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福岡市では，平成 19 年 3 月に「福岡市食育推進計画」を策定して以降，平成２３年８月

に「第２次福岡市食育推進計画」を，平成２８年５月に「第３次福岡市食育推進計画」を策

定し，本市の食育推進に総合的かつ計画的に取り組んできました。 

平成２８年５月に策定した「第３次福岡市食育推進計画」では，重点課題の１つとして，

「一人ひとりの実践と，関係団体のネットワークの充実」を掲げており，この度作成した食

育取組事例集については，食育推進の各実施主体同士が，様々な事例を共有し合うことで，

新たな取組みの検討や実施，相互の連携の推進を図るためのツールとして，ぜひご活用いた

だければと思います。 

この食育取組事例集を参考に，さらなる食育推進の連携が深まり，「食育実践の環（わ）」

が広がっていくことを期待いたします。 

 

 

 

 

 ＜基本理念＞

 家庭，地域，学校，職場などとの連携のもと，子どもから高齢者までのすべての市民が食

に関する適切な判断力を養い，心身の健康増進を図るとともに，福岡野豊かな農林水産物の

活用を通し，食の大切さへの理解を深めることにより豊かな人間性を育むことを目指します。 

 

＜基本目標と目指す姿＞ 

 ○基本目標Ⅰ：食を通じた健康づくりをすすめましょう 

  ・充実した朝食を食べている 

  ・バランスのより食事をとっている 

  ・生活習慣病の予防や改善のために，食生活に気をつけ，実践している 

  ・食塩の取り過ぎに気をつけ，実践している 

  ・よく噛んで食べている 

  ・食の安全に関する正しい知識を持ち，実践している 

 

事例集の作成にあたり 

第３次福岡市食育推進計画の概要 



○基本目標Ⅱ：ふくおかでとれる食材を日々の食事に活かしましょう 

  ・福岡産のものを積極的に利用している 

  ・農林漁業体験をしたことがある 

  ・環境に配慮した生活を送っている 

 ○基本目標Ⅲ：食を楽しみ，ふくおかの食文化を伝えましょう 

  ・家族や仲間と楽しく食事をしている 

  ・行事食や郷土料理を取り入れ，次世代に伝えている 

  ・食事の基本的マナーが身についている 

 

＜重点課題＞ 

 ○重点課題Ⅰ：ライフステージに応じた食育の推進 

 ○重点課題Ⅱ：一人ひとりの実践と，関係団体のネットワークの充実 

 

 

 

 

 各取組事例の目的をもとに，第３次福岡市食育推進計画の３つの基本目標及びその他（食

育全般や育成に関することなど）に大別したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市食育推進 

キャラクター 

いくちゃん 

事例の分類・掲載順について 



       

       

 基本目標Ⅰ：食を通じた健康づくりをすすめましょう  

１ 地域子育て支援「簡単手作りおやつの紹介」 ・・・・・・・ （えんぜる保育園・南区） 

２ 親子食育講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （精華女子短期大学） 

３ 純真食育講座 こどもの輝く未来に！！ 

「ランチにチャレンジ」「サイエンスにチャレンジ」 ・・・・・・ （純真短期大学） 

４  純真食育講座 こどもの輝く未来に！！ 

「クリスマスケーキ作り」「キャンドル＆リース作り」 ・・・・ （純真短期大学） 

５ 学生料理教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （中央区保健福祉センター健康課） 

６ 生活習慣病予防のための 

減塩推進スキルアップ事業 ・・・・・・・・・・・・ （福岡市食生活改善推進員協議会）  

７ 食生活を見直そう！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （純真短期大学） 

８ 第 4 回健康栄養教室 in 金山団地 

「はじめてみよう！野菜＆果物で健康生活」の開催報告 ・・・・ （中村学園大学） 

９ 生活習慣病予防月間イベント 健康食パーティ（健康食の試食）と運動 

・・・・ （大楠校区食生活改善推進員協議会） 

１０ 健康フェスティバル２０１６-あなたの健康をチェック- ・・・・・ （純真短期大学）  

１１ 第４１回 福岡市民の健康を歯と口から守る集い～健口プランニングエリア～ 

・・・・ （福岡市食生活改善推進員協議会） 

１２ 民間企業等と連携した食生活改善普及運動の実施    （福岡市保健福祉局健康増進課） 

 １３ 市役所食堂での健康弁当（いくちゃん弁当）の提供  （福岡市保健福祉局健康増進課） 

１４ 食品衛生月間行事 ・・・・・・・・・・・・・ （公益社団法人福岡市食品衛生協会早良支所） 

１５ 若年層と幼児の保護者を対象とした啓発資料の送付 （中央区保健福祉センター衛生課） 

１６ 大学構内における食中毒予防啓発ポスター等の掲示 （城南区保健福祉センター衛生課） 

１７ 学園祭のバザー出店者向け衛生講習会における啓発ちらしの配布 

・・・・・ （城南区保健福祉センター衛生課） 

１８ 学園祭でニッコりん（城南区キャラクター）による 

食中毒予防啓発ちらしの配布 ・・・・・・・・・・・ （城南区保健福祉センター衛生課） 

１９ 若者を対象とした食中毒予防啓発 ・・・・・・・・・・ （早良区保健福祉センター衛生課） 

目 次 



２０ 食の安全安心スクール ・・・・・・・・・・・・・・・・ （西区保健福祉センター衛生課） 

 

 基本目標Ⅱ：ふくおかでとれる食材を日々の食事に活かしましょう  

２１ 「ふくおかさん家のうまかもん」事業者認定事業 ・・ （福岡市農林水産局政策企画課） 

２２ 市内産農産物学校給食活用推進事業 ・・・・・・・ （市内産農産物学校給食活用協議会） 

２３ 親子 食と農の体験教室 ・・・・・・・・・・・・ （福岡市農畜産物消費拡大推進協議会） 

２４ 産地見学と料理教室 ・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡市農畜産物消費拡大推進協議会） 

２５ 青果市場「ベジフル感謝祭」 ・・・・・・・・・・・ （ベジフルスタジアム活性化委員会） 

２６ ベジフルクッキング ・・・・・・・・・・・・・・・・ （ベジフルスタジアム活性化委員会） 

２７ 魚料理教室（料理教室サポート事業） ・・・・・・・・・・ （福岡魚食普及推進協議会） 

２８ 魚料理教室（こどもおさかな料理教室） ・・・・・・・・・ （福岡魚食普及推進協議会） 

２９ 長浜鮮魚市場市民感謝デー ・・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡魚食普及推進協議会） 

３０ ヘルスメイトの「だご汁ちゃん」（早良みなみマルシェ） 

・・・・ （早良区食生活改善推進員協議会） 

 

 基本目標Ⅲ：食を楽しみ，ふくおかの食文化を伝えましょう  

３１ わかもの料理教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （西区食生活改善推進員協議会） 

３２ 博多区食育推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ （博多区保健福祉センター健康課） 

３３ 南区食育事業（いきいきシニア応援事業）    （南区保健福祉センター健康課・衛生課） 

 

 その他（食育全般や育成に関することなど）  

３４ 給食参観 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （あおば保育園・早良区） 

３５ お泊り保育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （たぐま幼稚園・早良区） 

 ３６ 早良区サザエさん通りみんなで食育推進事業 ・・・ （早良区保健福祉センター健康課） 

 ３７ 災害時の食に備える取り組み「サバイバルクッキング講習会」 

・・・・ （東区食生活改善推進員協議会） 

 ３８ 食育イベントの開催 ・・・・・・ （福岡市保健福祉局健康増進課・口腔保健支援センター） 

３９ 早良区衛生連合会理事研修会 食育研修会 ・・・・・・・・・・ （早良区衛生連合会） 

４０ お口の健康サポーター養成教室 ・・・・・・ （福岡市保健福祉局口腔保健支援センター） 

 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年　６月２８日（火）・９月２７日（火）
・実施場所 えんぜる保育園
・対象者，参加人数 地域に住む未就園児と保護者　７０名
・実施内容

・乳幼児期にとっての、おやつの重要性について説明。
・簡単おやつの紹介と試食。
　（暑い季節だったので食べやすく、栄養も摂れるおやつを中心に紹介）
・レシピの配布。

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） えんぜる保育園（南区）
（連絡先） ℡  092-512-6483  ／   fax                 －

E-mail －

　年間を通して、未就園児だけでなく地域民生委員の方々にもえんぜる保育園の給食につ
いて知っていただく機会を設けており、これからも地域との連携をとりながら行っていき
ます。
　
　園のホームページでも情報の発信を行っていますので是非見ていただきたいと思いま
す。

　簡単に作れるものを中心にしたので、保護者からも「作ってみます」との声を多く聞け
た。
　食物アレルギーのためにおやつの制限が多い保護者にとっては、卵や乳製品を使用しな
いで作れるクッキーはとても関心が高かった。

　乳児期の食事は大切だが、保育園などに通っていない保護者にとって、学ぶ機会は少な
いと感じる。保育園の給食を知ることで少しでも家庭の食事の参考になるよう。
　また、食に関する悩みが解決できるように年間を通して取り組んでいきたい。

