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平成21年度第 1回揺悶市食育推進会議

1 開会

2 議題

日時平成22年2月12日（金） 14:00～15:30 

場所福岡国際ホールB会議室

( 1 ）平成21年度食育の実施状況について

(2）今後の計画推進について

3 その他

資料1 食育の実施状況について（パワーポイント資料）

資料2 福岡市食育推進計画成果指標一覧

資料3 今後の計画推進について

資料4 平成22年度食育推進関係主要スケジュール

参考資料平成21年度食育関連事業の実施状況





福岡市食育推進会議条例

（設置）

平成18年3月30日

条例第23号

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1項の規定に2基づき，福

岡市食育推進会議（以下「推進会議Jという。）を置く。

（所挙事務）

第2条推進会議は，次に掲げる事務を行う。

( 1) 法第四条第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。

(1) 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，推進会議の逐営に関し必要な事項は，規則で定める。

附刻

この条例は，平成18年4月 1J:'Iから施行する。





福岡市食育推進会議委員名簿

任期平成20年7月31日～平成22年7月30日

番号 区分 所属団体名等 役職等 氏名

第1委員会 代表 渡辺裕江
.＿ーーー 議

2 ぷ』 第2委員会 代表 水域四郎
＇－ーーー τ民

3 第3委員会 代表 玉井輝大

4 験学 学校法人中村学園大学 教授 甲斐論
L一一 者去最

5 経 公立大学法人福岡女子大学 教授 早沸j仁美

6 社団法人福岡市医師会 会長 宮崎良春
」ーーー

7 社団法人福岡市歯科医師会 会長 山本達雄

8 社団法人福両県栄養士会 会長 城田知子

9 社団法人福岡市調理師連合会 会長 高橋徹

10 福岡市農業協同組合 代表理事組合長 倉光一雄
＇－ーーー

11 関 福岡市食生活改蕃推進員協議会 会長 藤岡佳世子
」

係
12 福岡市小学校校長会 会長 中野明

.＿ーー 回

13 体 福岡市中学校校長会 会長 宮崎章史
L周回司副

14 福岡市PTA協議会 会長 疋岡敏明
ー

15 社団法人福岡市保育協会 理事 演i崎千恵
」

16 社回法人福岡市私立幼稚園連盟 会長 石田賢二
」ーーーー

17 NPO法人コンシューマ福岡 代表 石＝クニ子
ー
18 社団法人福岡市食品衛生協会 会長 南原茂

19 地 福岡市公民館長会 理事 鶴岡幸利
表域

20 代 福岡市自治協議会等7区会長会 代表 多田安幸

21 福岡市 市長 吉岡宏
．一

22 福岡市 教育長 山田裕嗣
Lーーー

23 福岡市 市民局長 阿部亨
」

24 行 福岡市 ことも未来局長 吉田恵子
」ーー 政
25 関 福岡市 保健福祉局長 井崎進

ー 係
26 

者 福岡市 環境局長 吉j肇 1亙
L幽曲幽幽

27 福岡市 農林水産局長 谷口芳満
＇－－ーー

28 福岡市 区長代表 山根哲男

29 福岡市健康づくり財団 理事長 田中成幸
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いくちゃん

議題1
平成21年度食育の実施状況について



福間市食青推進計画の
異体的な施策

施策1家庭＠地域における食青の推進

施策2学校＠保育所等における食育の推進

いくちゃん

施策3生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

施策4禽文化の継震と国際交流

施策5禽畠の安全性確保とf芝生活に関する構報発信



21年度までの具体的な取り組み

1 毎日朝食を食べる人を増やすす

2 栄養成分表示の店等を増やす大

3 食生活改善推進員数を増やす

4 健全な食生活の普及す

5 保育所における食育の充実

いくちゃん

6 学校における小中学生への食に関する指導の充実大



いくちゃん

7 学校給食残j宰を減らす取り組み大

8 学校給食における市内産農水産物の利用を進める大

9 地産地溝の推進大

10 食の安全＠安J~＼の確保のだめのリスクコミュニ

ケーション共働事業大

1 1 禽膏ネットワークの充実

12 若者関連の取り組み大

13 食生活に関する情報発信大



1 毎日朝食を食べる人を増やす

( 1 ）各局・区のとりくみ

いくちゃん

①早寝・早起き・朝ごはん運動 〈教委／PTA)

