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第1 計画の基本的な蓄え方

i 計画策定の経緯

( i) 「福岡市食育推進計画（第T次〉」の策定

① 園の動き

近年の国民の食生活をめぐる環境の変化に伴う様々な問題に対処していくた

め，「食育基本法」が平成 i7年7月に施行されましだ。

食育基本法の概要

第1 包的

国民が健全な／~＼易を培い，豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため，施策

を総合的かつ計画的に推進すること等を目的とする。

第2 関係者の資務

i 食育の捲進について，国，地方公共団体，教育関係者，農林漁業者，食品

関連事業者，国民等の翼務を定める。

2 政府は，毎年，食育の推進に関して講じた施策に関し，国会に報告蓄を提

出する。

第3 食湾縫進基本計画の作成

1 食育雄進会議は，以下の事項について食脊推進基本計画を作成する。

( 1 ) 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

(2) 食奮の准進の目標に関する事項

(3) 国民等の行う自発的な食育雄進活動等の総合的な促進に関する事項

(4) その他必要な事項

2 都道府県は都道府県食育指進計画，市町柑は市町村食予言推進計画を作成す

るよう努める。

第4 基本的施策

i 家庭における食育の縫進

2 学校，保育所における食育の推進

3 地域における食生活の改善のための取組の雄進

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，環境と講和のとれた農林水産業の活性化等

6 食文化の継承のための活動への支援等

7 食昂の安全性，栄養その他の食生活に関する調査，研究，情報の提供及ひ冨

際交流の推進

第5 食育推進会議

1 内題府に食育雄進会議を置き，会主主〈内閣総理大臣〉及び委員〔食言担当

大臣，関係大臣，有識者〕 25名以内で組織する。

2 都道府県に都道府県食脊推進会議，市町柑に市町柑食言縫進会議を置くこ

とができる。

F食育基本j去」では，内閣府に設置される食育推進会議が「食育雄進基本計酒」を作成

することが定められており（第26条第2項言語 1号〉，平成 i8年 3居に「食育推進基本

計画」が決定されました。

この纂本計画l広平成 i8年度から 22年度までの5年聞を対象とし，食奮の推進に関

する施策についての基本的な方針，食奮の推進に当つての 9項目の目標1匿を掲げるととも

に，食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等を提示しています。
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食管推進基本計画の概要

（平成 18年度から 22年度までの5年間〕

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Ii)＼易の健康の1営進と豊かな人間形成

2 食に関する感謝の念と理解

3 食育推進運動の展開

4 子どもの食育における保護者，教育関係者の役割

5 食に関する体験活動と食育推進活動の実践

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性化と

食料自給率の向上への貢献

7 食自の安全世の確保等における食育の役割

第2 食育の推進の目標に関する事項

1 食育に関Ii)＼を持っている国民の割合

2 朝食を欠食する国民の割合

3 学校給食における地揚産物を使用する割合

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

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

6 重量育の推進に関わるボランティアの数

7 教育ファームの取組みがなされている市町村の割合

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

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

第3 食育の総合的な促進に関する事項

1 家庭における食青の推進

2 学校，保育所等における食育の推進

3 1也域における食生活の改善のための取組の縫進

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水産業の活性化等

6 食文化の継君主のための活動への支援等

7 食昆の安全性，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

第4 食育の准進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

都道府県等による鮭進計画の策定とこれに基づく施策の促進，基本計画の見直

し等

内閣府は，食育推進会議の庶務を含め，食育の推進を図るための基本的な施策に関する

企画及び総合調整の事務を担っています。そして，食品安全委員会，消費者庁，文部科学

省，厚生労働省，農林水産省等の関係各省庁等との連携を図り，政府として一体的に食育

の推進に取り組んでいます。

まだ，食育を国民運動として推進していくために，国，地方公共団体！こよる取組みとと

ちに，学校，保育所，農林水産業者，食品関連業者，ボランティア等の様々な立場の関係

者の緊密な連第・協力が極めて重要となっています。
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②福岡市の動き

国において，「食育基本法Jが平成 17年7尽に施行され，平成 18年3尽に

「食育准進基本計画」（計画期間／平成 18年度から 22年度までの5年間〉が

決定されました。

それまで，本市で／cl:，市民の健康づくりや農林水産業への浬解促進を図るた

め，「健康臼本21福河市計画J「福岡市農林水産総合計画」「福岡市こども総合

計商J及び「福岡市食品の安全性確保に関する基本方針～食の安II)＼を求めて～」

等に基づき，関係部局において食奮闘連施策を進めていましたが，このような

思の動きを踏まえ，平成 18年4月に「食事蓄基本法J第33条第 1項の規定に

より「福悶市食育推進会議」条例を制定し，国会議を同年7月 31臼に設置す

るとともに，「食育基本法」第 18条第1項により「福岡市食予言推進計闘（第1

次〉」（計画期間／平成 18年度から 22年度までの5年間〕を平成 19年3月

に策定しました。

「福岡市食育推進計画〔第1次〕」の基本理念，視J点施策の方向性

1 食育推進の基本理怠

家庭，地域，学校などとの連携のもと，子ども期からの基E霊的な食習慣の確立

を図るとともに，福岡の豊かな農林水産物の活用を通じ，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白指します。

2 食奮縫進の視点

福間市の食の現状と特徴を踏まえ，食をi蚤じて人と地i或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言に取り組みます。

(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畠につけ，食を

大切にする／~＼を養い，健全な食生活を確立・実践できるよう子どちから高齢醤

まで各世代に応じた食育を推進します。

(2) 食育を核とした地域コミュ二ティの活性化

書llIな地域において食を楽しむ機会や食に関する綴lマな体重量ができる揚を通

じて，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伎を生かしな

がら関係者が一体となった食育の取組みを推進します。

(3) 市民運動による食育の推進

食育の着実な縫進を図るため，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図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団体等が連携・共働することにより，食育を推進します。

3 具体的な施策の方向性

(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躍進

(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) 食昂の安全性確保と食生活に関する情報発信，調査研究
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(2) 食奮推進の取組み

計画の推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，食育の推進にあっては，市民をはじめ家庭，地域，保育所，幼稚園，

学校，大学・専門学校，職場，関係団体，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・共働して取組みを推進してきましだ。

また，計画の進捗状況については，基本施策の達成状況を成果指標や市民アン

ケート等の様々な調査により管理・評価してきました。

そして，福岡市食育推進会議条例に基づき，平成 18年 7月に設置した同会議

に，毎年，基本施策の実施状況を報告し，意見を求め，会議参画機関・包体とも

連携し食奮を推進してきましだ。

「福岡市食言推進計画（第1次〕J分野別の具体的な取組み

1 家庭・地域における食育の推進

(1) ライフステージに応じた食育の取組み

(2) 地域における食育支援のネットワークづくり

2 学校・保育所等における食育の推進

( 1) 発達段階に応じた食脊の取組み

(2) 給食の充実

(3) 食育を通じた健康状態の改善などの推進

(4) 家庭・地域との連携

(5) 指導体制の充実

3 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

(1) 生産者と消費者の交流

(2) 農林漁業活性化の縫進

4 食文化の継震と国際交流

(1) 郷土料理，行事食・食事作法等の伝承

(2) 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

( 1) 食品の安全性の確保

(2) 食生活に関する情報発信

(3) 食生活に関する調査
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2 成果指標の達成状況と課題

( 1) 目標値の達成状況と評価・課題

第 1次計画の成果指標を評価したところ，以下のような達成状況でした。

0 「朝食を食べる人の割合」については，すべての年代で改善傾向にありま

したわ，t,20歳代30歳代男性の穀食摂取で，まだ怪い状況でした。

また，体型に関しては「40歳以上の女性の肥満」と「18～20歳代女性の

健体重」で改善が見られない状況でした。

0 “メタボリツクシンドローム”“食育”“食事バランスガイド”への市民意

識は，かなりの高まりを示し，ほぼ，目標達成に至っていました。

一方，「栄養成分表示の店J「食生活改善推進員jの食育支援の簾境整備は

充実してきでいますが，米だ充分ではない状況でしだ。

0 小学校・中学校の給食の残j宰の割合l法改善しており，小学校では，目標を

達成していました。

0 「福河市の農林水産業を守り育てるべきと思う市民の割合Jは増加してい

ました。

さらに，学校給食への市内産農水産物の利用割合は，概ね，増加している

ものの，生産量に限りがあることから利用の限界ち見られました。

0 「食！こ不安を抱く市民の割合Jは，事件・事故等の影響での変動があり

ました。

以上のように，第 1次計箇で設定した成果指標の達成状況については，ほと

んどの項目で，目標値の達成に向けて良好な傾向に進んでいたものの，とくに，

「若者の朝食喫食率Jや「若者・成人層の体格」で，状況の悪化や自標値との

帯離等が売られ，今後の対策の必要性が浮き彫りになりましだ。
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「福河市食育挺進計画（第1次）J成果指標の現状