えんぜる保育園

連携機関 -

取
組
の
内
容

　地域の未就園児保護者に、乳幼児期の食の大切さを伝え，簡単なレシピの紹介と
試食を行う。

※えんぜる保育園では毎月２回、地域子育て支援『楽しい広場』を行っ
ており，その中で、年に２回程度食についての内容で取り組みを行って
います。

1
地域子育て支援
「簡単手作りおやつの紹介」



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年8月9日（火）10:00～14:00
・実施場所 精華女子短期大学　101実習室
・対象者，参加人数 親子9組22名 年齢層：5歳1名、6歳4名、7歳3名、9歳1名

10歳4名、11歳1名、30～40代8名
・実施内容

　　　　　

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） 精華女子短期大学　食物栄養専攻
（連絡先） ℡　092‐591-6331 ／  fax　092‐592-3591            

E-mail han@seika.ac.jp

精華女子短期大学　食物栄養専攻　親子食育講座では、お弁当作りを通して、栄養・食
事バランスなど、食生活の改善、食育の推進に取り組んでいます。精華女子短期大学の
ホームページより申し込みが出来ますので、ぜひご参加下さい。

　アンケート結果より：「親子でお弁当作りをするという体験が出来て、とても良かっ
た。これを機会にさらに食に興味を持ちたい。」食育啓発、食育の実践の良い機会と
なった。

　この講座を通して食と健康に興味を持ち、よりよい食生活を過ごしていただけること
を願います。今後も、このようなきっかけを提供できればと思っています。

精華女子短期大学
（食物栄養専攻）

連携機関 公益社団法人日本フードスペシャリスト協会

取
組
の
内
容

　広く市民に食育を啓発し、食育の実践を推進する。お弁当作りを通して食事バ
ランス・食の大切さを理解していただく。

　平成28年8月9日(火)10：00より、本学にて公益社団法人日本
フードスペシャリスト協会後援のもと親子食育講座を開催しました。
　当日は、子どもの食事に関心を持つ9組22名の親子にご参加いただ
きました。
　教員が、野菜クイズ、野菜を使用したお弁当作りのポイント等を概
説しデモンストレーション後、実際に親子で調理実習、試食を行いま
した。
　お弁当作りを通して食事バランス、食の大切さを理解してもらうこ
とを目的と致しました。

2 親子食育講座

mailto:han@seika.ac.jp


実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年 8月 20日（土）10：00～13：00
・実施場所 純真短期大学　短大棟
・対象者，参加人数 小学1年～6年生　　52名
・実施内容 短大生による食育講座「夏野菜について」

「ランチにチャレンジ」（調理実習室）
　チキンドリア、マセドアンサラダ、ジュリエンヌスープ、デザート
「サイエンスにチャレンジ」（理化学実験室）
　紫キャベツの七変化

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 純真短期大学　食物栄養学科
（連絡先） ℡ 092-541-1513  ／fax 092-552-2707                

E-mail　kouza@junshin-c.ac.jp

 「純真食育講座　こどもの輝く未来に！！」をテーマに小学生を対象とした講座を開催
しています。この講座は、短期大学の本格的な実習・実験施設と身近にある材料を使っ
て行う食育講座であり、栄養士養成校で学ぶ学生と地域の小学生との食を通じた交流は
大変貴重な経験となります。今後も魅力的で有意義な講座の開催に努めたいと思ってい
ます。皆様のお申し込みをお待ちしています。

純真短期大学
（食物栄養学科）

連携機関 （公社）日本フードスペシャリスト協会

取
組
の
内
容

　児童の健全な心身の発達と食への意識、関心を高めるとともに栄養士養成施設
として、地域住民の健康づくりに寄与する。

　今回の講座「ランチにチャレンジ」「サイエンスにチャレンジ」を通し、参加者の食
への関心、意識の向上を図ることができたと考える。実施前後のアンケートからも参加
者の満足度がうかがえた。他校の小学生や短大生との食を通じた交流がいかに重要であ
るかを再認識した。短大生にとっては小学生との関わりが達成感に大きく影響を与えて
おり、栄養士の仕事に生かすことのできる学びある実習、実験となった。

　今後も定期的に食育講座を開催していく予定である。栄養士養成施設で学ぶ学生が近
隣地域の小学生と食を通じた交流を行うことで、教育・研究活動の成果を広く社会に還
元していきたい。

3
純真食育講座　こどもの輝く未来に！！
「ランチにチャレンジ」「サイエンスに
チャレンジ」



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年 12月 23日（金）10：00～13：00
・実施場所 純真短期大学　短大棟
・対象者，参加人数 小学1年～6年生　　62名
・実施内容 短大生による食育講座「クリスマスの行事と食べ物について」

「クリスマスケーキ作り」（調理実習室）
「キャンドル＆リース作り」（理化学実験室）

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所 　属） 純真短期大学　食物栄養学科
（連絡先） ℡ 092-541-1513  ／fax 092-552-2707                

E-mail　kouza@junshin-c.ac.jp

 「純真食育講座　こどもの輝く未来に！！」をテーマに小学生を対象とした講座を開催
しています。この講座は、短期大学の本格的な実習・実験施設と身近にある材料を使っ
て行う食育講座であり、栄養士養成校で学ぶ学生と地域の小学生との食を通じた交流は
大変貴重な経験となります。今後も魅力的で有意義な講座の開催に努めたいと思ってい
ます。皆様のお申し込みをお待ちしています。

純真短期大学
（食物栄養学科）

連携機関 (一社）全国栄養士養成施設協会

取
組
の
内
容

　児童の健全な心身の発達と食への意識、関心を高めるとともに栄養士養成施設
として、地域住民の健康づくりに寄与する。

　今回の講座「クリスマスケーキ作り」「キャンドル＆リース作り」を通し、参加者の
食への関心、意識の向上を図ることができたと考える。実施前後のアンケートからも参
加者の満足度がうかがえた。他校の小学生や短大生との食を通じた交流がいかに重要で
あるかを再認識した。短大生にとっては小学生との関わりが達成感に大きく影響を与え
ており、今後の栄養士の仕事に生かすことのできる学びある実習、実験となった。

　今後も定期的に食育講座を開催していく予定である。栄養士養成施設で学ぶ学生が近
隣地域の小学生と食を通じた交流を行うことで、教育・研究活動の成果を広く社会に還
元していきたい。

4
純真食育講座　こどもの輝く未来に！！
「クリスマスケーキ作り」「キャンドル
＆リース作り」



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１０月１８日（火），１１月１６日（水）
・実施場所 あいれふ７階栄養学習室
・対象者，参加人数 中央区の短期大学，専門学校生

　１０月１８日（火）２２人，１１月１６日（水）２０人
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
中央区健康課
　　

中央区食生活改善推進員協議会

記入者 （所　 属） 中央区保健福祉センター健康課
（連絡先） ℡  092-761-7340  ／fax   092-734-1690               

E-mail kenko.CWO@city.fukuoka.lg.jp

　区民のみなさんが生涯を健やかにすごすために，栄養，食生活の改善，食育の推進に
取り組んでいます。

 「私達の健康は私達の手で」を合い言葉に「ヘルスメイト」の愛称で食生活改善のボラ
ンティア活動を行っています。

福　岡　市
（中央区健康課）

連携機関 中央区食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

若者に食育を啓発し，食育の実践を推進する。

　若者への食育の啓発を行う機会をとらえるのは難しいが，今後も関係団体と連携して
若者への食育推進を行っていきたい。

　参加した学生のうち，望ましい１日の野菜の摂取量について350ｇと正解した学生は
30％，また自身が１日に食べていると思う野菜の量は，平均175ｇ（0～500ｇ）で
あった。教室後，「１日に摂る野菜の量が分かった」「少しでも野菜を取り入れようと
思う」「朝ごはんの必要性がわかった」などの声が参加した学生から聞かれ，野菜に直
接触れ調理を行うことで自身の食生活に関心を持ち望ましく修正する良い機会となっ
た。

 「野菜をしっかり食べよう」，「朝ごはんを食べよう」をテーマに講
話と調理実習を中央区食生活改善推進員協議会と協働で実施

5 学生料理教室



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１０月～２９年２月

・実施場所 各区保健福祉センター　など

・対象者，参加人数 若者・働き世代（高校生，大学生など）　　 ２４８名/９回
壮年・高齢者世代（地域住民） ２０１名/７回

・実施内容 生活習慣病予防のための講話
みそ汁の塩分測定
ロコモ予防の体操
バランス食の調理実習 など

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市食生活改善推進員協議会
　　

記入者 （所　 属） 福岡市食生活改善推進員協議会
（連絡先） ℡   （092）711-4374      ／fax （092）733-5535

E-mail －

「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に，地域活動を通して，食生活の改善・運動
の普及推進などを図っています。生活習慣病予防のほか，郷土料理や男性のための料理
教室，親と子の料理教室など様々なテーマで公民館等で料理教室も行っています。是非
ご参加ください。