②区独自事業 〈こども未来局／保健福祉局〉

－早寝早起き朝ごはん （東区〉

．こどもの生活リズム向上のための普及啓発の

活動 〈南区〉

・元気でいただきます 〈城南②

・ライフステージに応じだ食育 （西区〉

③朝ごはんを食べよう食育講座 （健康づくり財団〉

④食に関する指導の充実 （教委／こども未来局〉



100目

90目

80出

70出

60弘

50弘

40出

30出

20見

10出

0出

〔小学生・中学生〕
口小学生圏中学生

16年度 19年度 20年度 21年度 22年度
（策定時） （目標）

調査時期 H16年度 小＝11月，中＝6月
H19～H21年度 小・中とも 6月

いくちゃん

16年度 21年度

小学生 81.2%→ 90.8% 

中学生 77.9%→ 84.5% 



いくちゃん

【高校生・ 20歳代・ 30歳代】

包高校生 口20歳代男性 図20歳代女性

盤30歳代男性R 11130歳代女性
100目

100目

90出
』』

16年度 21年度

制 1:6%
70.4目 RQ 70t 

高校生 73.6%→ 68.7% 
70目i 国橿圃 区認可 一・ー・・・圃 際綴i

20代男性 31.2%→ 42.6% 
60出 m

邑．．．．剛一
’s一 一

20代女性 49.6%→ 63.6% 

30代男性 50.6%→ 59.3% 

30代女性 70.4%→ 79.7% 

0出

16年度
回自

21年度 22年度
（現状値） （目標）



2 栄養成分表示の店等を増やす ~,<a::, i~ 

店数
200 

180 H図社員食堂

半公共食堂
160 H 

図チェーン店

140 H圏個人飲食店

120 

100 

80 

60 

40 

20 

。
1 8年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（策定時） （臣標）

※数植は各年度末現在（H21年度lまH21.12月末現在）

いて 丸議
ノ~t•；長1務

（保健福祉愚／各区〉

－登録店数は伸びゃなんでいる
が、一般利用者が利用できる
店舗数は増加している

一般利用
特定利用

18年度 21年度
25店→ 49店
28店→ 42店



(2）福岡市健康・食育サポート店の
新設について

旦血
市民の健康的な食生活を応援す

るだめに、健康づくりや食生活改
善に配慮しだメニューやサービス
に取り組んでいるお店を新設し、
増やしていく。

開始時期

平成21年10月

主主事I(ラシスガイド

いくちゃん

きき銀店数 登録店ステッ力一

平成22年1月現在 10店



憲懇襲撃事
項目 基準 条件

ゑ察，＿ ・朝8［寺までに開店している。
靭ごはん推奨，閣をh ＠主食、副食、主菜がそろったメニュー力ぜある。

全て
満たす

＇~〆 91食分のエネルギーを表示してごいる。

食事バランス
ガイドの表示

野菜いっぱい
メニュー

地震地消

' .,, よ珍

鞍

ヘルシーオーダー
対応

＠代表的なメニュー2種類以上について表示している。 さ主て
＠表示方法l志、「コマそ利用した表示jと［つ（SV）の表示jの両方である＠

満たす
＠エネルギー霊震を併記することわて望ましい。

＠野菜カマおかわりできる。
＠野菜の使用量撃が、定食一食あたり120g以上、または単臼1皿120g
以よである。
※併せて、18の摂取鐙などの情報提供を表示すること。

