
平成 19年度福岡市食育推進会議

平成20年 1月28日 15:30～17:00 

アクロス福岡 607会議室
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l 開 会

2 協議

議題1 「福岡市食育推進計画」の推進状況について

（報告）

1 ）平成 19年度食育関連事業の実施状況

0平成 19年度食育推進関係主要事業一覧・・・・・・・・・・・（資料 1)

（、 0主な施策の実施状況・．

0農林水産省平成19年度にっぽん食育推進委託事業

－（資料2)

．（資料3)

2）計画のキャッチフレーズ及びマスコットキャラクター・愛称・・・（資料4)

議題2 今後の計画の捻進について ・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料5)

3 閉 会





福岡市食育推進会議条例

（設置）

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 l項の規定に
基づき，福岡市食育推進会議（以下「推進会議j という。）を霞く。

（所撃事務）
第2条推進会議は，次に掲げる事務を行う。

(!) 法第 18条第l項に規定する市町村食育推進計額を作成するとともに，関係機関等と連携
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。

（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。

( I）食育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
(3）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 委員の佳期は， 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，可否同数のときは，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，部会を置くことができ
る。

（関係者の出席）

第8粂推進会議は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，説明文は意見を
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18年4月1日から施行する。





福岡市食育推進会議委員名簿
平成20年1月28日現在

I&分 番号 所属団体名等 役職等 氏名

1第1委員会 代表 渡辺裕江

議
2第2委員会 代表 水 城 四 郎i三匙

3第3委員会 代表 玉井官軍大

験学 4国立大学法人九州大学大学院 教授 甲斐諭
者識

5公立大学法人福岡女子大学 教授 阜溺！仁美経

6社団法人福岡市医師会 会長 宮崎良春
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16 社団法人宿悶市食品衛生協会 会長 杉正道
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福岡市 環境局長 佐本文男者 24 

25 福岡市 農林水産局長 谷口芳満

26 福岡市 区長代表 遠藤文彦

27 財団法人福岡市健康づくり財団 理事長 神宮純江





議題 1 「福岡市食育推進計画j の推進状況について

1）平成 19年度食育関連事業の実施状況

0 平成19年度食育推進関係主要事業一覧 資料 1

キャッチフレーズ
項目 マスコットキャラ マスコットキャラウ事 霊点啓発事業 関係推進月間等 1主育！推推進進珪会議・

ク事ーの募集 の愛称募集 食首選連絡会議

4月

5月 0食育推進連絡会議
5月18日（金）

6月 0 募集
(6/19～7/31) 

童育パネル展

7月

Io抑制問
8月

講演会「企ベることは
生きること

0 選定 ～宣ベ力を
8!'l28日（火） つける～J

タ一等の紙媒体CD
9月 等の霞子媒体を活用した

普及施・啓発，キャンペーン
の突 など

キャンペーン突施 0 企商推進連絡会議

10月 に 平成19年9)'l 健康づ〈り月間 10月3日（木）

O 公表 ~10募月集末 つ ～ 
「健康フヱアーJ

10月27日（土） ぽ 平成20年1月
～ 
11 !'l30日） ん

童
11月 宵

委

託
事

12月
華

O 選定
12月25日［此］

0 学校給量週限
0 公表Hl 

1月12日［土） 0 1月12日（土） 1!'l 26日（土）
O 童宵推進連絡会議

r食事バランスガイドJ
食宵フェスタ，n学校給童 0 企宵推進会議

1月16日｛水）

キャンベーン,n議鹿 1月28日（月）

2月 生活習慣病予防
月間

「健康宣パーティJ

3月





0 主な施策の実施状況

1 家庭・地域における食育の推進

。ライフステージに応じた食育の取り組み

離乳食，妊娠中の食事，高齢者の低栄養予防食，など

今年度新規事業「めじゃーリーグに挑戦！ J （早良区）

資料 2 

メタボリツクシンドローム予防のための普及啓発事業

争地域における食育の支援のためのネットワークづくり

子どもの生活リズム向上のための普及啓発事業（南区）

1 8年度の取り組み事業「早寝・早起きJ

パンフレット f早寝・早起きげんきつこ」配布

早寝・早起きキャンベーンの実施

1 9年度 f親子朝ごはんチャレンジ教室j

対象・幼児とその保護者

各校区（ 2 5校区）年1回開催

食生活改善を実践するための人材育成

毎日朝食を食べる人の割合

計画策定時 現在

小学生 8 1. 2% 9 0. 0%  

中学生 7 7. 9% 8 2. 3% 

平成22年度（目標）

100% 

100% 

福岡市栄養成分表示の店事業の協力店舗数（へ／レシーメニユ｝を含む）

言十箇策定時 現在 平成22年度（目標）

協力店 5 2店 87店 2 0 0店

食生活改善推進員数

計画策定時 現在 平成22年度（目標）

食生活改善

推進員 8 3 6人 920人 l, 2 0 0人

1 



2 学校・保育所等における食育の推進

・発達段階に応じた食育の取り組み

保育活動や給食時の食指導の実施

親子で使おう f食事ノ《ランスガイドJ冊子の配付及び栄養教諭・学校栄養職員

による食指導

・給食の充実

給食の食材・献立を通して，郷土料理や伝統食などの食文化の継承

市内産，県内産の農水産物等の積極的な利用

・食育を通じた健康状態の改善などの推進

給食における除去食や代替食等の食物アレルギ一対応

健康手帳の配付（小中学校）

・家庭・地域との連携

保育所職員による地域での調理実習の実施

給食試食会の実施

・指導体制の充実

栄養専門職等の資質向上を図るため f福岡市食育推進セミナーj等研修の実施

学校給食の残浮の割合

計画策定時 現在

小学校 4. 3% 3 7% 

中学校 1 4. 6% 1 4. 3% 

3 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

・ 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化の推進

こどもグFーンツーリズム（早良区）

食と農の探検隊事業

玄海うまかもん食育事業

海藻アオサ料理コンテスト

食事ノ《ランスガイド体験＆お魚料理教室

学校給食における市内産農水産物の利用促進

-2 -

平成22年度（百標）

2. 1 % 

7. 3% 



学校給食への市内産農水産物利用割合

計画策定時

米 3. 5% 

野菜 9. 9% 

水産物 0品目

4 食文化の継承と国際交流

。郷土料理，行事食・食事作法等の伝承

博多うまかもん市郷土料理教室

。 国際交流

アジア太平洋フェスティパル

現 在

1 1. 2% 

1 0. 4%  

0品目

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

。食品の安全性の確保

食品取扱施設の駁視、食品の検査

。食生活に関する情報発信

くらしの情報講座、保育協会（食育部会）講演会

「手洗い習慣促進キャンベーンJ（城南区）など

福間市栄養成分表示の店事業の推進

。食生活に関する調査

子どもの食生活調査分析

その他

食育推進運動の展開

－食育月間パネル展

・キャッチフレーズ・マスコットキャラクター・愛称の作成

・「健康日本21福間市計画j推進イベント

-s -

平成22年度（目標）

17% 

14% 

2品目





参考資料

平成19年度食育関連事業の実施状況（平成19年11月末現在）

( 1 ）家庭・地域における食育の推進

。ライフステージに応じた食育の取り組み

事業名 実施時期
実績

肉容
捜当局・課

（人数・件数等） ｛関係課）

母親の妊娠，出産，育児に対する不安を解

母子保健訪問事業 随時 2, 750人
消L，さらに，母子の健全育成を図るた
め． f母子巡回健康相談車Jで地域を巡回 各区保健福祉セン1'ー
し健康棺談を行う際に，離指乳導食や幼児のお
やつについて試食を伴う を実施