福岡市食生活改善推進員協議会

連携機関 （一財）日本食生活協会

取
組
の
内
容

若者・働き世代，壮年・高齢者世代を対象に，「バランスのよい食事」「適正体
重の維持」「減塩」など生活習慣病予防に関する知識を，講話や調理実習を通じ
て普及する。

・塩分濃度の測定に興味を示す参加者が多かった。カップ麺の汁の塩分を実際に測定し
てみて，塩分濃度の高さに驚いた学生からは，「今後は汁を残す」「カップ麺を食べる
のを控える」といった声が聞かれ，自分の食生活を振り返るよい機会になったと思う。

・若者・働き世代の対象者を集めるのに苦労したが，地域の高校や他の活動を通じて知
り合った専門学校などの協力を得て開催することができた。今後も若い世代への取組み
を充実していきたい。

生活習慣病予防のための
　減塩推進スキルアップ事業

6

その他，家庭訪問をしてみそ汁の塩分濃度を測定し，減塩のアドバイ
スを実施。（訪問数　３６２８軒）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期
・実施場所
・対象者，参加人数
・実施内容

食育ポスター
展示コーナー どこの県の食文化でしょうか？（クイズ）

離乳食の紹介（ベビーフード・フードモデル）

手作りお弁当の紹介（パネル）
体験コーナー パソコンを使った食生活チェック

あなたは大丈夫？味覚チェックコーナー
試食コーナー
（本物の味体験）

その他

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
純真短期大学　食物栄養学科
　　

記入者 （所　 属） 純真短期大学  食物栄養学科
（連絡先） ℡  092-541-1513  ／fax  092-552-2707                 

E-mail  matsufuji.y@junshin-c.ac.jp

　社会に貢献できる栄養士を養成する学科です。学生が学んだことを地域にPRし、純真
短期大学をより身近に感じてもらえる食企画を行っています。毎年、学園祭では、皆様
が楽しめるようなイベントをご用意しております。ぜひ、ご参加ください。

　今年度は、学生の学びを紹介することが出来た。次年度は、今年度を踏まえより一層
来訪者に喜んでもらえる内容を提案したい。また、望ましい食生活の実践ができる内容
とする。

　学園祭時の企画のため大学生をはじめ一般来訪者まで幅広い年齢の方の参加があり、
来訪者数は2日間で128名であった。参加者は熱心に掲示物を見た後、食生活チェックを
実施し、食生活の振り返りを行うなど、今後の食生活を考える良い機会となったよう
だ。試食コーナーでは、日本の伝統的な食に触れ改めて食事の大切さを痛感されている
様子であった。また、災害食については、地震や災害の影響もあり、特に関心が高かっ
たようだ。学生は、受付や説明などを行い学びの確認の場となった。

7 食生活を見直そう！
純真短期大学

連携機関 純真学園大学

取
組
の
内
容

　社会に貢献できる栄養士養成施設として、学生の学びをパネル展示や栄養指導
などを通じて地域に紹介し、食に対する認識を深め望ましい食生活が実践できる
こと。

平成28年10月22日（土）～23日（日）　１０：３０～１５：００
福岡市南区筑紫丘１－１－１　純真短期大学　短大棟１F
22日（51名）・23日（77名）

「夢つくし」新米
天然だしと手作り味噌のお味噌汁

協賛：JA全農ふくれん
福岡県産米「元気つくし」パックごはん配布
もしものための災害食



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年9月2日（金）
・実施場所 金山団地集会所
・対象者，参加人数 金山団地および近隣にお住まいの方、約40名
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
中村学園大学
　　

記入者 （所　 属） 中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科
（連絡先） ℡  092-851-2531 ／  fax 092-841-7762                 

E-mail  yasutake@nakamura-u.ac.jp

　本学では、「地域における課題解決に貢献すること」を目的として、地域（社会・産
業・行政）との交流の活性化や情報交換を通じて組織的な連携強化を図っています。紹
介した食育活動では、学生ボランティア活動を実施することで地域・学生間の双方向で
のより良いコミュニケーションが図られ、対象者のニーズに沿った課題解決に向けての
取り組みは、地域住民の方々から高い評価を得ています。

中村学園大学
（栄養科学部栄養科学科　安武ゼミ）

連携機関 UR都市機構、金山団地町内会

取
組
の
内
容

栄養に関する情報提供をベースとした地域住民の健康づくり

　平成26年度より中村学園大学の安武ゼミは、UR都市機構および金
山団地町内会と連携して、地域住民を対象とした健康づくり活動を実
施しています。平成28年度は、当ゼミの学部4年生が主体となって、
第4回目の健康栄養教室を企画・実施しました。
　事前のニーズ調査結果をもとに、健康栄養教室のテーマを 「はじめ
てみよう！野菜＆果物で健康生活」と設定し、「福岡県産の野菜・果
物」、「野菜・果物の保存方法」、「野菜・果物を用いた時短調理方
法」の情報提供、調理実演および試食という内容で実施しました。
　情報提供は、クイズを取り入れた参加型の内容とし、調理実演では
「牛肉とほうれん草のレンジカレー」「レンジで丸ごとトマトスー
プ」を「電子レンジで作れる時短調理方法」で実演し、「キウイの寒
天ゼリー」を加え、参加者の方に試食として提供しました。

　事後アンケートによると、参加してくださった方々の反応は大変好評であり、「とて
も分かりやすく参考になった」、「野菜の保存方法の話が役立った」、「レンジカレー
が簡単にできるので今度作ろうと思った」など、主体的に取り組んだゼミ学生に対し
て、多くのあたたかい感想をいただきました。
　さらに、学生自身が教室の企画・実施を行い、地域住民の方とコミュニケーションを
深められたことは、非常に大きな学びとなりました。

　平成29年度も、第5回目の健康栄養教室を実施する予定です。地域住民の方の二ーズ
にあった内容を企画・実践し、健康づくりの一助となるような活動ができるよう努力い
たします。

8
第4回健康栄養教室 in 金山団地 「はじめてみよ
う！野菜＆果物で健康生活」の開催報告



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年２月１８日（土）運動10：00～11：00　パーティー11：10～13：00

・実施場所 大楠公民館
・対象者，参加人数 大楠校区地域住民　約６０人
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
大楠校区食生活改善推進員協議会

記入者 （所　 属） 大楠校区食生活改善推進員協議会
（連絡先） ℡ ０９２－５２１－４８２３  ／fax ０９２－５２１－４８２３                

E-mail －

大楠校区食生活改善
推進員協議会

連携機関 衛生連合会・公民館
９

生活習慣病予防月間イベント
健康食パーティー（健康食の試食）と運動

　地域の皆さんが日頃から食生活に気をつけて、健やかにすごすことができるように、いろ
いろな料理教室を皆さんと一緒に行っています。公民館だよりに掲載し、案内のチラシを配
布しています。ぜひご参加下さい。

　パーティーと運動をドッキングさせているため、運動のみの参加者で食育に興味・関
心がない人もパーティーに参加して、よい啓発の機会となっている。

　校区で行う健康食パーティーは８回目となり、地域にはなじみの事
業となっており、毎回、運動とドッキングさせた内容にして食と運動
の大切さを学んでもらっています。
　今回の運動は、家庭でも簡単にできるロコモ予防の体操でした。
　健康食パーティーは、管理栄養士の講話を聞き食事バランスガイド
を活用し、バランスのとれた食事と減塩の大切さを学んでもらってい
ます。
　自分の食事の量を計算し主食、主菜、副菜、デザートの中から５品
の料理を選び、食事をすることにより我が家の食事と比較し改善する
いい機会となっています。
　又、日頃の食生活の参考になるよう一日の食事（朝、昼、夕）の
フードモデルを展示し、レシピ集等を参加者に配布しています。

取
組
の
内
容

食生活改善を図り地域住民の健康増進、食事の啓発と実践活動

　何度か参加することで、塩分控えめに慣れてきて、自分から食材などに興味を持ち調
味料などに関心を持つようになった。

　食生活改善推進員の会員を募集中であるがなかなか思うようにはいかない。今後は、
「南区食進会」で勉強してきたことをもっと多くの人に伝達講習をしながら地域住民と
のかかわりを密にし、食進会の活動を理解していただき会員増につなげたい。



実施主体

●目　的

●活動内容

◆実施日：平成28年10月16日（日）10：00～15：00
◆実施場所：西鉄大橋駅西口広場
◆対象者および参加人数：市民の皆様　約250名程度の来場がありました。

◆実施内容
　①食生活チェック（学生による栄養指導） 　　②パネル展示
　　食物栄養学科学生（2年生）が簡単な食生活診断 　　　授業の中で学生が作成した栄養指導

ソフトを用いて聞き取り,１日の食事バランスに 　　　媒体を展示して食に興味を持ってもらう

ついてアドバイスをしました。 　　　良い機会となりました。

　③本物の味体験コーナー
・福岡県産米「夢つくし」、手作り味噌と天然

　だしを使った「豚汁」の試食提供を行いました。

　来場者には大変好評で、本物の味を体験して

　素材の良さを改めて実感されていました。

・JA全農ふくれんの協力を頂きまして福岡県産米

　「元気つくし」パックごはんの配布を行いました。

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
純真短期大学食物栄養学科

記入者 （所　 属）　 純真短期大学食物栄養学科
（連絡先） ℡　092-541-1513  ／fax　092-552-2707

E-mail  －

　食物栄養学科では、幅広いカリキュラムを設置し、栄養士としての専門知識・技術を学
ぶとともに、これらを現場で実践できる「即戦力」を身につけ、それぞれのライフステー
ジにあった「食」を推進していける栄養士の育成を目指しています。
　地域社会との係わりを深めるために公開講座を実施しています。