＠福間市（泉）内産の産量産物を継続的に、5昆白以上使用している。

いずれか

＠福間市（県）の伝統料理、郷土料理やこれらをアレンジした料理を提供いずれか
し、併せて、文化等の伝承｛こ努めている命

エネルギー ⑧ごはんやおかずを少な目に議室できる。
控えめ ＠低カロリー芭昧料（欽み物用）がある。

⑧ノンオイルドレッシンク等が選択できる。
泌疑えめ 運筆マヨネズやタルタルソースは別添えになっている。

＠減額しょうゆ、ポン詐などがある。
塩分控えめ 曜語、ノースやケチャッブ等はlsU添えになっている。

③みそ汁、演ij閉ま宣言択とする。

⑧アレルギーが気になる方のために、表示や綜去などの
対応がある。

個別対応 ③罪悪齢蓄のために、食べやすい工夫（刻む、つぶす等）を
する。

＠赤ちゃんのために、離乳食メニューがある。

いずれか



3 健全な食生活の普及

( 1 ）東区の取組み

早寝早起き朝ご跡ん

いくちゃん

（東区／食生活改善推進員協議会／保育園／幼稚園／小学校〉

旦_1ili
・子どもの朝食摂取率の向上、規則正しくバランスのとれた

食習慣の確立
・親子で楽しく食育について学び朝食の大切さを普及啓発

旦」霊
東区保育園児の朝食摂取率

82.1 % CH16） → 90% CH21) 

丘_g
調理実習・試食・講話の実施

H20年度 21回 1,019人
（大人 628人、こども 391人〉

参考：ト-121年度 10回 299人（12月末現在）



選何日朝ごはんを食べるか？

合ベ丈εL、
2～3日一ー

' 0% 
1 % " i I 不明

" I / 1% 
4～5日＂＇ // 

2% 

F報ごはん』についてどのように思うか
（複数可）

いくちゃん

朝ごはんは，食べて
も食べなくても，体
の調子に関係ない

0% 
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必要がある
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ある



(2）早良区の取組み

めじゃ－•J-'1＇に挑戦 1
（早良区〉

且』S
メタボリツクシンドローム予防のための

普及啓発を目的とし、効果的な動機づけ

を行い、自主的な健康づくりを支援する

主法
・アメリ力のプロ野球メジャーリ＿，，.をモチーフ 1雨空堕ゴ

・選手（市民〉が目標を設定レ、シーズンを乗り切る。

入国 → 自主トレ → キャシヲ

－コ一千（医師・保健師・管理栄養士・運動指導士〉が

フォローする。

－毎月19日にめじゃーリーグ通信を配信
「」

一言口一

－

i
 

一涌三
示
ω
一
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u

一
一発一一B

一
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一
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－－



具体的活動 CH21年度〉

雪録者

123人 CH22.1月末現在実績〉

事業スケジュール

4～9月

6月（食育月間〉

10月

2月

自主トレの成果

広報、登録受付
※10月からは随時受信 2月まで

開幕式

キャンプ運動作戦

閉幕式

BM l指数（標準〉 60%→ア1%

腹罰 平均 4.5cm減少

「一運動襟王－）

1再雇函言雇主F「



いくちゃん

（西区／食生活改善推進員協議会〉

且血
ライフステージに応じ、望ましい食習慣が確立できるよう、多
様な支援を行う。また、農水畜産物の豊かな西区の特性を生か
し、生産者や地域と連携しながら地産地消を曾めた取り組みを
実施する。

平成21年度の取り組み

① 乳幼児対象出前講座の実施
② 小学生向けレシビ集作成と料理教室の実施
③ 中学生白け食育リーフレット作成
④『西区お袋の昧展』の開催



①乳幼児対象出前講座の実施

18田 679名参加〈平成22年3月末予定〉

②小学生向けレシピ集作成と料理教室と

料理教室の実施

『食育ヰv乎〉畠分芭つくろうしシピ』 5,000部

料理教室 1 1回 307名参加

（平成22年3月末予定数〉

③中学生自け食青リーフレット作成

『中学生ぬま＝占事的大音羽毛主体づく品目（仮）
3,000部〈予定〉

④『西区お袋の味展』の開催

10月30日西保健所、

～袋の昧よりおふくろの味～

レシピ出品数 14作昂

来場者数 300名



時Eみグ

小児生活習慣痛予防教室
〈健医長づくり財団／福岡市医師会〉

旦飽

福岡市医師会小児科医会と協力して、近年増加している肥満等の

小児の生活習慣病予防のため、親子での食事・運動面での生活習

慣改善を支援する。

益塁

6歳から13歳までの児童・生徒11人とその親。

主盗

平成21年5月～12月 日曜日の午後2時間〈全8回〉

健康づくりセンター（あいれふ〉で、食事の指導や運動実技を中
／~＼とした支援を行なう。医師、管理栄養士、健康運動指導士、保
健師および臨床／~＼理士がフォローする。