集団46回延べ653人 母子の健全な発育をはかるため1 妊娠中の
マ告ニ子ィースウーJレ 随時 （月1密／区） 女性に対して．食生活の菌からの指導の実 各区保健福祉センヲー

鱈~II 40人 施

離乳食準備指導 随時
142回 8,418人 乳児の4か月健診時に離乳の進め方作り

各区保健福祉セン告ー（月1～2回／区） 方，与え方等について講話の実施

60回 1.734人 乳児のよい食習慣の確立をはかるため保て議護
離乳食教室 続時

（月1～2問／区）
者に対して，離乳食の進め方等につい 各区保健福祉センヲー
誌・試食等の実施

保健保指鍵導指田中で1才6か月， 3歳児を対象

乳幼児健康診変 随時
15, 310人 に 識の中で．生活習慣なの確立と指おや 各区保健福祉セン告ー（月2～3掴／区） つや朝ごはんに関すること ど食生活躍事

を実施

栄養相談 随時
133回 182人 乳幼児・高齢者および開病催気における栄養に

名区保健檎祉セン合一（月2～3回／区） 関する個別棺談自の

健康増進教室 随時
147回 2,089人 健診を吉めた個々人の食事教と運動を中心に

各区保健福祉セン舎一（月1回／区） 生活習髄病予防のための室の開催

各種生活習綴病予防教室 随時
糖尿病・肥満解消・健康運動教室．教室前後
に健診を行い，食率と運動を中心lニ生活習
慌の変容を支援する教室

各区保健福祉セン合一

節目健診・転倒予防教室 随時
138田 3,266人 結果説明時の健康教育の中で高齢者の低栄

各区保健福祉セン聖一（毎月2関／区） 著書予防の食生活指導の実施

持者月 3回 16名（東区） 専門医｛小児科・皮腐科）によるアトピー
東区健区健康認アトピ一位疾患対策 1回 4回 25名（早良区）

相談の中で，栄養士による個別の食率指導
早良 際課を実施

糖原読予防推進事業
随時 7回 40人 糖尿病予防グルブの育成 博多区健康諜（博多区）

めじゃーリーグに挑戦！ 11月21日～ 参加者224人 メ1'ボワッウシンドロ ム予防のための管
早良区健綴諜（早良区） 及啓発率築

。地域における食育の支援のためのネットワークづくり

事業者 実施持甥 （人数d 実，績件数等） 内容 担当係局・露
（関官軍｝

〈公民館〉

公民館主催事業 随時 乳幼児ふれあい学級．家庭教育学級．学校 市民局
週5日制関連事業等において，食替をテー 公民館支援認
マとした学習や料理実習を実施

未定 生活圏内での育児に関する仲間づくりの「教鴎
『健やか子育て教室」における （各区にお 15回 374人 室を開催し，自主ゲ1ト7・ の育成を弱る鍵

こども未来局食育をテーマとした母子健康教 いて要望に やか子育て教案J事業において，地域の婆
室 応じて実

(18年度実績）
望に応じて，食育を子ーマとした母子健康

こども未来諜

施） 教育を実施する。

乳幼児親子がいつでも自由「子にど利も用できザ，情
報交換や相談ができる ブラ」

こども未来島干どもプラザ事業 随持 で，食に隠する相談や情も報を提供する。
※ 平 成19年7月を って， 7区全てに設

こども未来課

鐙．

左記協話会「総会の議演
福岡市食生活改善推進員協議会 6月7日 245人 テーマ 今，求められる食箆教育につい

保保健健福予祉防諜局総会 講演
て講」師料理研究家徳永睦子氏／ 

親と干の料理教室 4～3月 年80図 各区公民館等における親子の料理教室 保健福祉局
福岡市食生活改善推進員に委託 保健予防課

福岡商工会議所健康診断時にお 10月18日 商工会議所会員率業者の社員向け鍵康ネ診断
保保健健福祉局け（農る林金水事産省バランスガイドの菅亙 ～ 500食 時に食事バランスガイドに関するパル展