純真短期大学

連携機関 純真学園大学

取
組
の
内
容

市民の方々に広く健康管理の大切さを呼びかける。

10
健康フェスティバル2016
-あなたの健康をチェック-

　駅広場で人の行き来があり、多くの来場者の参加がありました。純真学園大学と一緒に
今回のイベントを行いましが、食生活だけではなく、健康面の確認ができ、来場者は大変
満足されていたようでした。良い食育啓発活動の場となりました。

　来場者の方々とお話しをする中で、食生活や健康に気をつかっている方が多数おられた
ので今後も栄養相談のブースを設けて指導を行っていきたい。
　また、「本物の味体験コーナー」で塩分の体験を取り入れていきたい。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年６月５日
・実施場所 福岡県歯科医師会館
・対象者，参加人数 福岡市民　約780名(うち380名が食育コーナーに参加)
・実施内容

古代米入りおにぎりの咀嚼回数測定
古代米入りおにぎり(15g程度)を何回噛んで飲み込むかを計測。

野菜の計量

野菜を上手に取る方法などをアドバイスする。

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市食生活改善推進員協議会
　　

記入者 （所 　属） 福岡市食生活改善推進員協議会
（連絡先） ℡　（092）711-4374　／fax　（092）733-5535

E-mail －

「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に，約１１００名の会員が各区，各校区で市
民の皆さんの食を通じた健康づくりのお手伝いをしています。会員になるには，各区保
健福祉センター等で実施される「食生活改善推進員養成教室」の受講が必要です。興味
のある方は，お近くの推進員（ヘルスメイト）か各区保健福祉センター健康課におたず
ね下さい。

様々な種類と大きさの野菜の中から３５０ｇ（大人一人あたりの一日
の摂取目標量）になるように野菜を選び，重さを計測。

よく噛むための調理の工夫をアドバイスしたり，よく噛むためのレシ
ピを紹介する。

取
組
の
内
容

「よく噛むこと」や「野菜の計量」を実際に体験してもらうことで，食育を通じ
た歯と口の健康づくりをすすめる。

・子どもから高齢者まで，幅ひろい年齢層の方に参加していただき，参考になったとの
声も多く聞かれた。
・野菜の計量は，ゲーム感覚で取り組めるので参加者の皆さんも楽しそうである。
・緑黄色野菜と淡色野菜の違いのアドバイスなどもできてよかった。

・「福岡市民の健康を歯と口から守る集い」は，歯科医師会をはじめ，歯科衛生士会，
栄養士会など様々な関係団体が一緒に行うイベントであり，私たち自身の学びにもつな
がっている。今後も積極的に関わっていきたい。
・このコーナーの経験を活かして，各区や各校区でも同じような取組みを広げていきた
い。

11
第41回 福岡市民の健康を歯と口から守る集い
（健口プランニングエリア　食育コーナー）

福岡市食生活改善推進員協議会

連携機関 福岡市歯科医師会

　毎年６月４日～６月１０日の「歯と口の健康週間」にあわせて開催される「福岡市民
の健康を歯と口から守る集い」において，「ヘルスメイトの食育コーナー」を担当して
いる。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年９月１日～３０日
・実施場所 市内の小売店，飲食店
・対象者，参加人数 依頼先　計171店

・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市役所健康増進課
　　

記入者 （所　 属） 福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課
（連絡先） ℡　092-711-4434　／fax　092-733-5535                 

E-mail　kenko.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

福　岡　市
（保健福祉局健康増進課）

連携機関 民間企業（小売店，飲食店）等

取
組
の
内
容

 「食事をおいしく，バランスよく」を基本テーマに，多様な食品から栄養素をバ
ランスよくとることに加え，野菜摂取量の増加や食塩摂取量の減少につながるよ
う，民間企業等と連携の上，食生活改善に関する普及啓発を図る。

下記の啓発ツールを配布し，店内への掲示や商品への貼付などを依頼
し，食生活改善普及運動の効果的な展開を図るもの。

※包括連携協定締結先企業，福岡市「健康・食育サポート店」，福岡市役所
内喫茶店，その他（百貨店，スーパー，ＪＡ，商店街）

　本課及び各区保健福祉センター健康課では，市民のみなさんが
生涯を健やかにすごすために，栄養，食生活の改善，食育の推進
に取り組んでいます。「食育で 明るい未来 元気な福岡」を
キャッチフレーズに，福岡市の食育を進めてまいります。

12
民間企業等と連携した
   食生活改善普及運動の実施

　百貨店の惣菜コーナー，レジカウンター，サービスコーナーやコンビニのサラダコー
ナーなど，多数の小売店や飲食店に掲示の協力をいただいたことで，食品を実際に購入
する場または飲食する場において，より直接的かつ効果的な普及啓発を図ることができ
た。

　今後も民間企業や関係団体等と継続的な連携及び連携の充実が図られるよう，食育推
進のネットワークの中心的役割として，積極的な情報収集や情報発信等に努める。

（ＰＯＰ掲示） 

福岡市食育推進

キャラクター 

「いくちゃん」 

（コンビニ・百貨店でのＰＲ） 



実施主体

●目　的

●活動内容 　
・実施時期 毎月１９日（食育の日）
・実施場所 市役所１５階食堂
・対象者，参加人数 市民及び職員

（提供数：毎月１００食限定）

・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市役所健康増進課
　　

記入者 （所　 属） 福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課
（連絡先） ℡　092-711-4434　／fax　092-733-5535                 

E-mail　kenko.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

13
市役所食堂での
　健康弁当（いくちゃん弁当）の提供

福　岡　市
（保健福祉局健康増進課）

連携機関 市役所１５階食堂

取
組
の
内
容

　毎月１９日の「食育の日」を普及啓発するとともに，市民及び職員の健康的な
食生活を支援するため，野菜たっぷりのバランス食弁当「いくちゃん弁当」のメ
ニューの監修・提供を行っている。

　毎月継続して取り組んできたことで，市役所職員には「食育の日」及び「いくちゃん
弁当」とも広く認知されるようになっており，弁当については，毎月ほぼ完売するなど
好評を得ている。
　アンケートでも，「野菜が多くてよい」「旬の物が食べられてよかった」等の意見が
聞かれ，健康的な食生活の支援のみならず，食を楽しむ機会を提供できている。

　市民及び職員の健康のための食環境づくりの１つとして，引き続き健康かつ魅力的な
メニュー作りに努めていく。

　いくちゃん弁当１食で，１日に必要な野菜量（350g）の
１/２以上の量が摂れます。噛みごたえがあるので，見た目よ
り満腹感を得ることができます。
　皆さんもぜひ一度ご賞味ください。

　市役所１５階食堂と共同で，野菜たっぷりの健康弁当「いくちゃん
弁当」について，メニュー案，啓発チラシ等を作成するとともに，
「食育の日」を紹介する庁内放送を実施し，広く周知を図っている。

福岡市食育推進

キャラクター 

「いくちゃん」 

（提供例） なすとカボ

チャのミート

ソース 

竹の子と 

ワカメの酢の物 

白菜の昆布和え 

菜の花ご飯 
サバの 

ネギ味噌焼き 

花野菜サラダ 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年８月４日（木）
・実施場所 早良保健所２階　栄養指導室
・対象者，参加人数 市政だよりで募集し，抽選で決定した市内在住の親子１０組２４名
・実施内容 そば打ち教室

　　食中毒の話
　　手洗の実習
　　そばの話
　　そば打ち
　　試食
　　食中毒予防のリーフレット配布
　　正しい手洗いの順序のちらし及び下敷きの配布
　　アンケート実施

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
公益社団法人福岡市食品衛生協会早良支所
　　

記入者 （所　 属） 公益社団法人福岡市食品衛生協会早良支所
（連絡先） ℡ 092-851-6609  ／fax  092-822-5733             

E-mail －

　食品による危害防止と食品衛生の向上を図るため，食品衛生指導員による巡回指導や
食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
　万一の食中毒事故に対応する営業賠償共済の取扱い，食品衛生検査などの斡旋も行っ
ています。

福岡市食品衛生協会早良支所

連携機関 早良区衛生課

取
組
の
内
容

　食中毒が多発する８月を厚生労働省が毎年「食品衛生月間」と定め食品衛生思
想の普及・啓発をよりいっそう推進する呼びかけをしている期間に合わせ，市民
を対象に料理教室等を通じて食中毒を防ぎ暑い夏を元気に乗り切る知識や工夫を
身につけてもらう。

　小学生を中心とした子どもと親の参加であるが，手洗いでの洗い残しをチェックした
後，熱心に洗い直しを行ったり，そば粉の取扱いや包丁使いなども含めて，そばができ
るまでの行程を楽しく学んで過ごしてもらえた。