教室の実際

肥満度
（%） 

40 

20 

0 

I¥ 21%の低下

四

教室前教室後

型竺運動1

自宅での生活習慣記録



いくちゃん

4 保育所での食育計画の推進支援

保育協会、保育士会と連携をとって各保
育所で食育計画を保育に位量他け推進す

ることをねらいとして実施

乳幼児食講演会

（幼児の食生活の課題を明らかにする〉
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金育計画の保育への位震付け状況

0% 20% 40覧 60% 80% 100% 

18年度

19年度

20年度

臼伎置付けあり 園計画中 園予定無し 図無回答

毎日の朝食の喫食状況（ 1～6才）



～子青て支援事業～
公民館や子育てサークルヘ保宵所職員を派遣し、調理を組み入
れた食事支援を行っている。

実績： 20年度 16回

21年度 24回（予定〉

大時評ポエュ田宮



5 
いくちゃん

( 1）栄養教諭の増員

H21 

学校栄養職員・栄養教諭
69人（23人）

栄養教諭・学校栄養職員の増員

による指導の充実

直間一守論
•H18年度 小学校 2,680回

・H19年度 小学校 4,000回

•H20年度 小学校 5,030回

H19 

学校栄養職員・栄養教諭

「坐坐~二

学校栄養職員・栄養教諭

［亙丞E二：］
工五時養均ゐ主1



(2）畠分窓枠番「事件吋舎謹窃畠J

福岡市で小学校8校、中学校9校が
「弁当の日Jを実施

〈例〉城西中学校

（教青委員会〉

く先生の声〉

ひじきの煮物を作った
男子や残り物の肉じゃ

がからコ口ッケを作った
強者男子もいました

0 11月 ・3月（年2回〉
0 全生徒＠全職員

0 手作り弁当とワークシート
※中村学園大学栄養科学部学生が

く保護者の声〉

栄養バランスについてアドバイス

く学生の声〉

とてもナイスな企画

お弁当ひとつに多くの
愛情が詰まっていること

が分かったかな

色移りや昧移りがしないように
等、細かな配慮がされているお
弁当がほとんどで、見習いたく
なるようなお弁当だらけだった。

野菜が嫌い、好きな野菜がない
という理由から、全体的に野菜

が少ないお弁当もあった。

いくちゃん

く生徒の声〉

バランスも大事だけど
彩りも大切

いろんな人の弁当を
見れて楽しかった



(3）学校給食コンテスト

旦-1IB
生徒の給食への関I~＼を高め、調理手
順や栄養バランスなどから食事を考
えられるようにする

~蓋
中学校、特別支援学校中高等部の生徒

四一室
・生徒が給食に出レてみたい献立を考える

・応募総数 1,003点

最優秀 「野菜いっぱいドライカレーJ

・3月の給食センター献立に登場

いくちゃん



旦_fill

家庭の教育力向上を支援するだめに、

保護者を対象とした学習支援事業を実施

区昼

食育に関連しだ事業（2事業〉

＠講師i議選事業

（保蕎所＠保育園＠幼稚園〉

人間としての基礎となる時期に

家庭教脊のあり方等の説明

平成21年度 7圏実施



－入学説明会学習会
家庭教育の重要性ゃあり方について

パンフレットをもとに説明

1～2月に30絞で実施予定
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給食のおかず残津率推移

16.0% 14.6出 14.4% 

14.0目｜

' / 

12.0目｜／

10.0%1/' 