計雷策定時 直近値 目標値
項 目 (18年度） (21年度〉 (22年度）

初期値

幼児 82.9% 89.6% Zス 10C% 

小学校 81.2% *91.1% 乙ス 10=>% 

中学校 77.9% ネ86.6%
♂ 

100% 

高校生 73.6% ネ77.2% 乙ス 100% 

朝食を毎日貧ベる人の割合

ごス20歳代 31.2% 42.6% 50% 

男性

乙ス30歳代 50.6% 59.3% 70% 

20歳代 49.6% 63.6% 乙ス 70% 

女性

ごス30歳代 70白4% 79.7% 80% 

男性 30～5J歳代 33.2% 30.2% ミコ 20%以下

体
肥満 ※BMl;?;25 

ミコ型
女性 40歳以上 20.5% 15.6% 15%以下

怪体重（やせ） ※BMIく18.5 女性 18～20歳代 29.2% 31.5% ヨト 15%以下

メタボリツクシンドロームを認知している市民の割合 3J～64歳代 85.4% 93.9% Zス 10C% 

食育に関山がある市民の割合 77.6% 92.6% Zス 90% 

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% 57.0% ごス 60% 

福岡市栄餐成分表示の店事業の協力店舗叡 52店 *91 fc5 5ス 200店

食生活改善推進員毅 836人 川 034人♂ 1,200人

小学校給食の残津の割合（おかすのみ） 4.3% 1.3% ミコ 2.1% 

中学校給食の残津の割合（おかすのみ） 14.6% 11.3% 勺 7.3% 

自分の食事パランスについて考えていない高校生の割合 7.3% 1.8% ぐロ C% 

福詞市の農称水産業を守り育てるべきと思う市民の割合 68.4% 70.4% 乙ス 74% 

米 3.5% 16.6% ごス 17% 

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% 9了% ‘M 
14% 

水産物 C品目 1呂田 5ユ 2品目

食に苅レて「不安」 「やや不安」を感じる市民の割合 42.0% *46.3% ~ 35% 

成果指標の目標値への達成状況 良好亡中 不良時 キ22年度数値
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(2) 成果指僚憶の推移と課題

①朝食摂取と体型

朝食摂取率は、全ての年代で改善傾向jこありました。幼児、小学生、中学生では目標値！こ近づ
きつつありますが、高校生や20歳・ 30歳代では隔たりがあります。
また、中高年の体型（肥満）は改善傾向にあるものの、さらに改善が必要であり、 5い女性の

体格（倍体重）では悪化傾向が見られます。

図表①－1朝食を毎日食べている人の割合（鈎児、小学生、中学生、高校生）

100% 

80% 

60% 

40% 

。%

100.0% 100.α誌 100.0% 100.悦

幼児13歳児） 小学生 中学生 高校生

悩初扇子恩（H16、H18／高校生） 口H22口自標値｜

資料．幼児（3歳児〕
小中学生
高校生

「幼児の生活習慣調査」
市教育委員会「朝食喫食調査J
※1家庭科研究部会議資
※2福岡市立4校

図表a:-2朝食を毎包食べている人の割合（小学生、中学生）

事事申

100.0% 

φ 
100.0% 

いァ
81.2% 

［四「十~言明
77.9% 

70% I 

60% 
1 6年度
（策定時）

20年度 22年度 目標簡

に瓦店主 両~J___j

9 

毎日、朝食を食べ
る人の劉合は、会
ての年代で改善傾
向にあります。



図表①ー3 朝食を毎日食べている人の都合（20・3C歳代、性別）

l川端

SD% 

60覧

40% 

20% 

口覧

男 1正
I同石扇高石18）口H21ロ自標値！

資料： 20歳・ 30歳代（H18〕
20歳・ 30歳代（H21)

「市民アンケー卜」
「市政アンケー卜J

図表①－4 体型・肥満（男性／30～50歳代、女性／40歳以上〕

ト35%,

30% 

25% ,_, 

20覧ー－

15弘

10% 

5% 

0%「一寸

初期瞳l H20 : 
ci-;16l I 

男性／30～50歳代τ ，，.＇

図表①－5 体型・怪体重〔やせ〕 （女性／18～20歳代）

5α克

・40覧

． ． 
’ 
・． 

29.2弘 30.3% 30.1% 
32.9% 31.5＇覧30% 

2α4 

10% 

口弘

． 
15.0%-

以下

初期値 H18 H19 . H20 H21 －目標値
(H16) 

Fへルスアップスクールj

毎日、朝食を食べ
る人の割合は、
20・30歳代では
改善傾向にあるも
のの、 20歳代男
女、 30歳代男性
では、さらなる改
善が必要です。

中高年の体型（肥
満）は改善傾向に
あるものの、さら
なる改善が必要で
す。

若い女性の体
型・健体重（や
せ〕は悪化傾向
にあります。

資料．女性（18～20歳代）

男性（30～50歳代〕

女性（40歳以上）

H16／「基本健康診査」 「ヘルスアップスクール」
H20.21〆「特定健診J「ヘルスアップスクール」
司上
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②食生活に対する市民の意識

”メタボリツクシンドロームの認知””食育への関山””食事バランスガイド等
を参警に食生活を送る”など、市民の食生活に関する意識は、全体では、かなり高
まってきています。

図表~－ 1 食生活に対する市民の意識

100% 

80% 

60% 

40% 

0% 

食事バランスガイド等を参害に
食生活を送っている市民

(20銭以上）

57.0% 

国初期鐘（H16）ロH21口目標値i

食生活に対する市民の意識は、かなり高まっており、食予言への関山など
目標に達しだ項邑ちあります。

11 

60.0% 



③食に関する環境整備

“食生活改善推進員数” “栄養成分表示協力店数”は、増加しているものの伸び悩みが課題
となっています。新だに開始した“福岡市健康・食育サポート店”事業などの推進で食に関す
る環債整備が期待されます。

年次推移食生活改善推進員数図表③ 1 

I （人）
14αコ

高齢を理由とした
退会審ちおり，急
な増加は望めませ
んが、会員数は
徐々 に増加してい
ます。

1200 ． 
1034 

－－－－＇‘ 

1023 
~ 町

一
日
出ハヨ

836 1000ト879 847 

．『－' 800ト一一

1200 

600 

4αコ

200 

目標値H21 H22 po 
n
4
1
 

M
H
 λ

 

9
 

4
1
 

一
U
H

H17 H18 
QI 

¥:116 

年次j量移栄養成分表示の店の協力店数図表③ 2 
「（存了

200 
エネルギーなど獄
立に表示する店舗
は、申請手続き等
が煩雑なため、な
かなか増加してい
ません。

52 

,150 

50 

100 

目標値H22 H18 

。

年次推移福岡市健康・食育サポート店の協力店数図表③－3

H22 

新たに開始した
「健康・食育サ
ポート店」は、登
録基準に編があり
順調に増加してい
ます。

目標値
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〔件〉

100 

60 

40 

20 

。
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④小中学校給食の残浮

小学校・中学校ともに、給食の残浮率は値下していますが、中学校では、まだ、目標値と隠た
りがあります。

図表④－1 小学校給食の（おかす）残浮の割合 年次推移

5% 

4% 

金
2.1覧

3% 

2% 

1% 1.3% 

。%
H17 H18 H19 H20 .. H21 H22 

（初期燈） ••• （自擦箇）

年次推移図表④－2 中学校給食の（おかず）残浮の割合

16% 

14% 

12% 

10覧

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

＠ 申

ぞ苓二ミ14.6% 14.3% 
14.4覧 129%← 

11.3覧

φ 
7.3弘一

H17 H18 H19 H20 H21 H22 
（初期億〉 （邑擦僅）

④ 自分の食事バランスについて考えていない高校生の割合

図表⑤自分の食事バランスについて考えていない高校生の割合 年次推移

8.0% 

ヨ

%
w
m
%
 

ハυ
円

υ

円

u

nノ』

4
6
n
v

0.0% 

十，22
（目標値）

H18 
（初期績）

H22 
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小学校のおかずの
残津については、
目襟憶を達成しま
した。

中学校の残浮l茸減
少していますが、
まだ、日標値とは
隔たりがありま
す円



⑤農林水産業

市内農林水産業への市民意識は高まってきており、学校給食での市内産の米、野菜、水産物
の使用も増加していますが、全体としては、生産量が使用量に満たないという限界がありま
す。

図表⑤ー1 福岡市の農林水産業を守り育てるべきと思う市民の割合

H17 H1 8 H1 g・ • H20 H21 

年次推移

ト！22
（自壊圏）

本市の農林水産業を守り育てるべきと思う市民の割合は、徐々 に増加しています。

図表(g-2 学校給食への市内産農水産物利用割合

(%) 
18 

16 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

。

年次推移

野菜｜立目標値に温いていませんが、米！ま目標値に近づいています。水産物については
市内産塩わかめを学校給食｜こ使用する事が出来ました。
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⑥食の安全安山に関する市民意識

度を取り巻く現状は、消費者ニーズの多様化、流通の広減｛ちゃ複雑化が進む中、表示偽装や薬
物混入などの事件の領発ちあり、食の安全に苅する疑問や莫然とした不安が高まっています。

図表⑥－1 日頃の「食J の安全安／~＼に苅レての市民意識

平成19年は、食の事件が頒発し、不安が増大しています。その後、不安と感じる人は滅
り、平成22年には、 「安山j fどちらかといえばま目白」と感じる人の割合が、 「不安」
「どちらかといえば不安」と感じる人の割合を上回りましだ。

H16 4
 

5
 

内
〆
』

口弘 10覧 30% 40詰 SD覧 90詰 1〔氾覧

寸一一－－，－－－－一一

H18 

H19 

H21 

H22 

ID安白 8どちらかといえば安山図どちらかといえばフ「安包不安 どちらと古いえない E燕回答i

図表⑤“2 食の安全性について盤lζ不安を感じている事項（3つまで）。

表示の偽装や総入食昂といった事件が大きく報道されたちのに対して不安を感じる人が多いほ
力＼食品添加物や農薬といった化学物質への不安が高いようです。 BSEについては、最大
42.1%が9.2%まで値下しています。

悦）
70 

60 

50 

しご~16

11 富晶への堕留

！同一不簡生誠意日柏

戸戸圏 11
I h ロ・室中密 (0157寄）

E二二二二旦一一II 
l山一週白子組み控え食品

φl  

一 一句 4 ・0 が働省・’ i I催。僻アレルギ→綴
て〉陶刷剛悔や割， e .. 