　応募が７５組もあったにもかかわらず，会場に入れる人数と所要時間の都合で１０組
しか参加してもらえないことが残念。

14 食品衛生月間行事



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期
・実施場所 福岡市中央区内

・対象者，参加人数

・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属）　　　 中央区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡  092-761-7356　／　fax　092-761-8280                 

E-mail 　eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp

　若年層と抵抗力が弱い子供が，肉の生食を原因とするカンピロバクターや腸管出血性
大腸菌等の食中毒にならないように啓発する良い機会となった。

　来年度も同様に実施予定

福　岡　市
（中央区衛生課）

連携機関 -

取
組
の
内
容

　若年層と幼児の保護者を対象とした，肉の生食による食中毒予防について啓発
する

小冊子「STOP！肉の生食」計5830部を送付
バザー開催時等の食品衛生講習会の案内

15
若年層と幼児の保護者を対象とした啓発
資料の送付

専門学校（２５校）の新入生，幼稚園（１６園）および保育園（20園）の新入園児の保護者

平成29年３月１０日



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 中村学園大学：平成２８年６月，福岡大学：平成２８年６月
・実施場所 中村学園大学及び福岡大学
・対象者，参加人数 両大学の学生
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） 城南区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡092-831-4219  ／fax 092-822-5844                

E-mail　miyashiro.m01@city.fukuoka.lg.jp

【福岡大学】
・大学構内に啓発ポスターを掲示
【中村学園大学】
・大学構内及び学生食堂にて啓発ポスター等を掲示

福　岡　市
（城南区衛生課）

連携機関 -

取
組
の
内
容

大学生に対するカンピロバクター食中毒予防の啓発

多くの学生が目にする機会を設けることで，鶏肉の生食の危険性の認知度が上がる。

学生の入れ替わりを考慮して継続的に大学へ依頼する必要がある。

16
大学構内における食中毒予防啓発ポス
ター等の掲示

食堂内のディスプレ

イに掲載 構内にポスター掲示 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 中村学園大学：平成28年10月11日(火)，福岡大学：平成28年9月29日(木)

・実施場所 中村学園大学及び福岡大学
・対象者，参加人数 両大学の学生，中村学園大学：368人，福岡大学：130人
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） 城南区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡092-831-4219  ／fax 092-822-5844                

E-mail　miyashiro.m01@city.fukuoka.lg.jp

福　岡　市
（城南区衛生課）

連携機関 -

取
組
の
内
容

大学生に対するカンピロバクター食中毒予防の啓発

多数の学生に対して短時間で鶏肉の生食の危険性について啓発ができた。

来年度についても今年度と同様に実施する予定。

学園祭のバザー衛生講習会にて，城南区でカンピロバクター食中毒の
患者の多数を占める大学生に対し，鶏肉の生食の危険性に関する啓発
ちらしを配布した。

17
学園祭のバザー出店者向け衛生講習会に
おける啓発ちらしの配布



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１１月４日（金）
・実施場所 福岡大学構内
・対象者，参加人数 福岡大学の学生・420人（啓発グッズ配布人数）
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） 城南区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡092-831-4219  ／fax 092-822-5844                

E-mail　miyashiro.m01@city.fukuoka.lg.jp

　学生に直接訴えかけることができたので，啓発効果は高かったと考えられた。また，
着ぐるみキャラクター（ニッコりん）による集客を行うとともに，学生の携帯を用いて
記念撮影をすることにより，学生側の記憶にも残るものとなった。

　実施日の検討や他大学での実施を検討する。

福　岡　市
（城南区衛生課）

連携機関 -

取
組
の
内
容

大学生に対するカンピロバクター食中毒予防の啓発

18
学園祭でニッコりん（城南区キャラク
ター）による食中毒予防啓発ちらしの配布

福岡大学学園祭（七隈祭）開催中に，カンピロバクター食中毒を予防
する啓発ちらしを配布。また，ニッコりん（着ぐるみ）との記念撮影
も実施。

啓発用で配布した 

ミニタオル 
啓発用ちらし 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年4月～10月
・実施場所 早良区内大学・専門学校
・対象者，参加人数 早良区内の7つの大学・専門学校の学生

約2600名
・実施内容 カンピロバクター食中毒対策として，

安易に鶏刺しや鶏たたきなど生や加熱
不足の鶏肉のメニューを選ばないこと，
飲食店で鶏肉料理を食べるときは，
中心部までしっかり加熱したメニューを
選ぶこと等を各学校の協力を得て下記
の方法で啓発した。
　①講習会を実施
　②チラシをホームルームで配布し，
　　 内容を説明
　③学生にメール配信
　④学内にポスター掲示 ポスター，チラシ
※啓発方法は学校により異なる。複数実施あり。

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
早良区保健福祉センター衛生課
　　

記入者 （所 　属） 早良区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡ 092-851-6609／fax 092-822-5733

E-mail eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp

　若者に限らず，市民のみなさんに対して食中毒予防の啓発として，Facebook「早良区
情報玉手箱」への記事掲載や地下鉄駅でのポスター掲示を行っています。
　また，日頃の手洗い方法を確認していただき，清潔な手で調理や食事をしていただく
ことを目的として『手の洗い残しゼロチャレンジ』を実施しています。手洗いチェッ
カー（判定機）で手洗いのクセや弱点を確認し，洗い残しゼロの清潔な手を目指してみ
ませんか？無料で手洗いチェッカーを貸し出しておりますので，お気軽にお問合せくだ
さい。

　ポスター掲示だけでなく，ホームルームでの説明やメール配信等を行ったことで，学
生に直接呼びかけることができ，効果的な啓発ができたのではないかと考える。

　学生に直接啓発する方法を進めていく。また，実施方法について検討し，さらに効果
的な啓発を行っていきたい。

福　岡　市
（早良区衛生課）

連携機関 -

取
組
の
内
容

若者世代に多発している鶏肉生食による食中毒の未然防止

19 若者を対象とした食中毒予防啓発



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年8月～11月　全4回
・実施場所 福岡市立　福岡女子高等学校等
・対象者，参加人数 食物調理科1年生　40名
・実施内容

　・食中毒事例検討（グループワーク）

　・事業者との意見交換（グループワーク）

第3回　（10月12日）

　・福岡市食肉市場，食肉衛生検査所見学

　・職員との意見交換（グループワーク）

第4回　（11月2日）

　・「食の安全安心新聞」制作

※　情報発信；「食の安全安心新聞」の掲示

　　

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所　 属） 西区保健福祉センター衛生課
（連絡先） ℡  092-895-7095  ／fax　092-891-9894                

E-mail  eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp

　施設見学や手洗い実習，グループワークを通し，食品衛生の知識や重要性を学ぶこと

で，スクール実施前後において，食の安全に関する取組みを実践している生徒の割合
※

が
上昇した。（45％→97.4％）
　※第3次食育計画（「安全安心な食生活を送るための項目」）の全項目を「いつも」
「時々している」生徒の割合

・高校生は食への不安や関心がまだ低い世代であると思われるため，食の安全に関心を
持つきっかけや自分で情報を読み解き，考え，自分の意見を人に伝えられるようになる
効果的なプログラムを検討したい。
・啓発の対象を福岡女子高以外にも広げていきたい。

福　岡　市
（西区衛生課）

連携機関 福岡女子高等学校,イオン九州(株)

取
組
の
内
容

　高校生が食の安全について関心を持ち，知識を身に付けることで，食の安全に
ついて正しい判断ができる消費者の育成を図る。

第1回　（8月31日）
　・食品衛生基礎講座+手洗い実習

第2回　（9月14日）
　・イオン福岡伊都店売り場・バックヤード見学

20 食の安全安心スクール

「食の安全安心新聞」の掲示 

手洗い実習 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 －
・実施場所 －
・対象者，参加人数 市内飲食店等の事業者
・実施内容

　ふくおかさん家のうまかもんのロゴマーク

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所 　属） 福岡市農林水産局総務部政策企画課
（連絡先） ℡  092-711-4841 ／fax  092-733-5583                 

E-mail　seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　市内産農林水産物を提供している「ふくおかさん家のうまかもん認定事業者」の情報
を専用ホームページで紹介していますので，ぜひご覧ください。

認定事業者数：１５９店（平成29年２月末現在）

　引き続き，認定事業者の募集・登録を進めるとともに，今後，認定事業者に対する意
識調査を実施することでより効果的な認定事業のＰＲ方法や，認定事業者の拡充のあり
方等について検討を行う。

福　岡　市
（農林水産局政策企画課）

連携機関 経済観光文化局，保健福祉局，教育委員会

取
組
の
内
容

　ふくおかさん家のうまかもん（＝市内の農林水産物及びその加工食品等）を優
先的に提供または販売する事業者を広く募集し登録を行い，広報誌やＨPで紹介す
ることで，その事業者の支援及び地産地消の気運を醸成し，市内産農林水産物の
生産・消費の拡大を図る。

・事業広報及び認定事業者の募集
・専用ホームページの運営管理
・のぼり，ステッカー等，認定事業者に交付するＰＲグッズを作成
・市関係課を集めた情報共有及び連携強化を目的とした会議の開催

21
「ふくおかさん家のうまかもん」
   事業者認定事業



実施主体

●目　的

●活動内容
①学童菜園
・実施時期 夏～冬（実施時期は学校によって異なる）
・実施場所 市内小学校
・対象者，参加人数 小学生・参加人数30～100名
・実施内容