0 0目
平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
（策定時） ( 11月現夜） （目標値）

いくちゃん

17年度 20年度

白小学校 4.3% → 2.2%

回中学校 14.6% → 12.9%

7‘3% 中学校箆襟

2. 1% 小学校毘襟



いくちゃん

7 学校給食における

20.0覧

18.0九

16.0% 

14.0児

12.0児

10.0覧

8.0覧

2.0弘

0.0弘

市内産農水産物の利用を進める

口米 一一一一17.0%
関野菜

・水産物
12.8弘

17 .0出

（農林水産局〉

平成20年度の利用率

017.0%(4.2ポイント↑）
※残りはすべて県内産米を使用

10.6%(0.3ポイント↑）
※使用野菜38品目中，市内産は26品目

l水産物（
反品目つ平成21年度～弘ワカメを使用

義~※玄海うまかちん食育事業で中学校料理

17年度
~が 教室において，地元水産物を利用（33回〉

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（策定時） （目標〉



～地産地消モデル給食の実施～

塞堕弦

勝馬小学校

内野小学校

福重小学校

元岡小学校

実施期間

34人
439人
500人
748人

（教育委員会／農林水産局〉

平成22年1月25日～29日（学校給食還問〉

＠全ての野菜を市内産で賠った献立1日
市内産野菜を中J[j＼に使用した献立4臼

＠児童と生産者との交流

いくちゃん

生産者と懇談を
交えての給食



8 地産地消の推進

( 1 ) 食と農ぬ体験教室

旦血

・市内産農産物、農業に対する
市民の理解促進を図る。

「食Jの大切さを見直し、
「食育」を推進する。

事業の内容

・産地見学と併せ疋市内産野菜を食材

とした料理教室 (3回 59名〉

－みそづくり体験、生産者との交流会や

野菜の収穫体験等〈全3回延べ60名〉

・レシピ集の作成 (5,000部〉

いくちゃん

産地見学

料理教室

青年農業者と懇談会



いくちゃん

(2) 「農命達人J畠髄講躍
（農林水産局〉

旦血
・食や農の知識に精通した女性・高齢農業者が、小学校や

地域に出向き、出前講座による、地域農業文化の継承や

農へのふれあいの機会を提供する。

芋な事業内容

・昧噌づくりの体験（小学校、幼稚園等〉

・農業者による出前講座（公民館、市民農園等〉

大豆加工グループ「まめひめ」による味噌づくり体験
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（博多区・東区／食晶関連事業者／保健福祉毘〉

且一僅
1 リスクコミュ二ケーションの実施〈安｝~＼の確保〉

2 スーパーの自主管理の推進・強化〈安全の確保〉

基箇査
イオン九リ1111.福岡市・消費者

医 3霊
1 イオン・行政の意見交換

2 イオンの取り組みの把握

3 食の安全・安｝色＼探検隊

4 スーパー・ディスカッション

5 九州エリア意見交換会

6 監視員への情報提供（22年度実施予定〉



10 若者関連の取り組み _,?'\~ 

るシンポジウゐ～%善治
CJ A福間中央会／後援：福岡市〉

盟______ffil 次世代を担う学生に真剣に自分のだめの食育を考えてもらう

ことと併せて、食膏における学生リーダーの育成を図るだめ

旦__B主 平成22年1月30日（土〉 工jレガーラホール

望象童 福岡県内大学生・短大生・専門学校生

610名参加

盟~益 1 食に関するスピーチ

f私の感じる食の大切さJ

2 基調講演

「正レい食事が命を守る」

3 パネルディス力ッション
「このままでいいの！私たちの食j
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～バンヲレvト咽修会～