H17 H18 H19 H21 

.. 
9・

H22 
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毘表⑤－3 食の関係者（生産者，製造者，販売苦言，飲食店等〕に強く要望する事項（3つまで〕

100 （刻

90 

80 

70 

60 

50 

40 
(!, • 

30 

20 

10 

。
H16 H17 

市民の60%以上が、食の関係者に苅し、正しい表示、より安会な
食昂の生産・製造、衛生管理の徹底を望んでいます。

省者k 穐恒‘ ・Is..・も‘..一色

H18 H19 H21 H22 

一＠一正しい表示

田崎一・より安宝な童晶の生産・
製造

幽四台一茸品取阪い施設こおける
簡生管理の徹底

組合町正確で積極的な情報提供

戸4トー主産物や製昆の品質の向
上

園田・措置者の意見やニーズの
積極的な取り入れ

－戸幽相談・苦情への適切な苅
応や説明

図表⑥冊4 食の安全の確保のため行政（福岡市〕にさらに力をいれてほしいこと（3つまで〕

』一市民の4C%以上が、輸入食晶の監視、食品製造業者の監視指導、わかりやすい表示の指導
などに力を注いでほしいとしています。

7時0 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。
H16 H17 H18 H19 H21 

i6 

＝ー＠幽暢輸入室自の監視

田岡〉一章岳製造業者の監揖・指
導

四噌Fーわかりやすく適匂な表示

伺営込“童品の流通業者や臨売自
の監視指導

一ー一泊費音に対する情報の提
供

開ロー茸晶の宜主世に関する調
査研究

幽刷。ーー生産者に珂する麗車の臣
用百量についての指導

・0”リスヲコミュニケージョ
ン

一持ー茸中毒や苦情担店員への題
切な刻応

章品開保業者が行う自主
H22 I 官理へのアドバイス

聾議



(3) 課題把握のための調査

① 「若者の食生活」に関する追加調査

総合的な評価で，今後の課題として明確化した「若者の食生活」は，国レベル

でも重点課題とされ，すでlこ，全国の大学生を対象とした食生活に関するアンケ

ート調査が実施されています。

本市は，九州の中枢都市として，多くの若者が就学や就織のだめ集まって来て

おり，活気のある“若者のまち”として発展してきています。そのため，これら

若者層の健康支援としての食育雄進は施策として重要であり，この課題をさらに

的確に把握するために，国のアンケート調査に準じ，平成 22年 9月福岡市「若

者の食に関する実態や意識についてインターネット調査Jを実施しました。

アンケート項目のうち，食生活習慣の基盤となる「朝食の摂取状況Jについて，

集計・分析しだ結果以下のようなことがわかりました。

1 穀食の摂取率は，福尾市・全国ともに「ほとんど毎白食べるj蓄が約6劉と

なっている－J'J，「lまとんど食べない」者ち 1割以上容在していますが，否ニF福
岡市の万が慈い結果でしだ。

2 学年3U，性別，住居形態別では，福岡市・全国とちに，上級学年，女性より

男性の方が，自宅生より下積生の方が朝食の欠食頻度が高くなっていました。

3 夕食の関始時刻との関係を見ると，福岡市・全国とちに，夕食時刻が濃い者

ほど，朝食の欠食頻度が高くなっていました。

4 身体面・精神菌での健康状態（自己評価〉との関係を見ると，福岡市・全冨

ともに，健康であるとしている者ほど朝食の摂取鎮度が高くなっていました。

5 栄養バランスへの意識や「食育」への騎／~＼を見ると，福岡市・全国ともに栄

養バランスへの意識が高い者ほど，「食育j に関／~＼が高い者ほど，朝食の摂取頻

度が高くなっていましだ。

6 朝食欠食の理由については，焼3U，および，福岡市・全匿の状況で興味深い

遣いが完られましだ。

7 「朝食の摂取Jに関するクロス分析の結果から，この食生活習慣が身体・精神箇，

両面での健康状態と深く関連することがわかりました。

また，夕食時刻の生活リズムや「食育」「食事バランスjの意識との関連が深いこ

ともわかりました。

以上のことから，若者層の健康支援として，食首を推進するに当って「朝食の摂取j

に重点を讃くことの意義が確認できました。

なお，学年別，性別，住居形態別での分析，朝食欠食の理由などは，今後，本市の苔

苦言の「朝食の摂取率」の向上を効果的に行うに当って，ターゲットの明確化や具体的飽

策の企画に活用レていきます。

1γ 



②野菜の摂取調査

国民健康・栄養調査では，福岡市民〔平均年齢34歳〉の野菜の摂取は214

gで国が目標とする 350gをはるかに下回ってます。また，平成 20年の成人

期（20～39歳）の調査では，毎食野菜を食べている人が40.3%という結果がで

ています。

野菜の摂取をふやすことにより生活習慣痛を予防するため，新たに「毎食野

菜を食べる市民の割合J50%を目標値として追加をします。

18 



（福潟市〕
朝食の摂取状況（クロス集計〕図表1

ロほとんど毎日貴べる圏週2～3日童ベない口週4～58宣べない臼ほとんど金べない

「一一
回記出己

健康である（174人）

人6
 

ス
旭
川
凶

』由で康健tA伊叩芯

あまり健康ではない
(91人）

健康ではない（25人）

身
体
面
の
健
康
状
態

100見80弘60% 40陥20見0話

健康である（161人）

ほぽ健康である
(256人）

あまり健康ではない
(100人）

健康ではない（35人）

精
神
面
の
健
康
状
態

60% 40出20% 。完 80覧 100%

（福岡市〕

65.4 

直面話口
i回男性 120人｜
目埜虫記

51.1 

ちっと寝ていleいから

易交度などの準備で忙しいから

朝食を箆べるの力溜倒だから

朝食の時間がもったいないから

食欲がないから

朝食の準備や後片借けが箇倒だから

以前から食べるll!li置がないから

お金がちったいないから

太り疋くないから

80 巴040 20 
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3 計画見直しの方向性

第 1次計画の総合的評価と課題，および，課題把援のため実施しだ，福岡市「若

者の食に関する実態や意識！こついてインターネット調査J結果を踏まえ，基本的

には，現計画の基本的な考え方を踏襲しつつ，課題が明確化した若者層の食育准

進の強化や，本市の高齢化や国際交流の進展等の状況変化ち加味しながら計闘を

見直すこととレます。

（現行〉「福岡市食育推進計画」

（平成19年3月策定〕

1 食育推進の基本理怠

家庭， I也域，学校，職場などとの連携のもと，子

ども期からの基礎的な食習慣の確立を図るととち

に，宿岡の豊かな震称水産物の活用を通し，食の大

切を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

と池i菖が青まれるよう次に掲げる3つの基本自由な

視点、に立って食育lこ取り組みます。

(1 I 生涯を通じた健全な食生活の確立と実践

(21 食育を核とした地減コミュニティの活性化

(31 市民運動による食育の挺進

3 具体的な施策の方向性

11 I 家庭・地域における食育の推進

(2) 学校・保省所等における食育の推進

(31 生産者と消費者との交流や農称漁業の活性化

141 食文化の継承と国際交流

(5) 食畠の安全性確保と食生活に関する情報発

i言，調査研究

20 

これまでの推進状況の評価と

それを踏まえた成果及び今後の課題

ロ推進状況の評価

。福岡市食言推進会議〔委員28名で槍成）において．

食育の推進状況について毎年評価。

ロこれまでの成果

。「福岡市食育推進計画jの下，食育は着実に推進

・計画の成果指標は目標値の達成に向け．向上レて

いるちのがほとんど。

・食育に防白のある市民の都合は目標を上回った。

ロ今後の課題として考えられるもの

。市，地践における関係者と更に連携し，地域・家庭

学校・事業者との連携を推進する。

。若い世代の食生活の改善

・朝食欠食は改善されつつあるものの，若者につい

ては全国の平均より佳い状態。効果的な普及対策

を考える。

・子育て世代である30代について子どちもさめ食

育推進を強化。

よユ
く次期計画の考え方＞

。食奮が著書実に推進している現行の計画を基本的に踏

襲する。

。課題として浮かび上がった部分についてはより積極

的に施策に盛り込む。

く次期計画の目標設定等＞

0現行目標の見直しO新だな指標による包襟の設定
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第2 「福岡市食育推進計画（第2次〉」策定に向けて
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第2 「福岡市食育推進計画（第2次）J策定に向けて