②ワーキンググループの開催

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
市内産農産物学校給食活用協議会
　　

記入者 （所　 属） 農林水産局総務部政策企画課生産・流通戦略係
（連絡先） ℡   092-711-4841  ／fax　092-733-5583              

E-mail　seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　学童菜園事業の実施の他，市内産農産物が学校給食に活用できるよう定期的に献立に
ついて担当者会議を開催し，農業体験を通じた食育や地産地消の推進に取り組んでいま
す。

　事業に参加した子供たちからは，野菜の作り方を初めて知った，自分で栽培すること
で嫌いな野菜が食べられるようになった等の感想が寄せられている。今後も農協等の関
係機関と連携し，事業を継続していきたい。

　農業体験を行いたいというニーズが高い市街地の小学校と，指導を受け持ってくれる
生産者とのマッチングがスムーズにいくよう，関係機関と連携を深めていきたい。

市内産農産物学校給食活用協議会

連携機関 市（農水・教育委員会），農協，学校給食公社等

取
組
の
内
容

 「市内産農産物学校給食活用協議会」において、市内産農産物の学校給食への活
用を拡大し，地産地消を推進するとともに、学童菜園における野菜の栽培体験を
通じ，食と農のつながりについて理解を深め，食育を推進する。

　・生産者による野菜の土づくり，定植等の栽培指導
　・収穫祭等の生産者と子供たちの交流会の実施

　農協や市・学校給食公社の担当者による会議を定期的に開催し，学校給食における市
内産農産物の利用拡大に取り組んでいる。

22 市内産農産物学校給食活用推進事業



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年５月～１２月（計４回）
・実施場所 市内圃場，JA福岡市「旬菜キッチン」，新青果市場
・対象者，参加人数 市内に居住または通勤・通学する小学３～６年生と保護者

（各回１０組２０名程度）
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市農畜産物消費拡大推進協議会

記入者 （所 　属） 福岡市農林水産局総務部政策企画課
（連絡先） ℡  092-711-4841 ／fax  092-733-5583               

E-mail　seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　この協議会は消費者と農業者の相互理解を深め，市内産農畜産物の消費拡大と，健康
で豊かな食生活の維持増進を図ることを目的とし活動しています。
　体験教室や料理教室の参加者募集は市政だよりや福岡市のホームページで行っており
ますので，せひチェックしてみてください。

　普段土や作物に触れる機会が少ない子どもたちにとって，非常に貴重な経験になった
との感想が多く寄せられており，食と農のつながりを知ってもらう良い機会となってい
る。

　体験教室についてより多くの市民に周知できるよう，市政だよりや市ホームページを
活用し，さらにＰＲしていきたい。

福岡市農畜産物消費拡大推進協議会

連携機関 市（農水局，市民局），市農協，東部農協，
県酪農協，花卉農協，県普及指導センター

取
組
の
内
容

　親子を対象とした生産者との交流やみそづくり体験を通じて，市民の農業への
理解促進を図るとともに，「食」の大切さを見直す場を提供することで，食育を
推進する。

・市内の圃場で生産者の指導を受けながら収穫体験を行った後，収穫
した農産物を使用して調理・試食を行った。
・JA福岡市の大豆加工指導グループ「まめひめ」の指導で，みそづく
り体験と手作りみそを使っただご汁作りを行った。

23 親子　食と農の体験教室



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年9月～平成29年1月（計4回）
・実施場所 市内圃場，JA福岡市「旬菜キッチン」，新青果市場
・対象者，参加人数 市内に居住または通勤・通学する18歳以上（各回20名程度）
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市農畜産物消費拡大推進協議会
　　

記入者 （所 　属） 福岡市農林水産局総務部政策企画課
（連絡先） ℡  092-711-4841 ／fax  092-733-5583                 

E-mail　seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　この協議会は消費者と農業者の相互理解を深め，市内産農畜産物の消費拡大と，健康
で豊かな食生活の維持増進を図ることを目的とし活動しています。
　体験教室や料理教室の参加者募集は市政だよりや福岡市のホームページで行っており
ますので，せひチェックしてみてください。

福岡市農畜産物消費拡大推進協議会

連携機関 市（農水局，市民局），市農協，東部農協，
県酪農協，花卉農協，県普及指導センター

取
組
の
内
容

　市内産野菜の産地見学や料理教室を通じて，市内産農産物に対する消費者の理
解促進及び消費拡大を図り，地産地消を推進する。

　産地を見学し，生産者の話を直接聞くことで，市内産の野菜に対する安心感や親しみ
が感じられるようになったとの意見が参加者から寄せられた。料理教室では家庭でも再
現しやすいメニューを採用しており，自宅でも市内産野菜を気軽に取り入れてもらう良
い機会となっている。

　産地見学と料理教室についてより多くの市民に周知できるよう，市政だよりや市ホー
ムページを活用し，さらにＰＲしていきたい。

・市内の圃場や直売所の見学を行った後，市内産農畜産物を食材とし
た料理教室を実施した。
・産地見学や生産者による野菜についての講座を通じ，生産者と市民
の交流を推進した。

24 産地見学と料理教室



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎月第3土曜日
・実施場所 福岡市中央卸売市場青果市場
・対象者，参加人数 1回あたりの来場　約1,000名
・実施内容

開催日 来場者数（人） 開催日 来場者数（人） 開催日 来場者数（人）

平成28年4月 平成28年8月 700 平成28年12月 1,000

平成28年5月 平成28年9月 800 平成29年1月 1,000

平成28年6月 700 平成28年10月 800 平成29年2月 1,000

平成28年7月 800 平成28年11月 800 平成29年3月 2,000

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所 　属） 福岡市中央卸売市場青果市場ブランド化推進担当
（連絡先） Tel　092-683-5331  ／　Fax　092-683-5328

E-mail －

平成28年6月～平成29年3月　合計9,600人　　月平均960人

　平成28年6月から毎月第3土曜日を「ベジフル感謝祭」としてイベントを実施。リピー
ターが増えてきており，徐々に定着しつつある。

　公共交通機関が少なく，乗用車での来場が多いが，駐車場に限りがある。
　（周辺に駐車場がない。）

　ベジフルスタジアム活性化委員会（青果市場における卸売業者，仲卸業者，関連事業
者，小売業者及び開設者で組織）主催で，ベジフルスタジアムでは毎月第３土曜日に新
鮮な青果物の販売や試食など様々なイベントを行っています。

ベジフルスタジアム活性化委員会

連携機関 農林水産局中央卸売市場青果市場ブランド化推進担当

取
組
の
内
容

　毎月第３土曜日に青果市場会館において，青果物の販売・試食，料理教室，市
場見学会等を開催し，市場機能の理解・促進を図るとともに，青果物の消費拡大
を推進する。

　青果市場会館棟内のセンター広場に青果物の販売・試食コーナーを
設けるとともに，エントランスホールに抽選会場を設け青果市場会館
棟内での買い物金額に応じた抽選会を実施している。
□定例イベント
　○青果物の販売・試食
　○青果物を使った実験
　○市場見学会
　○料理教室（ベジフルクッキング）
□特別イベント
　7月31日に「サマーフェスティバルinベジフルスタジアム」を開
催。上記に加え，ステージイベントや物販用ブースを設置し，ドリン
クやかき氷，うどんなどの販売を行った。（来場者数約2,400人）

25 青果市場「ベジフル感謝祭」



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年５月より毎月第３土曜日
・実施場所 ベジフルスタジアム　青果市場会館２階　料理講習室
・対象者，参加人数 市民（18歳以上，親子，小学生など）・18歳以上対象の場合は約30名
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
ベジフルスタジアム活性化委員会
　　

記入者 （所 　属） 福岡市農林水産局中央卸売市場青果市場
（連絡先） Tel　092-683-5331  ／　Fax　092-683-5328

E-mail seika.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　ベジフルスタジアムでは野菜や果物を常設販売していませんが，特別にそれらを販売
するイベント「ベジフル感謝祭」を毎月第３土曜日に定期開催しております。
　ベジフル感謝祭では野菜や果物だけではなく，干物やお花，鮮魚など豊富な商品も販
売しています。また，料理教室や試食，果物などが当たる抽選会なども開催します。
　みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

　参加者からは，野菜や果実のことをよく知る機会になった，新たな調理法を学んだの
で家庭でも実践したいなどの声をいただいております。

　ベジフルクッキングが始まって期間が短いこともあり，取組自体がまだあまり知られ
ていないため，より多くの方に知っていただけるよう広報していきたいです。

ベジフルスタジアム活性化委員会

連携機関 産地・出荷者団体等

取
組
の
内
容

青果物の消費拡大。産地・出荷者団体等の紹介。市場の紹介。

旬の野菜や果実を使った料理教室。講師は生産者，野菜ソムリエ，料
理研究家など月によって様々。参加者は調理，試食を行う。

26 ベジフルクッキング
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実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 随時
・実施場所 鮮魚市場市場会館２階　料理教室
・対象者，参加人数 1回あたりおおよそ25名 平成28年度実績　計23回　延べ587人　　　