旦 _fil_

基本的生活習慣の定着に向けて

作成しだパンフレットの啓発・浸

透のため、活用のあり方や内容に

ついての理解を深める。

湿墨壷 教職員対象

阻室
「子どもの健やかな成長と食生活」

パンフレットによる研修

・8月19日実施（参加者 222名〉

．栄養教諭の実践発表

－食生活について講演会

偏向.敏苛..宅金

いくちゃん
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～禽膏推進国信3:十一～

旦__an
食への関iG，を高め、食育についての

理解を深め、学校・家庭・地域が連携

して食育推進に取り組めるようにする

週象章

市内の教職員、保護者、地域住民

直 2主
演題

「森喜議窃8範学機総禽～給電撃つをご富豪i謬長もしれ」
講師

香川県綾上中学校校長竹下和男氏

いくちゃん



いくちゃん

議題2
今後の計画推進について

i 家庭・地域における食青の推進

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 食文化の継承と国際交流

5 食品の安全性確保と食生活に関する情報発信



屋函！
福岡市食育推進計画成果指標一覧

項 自 現状値 21年度 22年度
（策定時） (20年度） （目標値）

幼児 82.9% 89.6略 ~ 100略

小学生 81.2% 90.8出 u刃 100覧

中学生 77.9% 84.5唱 u刃 100略

高校生 73.6弛 68.7弛 特滋 100% 
朝食を毎日食べる人の割合

20歳代 31.2% 42.7% ♂ 50% 
男性

30歳代 50.6也 59.3覧 ♂ 70略

20歳代 49.6% 63.6弛 ♂ 70見
女性

30歳代 70.4'百 79.7出 ~ 80出

男性 30～50歳代 33.2喝 (30.7弛） 、20覧以下

体
肥満

4調型
女性 40歳以上 20.5弛 (21.2弘） 15目以下

低体重（やせ） 女性 18～20歳代 29.2覧 (32.4＇目） 4碑 15%以下

メタボリツクシンド、ロームを認知してb、る市民の割合 30～64歳 85A出 93.9詰 ♂ 100略

食育に関心がある市民の割合 77.6喝 92.6拡 ~ 90枯

食事バランスガイド、等を参考に食生活を送っている人 20歳以上 16.6弛 57.7弛 ~ 60弛

福岡市栄養成分表示の店事業の協力店舗数 52店 91店 ♂ 200店

食生活改善推進員数 836人 1,023人 ♂ 1,200人

小学校給食の残j宰の割合 4.3弛 1.7% 、2.1覧

中学校給食の残浮の割合 14.6首 13.1覧 、7.3覧

自分の食事バランスについて考えない高校生の割合 7.3% H22年度調査予定 0弛

福岡市の農林水産業を守り育てるべきと思う市民の害lj合 68.4覧 (70.4目） ζ宍 74＇出

米 3.5略 (17.0%) ♂ 17唱

学校給食への市内産農水産物利用割合（重量ベース） 野菜 9.9略 (10.6出） ♂ 14＇見

水産物 0品呂 1品目 ♂ 2品自

食に対して「不安」「やや不安」を感じる市民の劉合 42.0% 50.2% 4開 35弛

成果指標の詞標値への達成状況 良好己中 不良闘争





雇函
今後の計臨推進について議題2

家庭・地域における食育の推進1 

( 1 ）若い世代・働く世代への強化支援

①高校生、大学生へ出前講座等の食育推進支援

② 

③ 

高校生の朝食喫食率の低下や働き世代の体型等の対策として各区での事業を強化

＜具体策＞

働く世代ヘネットを通しての食育支援やハード面の整備

20～30代女性へ健康増進教室での健診・教育支援

(2）地域活動の強化支援

福岡市食生活改善推進員などのボランティアを各校区ごとに養成すると共に現会員の活

動を組織的に強化支援。

＜具体策＞

保護者対象の乳幼児食教室の実施① 

② おやこの食育教室の実施

高齢者のための低栄養予防教室の実施③

④

⑤

 