1 福岡市「食育」の特色

福岡市の歴史，自然，地震，また，人口構成や産業矯造などを活かしだ4つの特

色ある「食育」を展開していきます。

(1) 豊かな自然の恵みを生かした食育

福岡市は， 3?;界j難や博多湾でとれる魚介類や，自然に怠まれた地形を生かした

農産物など新鮮でおいしい多くの“福岡ならでは”の食材があります。まだ，お

きゅうとや辛子明太子などの特産品をはじめとして，水炊き，もつ鍋のほか，博

多雑煮，がめ窯，かしわめし，アチャラ漬けや博多うどんなど，身近な食材を活

かし，代々受け継がれている郷土料理があります。

このような特産昂や，郷土料理などをそれぞれの家庭や地域で伝E罪していくこ

とで，豊かな自然に恵まれた福岡の味覚を育んでいます。

一方，これらの食材や郷土料理は福岡市の大きな魅力となっており，宿泊施設

や商店街の飲食店では，おもてなしとして市民や来福音に提供されています。

朝市の様子

(2) 地I或展開を中／~＼とした食予言

福岡市では，小学校区ごとに自治協議会を中ωとして地域特性を活かしたコミ

ュ二ティ活動が行われており，このようなコミニュニティ活動の揚として，また

生涯学習を縫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事業が展開されていますが，

乳幼児から高齢者まで，家庭や池I誌での望ましい生活習慣づくり支援の一環とし

て，食をテーマとしだ健康講座等が展開されています。これら食育に関する事業

では，食に関するボランティアとして食生活改善推進員が衛生連合会や社会福祉

協議会など他地域図体とも連携しながら，地域住民の支援活動を行っています。

また，博多（福岡〉は商人のまちであり，市民が皇近に利用することの多い商

店街では，食を過した地域住民の交流をめざし，オリジナルな工夫を凝らした活

性化事業に奴り絡んでいます。

さらに，本市には，策アジアを中山！こ多くの留学生等が在住していますが，地

域では，各国の家庭料理講習会を開催し，地域の郷土料理を伝えるなど，食を通

じだ毘際交流ち盛んです。
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(3) 若者や単身者を支援する食育

福岡市は，九州！の中枢都市の魅力から，支社等の事業所及び大学や専門学校等

が多く，単身の就業者や若者が多いだめ，年齢構成も若者層の比率が高い活気に

あふれたまちです。

しかし，一方では若い年代は，食への関l山が低く，朝食摂取率の怪さや若い女

性の位体重〔やせ〕等課題が明確になっています。大学や専門学校，あるいは，

事業所などと連携し，若者や単易者が主体的に食喬に関／~＼を持つような仕組みを

検討するともに，幸吉蓄や単身者にアクセスするツールとしてインターネット等を

活用した食に関する情報発信が必要です。

(4) アジアとの交流を活かした食育

アジアの玄関口として，｜専多（福岡〉は昔から大陸の新しい食材が渡来する窓

口となってきまレたが，その伝統は現在も受け継がれており，文化・芸術等にお

けるアジアとの交流を進めています。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／~＼とした諸外国の料理や文化に親しめるように，アジア太平
洋フェスティパルや食文化の交流事業等が展開されています。

また，地域においては，在福中のアジア等からの留学生等が市民とそれぞれの

母国の料理等食を還した国際交流を進めています。

さらに，韓国釜山市とは本市との広域経済圏を巴指しており，国際クルーズを

誘致している中国に関しては，観光ピザの規制緩和などもあり，今後，福岡市の

大きな魅力としての食を還じた国際交流の大きな発展が期待されています。
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2 計窃の位置｛せけと期間

( 1 ) 計画の位置儲け

① 本計聞は，食育基本法第18条第1工真に基づく市町村食予言推進計翻とし，

岡市総合計画」と調和を図りながら推進します。

② 今後の食育推進の方向性を定めるとともに，食及び食に関する施策を総合的，

計画的に挺進するための基本とします。

③ 広く，行政を含め，教湾関係者，保護者，農林漁業者，食品関連事業者等の

関係団体並びに市民がそれぞれの役割に応じて連携・共働しながら食育に取り

組むための基本指針とします。

「福

福岡市食育推進計画の位置づけ図

福岡市

＠関係筋区＠
I保］保健鵠祉局
【こ】こども朱森鴎

｛農水】農林水産絹
Z教】教育委員会
toさ］隠役所

福岡市総合計画

基本構想

基本計画

実施計画（政策推進プラン）

福岡市保健福祉総合計函
f侵 1＂実1

健篠田本21諮問市計悶
f促1rRl 

福岡市燦林謀総合計密
i墨車I

福岡市水産重量総合計麗
i車率1

福岡市在宵！二関する全体指導計閲
l!tl 

新・福間市子ども総合計E富
ι上盤上陸上且革i

著書
華市
蓄食

術立育

問推
鰐進

野草
麗修司

ふ
〈
お
か
の
食
と
産
推
進
基
本
指
針

（

H
叩
年
3
月
量
定
）

骨童

露軍
基重
本巣
j去｛一入手
百」「ノ芝
17 有

害； 占

角雪
施旦
汁重

計画期間

本計画の期間は，平成23年度から平成27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。
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(3) 成果指標

項 目
現状憧 目標値

(21年度〕 (27年度）

幼児 89.6% 100% 

小学生 *91.1% 100% 

中学生 *86.6% 100% 

高校生 *77.2% 100% 

朝食を毎日食べる人の割合
20歳代 42.6% 70% 

男性

30歳代 59.3% 70% 

． 20歳代 63.6% 90% 
女性

30歳代 79.7% 90% 

男性 30～50歳代 30.2% 15%以下

体
肥満 ※BMI孟25

型
女性 40歳以上 15.6% 15%以下

毎体重（やせ〕 ※BMl<18.5 女性 18～20歳代 31.5% 15%以下

食育を実践している市民の割合 20歳以上 65.2% 80% 

食事バランスガイド等の指標を参考に食生活を送っている人 20歳以上 57.0% 60% 

野菜を毎食食べる市民の割合 20歳以上 50% 

福岡市栄養成分表示の店事業の協力店舗数
*140店 300店

（福田市健康・食育サポート店を含む〕

食生活改善推進員が活動している校区数 *103校区 130校区

小学校給食の残j宰の割合（主食を含む） 2.6% 2% 

中学校給食の残j宰の割合（主度を含む〕 14.3% 10% 

バランスのよい食事を取る事を山がけている高校生の割合 *63.6% 80% 

福岡市の農林水産業を守り育てるべきと恕う市民の割合 70.4% 80% 

米 16.6% 20% 

学校給食への市内産農水産物利用割合（霊量ペース） 野菜 9.7% 15% 

水産物 1品目 2品目

食に対して「安I~＼」 「どちらかといえば安山Jを感じる市民の割合 *46.4% 50% 

*22奇麗数値
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3 食予言権進の基本理怠と視点

( 1 ) 基本理怠

家庭，地域，学校，職場などとの連携のちと，子ども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i遣し，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B指します。

食奮は，生きるよでの基本であり，教育の三本柱である知徳， 1怠首，体育の基

礎として，健全な／~＼身をrgい，／~＼豊かな人間性を育んでいくものです。

食育と関連を有する本市の健康日本21福岡市計画は，個人の努力に加え，」

れを支えるものとして行政，地域，企業．関係団体などがそれぞれの役割を理解

い社会全体の取り組みとして，家庭，地域，職域などあらゆるところで健康づ

くり還動を進め，「幸せな人生・活力ある社会」の実践を包指しています。

また，本市の政策推進の慕本的な方針を定めた「福岡市2011グランドデザイ

ン」では，地域コミュニティ活動の活性化と住民主体の地鼠づくりの支援という

蓄え方に基づき地域のコミニュニティの大切さを施策として掲げています。

食育は，健康白本21と20什グランドデザインを踏まえ，地域コミュニティ

を生かしだ取り組みを支援していきます。

併せて食を通じたコミユケーションの強化等重量かな人間形成への取組の推進に

ついても大切にしていきたいと考えています。

(2) 食予言縫遂の視点

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／~＼を重量い，健全な食生活を確立・実践できるよう子どちから高齢者まで

各世代に応じた食育を縫進します。

特に食習慣が確立する年代には，家庭や学校等において食育を強化捻進9る必

要があります。

②地域に根付いた食奮の支援

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通し

て，本市の豊富な農水産物や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llllり絡みを推進します。

まだ，生産者・製造企業や酒店街などの組織を通じ情報提供や産地での体験

学習などそれぞれの形態を生かし，食育を市民とともに取り組んでいくことが

大切です。

③市民運動による食奮の推進

食育の着実な推進を図るため，若者をはじめ外国人特にアジアを中／~＼とした

人々を含め，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I或や関係団体等が連携・共働することにより，食育をJ量進します。

とくに，若者世代（高校生から～概ね 30歳代）については朝ご飯を食べなか

ったり健体重（やせ〕の女性が多く 1次計画の目標値と需離がみられます。

「朝ご飯欠食」「女性のj医体重（やせ〕Jの問題など市民運動による意識改革
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の必要があります。