※平成29年2月末現在

・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 福岡市農林水産局中央卸売市場鮮魚市場
（連絡先） ℡　092-711-6414 ／ fax　092-711-6099                 

E-mail －

　福岡魚食普及推進協議会（鮮魚市場における卸売業者，仲卸業者，関連業者，小売業
者及び開設者で組織）主催で，長浜鮮魚市場では毎月第２土曜日に仲卸売場棟など市場
の一部を一般開放し，新鮮な魚介類・冷凍品・加工品の販売や様々なイベントを行って
います。市場内を見学するもよし！お目当ての魚を買うもよし！ぜひお越しください。
　参照：長浜鮮魚市場ホームページ（http:nagahamafish.jp）

福岡魚食普及推進協議会

連携機関 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場

取
組
の
内
容

　魚料理講習会を開催するグループや団体に対して，使用料，鮮魚代や講師料
（当協議会が手配する場合）を補助し，魚食普及を図る。

　鮮魚市場において魚料理講習会を開催するグループや団体に対して，魚
食普及に寄与する区分に応じて使用料，鮮魚代や講師料（当協議会が手配
する場合）を補助し，魚食普及を図る。

　近年魚食離れが顕著になる中，魚(丸体の鮮魚)をさばいて調理する料理教室を体験する
ことで，魚料理や魚食に親しんでもらうとともに，魚調理や魚食習慣を身につけてもら
うことで，魚食普及に寄与している。

　特になし

27 魚料理教室（料理教室サポート事業）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎月第2土曜日　ただし8月は第1土曜日，2月は第3土曜日
・実施場所 鮮魚市場市場会館２階　料理教室
・対象者，参加人数 1回あたりおおよそ25名 平成28年度実績 計9回 延べ247人 ※平成29年2月末現在

（10，11月は開催なし）

・実施内容

参加費：1人500円（副材料費として）

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 福岡市農林水産局中央卸売市場鮮魚市場
（連絡先） ℡　092-711-6414 ／ fax　092-711-6099                 

E-mail －

　福岡魚食普及推進協議会（鮮魚市場における卸売業者，仲卸業者，関連業者，小売業
者及び開設者で組織）主催で，長浜鮮魚市場では毎月第２土曜日に仲卸売場棟など市場
の一部を一般開放し，新鮮な魚介類・冷凍品・加工品の販売や様々なイベントを行って
います。市場内を見学するもよし！お目当ての魚を買うもよし！ぜひお越しください。
　参照：長浜鮮魚市場ホームページ（http:nagahamafish.jp）

福岡魚食普及推進協議会

連携機関 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場

取
組
の
内
容

　子どもやその保護者に対し，魚料理や魚食に親しんでもらうとともに，魚調理
や魚食習慣を身につけてもらう。

　鮮魚市場において，魚食に関心をもつ小学３年生～中学3年生の子
どもとその保護者に対し，鮮魚を使った料理教室を体験することで，
魚料理や魚食に親しんでもらうとともに，家庭での魚調理や魚食習慣
を身につけてもらう。

　近年魚食離れが顕著になる中，子どもが魚（丸体の鮮魚）をさばいて調理する料理教
室を体験することで，魚料理や魚食に親しんでもらうとともに，家庭での魚調理や魚食
習慣を身につけてもらうことで，魚食普及に寄与している。

　定員を超える応募があっているため，希望者全員が料理教室に参加することができな
い（定員以上の応募がある場合は抽選により参加者を決定している）。

28 魚料理教室（こどもおさかな料理教室）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎月第2土曜日　ただし8月は第1土曜日，2月は第3土曜日
・実施場所 福岡市中央卸売市場鮮魚市場
・対象者，参加人数 1回あたりの来場おおよそ10,000名
・実施内容

※平成29年2月末現在

開催日 来場者数（人） 開催日 来場者数（人） 開催日 来場者数（人）

平成28年4月 9,000 平成28年8月 4,000 平成28年12月 17000

平成28年5月 8,000 平成28年9月 12,000 平成29年1月 9000

平成28年6月 10,000 平成28年10月 13,000 平成29年2月 7000

平成28年7月 6,000 平成28年11月 16,000 平成29年3月

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 福岡市農林水産局中央卸売市場鮮魚市場
（連絡先） ℡　092-711-6414 ／ fax　092-711-6099                 

E-mail －

　福岡魚食普及推進協議会（鮮魚市場における卸売業者，仲卸業者，関連業者，小売業
者及び開設者で組織）主催で，長浜鮮魚市場では毎月第２土曜日に仲卸売場棟など市場
の一部を一般開放し，新鮮な魚介類・冷凍品・加工品の販売や様々なイベントを行って
います。市場内を見学するもよし！お目当ての魚を買うもよし！ぜひお越しください。
　参照：長浜鮮魚市場ホームページ（http:nagahamafish.jp）

福岡魚食普及推進協議会

連携機関 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場

取
組
の
内
容

　毎月第２土曜日に市場の一部を一般開放する「市民感謝デー」を実施すること
で，魚食普及を推進し，水産物の消費拡大を図るもの。

　平成20年7月から開催し，毎月の来場者は約10,000名であり，「市民感謝デー」が
福岡市民に定着してきている。

　開催時には多くの来場者が車両で来場するため，市場近辺で交通渋滞が発生してい
る。
　夏場など気温が上昇する時は，鮮魚の管理に十分な配慮が必要である（氷を準備し，
注意喚起を行っている）。

　全長200ｍに及ぶ仲卸売場棟内には約40店舗が軒を連ね，新鮮な魚介
類や冷凍品，干物などの加工品を購入することができる。また本マグロの
解体ショーやさばき方コーナーなどのイベントも開催している。
・販売コーナー(仲卸売場棟内)：活魚・鮮魚，冷凍品，塩干加工品の販売
・フードコーナー(市場会館西側広場)：海鮮バーベキュー，揚げ蒲鉾等の
実演販売など
・定例イベント
　①お魚さばき方実演コーナー 　②本マグロの解体ショー 　③お魚さん
　展示コーナー　④お魚ふれあいコーナー　 ⑤子どもお寿司握り体験コ
　ーナー
・特別イベント
　　7月：ジャンケン大会　　　9月：アンケート・福引き
　10月：第100回記念（ウエカツさん調理実演・講演，ジャンケン大
　会，活魚すくい，ヨーヨー釣り，ふわふわ）
平成28年4月～平成29年2月　合計111,000人　　月平均10,091人

29 長浜鮮魚市場市民感謝デー



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１１月１９日（土）
・実施場所 脇山中央公園
・対象者，参加人数 一般市民　１５０食分提供
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所 　属） 事務局：早良区保健福祉センター健康課
（連絡先） ℡ 851-6012  ／fax  822-5733             

E-mail kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp

　私たちは，早良区食生活改善推進員です。愛称は「ヘルスメイト」といいます。「私
達の健康は 私達の手で」をスローガンに，食をテーマとした健康づくりのボランティア
活動を行っています。
　元気な毎日を過ごすための料理教室や子ども料理教室など，様々な活動を通して地域
の皆さんの健康を応援しています。

　お食べになった方には，好評だった。具たくさん，塩分量は少なめで，普段のみそ汁
と比較して見直すきっかけになったと思う。

　雨のため急遽提供数を減らした。
　会場にはほかにも食べ物を提供する店はあるが，健康な食生活を啓発する内容は食生
活改善推進員ならでは。一般の方々への啓発の場として，活動を継続していきたい。

早良区食生活改善推進員協議会

連携機関 （早良区企画課）

取
組
の
内
容

地産地消，野菜摂取，減塩の啓発

　なお，だご汁には地元野菜をふんだんに使用した。レシピには健康
メモを掲載し，地産地消，野菜摂取のすすめ，減塩の食事づくりの啓
発を行った。

　福岡市早良区南部の魅力である新鮮な農作物や出店者が工夫を凝ら
した手作り品などを販売するイベント会場（早良みなみマルシェ）に
おいて，だご汁を提供した。

30
ヘルスメイトの「だご汁ちゃん」
（早良みなみマルシェ）
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実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期
・実施場所
・対象者，参加人数
・実施内容

・「あごだし」の取り方
・おせち料理の意味・いわれ等を学ぶ

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 西区食生活改善推進員協議会（事務局：西区保健福祉センター健康課）
（連絡先） ℡　092-895-7073  ／　fax　092-891-9894                 

E-mail －

　食進会のスローガン「私達の健康は私達の手で」を念頭に，実践的な食育推進活動を
通じて広く多くの方へ食の大切さを伝えていきたいと考えています。

　これから就職・進学していく高校生へ食の大切さ，料理の方法，食材の選び方・食べ
方の工夫等を伝えることができた。
　ふだん食育に興味・関心が薄い年代へ，よい啓発の機会になった。

　若い世代へ食育推進できるよう，簡単料理や時短料理等の講習会を開催したい。

西区食生活改善推進員協議会

連携機関
福岡県立玄洋高等学校

西区健康課

取
組
の
内
容

若い世代への食育推進
（食に関する知識と食を選択する判断力を養う）

「おせち料理にチャレンジしよう！」をテーマに実施
～博多雑煮・木の実田作り・パイナップルきんとん～

平成28年12月21日
福岡県立玄洋高等学校
高校生38名

31 わかもの料理教室



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年5月3日（火祝）、4日（水祝）
・実施場所 どんたく博多区演舞台
・対象者，参加人数 福岡市内外の観光客の皆さん　約400名
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
博多区保健福祉センター健康課