在宅介護食のボランティア育成

男性，高齢者の自立のための食育教室実施

(3）外食産業との連携強化

福岡市健康・食育サポート店の開始

健康づくりや食生活改善に配慮したメニューやサービスに取り組んでいる店舗を拡大

学校担保育所等における食育の推進之

学校における食育の推進

( 1 ）学校給食法の一部改正（平成21年4月1日施行）

学校給食を活用した食に関する指導の充実

食育の続点から学校給食の目標を改定① 

② 栄養教諭等による学校給食を活用した食に関する指導の推進

＜具体策＞

栄養教諭等の学校給食を活用した食に関する指導時数の増加

市内産農水産物の使用拡大

① 

② 



(2）新学習指導要領における食育の位置付けの明確化

＜具体策＞

①各学校における食育指導全体計聞の作成と計画に基づいた指導の実践

( 3) li刑彦体制の充実

＜具体策＞

①管理職（教頭）および華欣見採用教員に対する食育に関する研修会を開催

②関係臓員及び保護者に対する食に関する研修会の調催

(4）児童生徒の朝食喫食率のさらなる増加

＜具体策＞

①毎年朝食調査の実施

② 5年生全児童への朝食喫食指導の実施

③保護者への啓発倫食誌食会や学校通信）

(5）学校給食残津率のさらなる低下

＜具体策＞

①残淳を少なくする献立の組み合わせの研究・工夫

（教育センター）

②学校において担任・栄養教諭等が連携した食事の大切さ・給食の意義についての指導

③中学校における給食時間の延長（確保）

＜参考＞小・中学校給食副食残淳の割合の状況

平成17年度 平成21年度 平成22年度
平成18年度 平成19年度 平成20年度

（初期値） (11月まで） （目標値）

小学校 4.3百 3. 7目 2. 9目 2.2日 1. 7日 2. 1日

中学校 14. 6唱 14. 3時 14. 4目 12. 9目 11. 1首 7.3目

(6）家庭・地域との連携

地域と連携した就学前の幼児・保護者への食育推進事業の実施

2 
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保育所における食賓の推進

( 1 ）保育所おける食育推進の支援

保育所保育指針が改定（平成21年4月1日施行）されJ食育の推進Jが盛り込まれた。

①子どもの食の体験の充実

②食育計画の作成

③給食など、食にかかわる保育環境の充実

④一人一人の心身の状態に応じた食事の対応

保育所において保育の計画に位置づけられた食育計画が推進されるよう支援する。

※保育所保育』齢H立、厚注省児童家庭局通知から厚生労働大臣告示に変更さ払すべての保育所古滋守すべき法的

拘E誌のある基準として位置づけられた。

(2）未就学の子どもを持つ保護者への支援の充実

〈 ＜具体策＞

公民館や未就学児の保護者グループへ保育所の職員を派遣し、料理体験を組み入れた食

支援を行う。

3 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

( 1 ）学校給食における市内産農水産物の利用促進

①学校給食向け野菜（玉ねぎなど）の生産奨励

②学校給食を過した児童と生産者との交流

＜学校給食における市内産農産物の利用割合＞

区分 平成18年度 平成19年度

野菜 10. 3拡 10. 3出

米 11. 2首 12.8出

平成20年度

10.6品

17.0弘

※野菜：使用野菜38品目中，市内産！ま26品目（68・4%）である。

平成22年度

14.0出

17.0覧

※米：市内産の利用割合は17. 0%であり，残りはすべて県内E主である。

(2）地産地消の推進

①市内産農畜産物の消費拡大

－食と農の体験教室（産地見学や料理教室等）

－体験回（試食や交流会等），ファームステイ（酪農体験等）

・農の達人出荷講座（女性や高齢農業者による味噌づくりなど農の伝承）

・市民農園拡大推進事業等

3 



②水産物の消費拡大

・玄海うまかもん食育事業（中学校家庭科での調理教室等）

・売る漁業推進事業（体験漁業，朝市タ市・直販イベント）

・鮮魚市場市民感謝デー（さばき方実演，展示コーナー等）

4 食文化の継承と国際交流

民間や各種関係団体等と連携・共働ですすめる。

5 食品の安全性確保と食生活に関する情報発信，認査研究

( 1 ）「福岡市食の安全安心に関する基本方針J（平成21年4月改定）に基づく施策の推進

＜具体策＞

①効果的効率的な監視指導や食品の検査など

(2）消費者向けの情報発信の継続及び充実

＜具体策＞

①生活衛生情報誌「くらしメールjの発干I]

②福隠市ホームページに食品の検査状況を公開

③体験型行事、リスクコミュニケーション事業の開催

＜参考＞平成21年度実施内容（食品衛生月間行事など）

味噌、醤j自作り、乳絞りとアイスクリーム作り、パンお菓子作り、市場、工場見学

料理研究家コウケンテツ氏を招いて食の安全、食育を考える講演会の開催

④スーパーマーケットを舞台に事業者と協働したリスクコミュニケーション（スーパー

プロジェクト）の実施（消費者自線での食品検査、パネルディスカッションなど）

( 3）事業者の支援

＜具体策＞

①関係機関と連携した新規開業者向け講習会の実施

②福同市の特産品である、からしめんたいこ業界と協働した表示等コンブライアンスの

備事及び、衛生管理の向上の取組み（法令JI填守や衛生管理のガイドライン作成等）

③事業者の優れた取組みを行政が評価して広報する仕組みの検討

(4）調査研究

①原材料の偽装防止に役立つ魚卵のDNA鑑定技術の開発による調査

②食品衛生研究発表会の開催（食品関係謀を対象とした調査研究、報告事例の発表会）
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食育推進会議

第2次食育推進計画の策定

主な食育推進の取り組み

食育推進月間等
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