予防諜にっぽん食宵推進委託事業） 10月20日 示及び朝食おにぎりセットの配食

現実識については 4～11月までの実線0 12～3月については予定数。
その他特記がある塔合は、 18年度実続。 1/8 



0 

参考資料
》

・地域における食育の支援のためのネットワーウづくり（つづき）

実績 担当局・課
事業名 実施時期 （人数・件数等）

内容 （関係課）

10月1日
朝から始まる豊かで洗練された都市町フイ

福〈農岡林水・朝産省カにフつェ2007
5会場17店舗 フス告イ）レを提案する『朝カフヱ」で専用 経済振興局

lまん食禽推進委託事業〉
～ 約4,000人参加 のブースを設けI 食事バランスガイドの活 集客企画課

10月5日 用を広めた。

健康づくりの食生活改善行うため，地域

食生活改善推進員養成教室 5月～8月 53日 1,403人 リーダーとなるボラン子ィア養成教室の開 区健康諜
催

7固 444人
・区総会時の研修会において食育「食率パ

食生活改善推進員研修会 4月～3月 （各区年11iil) ランスガイド」推等についての講演会開催 区健康課
・童生活改善進員研修会のなかで食育に

170回 6,745人
ついて学習会を実施

校区献血時栄養指導 随時 122回）校，0区73)人 献血不適の方に対して，貧血予妨などの栄 区健康諜
(1回 養指導の実施

市民対象
外食栄養成分表示に関宇る情報

随時
30回 617人 栄養成分表示に関する普及啓発 区鍵康課

提供等 業者対象
1回 1人

食育ネットワーヲ会議の開催 随時
3固 48人 各区において食膏推進のためのネットワー 区健康課
（年1回／区） ウ会議の立ち上げ

子どもの健やかな発育発遣を促すために欠
かせない基本生活ズ習慣の大切さを普及啓発

干どもの生活リズム向上のため 随時 87回 3,876人
するため生活リ ムの教育，キャンベーン 南区地域保健福祉課

の普及啓発事業（南区） の実施や平成19年度から幼児とその保護者
校を対象に「親子斡ごはん刊レンゲ教室jを各

区年1回開催している。

「早褒早起き・朝ごはんj事
大学・保育箇・食生活改善推進員協議会と

随時 料理講習会 21回921名 連携し，こどもの朝食摂取率の向上をめざ 東区健康謀
業（東区） して料理教室等を実施

「げんきでいただきます』応援事 随時 料食出理育前講相講談習座会会4回：回回18｝：名名名
おやこ料理教室の開催．保育園・幼稚園へ 城南区健康課

業（域南区｝ の出前講座若者向けパンフレツトの作成

「みんなで健康J城南まちづくり 年間3～4閏 4回 138名
「みんなで健康J城南まちづくり率業の中

城南区地域保健福祉課
事業（城南区｝ で F食生活・食事」についての講話等。

「元気モリモリさわらつ子」率業 随時
幼児向け紙芝居・食品カード等教材による 早良区健康課

｛早良区） 食育料理教室・出前講座の開催．

料理モデルを使って健康的な食ベ方を学ぶ

ウエルネスレストラン 随時 31,639人 展示施設内容（常に設リ)o 9月より食事バランスガ
イドの ニューアル．リニューアル

健康づくり財団

イベント2日間開催．

ウエルネスレストラン団体への
小パ学号校ン等から団体で訪問がある際に，食事

講習
随時 24回 1,382人 ランスガイドによる健康的な食事につい 健康づくり財団

て解説

メニュー写真集，ソフト．料理モデルを貸

ウエルネスレストラン館外持ち
槌時 14囲 約900人 出．授業やイベントで活用。天神朝カ 健康づくり財匝

出し フエ，健康7ヱ7.金育キャンベーン，栄
養専門学校イベントなど。

ウ工Jレネスレストフンポラン 随時 38図 71人
栄養士ボランティアにより来館者へパラン 健康づ〈り財団

ティア活動 スよく食べる工夫について解説。

外童における宣事バランスガイ
健康づくりの支援を行う店舗と共同企画し

ドを活用した童事の普及事業
随時 2店舗 てバランスのよい料理と食事バランスガイ 健康づくり財団

Fの情報を提供する。

8月24日
4歳～小学4年生の子供とその保護者を対

親子童青講座 12月1日
25組 問人 象に調理実習を還して健康的な食べ方を楽 健康づくり財団

しく学習する講座。

第も26@1食品のまつり博多うまか 1月23日 主催福岡商工会議所

ん市 ～ 今年度のテーマを食膏として開催されるう 健康づくり財団

童事バランスガイド体験コー 1月28日予 まかもん市で食事バランスガイドの活用を 農林水産省

ナー 定 広める。

提実績については 4～11月までの実績0 12～3月については予定数。
そ由他特leがある場合i立、18年度実績． 2/8 



( 2）学校・保育所等における食育の推進

＋発達段階に応じた食育の取り組み

事薬名 実施時期
実績

（人数・件数等）

保育所におけるの食育指導 毎日

栄霊当童校数へ言語の・学校栄養職員による 5月～
小学1・5年児蜜 全？

担 食に関する指導 ラス

朝食喫食調査 6月 小学2～6年児生童霊 : 5~校校
中学1～3年徒 2

食生活アンケ ト調査 10月 小学5年児霊童ー全校
中学2年生徒 20校

親イ（農子ド林jで水冊産使省子おに配うっ付ぽ「ん及食傘び背事指後バ進導ラ委託ン事ス業〕ガ 11月～ 小学4・5・6徒年児議
中学1年生

。給食の充実

事業者 実施時期
実績

（人数・件数等）

（ノ［；；乳児金・幼児食研修会 6月 10回

新献立研修会等 9月， 11
4回月， 12月

市肉度，県内産の農産物の綴極
随時

的な利用

学校給食遊間 1/24～30 

φ 食青を通じた健康状態の改善などの推進

事業者 実施袴期
実績

｛人数・件数等）

健緩手援の配付 6月～ 1］、・中学児宝量生徒

給食における食物アレルギ一対
随時応

。家庭・地域との連携

事業者 実施時期 （人数実・績件数等〉

11月まで子育て支援事業 随時 181iil 666人

給食試食会・保護者講演会 随時

保育所職員の地域への出前教室 随時

食育フヱス告 in学校給食 1月26日

学校給食試食会 随時

家庭教育支援事業 随時

提案績については， 4-11月までの実績•12～3月については予定数。

害者資料

内容 担当局・課
（関係露｝

保育活動や給食時の食育指導由実施（菜図 」ども未来局
など体験担J活動） 保育所指導課
栄養教言語・学校栄養職員が担当校（配置校

教育委員会対を含む）小学1年生且び5年生全ウラスを
象にした食に関する指導 健康教育課

本市小学2～6年児童（栄養教諭等配霞校
教育霊員会50校）及び中学1～3年生徒（20校）を対