(3) 具体的な施策の方向性

①家庭・地域における食育の強佑推進

ア若い世代・働く世代への支援

若い世代の朝食喫食率の増加や働く世代の健康増進苅策として各区での事

業を強化します。

また，子育て世代である30代について子どもも倉め食育援進を進めてい

きます。

イ 地域における食育推進の支援

福岡市食生活改善推進員などのボランティ？を養成すると共に，地域での

食育活動を支援します。

ウ食育産業との連携強化

外食産業やデパート，スーパーマーケットなどの食育関連の産業と逮携し

福岡市健康・食育サポート店の開始し，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店舗を拡大します。

②学校・保育所等における食育の推進

学校における食音の推進

ア学校給食を活用した食に関する指導の充実

栄養教諭・調理業務員等によ否学校給食を活用した食に関する指導や資料

の展示などの充実をはかります。

イ 教科や特別活動による食育推進

新学習指導要領に食育が位置付けられたことを受け，教職員及び栄養教諭

等が連携して食育指導計画を策定し，学校全体で食育を擁進します。

ウ校内外での研修体制の充実

学校・保育所・幼稚園等の教職員に苅して，研修を実施し，食育に関する

理解を深めます。

工児童生徒の朝食喫食率の増加

教職員と保護者が連携して，朝食の大切さについて啓発レ，朝食を食べて

くる児童生徒の割合の増加につとめます。

オ学校給食における喫食率の向上

児童・生徒のIi:,＼身の健やかな成長のため，学校給食を適切に食べる事がで

きるよう指導レ，給食の喫食率の向上につとめます。

力家庭・地域との連携

地域と連接して，就学前の幼児・保護者への食奮の大切さについて啓発を

おこないます。

保育所等lこおける食育の推進

ア保育所等における食育推進の支援

保育所や幼稚園等において，保育の計画や幼稚園教育課程に位置づけられ

た食育計画が効果的に准進されるよう支援します。

イ 保護者への情報提供の充実

幼児期の食育は，保護者と連携を図りながら進めることが重要ですので，
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「おすすめレシピ」の配布など，保護者に苅する食の情報提供に努めます。

ウ地域と連携した子育て支媛の充実

地域の保護者等に対する子育て支援においては，離乳食づくりや食育に関

する様々な育児講座，試食会など保育所等の特性を活かした支援を地域とと

もに行うよう努めます。

③ 生産主主と消費者との交流や農林漁業の活性化

ア 学校給食における市内産農水産物の利用促進

野菜の栽倍指導を通した児童と生産者との交流を図るとともに，学校給食

向け野菜の生産奨励等により市内産農水産物の利用促進に努めます。

イ地産地消の推進

農林水産まつりや各種イベントにおけるPR活動，また，市民対象の産地見

学や料理教室等により，市内産農水産物の消費拡大を滋進します。

④食文化の継承と国際交流

ア 和食文｛じの良さを継承しつつ包本型食生活の推進をします。

イ 郷土料理，行事食・食事作法等の伝承と福岡ならではの食材の普及をしま

す。

ウ日本と外国の食文化の相互理解をはかります。

⑤安全安／色＼な食生活

7フ 「福岡市食の安全安／色＼の確保に関する裳本方針」に基づき，食自の安全性

確保とともに市民の食の安／~＼に繋がる施策を推進します。

イ 食の安全に関する客観的な情報をわかりやすく提供するとともに，市民が

情報を正しく判断し，脳i重宝な情報をl!x'.主主選択できる「情報を読み解く力」の

育成を支援します。
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第3 施策の展開
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第3 施策の震関

1 施策体系

植田市食育推進計画の概要

基本理念

家庭．地域，学校，職場などとの連携のもと，子ども期からの義礎的な食習慣の確立を図るとともに，干高岡
の塁塁かな産量林水産物の活用を通し，禽の大切さへの理解を深めることにより盤かな人筒形成を巨指す

」三ヨー
福岡市白金の現状

－干どもや若者をはじめとす
る食生活の乱れ

ー肥満や生活習慣摘の増加

・金の安全安心に闘する市民
意踏の高まり

・生産者と消費者の距離の拡
大

植間市の特徴

意爾推進の視点 具体的な施策

1 寧庭生也掛佳品は品1主主寄り推進
。若い世代ー曲く世代への宝揺
。地域における企宵推進の主扱
＠企宵鹿諜との趨揖強化

之一一礎技工主主電所持t早朝：tJ皇官官！P2推進
＠学校給量を活用した企に関する指揮の克露
。教科や特別活動による富宵推地
。桂内外での研懐体制の先提
。児童童生世田朝富樫童串白増加
。学校給金における哩金串の向上
。宮麿・地域との連携
。保習所帯に白ける世宵推嘩由主摺
＠嘩瞳者への情報提供の克畏
。地域と遮揖した干宵て主揺の充実

；，~主躍三毛主とI商量是震よQ;>＿；ま1置金繰蛙il!.\1藍虫i置tt
JI:; 
＠学校結企における市内産鹿水産物の利用促
盤
＠地産地捕の推進

会一一重注文ilo.<1;t粧品と国際交涜
＠和童文化由良さの継車．日本塁童生活推進
＠掴土料理行事蛮・金事作法等a,伝承帯

⑫自主主笠堕豆主主玄4包の相互塁壁

J;一安全君主』臼主主主註生活
＠金品の安全宮心1こf認する基本方針に基づく胞
軍推選
φ宮の安全に関する客臨的な情報提供
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各ライフステージにおける具体的施策の展開

一一一一三号旦予塑一一一一一一一一ー 一一一一芳空翌九一一一一一一一一一一二..S.~土勾一一二一一一一＇ ...... ，一一ー一苧民主守男i
0揖～中学生 概ね高技生一20燦代 概ね30歳～65揖未満 概ね65韓以よ

一 一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一 一－－－－－－－－一一ー...守 主是2 －一一

基本的生活習慣の確立とこζろの童宵 櫨全な童習慣と運動習慣の定着 内臓脂肪症候群〔メタボリツクシンドローム〉由予防 提 適ミラ切ンなス運に動配習慮慣しのた実世践習慣と

け 1 ；／ 酬と大学や専門学問との食を中心と iく 食に閉する情報を的確に見分ける掴臨の ＞：く 軍旗や叫の操しい開銀での岬の喪鴎 〉
る :""" したネットワークづくりの推進 ， 修得 者

食宵出軍庭・ 一一一一一一一 一一一一一一一一ー 一一品：一一一一一一一一一 一一一一一一一一..." 一一一一一一一一一一一 一一一一一.....:< 低栄養Lならない食事への情報発信 ＞ 

含量会端お也～ょく 日本型食生駒翼臨 >iく ' 日本型食生活由醐促進のための情報発僻 〉

通 く 榔，，正しい生活リズム由確立 >iく ， 醜則正しL由舌リズムの維持 量 〉

く 『早寝・早起き・朝ごはんj運動由雄過 〉

く 傘帥じやて間い瑠のへちのを聞大切心をに寓すめる心るや食材 〉／〆： ： 

2 く ,,,n生活習慣病予肪由推進 >iく 向臓醐症棋献却炉附ン山｝を叫めとした生活習慣摘予防白推進 〉

8020をめざした歯由世廠づくり > 

校埠 一一.... 一一一一一一一 ー一一一一↓一一一一
白幽 く 誕ましい金習慣の育成 〉：

襲警 く ’ 桔食だより軸宵情報由提供 メ
事 く 畑で培われた金文化由体障 >: 

く 食由揖点から地堪や理混問題食噛
お 事情固聴聞聞を考える拙力由育成

r生b2と 3 ＼／、 保育所ー料水開産の物輯由食利に用お促け進る市向鹿腹 >: 
生産 < ' 市民由農林漁業i作集体聴の翼施 ＞ 

＜ 市向産農水産物を使った料理教室由開催 ＞ 
I 3者と ＜ ． 鹿林漁業轡，＿よる食品加ヱ掠術や胴理方法由回 ＞ 

思高世4 ＼／ 保育所・学行悼事等食由等拍の食樹に霊お的けなる導帥入土料瑠． > ど 枯食施睦等I』おける掴土料理，行事食噂の樹亙的な導入

高主化 ＼ ／ ． 露骨桔食等，＿おける正しい禽事作法の缶承の寓睦 ． 〉

由 〈 地堆住民と留学生椿田料理教室由開慌 〉

きく アジアー叫た回開究班 〉

主5 ／ 市融だよりやイン9ーネット，措置金等による情報発偲 〉

活v 雲世 ど 描岡市栄養成分護軍のJ苫事業由推進 〉

心 〈 市民食品関連事業者・持政，＿よる意見交換金〈リスクコミユーケ シヨン） 〉
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2 分野別の施策展関

( 1 ) 家庭・地域における食育の推進

［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ためには，健康

であることが重要です。そのだめには，規則正しい食生活の確立が必要ですが，

朝食を毎日食べない人や食事のバランスなどを考えていない人が以前より減少し

たものの，朝食欠食の人がまだ売られます。

子ども期においては，朝食を毎日取っている人は約 9部です。まだ，若者期に

おいては， 20歳代男女の穀食摂取率は食奮推進計画前に比べると改善したものの

全国平均よりまだ低い傾向があり，今後ち改善を推進していく必要があります。

女性の揚合 20歳代ではit¥i体重（やせ〉の割合が約3割と高＜，改善がみられ

ていません。やせているのが格好良いなどの風潮もあり，子どもを育んでいく次

世代育成の観点からも今後ち継続される重要な課題です。

成人期においては，男性は 30歳代からの肥満はやや改善しだものの，女性は

40歳代から肥満が増加しており，内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム〉

が顕在化してくる働き盛りや若い母親層への生活習慣施予防対策が~婆です。

高齢者期においては， 1人暮らしであることや，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億下する僅栄養の揚合と，反対に生活習慣病

