講習会や情報誌等

を通じて，分かりゃすい形で情報発信を行います。

「て瓦戸りやインターネツトによる情報発信
－講習会や情報講座・体験型講座の実施

・情報誌等の発行

－栄養成分の表示をする飲食店の拡大

－学校給食をはじめとする特定給食施設等の栄養士及び調理業務員を対象とした

衛生研修の充実



リスクコミュニ

哨縫瀦醐鞘綿織蹴鍵繊細織橘糊鞘鶴線鶴韓

φ 食生活に関する調資

食生活の現状や問題点を把握するだめに，いろいろな角度から，食生活に関する調査を行いま

す。

I 食生活競査
・生活習慣調査

－保育所（園）・学校給食に関する意識認資

－保育所（圏）・小中学校における食物アレルギ一実態調査

・食の安全・安心などに関する市民意識調査 等

【成果指標］
項目

食に対して「不安」「やや不安」を感じる

市民の割合

現状1直

42% 

22年度 備管〈年度〉

s保健所衛生業務に閲する市民議識
35%1 

白調査（H18)



VI 計画の推進

1 計画の推進体制

計画の縫進は市民が主役です。生きる上での基本となる食育については，市民一人ひと

りが食に関／~＼を持ち，積極的に実践していくべきものです。

このため，食育の控進にあたっては，市民をはじめ家庭， I也減，学校，保育所〈冨），

幼稚園，職場，行政などが，それぞれの役割に応じて主体的に活動し，市民運動として連

携・共i勤した取り組みを推進することが重要です。

2 計画推進のための関係者の役割

引〕市民

食青の推進には，市民人ひとりが，食に関する正しい知識と理解を深め，自ら判断

レ、実践することが重要です。

〔2）家庭

家庭は，生涯を通して，個人の食習慣に大きな影響を与える最も基礎的基盤です。特

に，乳幼児期，学護期においては，家庭での食生活は／~＼身の成長を予言むととちに，基本

的な食習慣が形成される大切な揚所となります。

このため，家庭は，親子のふれあいや家族団らんなどを遇して，食事を作る人や生産

した人々への感謝の／色＼を育むとともに，食についてのマナーや健康を保持増進する食生

活の考え方を身につける実践の揚という役割を担っています。

(3）保育所（薗〉・幼稚冨

保育所〈圏〉・幼稚園は，家庭とともに基本的な食習慣を身につける大切な湯所です。

' 

このため、この時期に，家庭と連携して，楽しく食べる体験により生涯にわたって「食」 （ 

への関／~＼を育むとともに，食べる力や食のマナーなど，食の基本を指導する必要があり

ます。

また，保育所（闇〉においては，所（園〉長を中／~＼に，保育士，栄養士，調理員等全

ての職員が関わった食育の計画のもとで，給食を提供するとともに保護者への情報の発

信など，基本的な生活習慣が楽しく身に柑くような指導を行っていく役割を担います。

まだ，幼稚園においては，それぞれの園の実情に応じ、園児や保護者への食青の推進

に努めます。

(4〕学校

学校における食に関する指導は，健康教育の一環として，望ましい食習慣の形成に結

びつけられる実践的な態度を育成することが大切ですロ

そのためには，家庭や地域に対する情報の発信ととちに，学校教育の中では，学校長

を中山に，学校栄養賊員，栄養教諭や給食主任，担任教諭，養護教諭，給食謂理担当者
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などすべての職員が関わつだ，発達段階に応じた計画に基づき指導を行うととちに，給

食においては好ましい人間関係の形成や，集団生活に基づく社会性・協調性の溜養に留

意した給食指導を担います。

〔5）地域

地域は，市民の生活の拠点であり，生；度を通して人々の食生活に影響を及ぼします。

身近な場所において，食を楽しむ機会や体験できる機会の提供により，地域で市民が

主体的に食育に取り組むための支援を果たすことができます。

また，地域住民はそれぞれの地域の特色を生かし，その地域の個性豊かな食材や郷工

料理に親しみながら，住民椙互のふれあいと交流を通じ，食文化の継震やI也産地消の推

進，健全な食生活の実践のための活動などに取り組むことが喜重要です。

(6）関係団体

食昂の生産・流通・製造者などの食お関連事業者や食生活改善推進員協議会等ボラン

ティア ・NPO等の関係団体はそれぞれの組織の目的や役割に応じて，食育講座や研修

会などを開催し疋り，地域の求めに応じた助言，指導します。

3 食育推進運動の展開

食育に関しては，これまでも，家庭，地域，保育所〈圏〉・幼稚園，学校等において，

様々な形で取り組まれてきましたロ

しかしながら，急激な社会の変佑に伴い，健全な食生活が失われつつある現在，市民が

食育の大切さを理解し，一人ひとりにあった望ましい食生活を実践していく必要がありま

す。

( 1 ）イベント等を通じた継続的な食育の展開

－キャッチフレーズやマスコットキャラクターの作成・活用

・健康フェア・農林水産まつり等イベントでの普及啓発

・「食言月間」「食言の臼J等週間・月間事業での普及啓発

(2〕食に関する環境整備

・食事バランスガイド・食生活指針の蓄及啓発

・「福岡市栄養成分表示の店」事業の准進

－インターネット等による情報発信

4 計画の進缶管理と評価

［食育に関する月

・学校給良週間（1月）

．食予言推進月悶（6月1

．生活改選月間（10月）

. ；還林水産まつり 111月）

．食と漂協の毅gi

計画の進捗状況の管理においては，基本施策の達成状況を，成果指標や，市民アンケー

ト， §.Jt寄調査の継続，新規調査等により透切に現状を調査し，計画の進捗状況を把握し，

管理，評価します。

ま1乙毎年基本施策の実施状況を食育推進会議に報告し，意見を求め，連携して推進し

ます。