象にした朝食喫食調査と分析 健康教宵諜

本市小学5年児童（全校）及び中学2年生
教宵委員会徒（20校）を対象にした食生活全般に関す

る窓識調査と分析 健康教育課

本徒ガ市にイ小学4・5・6年兇変及食び理中事学1年生
対してM親子で使おうM 「 バランス 教育委員会
ドJを配付L，それを活用した栄護教 鍵康教育課

翰・学校栄養職員による食指導

肉容 鐸当局同課
（関係認）

調理担当者・乳児担ての講向当上保義育士に対L..乳児
こど所も未指来局食・幼児食につい と調理実習を行

い．給食及び保育 を図る 保育 導課

新メニュー等についての調理実習を行い。 こども未来局
給食のf(の向上を図る． 保育所指導課

学校給食に使用する食材について市内 教育委員会
産，果肉産を積極的に刺用 健康教育課

学校給食の君主慈学校・役給割食等についての理行解率を 教育委員会深めるため． に関する校内 等
の取り組みを実施する。 ｛縫隣教育課

内容 担当局・課
（関係擦）

健児よ主康い童手生よ徒践り生にをE活自Z分習付の健を康身について理せ解るたさせ1慣 に付けさ めに ｜重量数言語

保育所（図）及学校給食におげる除去食や
教こ育ど岳も朱民会来笹局原保教育所育際指務課代替食等の食物アレルギ一対応

内容 担当局骨量軍
（関係諜）

保育所の調理担当が乳食，地域の子育てサ ウ
こども未来局Jレ等に出向いて緩 や幼児食の作り方に

ついて調理実習を行う 保育所指導課

保護者等に対して保育所ら給う食や食生活！こっ
こども未来局いての寝解を深めても ため，給金試食

会や食に隠する議議会を行う． 保育所指導課

給宣担当者が地域と連携して公民館や小学
こども未指纏来局校に出向いて，議理実習を入れた教室苦笑

施 保育所 課

栄養職員・学校栄養職脊校結員イによる保盛料者及び 教育委員会
児童・生徒対象の食 ベント介（理教
室，食育講演会，学 金の紹等） 健康教育課

再を窓多深註薩肝や官めミ寺にも対らして干同怯時栢に，耳について携の理し解たて うと 学校と遮 教育教委員会
地域における食育推進について講演 健康育課

子どもの慕本的主主，舌習慣の確立に向けた取
教育委員会り組みの中で，朝ごはんに関する研修会や

認理実習等を実施 生涯学習課

その他特記がある場合は、18年度翼線。 3/8 



参考資料 、

．指導体制の充実可＝

事業名 実施時期
実績 内容

担当局・課
｛人数・件数等） ｛関係諜）

各保育所の食育計画作成のための支援。 こども未来局
保育所食育計画作成支援 11月～3月 r保育所における童育の計調づくりガイ 保育所指導課

ド」等の食育資料の配付と研修

食育教材等の作成 4月～2月
各保デ育，レ所で活用できる食育媒体1 食管計画
モ 案等の作成

こども未来局
保育所指導課

保育協会（食育部会）講漬会 9月4日 60人
宣育の基本とその進め方について講演会を こども未来局
実施． 保育所指導課

保育所盛由保り育込の中に子どもの発達に応じた
食育を んでいくための食育計画作成

給修金）グループ研修（童育推進研 10月4日 141人 研「食修育を行指導った計画の立て方」 こども未来局

1 子どもの発達と食事 2. 食育計画の
保育所指導課

立て方と活動の実際 3. 新保育所保育指
針（食育）について

福岡市童育推進セミナー 4月～3月 9’4固～: 1, 394人 幼等児児童，生徒の食育を担う栄養専門職 教育垂員会健康教育諜
( 11月実績〕 のさらなる資質向上を図るための研修会 ｛こども未来局保育所翁導課）

践中事学例校集にのお作け成る食育指導計図実
4月下旬 中学校における食育推進を弱るため．教科

教憧育垂員会
ー 等作と関連づけた食育指導計画実践事例集を 康教育課
3月上旬 成する．

学校における食に関する指導捲
栄構養築教し諭食・学育校指導栄養案職や学員の校ネ給食ッ献ト立ワ－の電？子を

教育委員会
進事業 4月～ 化等による業務改善を行うことにより，金

に関する指導時間を確保し。食育推進の基
健康教宵諜

盤整備を図る。

食作育推進啓発用媒体（DVD）の制 4月～
学校等における食育を効果的に推進するた 教育委員会
めの啓発用DVDの制作 健康教育課

I ' 〆～ I

※実績については， 4～11月までの実績＇ 12～3月については予定数．
その他特記がある場合｛土、 18年度実績。 4/8 



( 3）生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

争生産者と消費者の交流や農林漁業活性化の捻進

実績事業名 実施時期
（人数・件数等｝

子どもグリーンツーリズム事業 随時 古田 16組・ 36名

食と農の探検隊事業 随時 5閉 58名

アグリサポー合一事業 4月～3月 20名 延べ26日

7月下旬
ファームス子イ率業

～11月中旬
1罰 20名

作付商務 67 a 
学校給食活用推進事業 4!'l～3月 品目．じゃがいもf

玉葱，人参

福岡とれたて野菜ヴツキンヅ教
10月～3月 2回 39名

室

玄海うまかもん食育率業 6月～12月 35回延1.151人

体験漁裳（漁船で白 0 ! ) 7月～8月 2回延67人

朝市，タ市等の直販事業への支
随時

• 5月花飼鏑まつり開催
援 －年聞を通じ直阪支援

12月14日
中央卸売市場料理教室 2月1自 定員30名／§1

3月4日

予選
8月25日～9

海藻アオサ料理コンテスト
月21日

予選30名制作品
（予選本選）

本選
本選12名 12作品

11月25臼

食事パフンスガイド体験＆お魚
料理教室 12月15日 9組 20人
• （農林水産省につIまん食宵推進委託事業｝

(4）食文化の継承と国際交流

＠郷土料理，行事食・食事作法等の伝承

事業名

第も羽田食品のまつり樽書うまか
ん市

郷土料理教室

畿の達人出前講座

。国際交流

事業名

実施時期

1月23日

箔詩

実施時期

実績
｛人数・件数等）

60食

42図 2,194名
(50回開催予定）

実績
（人数，件数等）

参考資料

内容 損当局・露
｛関係課）

小学生・保護者を対象とした援議体験・食 ii!,林水産局E霊祭政策課
育教室 早良区企蘭諜

消費者から隊員を募り 1 様々な方法で，食 経林水産局
と畿を考える壌を提供する ii!,t幸政策課

市民を対象に，後作物の議培技術や知織の

習得を通じて農業についのて支理援解司を深めても ii!,林水産局らうとともに．農業者へ を進める。 E塁議援奥諜
※ふくおかアグ講リ塾義
（定員 20名， ・実習：延30自程度）