を発生する湯合とがあります。

これらの課題を解決するだめには，適切な食生活の方法（日本型食生活の推進〕

や生活習慣病予防に関する知識の普及啓発をさらに進めるととちに，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に支援

を行うとともに運動習慣の徹底等が重要です。なお，充実しだ食生活を維持する

ためには，ロ腔の健康が基盤となるので，食育の推進にあたっては， 8020(80 

歳で20本以上自分の歯を保つ〕をめざしだ歯の健康づくりも，併せて進めてい

く必要があります。

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，コミ二ュニティや保育所・幼稚冨・

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だ食育の取り組み

i子ども期（乳幼児期〉～基本的生活習慣の確立ベ

乳幼児期は，離乳食からはじまり岨鴎，際下の機能の基本的な発達が促進さ
れていきます。まだ，この時期に甘い，辛いをはじめとした味覚を習得しなが

ら幼児期へと繋がっていきますので，この時期に大切な離乳食については保護
者に数室やインターネットなどを使つての具体的な指導が大切になってきます。
幼児期は，基本的生活習慣の確立のために朝食を毎日食べることをはじめ，

生涯！こ亘る望ましい食習慣，だとえば晴好などが形成されるため和食にち馴染
ませることが肥満予妨にも繁がっていきます。まだ，食物を大切にする／~＼の育
成や，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
などを保護者に啓発していくことが大切です。具体的には各区の保健福祉セン
ターの乳幼児健診や，離乳食教室，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。
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・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
・早寝・早起きをはじめとする規則正しい生活リズムの獲得と朝食摂取の啓発

．家庭における食物を大切にするI~＼の育成
・日本型食生活の実践促進

i子ども期（学童期〉～基本的生活習慣の確立と乙ころの食育司

子ども期は，基本的生活習慣の確立のために朝食を毎日食べることをはじ

め，適切な運動習慣，肥満予防，食物を大切｜こする山の育成や，食事のマナ

ー，衛生などを関連機関と連携しながら保護者に啓発していきます。

また， I~＼身共に健やかな子どもの育成のだめ，親と子の料理教室などで朝
食の摂取や，家庭での食事の園祭の大切さを保護者に働きかけます。

さらに，健全な大人の食生活によってもたらされるI~＼豊かな，子どもの自
立に向けて子どちが大切にされる取り組みを推し進めて行く必要があります。

．阜1蔓・早起きをはじめとする規則正しい生活リズムの獲得と朝食摂取の啓発

．楽しめる食卓で子どもが大切にされていると実感できる体験の積み重ね

・学校と連携した小児生活習慣病予防の挺進
・家庭における食物を大切にするωの育成

・臼本型食生活の実践促進

障者期〈概ね高校生から20歳代まで〉ふ健全な食習慣と運動習慣の定着～｜

義務教育が終了する中学校卒業後朝食欠食が増加するなど高校生から食の

乱れが見受けられます。世代的にみても食についての関山が低い年齢層であ

りますが，若い女性の健体重（やせ〕の問題など次世代に与える影響が大き

いため，若者期における苅策は早急に行う必要があります。

具体的には若い世代の朝食摂取率の増加を図るため，基本的食生活の見直

しと併せて若者が利用している外食産業と連携を行いながら事業をすすめる

ことが必要です。

また，大学や専門学校等とネットワークを矯築し，健康管理部門において，

学生に対する食育の推進を図り，学生食室における栄養表示やインターネッ

トによる食に関する情報発信等を准進していきます。

若い女性の痩身についてはマスコミち含めて社会的な運動とすることが必要

と蓄えます。

・規則正しい生活リズムの維持と朝食摂取の啓発
・若い時期からの健全な食習慣や運動習慣についての情報発信
・大学や専門学校等の食を中I~＼とレたネットワークづくりの推進
・若い女性の痩身については特に学校，職場での働き掛けを含め対策を行う
・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

の拡大

｜成人期（概ね30歳代～65歳未満DI
ト内臓脂肪症候群〈メタポIJツクシンドローム〉の予防ベ

成人期は，多忙な生活の中で食事が不規則になつだり，外食が増えたりす

る一方，運動時間の確保が難しくなり，肥満を誘発しやすくなります。

この年代に苅しては，職場と連携をとりながら早い時期から内織脂肪症候

群（メタボリツクシンドローム〉をはじめとした生活習慣痛の予防について，
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分かりゃすい情報を発信することにより，よい運動濁慣を形成し，的確に自

分の食事についての質と量の見直しができるよう，食事バランスガイド等の

普及啓発に務めます。

まだ， 30代の子育て世代は，特に次世代への食育を行う結期であるため，

まず自分の生活習慣病予防からさらに子どもち含めた食育推進を家族で強化

していく必要があります。そのため，新たに 30代世代を対象とした早期生

活習慣府予防の普及啓発や教室を実施し，増加し続ける糖尿病などを予妨し

なくてはなりません。

充実しだ食生活を維持するため， 8020をめざして妊婦歯科健診や歯科節

目健診をきっかけとした定期歯科健診の定着｛むを推進します。

－社保被保険者，国保30代世代の健康診断に基づく翠期生活習慣病予防教室の
実施

－職場と連携した早期生活習慎病予防の啓発

・内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム〉をはじめとしだ笠活習慣痛につ

いての普及啓発と予防の推進
・食に関する情報を的確に見分ける知識の修得

－充実した食生活維持のだめの8020をめざしだ定期歯科健診の定着化

｜高齢者期（概ね 65.歳以上〉｜

ト栄養バランスに配鐙した食習慣と適切な運動習慣の実践～｜

急速な溜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

せる期間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

生活を山掛ける必要があります。

高齢者期は，家族や仲間との楽しい雰囲気での食事時簡を持ち，地域での

健康教室等を通じて，適切な運動習慣やバランスよく食べることをはじめと

する僅栄養にならない食事や口腔機能の向上など，健康を維持するための情

報の発信を行っていきます。

－家族や仲局との楽しい雰図気での食事の実践
• jj,j栄養にならない食事への情報発信

・介護予防でのjj,j栄養予防や口腔機能の向上教育の充実

φ 地誠における食育の支援のためのネットワークづくり

｜地域と一体となっだ食予言の推進｜

自治協議会で開催される食に関した事業をはじめ，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地産地消を取り入れた調理実習

などを遇以食脊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啓発や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「福岡市健康・食育サポート店Jの拡

大など，外食産業・食昂流通業界と様々な揚面で連携して食育を進めていきま

す。
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－コミニュニティ主催での家庭教育学級，乳幼児ふれあい学級等における食育の

推進
・親子料理教室や地域食生活改善推進講習会等の食を楽しむ機会の推進

．食事バランスガイド・食生活指針の普及醤発

・福岡市健康・食育サポート店事業の推進

・外食産業・食品流通業界との連携

・日本製食生活の実践促進のための情報発信等

｜地域の特徴を生かした食育の推進1
大学・専門学校等と連携して，地域で開催している食青に関する講演会や

公開講座等を遇して市民への広報啓発に努めていきます。

学生ボランティアによる出前講座をはじめ，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た交流事業や食の情報発

信などを行っていきます。

また，玄界灘を漁場とする漁業者や，近郊農業を営んでいる生産者等と，

消費者である地減住民の交流を過して農業や漁業に苅する理解を深めていき

ます。

・学生ボランティアをはじめ大学等と連携した食育の推進

．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の地産地消・食文化伝承などに渇する交流

険生活改善を実践するための人材養成と地域活動の拡対

食生活改善推進員等のボランティアは，地域活動を推進する中山的な役割を

担っています。各校区で食奮を推進するため，熱／~＼に活動をしていますが会員
数が少ない校区もあり，今後も人材を養成し，活動校区を広げ自治協議会と連

携し支援していきます。

また，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

を還して，地域における食育のリーダーを養成し活動を援進していきます。

・食生活改善推進員，衛生連合会員等ボランティアの賛成

－栄養士や調理師等専門職の活用
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(2) 学校・保育所・幼稚園等における食育の推進

［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

事時閣の不規則化，偏った栄養摂取など食習慣の乱れから， Ii:,＼と体の健康問題が

生じています。

乳幼児期から正しい食事の摂り方や望ましい食習慣を定着させ， E主を通じた人

間性の形成， Ii:,＼身の健全育成を図るため，発達段階に応じた食育の取り組みを進

めることが必要です。

学校・保育所・幼稚園等は，この取り総みを進める揚とし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推進に努めているところです。

食脊推進計画が策定されだ平成i8年度以降，教育指導計画における食育指導

計画や保育の計画等への食育の位箇信けがすすんでいます。今後，更に 子どち

が食に関する興味を持ち，自らの健康に関山を持つように，刻粟的な食簡の実践

を縫迭していくことが求められています。

また，小・中学校・保育所・幼稚園等の給食は，郷土料理・伝統食，外国の料

理を取り入れた献立や地揚産物などを生きた教材として活用することにより，食

を通じて地域の特性を理解しだり，食にかかわる人への感謝のIi:,＼をはく‘くんだり，

さらに外国の食文化に対する理解を深めるなどの大きな役割があります。

食育の推進については，学校長・保育所長・幼稚園長のリーダーシップのもと，

関係職員の共通理解に立って食奮の准進体制を整備し，家庭や地域などと連携し

ながら取り組みを行うことが必要です。

高校生については，これからの社会を生きるだめに，健やかな11:,1身の脊成を図

ることは極めて重要です。また自らの食習慣が，次の世代ヘ受け継がれる事を蓄

えさせる時期でもあるため，これらのことについて学校教育の中において，適切

に指導していくことが必要です。

【主な施策］

＠ 発達段階に応じた食育の取り組み

匡亙重量
乳幼児期には，健康なIi:,＼と体を育てるための基本となる f食を営む力」の育

成に向け，食育の基礎を！~うことを目標に，小学校入学までを見通し，予告育・

発達に応じた食育を生活や遊びの中に取り入れていきます。

まだ，和やかな雰囲気の中で大人や他の園児と食べる楽しさや喜びを味わい，

様々な食べ物への興味や関山をもつことにより，進んで食べようとする気持ち

を育てます。

－食奮の計磁を「保育の計闘」や「幼稚間教育課程」 iこ位議｛寸け，その評価，改

善に努める

－食生活に必要な基本的な習慣や態度の形成

・食事を還して食べることを楽しみ，楽しみ合う気持ちを育てる
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障し！見～幼児前期（3歳未満〕｜

乳児期には，一人ひとりの子どもの状態！こ合わせたきめ細やかな授乳や離乳

食を与えることlこより，空腹を感じるリズムを確立させます。また，大人との

関わりのなかで，食の満足感を得ることができるように食べ物への興味や食べ

ることへの意欲が高まるように努めます。

幼児前期には，いろいろな食べ物に興味を持ち，スプーン，フォーク等を使

って自分から意欲的に食べようとする気持ちを育てます。

近年増加している食物アレルギーに対しては，医締，保護者，保育所（園〉

職員が密に連絡をとり，適切な対応を行います。

さらに保護者巴対する食事相談や食育情報の提供に努めます。

．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

－楽しく食事ができる雰囲気づくり

陶児後期（3歳～就学前）I
幼児後期には，運動能力やコミュニケーシヨンの基礎的な部分が完成してき

ます。

このため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ことで，空

腹を感じるリズムを育てます。また，周囲の大人や他の子どちとの温かい関わ

りを還して経験した「おいししりという気持ちが，「食べたい」という気持ち，

さらに「食べよう」とする意欲へと進んでいくだめ，子どもたちがl白身共に健

全に発育するよう家庭と連携を図り食育を進めます。

－健康と食べ物との関係についての関／~＼を高める

・食事を通じて他の人々と親しみ支え合うため，人とかかわる力の養成

・食体験を還して，自らも含めたすべてのいのちを大切にする／~＼の育成

・食事を過して，食材や調理への関／~＼を高める

－地域で箔われた食文化の体験

匝盟
望ましい食習慣や基本自由な生活習慣を確立するため，栄養教諭等の専門職と

教職員が連携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全体を

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に関する授業の実践や体験活動の取り組み

・食材・献立や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
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臣盟
生涯にわたり健康な生活を送る力を育むため，栄養致諭等の専門職と教職員

が連携して食育指導計題を実践し，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，「孤食」や「個食Jの弊害についての理解

－生活習慣病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，食糧事情，国際問題を蓄える能力の育成

匡圏
学校における食奮の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導

及び山身の健康の保持増進に関する指導については，高等学校学習指導要領に

そって，保健体育科はもとより家庭科，特別活動などにおいてもそれぞれの特

質に応じて，学校教育全体を通じて取り組みます。

φ 給食の充実

i生きた数材としての活用！

給食は多くの食材・献立を通して，季節の料理や地産地j肖，郷土料理などの

食文化や食昆の生産・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，重要な生きた教材として活用します。

－教科との連携や保育の計画に基づく給食献立計画の作成

－給食の食材を展示し見せだり，触れさせることにより，食べてみようという気

持ちを育てる。

－給食を作るときのにおい，音を身近に感じる五感を使った食の体験

・市内産，県内震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京

．ランチルームなどくつろげる食環震の工夫及び支援

－食事を過したコミュニケーション能力を身につける。

－調理器具等に触れさせることなどにより給食への関／~＼を高める

φ 食青を通じた健康状態の改善などの推進

｜小児生活習慣病予防対策等の推組

子どもを]l)Iり巻く社会環境の変化に｛半い増加している小児生活習慣癒などの

健康問題は，食習慣と密接な関係があるため，食奮を通じて健康状態の改善な

どを推進していきます。

－生活習慣痛に関する研修会などによる知識の普及

• /J＼児生活習慣病予妨対策の積極的な推進

－食に関する個別相談対応や目忠商，やせ予防対策の積極的な推進
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． 家庭・地域との連携

i家庭と連携じた食予言推組

家庭での生活リズムや食生活に苅する関／~＼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（食育だより〉による食育情報の提供と啓発

．「阜寝・早起き・朝ごはん」運動の推進

・離乳食・給食のレシピ集・朝ごはんメニュー等の配布と活用

．給食試食会などを活用した食宵への意識啓発やアドバイス

－調理講習会の開催

－保護者に苅する食事相談の充実

｜地域と連携した食育推進i
食育への取り組みは，学校・保育所・幼稚園等の中だけにとどまらず，専門

的機能を活かして，地域（公民館など〕と連携を図りながら，推進していきま

す。

・保育所，幼稚園，学校と地域合間での食育イベント開催

・食育に関する出前講座など地域（公民館・子首てサークルなど）を対象とした

食教育の充実

・未就学児童への保護者に対する「基本的生活習慣の定蓄」や「食事のマナーJ

等の啓発活動

． 食育推進体制の充実

険育指導計画の作成・推進体制整1嗣
指導計画の作成にあたっては，乳幼児期から小中高校生に至る発遼段階に応

仏それぞれの目標を掲げるととちに，家庭や地域との連携をより一層深める

ことが重要です。

また，食育の推進にあたっては，学校長・保育所長・幼稚園長を中山に，そ

れぞれの施設での提進体制を整えながら積極的に実践していきます。

・学校長・保育所長・幼稚園長を中山としだ食育を推進するだめの体制整備

・管I要職をはじめとして，食育に携わる全職員に対する研修会の実施と意識啓発
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(3) 生産者と消費者との交流や農林漁業の活性化

［現状と今後の方向性】

農林漁業は，生命の源である食を支える大切な産業です。

福岡市の農林漁業は，新鮮な食料の供給により市民の食生活を支えるとともに

農地・森林のもつ様々な機能の発揮により，豊かな自然環境とのふれあい，潤い

ある景観の形成など，皇室かな市民生活の湯を提供しており，福岡の大きな魅力を

創出しています．

食育の准進においても，市内に農林漁業が荏在することは，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衛意義なことであ

ります。

しかし，農林漁業を取り巻く環境は，従事者の減少や高齢化，生産物価洛の僅

迷など非常に厳しいものとなっております．

今後，食青の推進を図るためにも，消費者と生産省および流通隠係者の交流を

深めることにより，市民の理解と支援を得ながら環境と講和した農林j魚、主義を守り

育てるとともに， i也産地消の縫進により，市内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望があります．

［主な施策］。生産者と消費者の交流や農林漁業活性化の挺進

岡市と農漁柑の交淵

都市住民と農林漁業者との交流縫進や作業体験の実施により，農林漁業のR

婆性に対する市民の理解を深め，農漁村の活性化を図ります，

－市民の農林漁業作業体験の実施

－都市部住民と農；魚柑住民の人的交涜

凶震士山尚の推進l
地元で生産された農水産物の消費を推進することで，市民に農林漁業を身近

に感じてちらうととちに，農林水産業の生産振興を図ります．

－学校給食における市内産農水産物の利用促進

－直売所や朝市・タ市の充実支援

－市内産農水産物を使つだ料理教室の開催

・6次産業化による農林水産業の活性化

｜農称漁業者による食育推進l
ふるさとの歴史の中で膏くまれだ伝統の昧や技術を市民に伝承することによ

り，食文化の継震を図ります，

－食昂加工技術や調理方法の伝承

・生産者による野菜の栽埼指等を通した児蓑との交流
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障i原のリサイクJt,I
食昂残澄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。

－食品残j査の飼肥料としての活用

｜市民への農林漁業情報発圃

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。

・イベント，広報媒体，交流施設等を活用した情報発信

・市湯等の食品流通施設や食品リサイクル施設を活用した食育の啓発
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(4) 食文化の継君主と国際交流