市内の小学生を対象に 油山牧場や県内酪
農家において，実際E皇に酪農作業を体験する

廃林水産局こと等により 1 酪及び牛乳や乳製品等蜜E霊議振興課産物について理解を深める。
（著書加児童 20名）

学校給食へ市内産農産物の供給を拡大すガる
ため，給食での使用盤が特に多いジャ イ

ii!,林水産局モ，~マネギ，ニンジンの生庭を奨励し
て，地産地消及び2食0育Oaを）捻進する。

E霊議振興課

（作付計画面積 ） 

旬の教市室内を産行野い呆を食菜材とした市民対象提食の料案生
耳霊 ，野の新たなべの
や，野菜を食べることの大切食さな方ど，食

経林幾水振産局
活のあり方について消費者由理解を深めE霊 奥認
る。
（年4回開催参加者 100名程度）

魚介類の栄養と健高校康に関す親中学子る講校の習及家理教庭び翻科室教翠も実習を中学生，高生。 の 援水林水産局
舗を対象に行う。また， 料 産振興課
実施する．

博多湾での1E漁師体験と地元漁師料理の ii!,林水産局
試宣 水産振興課

地耳で生産された経水産物を箆接消費者に 農林水産局
販売 水産援奥諜

プロの講師による生鮮食品央を食卸材売にした料
理教室を実施し．福岡市拡大中 市宵議推進で取 藤林水産局
り扱う生鮮食品の消費 及び金 を 市場課
図る。

博多湾に自生する潟藻アオサを使った美味
しい料理方法を探り，食材としての活用方 港湾局
法を書くの方に紹介f 普及を図るための料
理大会

環境対策課

小学生とその保護者を対象にお魚料理を遜 健福康づくり財団
して食率バランスガイドの活用について学 岡市産漁議協同結合
管する講座。 J建林水省

内容 語当局・課
（関係課）

主催福岡商工会議所
今年度のテーマを童育として開催される

保健福祉局保健予防諜うまかもん市で市食生活改蕃推進員による
郷土料理教室を開催

女性・晶齢幾業者が金畿にまつわる技術等
の出前講座を行う

内容

盤林水産局
E塁塁塁政策課

担当局・課
（関係諜）

アジア太平洋フェスティパル
9!'l13日
～17日 市街、官官f会｜議~~；：ti~苦手決議室｜議室譲

盟実績については 4～11月までの実績。12～3月については予定数＠
その他特記がある場合は、 18年度実績． 5/8 



参考資料

( 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

・食品の安全性の確保

事業名 実施時期
実績 内容

担当局・謀

（人数・件数等） ｛関係諜）

児童福祉施設に対する巡回指導 5月～2月 188回
保育所やその他児童福祉施設への監査指導 こども未来局
時に食育についての助言指導を行う。 保育所指導課

〔H18実績）
童品衛生監視員が飲食店，食品製造施設，

食品取扱施設の監視，食品の検 随時 監視：査 90, 350件
鮮魚・青果市場，学校給食等の施設に立ち 各区保健福祉セン告一衛生課

査 検 3,832件
入り，施設の衛生状態や食品の取扱い状況 金品衛生検査所
を確認するもの。

表示違反響例発見に伴う緊急立
10月31日 市内の菓子製造・販売施設等を対象とし 各区保健福祉セン51一衛生諜

～ 監視 1,626件
入検査 11同30日

た，食品表示を確認するための緊急立入． 金品骨i生検査所

・食生活に関する情報発信

事業者 実施詩期
実績 内容

担当局・謀

｛人数・件数等） （関係諜｝

消講師費に者よにる関講』b座がを高開い催分す野るを。テ マに専門の

6月8日 110人

くらしの情報講座 “一テ講ー師一Mマ－－－残実m皇践留室農女稽薬子Jか大蕗段学ら考生目華活え民科る金学島目部町一安一全町安一心一…… 市民局
消費生活セン11-

1月30日 テーマ 安全な活童苦品目選び方・貴ベ方
講師 童生 ャ達ー夫ナリスト

佐藤 氏

消開費催す者る団．体と共催で講演会やパネル展等を

消費生活7:r.7 9月13日 170人 テーマイキイキ．ワクワクは童卓から。 市民局

家～祥心・子菅を育てる童生活を
消費生活セン告ー

講師 料理研究 理草委士
村上 氏

保（育再協掲会） （食育部会）講演会 9月4日 60人
食宵の基本とその進め方について講演会を 』ども未来局
実施． 保育所指導課

外食栄養成分表示の店事業 随時 85店
｜市うし民飲て食量の怠録店にをL岬.r福ま岡市雄栄養一成分表白示支の援蔚』を行と 保健福祉局
し 録 1 た．その情報提供を推進す 保健予防諜

「私たちの食事とアスリ トの アスリートをゲストにした運動と食事の関

食両事時J開講催演会福岡市童青推進計画
係から食事バランスガイドを理解し，食育

保保健健福予祉防局諜1月12日 500人 を考える
マスコットキャラウ空ーの愛称 講師諮問女子大学教授早淵仁義氏

発表会 スポーツキャスター益子直美氏

給資食だより等食生活についての
保育所給金のメーユーや行事食，栄養の働 こども未来局

料の発行
随時 きなどについてのおたよりを発行L，保護 保育所指導課

者に回付

保育所における食生活アドパイ
食に関する穏談（給食メーユーや朝食の作 こども未来局

随時 り方など）や食事について食教材等により
ス 情報提供を行う

保育所指導課 ,, 
調理担当者・乳児担当保育士に対L，乳児 こども未来局

乳児童幼児食研修会（再掲） 6月 10回 食・幼児童について講義と調理実習を行 保育所指導課
い．給食及び保育の向上を図る

新献立研修会等（再掲）
9月， 11 4回
月. 12月

新メーユ一等についての論理実習を行い1 こども未来局
給食由貿の向上を図る． 保育所指導課

福伺地下鉄・西鉄電車・パス車
全国キポスャンベーに福ン食岡事市バ食ランスガイド（優

内広告 10月 香） 51ー 育イベント・料理
保健福祉局

（農林事水産省にっぽん食育推進 教室情報を掲載
保鍵予防諜

委託業）

シティ情報ふくおか CLASS記事 全国キポャンベーン食事バランスガイド（優

掲（載農林水産省にっぽん食育推進 10月号 50,000部 香｝ ス51ーに福岡市食育イベント・料理
保健福祉局

教室情報を掲載
保健予防課

委託事業）

病院康や老人施設などの給食従事者に対して 区健康課
特定給食施設研修会 5月～2月 1. 226人 健づ〈りの栄養知識や衛生知識・食育に

関する情報などの講話の実施
（衛生課）

※実績については 4～11月までの実績.12～3月については予定数．
その他特記がある培合Iま、18年度実績． 6/8 



参考資料

争食生活に関する情報発信（つづき）

事業名 実施時期 実績
内容 担当局・謬

（人数・件数等） ｛関係擦｝
・城南区内田保育図・幼稚闘へのパネルシ
ア空ーや売まぐるみを使った手洗い教室の伺
催（中村大学との共働プロジェウト）や瞥

手洗い習綴促進キャンベーン 6月～12月
33回 2. 579人 発ツーJレとしてのあわぷ〈ぱぶるん石けん

城南区衛生課(H19. 12. 18現を） の城製南作・配布・販売
区内の小学校低学年児童に対する，

手洗いチヱツ力ーを利用した手洗い教室の
開催

糖尿病についての講演会v 食率療法の展
健康づくり財団ふくおか市民糖尿病教室 11月4日 547人 示，食事招談などを実施（他国体との共伺閲

催）。 保健福祉局保健予防課

食育に関す都大る講演会
市民公綴講座 10月6日 280人 講締京 学名音量教授家守幸男美氏 健康づくり財団

福岡女子大学教授早淵仁氏

キッズ食ベ物ランド 随時
31. 639人

幼児の食体験遊び場（常設）． 健康づくり財凶4月～11月

各種リーフレット配布 随時
習l斡慣調ご査はんjをf食幼児べのょ生っj活習i慣福調岡市査J民のF信若者吉

健康づくり財団
孟のz童生活・性行動調査Jのリーフレットlie

6月14臼RK B探険九州， 8月21日R
K自今日感テレビ， 1 0月27日FBSギ

テレビでの食育広報 随時 モン解決ふくおか主Q主率, 11)l268NHK 健康づくり財団
ぐるっと8県で， バランスガイド等を
解説L，健康づくりの食事について広報

雑誌等での食育広報 随時 康健岩当1，康を田1考屡女月づ号性えAくのパるZりB健のラ・食G食康ン生L事サス活UポによガBーつくイ7食いト月ドベてブ号Q広るッバ＆報ウをラA考で1ン女えマス性る健マ等のす康健で弁き 健康づくり財団