［現状と今後の方向性］

臼本文化の基底である「和食」は我が国が世界に誇る食文化であり，栄養バラ

ンスのとれた健康食です。

食生活の欽米化を受けて和食の正しい伝震が薄れる傾向にある中，食卓のマナ

ーを含めt世代を超えだ伝承を家庭と学校教育のいずれからち深めることが求めら

れます。

食に関する情報や知識，伝統や文化は世代を超えて受け継がれていきます。こ

れらを守り普及していくとともに，行事食や望ましい日本食のマナーの継震を行

っていきます。

まだ，福岡市は，玄界灘や自然の山々に湾まれた新鮮な食材が，身近な場所で

購入でき，それを活かした， 1専多雑煮，がめ煮，水炊きなどの郷土料理がありま

す。また，おきゅうとや辛子明太子，博多豚骨ラーメン，ちつ鍋などの食材や特

産品ち広く知られています。

このように食は， i也I或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

域の個性ともいうべき多彩な食文化や食生活を生み出します。

これら‘福岡ならでは’の食材や郷土料理は，本市の大きな魅力の要素であり，

“おもてなし”の／~＼で，市民や来訪苦言に食を提供する宿泊施設や商店街の飲食店

等が本市の活力ともなっていますので，食育の視点から，「I也産地消Jや fヘルシ
ーメニュー」等，適切な情報を提供することが膏郊と思われます。

一方，本市は， 2000年に亘る7フジ？との苅外交流の歴史の中で，大陸から渡

来する新しい食昂の流通の窓口となり，現在でもアジアに関かれだ国際交流都市

として，留学生ち多く地域住民との交流も盛んです。とくに，韓国釜山市とは広

域経済圏の形成を目指しており，食に関しでも，これを剰に東アジアをはじめ様々

な国との国際交流を図っていきます。

［主な施策〕

φ 和食文化の継承

｜「栄養バランスのとれた健康食である和食」である日本食の継調

和食は，篠々な食材，調理方法，味わい，食器の美しさ，感りつけ，しつら

いともてなしの／~＼，地I或の伝統的な行事との結びつきなど，多彩で豊かな内容

を持つ優れた臼本の文化です。

伝統的な和食では，飯，汁，菜，香の物からなる基本形があり，その素材と

して，基本的には，お米や出し汁，根菜類をはじめとする野菜，海草や魚介類

等が用いられていました。このように池域の多様性と豊かな味覚や文化の香り

あふれる和食を継京していくことが大切です。

－地域住民と和食料理教室の開€

－家庭・給食等における和食料理の実践
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・ 郷土料理，行事食・食事作法等の伝震と‘福岡ならでは’の食材の普及

｜ボランティア活動等による地域での取り組制

校区で活動している食生活改善推進員等による，親と子の料理教室や，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。

・食生活改善推進員等のボランティアの育成及び活動の支媛

｜給食施設等の献立への導入｜

給食施設の献立C郷土料理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。

・給食施設などlこおける郷土料理，行事食等の積極的な導入

・各種イベン卜等での郷土料理，行事食等の紹介

｜正しい食事作法の伝割

保育所・幼稚園・学校等を通じて，保護者に箸の使い方，食異の置き方・

使い方など正しい食事作法について，情報を発信していきます。

・家庭・給食等における正しい食事作法の実践

｜福岡ならでは＇の； ll/l土料理や食材の苔珂

農林漁業団体等が学校や公民館等で，地域住民に苅してみそづくりなど伝

統食の技の継承を行います。

調理師等の専門家により，市民や来福者ヘ福岡の昧の提供を行います。

かつお菜，あまおう，博多ねぎ等の‘福岡ならでは・の食材を活用します。

．生産者等による伝統食の出前講座の開催

・調理師会等との連携による料理教室などの実施
・食生活改善推進員等による福岡ならでは’の食材のレシピの開発

隆史食店での F地産地消J等の食育情報提倒

商店街や宿泊施設の飲食店で提供される料理で，「地震地消」や「ヘルシー

メニュー」等の情報提供を普及します。

－「食育サポート店」登録の推進

・国際交流

協学生等との料理教室を還しだ国際交洞

韓国釜山市をはじめ，日本と外国の食文化の相互理解を図っていきます0

．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
－福岡・釜山健康づくり交流事業等での食を通じた国際交流
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(5) 安全安I山な食生活

［現状と今後の方向性］

『食』を取り巻く現状は，消費者ニーズが多様化する中，流通の広域化や複雑

イじが進む一方，表示偽装や薬物混入などの事件が頻発し，食昂の安全に対する疑

問や漠然とした不安が潟大しています。

また，マスメディア等の広告媒体を通じて栄養や健康に関する情報が氾滋して

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

ち見受けられます。

このような食を取り巻く現状に的確に対応するため，本市では，平成21年4

月に「福岡市食の安全安，11，の確保に関する基本方針」を改定し，「市民が食の安全

安，11，を得ることができる都市Jを包指して各種施策を展開しているところです。

この基本方針にも消費者（市民〕の役割として記載しておりますが，安全安，11,
な食生活をおくるためには，消費者〈市民〉自らが，食の安全に関する知識と理

解を深め，行政や食昂関連事業者に対し積極的に意見を表明し，正しい知識に基

づく衛生的な食生活を実践する必要があります。

このような市民自らの行動をサポートするだめ，最新の科学的知見に基づく答

銭的な「食に関する情報」を市民にわかりやすく提供するとともに，情報化社会

が進展する中，あふれる情報を正しく判断し，必要な情報を取姶選択できる「情

報を読み解く力」の育成を進めてまいります。

［柔な施策］

＠ 食昂の安全性の確保

i食晶の倹査や食畠取扱施設の監視指導｜

市民が安山して食品を購入しだり，食昆関連施設を利用できるように，市湯

や市内に流通する食品の抜取り検査や飲食店等の食品取扱施設の監視指導を実

施します。

－食品取扱施設の監視，自主的衛生管理の助言

．市民の視点による食品の扱取り験査

－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険査の実施
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＠ 食の安全安山に関する情報発信と情報を読み白書く力の育成

｜安全安Ji)＼な食生活の実践のため1::1
市民が食昂の安全性や食生活に関する正しい情報を手に入れることができる

よう，わわりやすくタイムリーな情報発信！こ努めます。

また，食に関する様々な情報を正しく判断し，必要な情報をJlj(鎗選択する力

の育成を目指し，体験裂の学習会や意見交換会など，双方向の交流を積極的に

進めてまいります．

・市政だよりやインターネットによる情報発信

．講習会や情報講座・体験型講座の実施

－情報誌等の発行

・市民，食昂関連事業者，行政による意見交換会（リスクコミュニケーションの

実施〉

－環境にやさしい料理法の普及

・福岡市栄養成分表示の店事業の推進

・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員等を苅象とした研

修の充実
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第4 計画の推進
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第5 計画の推進

1 計画の縫進体制

計画の挺進は市民が主役です．生きるよでの基本となる食予言については，市民一人

ひとりが食に関／品＼を持ち，積極的に実践していくべきものです．

このため，食育の推進にあたっては，市民をはじめ家庭，地域，保育所，幼稚冨，

学校，大学・専門学校，職場，関係団体，行政などがそれぞれの役割に応じて主体的

に活動し，市民運動として連第共働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

( 1 ) 市民

食琶の推進には，市民一人ひとりが，食に関する正しい知識と理解を深め，自

ら判断し，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，学童期においては，家庭での食生活は／~＼身の成長を育むとと

もに，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包らんなどを還して，食事を作る人

や生産し疋人々への感謝のl山を予言むとともに，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い，日々の生活の

中で繰り返し食奮を実践していくことが重要です．

(3）地f或

地域は，市民の生活の拠点であり，生涯を遇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総むだ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，その地域の個性愛かな食材

や郷土料理に殺しみながら，住民穏Eのふれあいと交流を通じ，食文化の総京や

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重姿で

す．

(4) 保育所・幼稚匿

保育所・幼稚園は，家庭ととち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だっ

てf食」への関／~＼を育むとともに，食べるカや食のマナーなど，食の基本を指導す

る必要があります．また，保育所においては，所長を中／~＼に，傑宵土，栄養士，調

理員等全ての職員が関わった食脊の計画のもとで，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つくような指導を行って

いく役割を担います．幼稚園においては，それぞれの冨の実情に応じ，園児や保護

者への食育の推進に努めます．
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(5) 小学校・中学校

学校における食に関する指導は，健康教育の一環とレて，望ましい食習慣を身

lこつけ実践できる力を育成することが大切です．

そのためには，学校長を中山に，栄養教諭や学校栄養職員，給食主任，担任教

諭，養護教諭，給食調理員などすべての職員が関わり，発達段階に応じた計画に

基づいた指導を行います．特に学校給食を生きた教材とレて活用し，好ましい人間

関係の形成や，集回生活を通して社会性・協調伎のj函養lこち留意した指導をrnいま

す．また，家庭や地域の連携を深めるため学校での取り組みについて情報を発信し

ていきます．

(6) 高等学校・大学・専門学校

若者期は，食生活に関する関／~＼がi昏いため，高等学校・大学・専門学校において

は，食を中山とした健康づくりの情報を積極的に発信していく10婆があります．

本市では，栄養，運動，医療などの専門学部を有する大学等も多く存在してい

るため，これら大学等と連携して，食育に関する公開講座等を通して市民への広

報啓発を図っていきます．

(7) 職場

職揚は，社員への定期的な健康診断等に基づき，食生活の改善を促したり，食

育~発活動に取り組むなど，食育の推進に努めます．

(8) 関係団体

食昂の生産・流通・製造者などの食品関連事業者や食生活改善雄進員協議会等ボ

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たり，地域の求めに応じた助言・指導をします。

(9) 行政

市民や関係団体等が食育への取り組みを主体的に准進できるよう関係者閣のネ

ットワークを構築し，食育に関する指導者の養成・情報の発信・環境の整備を積極

的に行い，総合的な計画推進を図ります．

3 計画の進行管理

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，既君子調査の継続，新規調査等により適切に謂査し，計画の進捗状況を管

理，評価します．

また，福岡市食育推進会議条例に基づき，平成 18年7月に設置した「福岡市食育

推進会議」に毎年基本施策の実施状況を報告し，意見を求め，連携して推進します．
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