。食生活に関する調査

事業名 実施時期
実績

内容 観当局・謬
｛人数・件数等｝ （関係擦｝

昨年度実施した「幼児の生活音機と食生活
こども未指来局子どもの金生；舌誠査分析 4月～2月 対象 166図 25,514人 調奈」の分析を行い，子どもの生活習僚と

童生，舌の実態を明らかにする 保育所理事課

保宵所食育状況調査 l)l～3月 169図 保育所（保育園）での食育の取りま目み等に こども未指翠来局
ついて錫査を行う 保育所 課

小学2～6年児童 50校校 本市小学2～6年児笈（栄養徒析教（翰等校配趨校 教育委員会朝食喫食調査（再掲） 6月 50校）及び中学1～3年生 20 ）を対中学1～3年生徒 20 
象にした朝食喫食調査と分 健康教育課

小学5年児童 全校校
本市小学5年児童（会校）及び中学般2年生

教育絞委首員会産生活アンケート諒査（再掲） 10月
中学2年生徒 20 徒（20校）を対象にした金生活全 に関す

鍵教諜る意識競査と分析

※突綴については， 4～H月までの実績園児～3月については予定数．
zm，ふ＂安田仇ぐ怠＂健会 I+ , g命Z陣容きま奮 すノ只



番考資料 九

【その他】 計画の推進体制

食育推進運動の展開

事業名 実施時期
実績

内容
担当局・課

（人数・件数等） （関鐸諜）

童育月間の取り組み 6月 各保て，育試所食に会お，いて，食育月間の取り組みと こども未来局
し 食育の啓発等を行った。 保育所指導課

6月19日
軒ッチ応Jレ募－；，；総．数258点

食育推進を効果的に行うために市民に親し

食育キャッチフレズ・ みやすいキャッチフレーズ・マスコット 保健福祉局

マスコットキャラウ'!Iーの募集
～ 

キャラ？'!Iーの募集 保健予防課
7月31日 百コットキャラ”田 197点 (10月初日公表）

6月18日
来場者数 市育事庁舎業1階ロビー及び情報プラザ肉での食 保健福祉局

食育パネル展 ～ 
自月22日

325人 のパネル展 保健予防課

10月26日
健康日本21福岡市計画と福岡市食育推進計

健康・食育イベント ～ 
ブース来場者 函の鷲及啓発を自的とする体験コーナーや 保健福祉局保健予防課

10月28日
約700人 パネル展の実施 健康づくり財団

天神地下街北側イベント広場

10月下旬 6・7月に公募し，決推進定したマスコット
食育マスコットキャラウ告ーの ～ 

応募総数 キャラウ空ーを金育 に効果的に行うた 保健福祉局

愛称募集 11月30日
1, 045点 めに市民に親しみやすい愛称の募集 保健予防諜

( 1月12日公表予定）

食育フヱスティパル ブース来場者
青年会議所主催の食育フェス予ィパルに食

保健福祉局
（農林事水産省にっぽん食宵推進 11月23日 事バランスガイドパネルブース出展．本市

委託業）
約800人

関係各局・区の童育後進取り組みを紹介
保健予防諜

1月24目 学校給食の意義・役割等についての理解を
教健育康委教育員会課学校給食週間（再掲） ～ 深めるため，学校給食に関する校内行事等

1月30白 の取り組みを実施する。

食育フヱス吾川学校給食（再 栄養職員・学校栄tの養食職予員による保護（料者理及び 教育委員会

掲）
1月26日 児童・生徒対象 育イベント 教

健康教育諜
室，食育講演会．学校給食の紹介等）

食育月間（6月）・金育由自 随時 108回 4,252ん 保健福祉セン事一事業において周知，広報 各区保健福祉
（毎月 19日）の普及啓発 由実施 セン事ー

健康増進月聞の取り組みの中で健康まつり

健康づくり月間 10月
2, 985人 （フヱア）を開催し，市民に対し健康食の 各区保健福祉

（各区年1回） 提供や生活習慣病予防を中心とする講演 セン'!I-
会等の開催

生活習慣病予慣病紡月間の中の取り組みの中 告区保健福祉
生活習慣病予防月間 2月予定 （各区年1図） で，生活習 予防の講演会や。健康章

パーティの開催
センター

来実績については。 4～11月までの実績。 12～3月については予定数．
その他特記がある場合iι18年度実績． 8/8 



資料3

0 農林水産省平成 19年度にっぽん食育推進委託事業

平成 17年6月に厚生労働省及び農林水産省で作成した「食事バランスガイド」は，認知度はあがっ

てきたものの，これを日々の食生活に活かしている人は，まだまだ少ないのが現状である。

平成 19年度農林水産省では，「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活jの普及・啓発

キャンペーンを全国4地区（埼ヨ玉県さいたま市，東京都世田谷区，大阪府高槻市，福岡県福岡市）

で集中的に実施した。

1 普及・瞥発の対象

「児童・生f走J' 「大学生J' 「子育て世代J' f単身者J' f若者層j及び「中・高年の男

性Jといった中から対象を絞って普及・啓発を実施

2 事業の概要

(1)事業内容

ア 新開，雑誌，ポスター，リーフレット等の紙媒体及びCD, DVD等の電子媒体を活用

した普及・啓発

イ 車両広告を活用した普及・啓発

ウ キャンペーンの実施（キャンペーンタレントとして f優香」さんを起用）

エ食事バランスガイド等の普及状況調査の実施

(2）実施地区

埼玉県さいたま市・東京都世田谷区・大阪府高槻市・福岡県福岡市

［本市選定理由］

本市食育の特徴に「若者を中心とした食育があることJ「アジアとの交流を生かした会育J

があり，福岡市食育推進計爾の策定直後であること

3 キャンペーン実施時場

平成19年9月～平成20年1月

4 実施状況

(1）雑誌広告

媒体名 娼載時期

！日（9/25発行） 1月号［間発行予定〕

19/25発売号・ 12/25発売号［予定］ヒ竺竺土~
1/4 



' ， 

(2）交通広告

」広告内容

ド0/1～川 ｜西鉄大牟回線大朝線甘木線｜ドア横ポスター（220枚

1/1～1/31 （予定） 西鉄大牟回線・大宰府線・甘木線 ドア横ポスター（220枚）

10/1～10/31 福岡市営地下鉄 まど上シングルポスター（224枚）

（予定） 福岡市営地下鉄 まど上ワイドポスター（224枚）

10/1～12/31 西鉄パス 路線パス外側看板（75台）

会社（路線）期間

車両広告例電車内広告

日十一賀川

雑誌広告

イベント名 日時
主催

実施場所・肉容
（ ）は実施団体

福岡・朝の魅力向上実 ［天神周辺l 約40,000人 5会場 17店舗

福岡・朝カフェ 2007 10/1～／5 
行委員会事務局（福岡 朝カフェで朝ごはんの大切さをパソコンを使った
市・福間女子大学食育 「食事パランスガイドj体験を通じて理解しても
支援プロジェクト） らう。

福岡健康づくり財団，
［あいれふホーノレ］ 280人

福岡市健康づくりセン

ター市民公開講座
10/6 福岡市，読売新関西部 「食事パランスガイドで食育推進 lJ等をテーマ

本社
に「食と健康Jを考える講演会とパネルディスカ

ッション

福岡商工会議所健康診
福岡商工会議所

I福岡商工会議所l 500食

断
10/18～20 （福岡市・福両市食生

活改善推進員協議会）
「食事バランスガイドj を使った食生活栄養診断

｜ココロカラダすっきり！
福岡市・福岡市健康づ

くり財団・健康21福岡 i天神地下街1 ブース来場者約700入

l内ロジ：市健康食育キ 一I' I 一ナ＿， 士による リ一フレツトl
ン） i I i布による「食事パランスガイドJ普及．啓発。

2/4 

「食事バランスガイドj キャンペーン関連イベント(3) 



主催
イベント名 日時

（ ）は実施自体
実施場所・内容

［市立小・中学校］ 214校

親子で使おう「食事パラ 本市小学4・5・6年児議及び中学1年生徒に対
ンスガイド」冊子配布及 11月～ 福岡市教育委員会 して”親子で使おう「食事ノ《ランスガイド」を配
び指導 付し，それを活用した栄差是耕出・学校栄養職員に

よる食指導

食卓の向こう側 in食
青年会議所

［中村学園大学］ブース来場者約800人
育フェスティパル 11/23 食事パランスガイドパネノレブ」ス出展，本市関係
いただきます～ごちそうさま

（福岡市）
各局・区の食育の取り組みを紹介

｛福岡市役所講堂］ 500人

「私たちの食事とアスリートの食事」と題した議

「私たちの食事とアス 主催・藤林水産省 演会を実施。ゲストに益子夜美さんを迎え，福岡

リ｝トの食事」講演会
1/12 

共催・福岡市 女子大の早機先生と「アスリートの食事jに関し
て対談。早漁i教授の「（食事ノ〈ランスガイド〉簡単

活用術」の講演。同時開催として福岡市食育推進
計爾マスコットキャラクターの愛称発表会を実減

［岩田屋］ 60食

福岡筒工会議所 今年は食育をテーマに開催。食生活改善推進員に

（福岡市・擦問市健康 よる郷土料理教室の実施（1/23)
博多うまかもん市 1 /23～28 づくり財団・福岡市食 福岡市健康づくりセンクーと燦林水産省で「食事

生活改善推進員協議｜バランスガイド」のチェックコーナーを共同出展。
会・燦林水産省） パソコンを利用した f食事ノ《ランスガイドJ体験

とパネノレ展示

［健康づくりセンター］

「食事ノ4ランスガイドj

常設体験施設
常設 福岡市健康づくり財団

,07年9月より，フードモデノレを使って自分でメニ

ューを組み立てる「ワエノレネスレストランjを「食

事パランスガイドJ体験拠点、としてリニュアーノレ。
各種イベント，料理教室等も開催

朝カフェ（食事バランスガイドチエヴ）
福岡商工会議所健康診断

ココ口・カラダすっきりブロジェウト 2007
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｛広報媒体】
金育授業風景

つ（SV）力ウン告

(4）料理教室・講習会

事業名

福岡とれたて野菜クッ
キング教室

おやこで学ぼう『食事

パランスガイド」～お

やこ食育講座

食事バランスガイド体
験＆お魚料理教室

日時

10～3月

章事パランスガイド
パンフ｛親子向け｝

福岡市農畜産物消
費拡大推進協議会

農林水産省

11～ 1月 （福岡市食生活改
善推進員協議会）

12/15 
福間市漁業協同級
メロミ

食育マスコットキャラク告ー愛称発表会

食事バランスガイドパンフ
（若者中高年向It)

思惑もぶらぷ
問 !ll>Q:l>o;,;lO

そFどもJi:;-s,c,つ〈号車
お惣雲E ， 

コ雌，~， －…議長聖 i I ) 

v斗選掛｜
<I",剖i忍腎型機瀦l

協：理議ト
－一 一一

料理教護周パンフ

実施場所・内容

[ J A福岡市・ JA福岡東部管内1 39人 2回／全4回

産地見学，福岡市産のとれたての新鮮な野菜を使った料
理教室を絡めて「食事パランスガイド」を身近に学ぶ。

［市内公民館，保健福祉センターI30人／回 IO回予定

「食事パランスガイドJを実習する料理と絡めて説明し，
親子で f食事バランスガイドJを体験。

I健康づくりセンター調理委】 9組 20人

市漁業協同組合，県漁協女性部協議会a 市健康づくりセ

ンクーによる 「お魚料理教室」後，ウエノレネスレストラ
ンでメニューを組み立てる f食事ノ《ランスガイドJ体験。

福岡とれたて野菜クッキング（産地見学） 食事バランスガイドおやこ料理教室

4/4 



資料 4 

3) 計画のキャッチフレーズ及び7 スコットキャラクター・愛称

0 計画のキャッチフレーズ及び7 スコットキャラクター・愛称の決定

最優秀賞

募集期間
部門 作品 ｜発表日

応募数

キャッチプレーズ ｜：食費マ !l/l，為＼S?JslJi;，元気な温悶！ 平成四月 19日l平成19
小松ゆか様 ～7月31日 10月27日

福岡市博多区在住 40歳

無職 2 5 8{1牛

（理由） （選考委員会 表彩式
食育は心身共に健全な成長を 8月28臼） 「健康づくりJ

する取り組みだから 月間天神地下
街イヘ守ントコ寸…

マスコットキャラクター｜ （次ページ）
JI／本智様

長野県木曽郡大桑村在住
5 2歳

グラフィックデザイナー

（理由）
福岡市の頭文字 fふ」をモチ
ーフにして，食べ終わった
ご飯茶碗を高く上げる元気な
キャラクターを親しみやすく
表現した

向 上 向 上

1 9 7イ牛

愛 称 いくちゃん
竹村絵里加

福岡市南区在住 歳
生

長

8
校

事

1
高

（理由）
食育にちなんだ名前なので
「食育Jという言葉の育とい
うのをとった

平成四年10月末｜平成20年
～1 1月初日｜ l月12日

l, 045 ｛•牛

（選考委員会 ｜表彰式
1 2月 25日）｜ f食率が子ンス

γィド」 キTンヘ・

-,in福岡市





禽費芳明るい来襲売額殻櫨岡

輪。$
＼一勢。

いくちゃん





0 イラスト等の利用についてのガイドライン

福岡市食育推進キャッチフレーズ及びマスコットキャラクター・愛称Jの
イラスト等の利用についてのガイドライン（案）

ガイドライン作成の目的等

福岡市食育捻進計画を個人や企業（験場），地域などそれぞれの立場で“できることから取り組
み”をしていただくため，また，“ふくおか”ならではの取り組みに広がることを罰的に，「福岡市食
育推進キャッチフレーズ及びマスコットキャラクター・愛称Jを作成しました。
個人や地域をはじめ食に関する小売店・外食の場や栄養及び健康に関する著作物等で利用さ

れることで，より多くの方々に活用されるようにガイドラインを定めます。
また，「福岡市食育推進キャッチフレーズ及びマスコットキャラク告ー・愛称（福岡市食育マスコッ

トキヤラク聖一等）Jの名称及びイラストについては，日本国の著作権法及び国際条約による著作
権保護の対象となるものです。

このようなことから，「福岡市食育推進計蘭Jの趣旨に沿った使用がなされるよう．一定のガイド
ラインを示した上で，本市が示す基本形及びそのバリエーションを自由に使用できるようにしま
す。
なお，本ガイドラインは予告なく変更されることがあります。

［ガイドラインの内容］

1 著作権は福岡市に帰属する。

2 「キャッチフレーズ及びマスコットキャラクター・愛称」のイラストの変更を行う場合の留意点
( 1 ) 色，形（マスコットキャラクターの手の部分を！除く），字体等については変えないこととす

る。
① マスコットキャラクターの額，閥体，足の部分のデザインは変えないこととする。
② マスコットキャラクターの手に持つものの差替えは可とする。

基本ポーズ（箸と茶碗）以外のバリエーションをつけた場合は，原則としてキャッチフ
レーズを付けて使用すること。
使用者それぞれの立場にあった福岡市の食育を推進する持ち物であること。
「手に持つものjのイラストについては．利用者が著作権等の使用許諾を得ているイ

ラスト等に菱し替えることを可能とする。この際，「手に持つものJの趣旨を逸脱しない
持ち物とすること。

③ キャッチフレーズの字体は変えないこと。
(2) 縮小・拡大は可とする。
(3) 「福岡市食育マスコットキャラクタ一等Jの一部を使用

「福岡市食脊マスコットキヤラク合一等Jの趣旨を逸脱せず，一般に誤解を与えない範
囲で使用すること。

3 f福岡市食育マスコットキャラクタ一等Jを使用する場合には，福岡市が設ける窓口に申
請すること。

申請内容
1 ) 会社名君団体名
2) 代表者名または使用者名
3) 使用者連絡先（住所，鴛話番号， FAX番号等）
4) 「福岡市食脊マスコットキャラク合一等」の使用目的
5) f福岡市食脊マスコットキャラク合一等Jの改変浬由を明記した文芸撃とともに，イラス

トの改変内容を説明（可能な限り図示）したものを添付

申請窓口
福岡市保健福祉局保健医療部保健予防課栄養指導係

福岡市中央区天神1丁目8-1
TEL :092-711-4269 FAX:092-733 5535 

E-mail : hokenyobo. PHWB@city. fukuoka. jp 



「福岡市食育推進キャッチフレーズ及びマスコットキャラクター・愛称J
のイラスト等の利用

由
1

三主
巨ヨ請

「1).＿＿会社i.... ~1ii '1 

i包由民意書銭たl主開者名 ！ 

l主）】箆担者連絡去
： 住所

電話番号

I 山番号

： その他〔針ルアドレス；桁ムページなど）

l <i). ____ 1].i_l@.I宣童青；主主ヨ‘之！：－＿：＼：：士三：芝生＝筆Jり使用匡的

l 5) 「福岡市食育マスコットキャラクタ一等」の改変理由を明記した文書とともに ！ 
l イラストの改変内容を説明（可能な限り図示）したもの ！ 
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福岡市金脊推進計図キャッチフレーズ，マスコットキャラクター

バリエーション

キャッチフレーズの字体 マスコットキャラク事ー『いくちゃんj

基本ポーズ（箸と茶線）

f動費j哲j

理lるい霧罫j

売額動輔躍J

楢岡市食膏推進針霞キャラヨ711-・キャッチフレーズ
メイン力ラーの色指定

コタオ泡ブJI戸
【悔多揮をイメージ｝

指定色＝口巴182

7ロセス＝C100+M44（近似色｝

フク:tヵクリーン
｛宵霊山系認をイメージ〉

鑓定色認OIC643

プロセス＝C100+Y86（茸醐色）
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フクオカ:tレンジ
指定由＝00119

プロセス＝M70+Y100Git融制

フクオ力レッド
指定色丘町C158

プロセス＝MlOO+YlOO6亙間色）

いくちゃん



キャッチフレーズの字体と色

キャッチフレーズとマスコットキャラウヲーの
組み合わせ｛キャッチフレーズ／横3行｝

一重勢調喝j

バ曳宅Y露関動車謀議
d品 発観懇撞関l

蜘
観
閲

t

鶏
櫨
一

帯
w
v
h都

調
喝
額

融
関
噂
］
向
精

いくちゃん
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そ
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明るい~暴
発銀懇J種田」

,' I 

一重意電電； , I 

凡夫1）＇ 明るい賜
ぷ議齢 発銀懇種関l
いくちゃん

泉
J

岡J

来
語
土

マJ
H
V
S一

宙
開
弘
一
気

合
間
期
一
元

いくちゃん



キャッチフレーズとマスコットキャラウ告ーの
組み合わせ（キャッチフレーズ／上アーチ）

e講義齢

いくちゃん

キャッチフレーズとマスコットキャラウ9ーの

組み合わせ（キャッテフレーズ／下アーチ）

いくちゃん

いくちゃん

講義軸

議匙
いくちゃん

いくちゃん

いくちゃん
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マスコットキャラ'.79ーの手に持つもの
組み合わせ（薬物野菜と魚）

マスコットキャラク9ーの手に持つもの
組み合わせ（肉と魚）

【注意】

いくちゃん

マスコットキャラク告ーの手に持つもの
緩み合わせ（キノコ類と魚〕

いくちゃん

マスコットキャラヴ事ーの手に持つもの
組み合わせ（歯ブラシと歯みがき粉）

いくちゃん

マスコットキャラクター（いくちゃん）の『手に持つものjを変えたときは、必ずキャッチフレーズを

付記してください。
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議題2 今後の計画の推進について

1 キャッチフレーズ・マスコットキャラクターを活用した食育推進運動の展開

2 関係推進月間での普及啓発

「食育推進月間」「食品衛生月間j f健康づくり月間Jf学校給食週間j 等

3 ネットワークによる食育推進

(1）地域

(2）学校

(3）企業

(4）その他

4 1情報発信
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