　　

記入者 （所　 属） 博多区保健福祉センター健康課
（連絡先） ℡ 419-1091　／fax 441-0057                 

E-mail  oba.k03@city.fukuoka.lg.jp

　家庭・地域における、食を通じた健康づくりを支援するため、以下のような視点で食
育の推進・啓発を行っています。
■伝統ある博多の食文化の継承
■望ましい食生活の実践（生活習慣病予防）
■食に関する知識や情報を判断する力の習得

　市内外から多くの観光客が集う伝統行事において、博多の郷土料理を提供することに
より、食文化の継承及び日本型食生活の啓発が効果的に行えました。
　また、がめ煮を通して、多くの来場者の方々と「食」についてコミュニケーションを
取ることが出来、有意義な活動となりました。
　食生活改善推進員協議会が区の行事に参加することにより、関係部署・団体への認知
度を高め、活動の場を広めることも出来たと思います。

　今後も継続して実施したい。

福　岡　市
（博多区健康課）

連携機関 博多区食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

伝統ある博多の食文化の普及啓発・継承

博多の郷土料理「がめ煮」と福岡県産夢つくしを使用した「おにぎ
り」を販売し、福岡市内外の観光客に博多の郷土料理・日本型食生活
をＰＲしました。

32 博多区食育推進事業

 啓発内容 

 ・博多の郷土料理 

 ・日本型食生活 

 ・博多発祥の食文化     

【がめ煮とおにぎりのセット】 

 博多の郷土料理は、

がめ煮のほかにも水炊

き、おきゅうと、博多

押し、辛子明太子等々

…沢山あるんですよ。

滞在中に是非召し上

がってみて下さい！ 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年５月３日（火・祝） 平成２８年９月７日（水）
・実施場所 純真短期大学　短大棟
・対象者，参加人数
・実施内容

・備蓄食材の展示やレシピ配布

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市南区保健福祉センター健康課・衛生課
　　

記入者 （所　 属） 南区保健福祉センター健康課
（連絡先） ℡ ０９２－５５９－５１１６ ／fax  ０９２－５４１－９９１４               

E-mail kenko.MWO@city.fukuoka.lg.jp

福　岡　市
（南区健康課・衛生課）

連携機関
南区大学連絡会議，南区
食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

　高齢者が健康で，生きがいを持っていきいきと暮らしていくための支援とし
て，安全安心なバランスのとれた食事や高齢者の孤食や引きこもりの解消も視野
に入れ，食事をきっかけとした地域コミュニティの場を作っていくための事業で
す。

地域住民２４名，学生１８名，ﾍﾙｽﾒｲﾄ３名地域住民約300名，大学関係者6名，ﾍﾙｽﾒｲﾄ8名

どんたく南区演舞台（大橋駅西口広場）

南区で実施した２つのレシピコン
クールの入賞レシピを地域の高齢
者と学生，食生活改善推進員と一
緒に調理実習し，家庭でのおすす
め備蓄食材等に関してのグループ
ワークなどを実施

南区で実施した災害食レシピコン
クールの入賞レシピの紹介も兼ね
て，地域住民に災害時の食につい
ての啓発イベント

・備蓄食材を使った災害食の試食
　や実演
・災害時の食に関するポスターの
　掲示

　南区民の健康づくりのため，おいしく安全で健康的な食生活を支援する事業を行って
います。
　６月の食育月間，８月の食品衛生月間の催しや２月の食育講演会＆サイエンスカフェ
にもぜひご参加ください。

　どんたく南区演舞台には，ふだん食育に興味・関心がない人も試食や展示に興味を示
し，よい啓発の機会になった。入賞レシピの受賞者の学生さんや先生方にも協力してい
ただいた。
　料理教室は短大の調理実習室に地域の方が来られ，学生さんとの交流を楽しまれた。
　２事業とも管内の短期大学と食生活改善推進員（ヘルスメイト）と連携した事業で，
学生さんと参加された方とも満足度が高かった。

　災害時の食事は各家庭の家族構成や事情で異なるため，作成したレシピ集の普及以外
に，自分の家庭にあった備蓄などを各家庭で検討していくよう，校区の防災訓練などで
の啓発もすすめていきたい。

33 南区食育事業（いきいきシニア応援事業）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年11月5日(土）
・実施場所 保育園内にて
・対象者，参加人数 園児と保護者対象　360名
・実施内容

○保育園のメニューを紹介したりレシピのいる方に配布する。

○アレルギー食や離乳食についての話をする

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所 　属） あおば保育園（早良区）
（連絡先） ℡   　－                    ／fax　　－                 

E-mail －

　保育園はどこの園も食育計画を作成してクッキング体験や野菜の収穫活動などを通し
て楽しく子ども達や保護者に食に興味をもってもらうようにする。

　今まで食にあまり興味関心がなかった人も、食に興味を持って子どもの成長を考えて
てくれるようになった。特に離乳食については保護者がとても関心を持って聞いてくれ
る。

　家庭との協力を強めていき保護者に向けての発信をふやしていかなければならない。

あおば保育園

連携機関 -

取
組
の
内
容

保護者の方々に食事の大切さを知ってもらい子ども達も楽しく保育園の給食を食
べる。

○保護者の方に食の大切さの話を行い保育園での給食を食べてもらう

○子ども達に給食時のマナーの話を行い子どもの様子をみてもらいな
がらお家での様子を聞く

○保育園では減塩できちんと天然だしをとり季節の野菜を使ったメ
ニューにしていることを紹介する。

34 給食参観



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年7月
・実施場所 たぐま幼稚園給食室と一階エントランス
・対象者，参加人数 年長組　5,6歳児
・実施内容

園庭で育てた夏野菜をみんなで収穫する。
園児がお米をといだり、野菜を切ったりする。
各グループごとに教師が付いて、1対1で正しい包丁
の持ち方、切り方を指導し実践する。
配膳もさせる。

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど

　　

記入者 （所 　属） たぐま幼稚園
（連絡先） ℡  092-861-2156  ／fax   092-861-2158           

E-mail　info-taguma@fyr.or.jp

　たぐま幼稚園では、食べ物は体、脳、心もつくる命の源と考えており、毎日実施して
いる給食ではバランスよく栄養を摂取できますように給食を園児に提供している所で
す。

　「自分たちで作った」という達成感を得て自信へとつながった。また好き嫌いのある
子も「自分たちが作った」という気持ちから自ら食べようとしたりおいしく感じられ
た。育てた野菜を収穫し，調理することで”命をいただくこと”について改めて考える
機会となり、感謝の気持ちを持てるようになった。

　来年度は小さくてもいいので、畑で子どもたちと一から野菜を育て，身近なところで
日々観察し，収穫ができたらいいなと思っています。”自分たちで”種から作るところ
からしたいと考えています。

たぐま幼稚園
（年 長 組）

連携機関 -

取
組
の
内
容

お泊り保育で食育の一環として自分たちでもできる朝食づくりをする。

朝食メニュー：1、ご飯　2、お味噌汁　3、サラダ　4、納豆

35 お泊り保育



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 通年（事業開始は平成２６年度）
・実施場所 早良保健所，早良区内公民館，早良区内県立高等学校
・対象者，参加人数 （出前講座の実績）

親子対象　４回開催，１２８名（うちこども９０名）
高校生対象　２回開催　４２名参加

・実施内容

（出前講座の様子）

親子対象 高校生対象
●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 早良区保健福祉センター健康課
（連絡先） ℡  851-6012  ／fax 　822-5733             

E-mail kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp

　早良区では「サザエさん通り」をキーワードに市民の方に親しみやすい施策を展開し
ています。サザエさんの登場人物は年齢の幅が広く，いろいろな年代の方に自分のこと
として「食育」について考えていただくきっかけとなればと考えています。

　親子教室では，普段の生活では忙しくて，子どもと共に調理をする時間がなかなかな
い。子どもと食事について考え，料理を作るいい機会になったとの意見があった。
高校生にとっては，地域の方（早良区食生活改善推進員）と関わり，自分の食生活を見
直すきっかけとなったようであった。

　年代により，生活習慣・体力等も変化していくことから，ライフステージに応じたき
め細かな食育推進が重要であるが，一度身に付いた習慣を改めるのは大変困難であるこ
とや，本市の現状等を踏まえると，食習慣・生活習慣の基礎が確立される大切な時期で
ある子ども期（幼児期）の段階から，子ども自身そして，これから親になる若者期の食
に対する関心と理解を深めるための働きかけが重要であると言える。

福　岡　市
（早良区健康課）

連携機関 早良区食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

　早良区の宝である「サザエさん通り」を活かし，ライフステージに応じた食育
を推進する。

　平成28年度は，27年度に募集，選定した「若者期」レシピの優秀
作品をまとめたレシピ集を作成し，26年度に作成した「幼児期・子ど
も期」のレシピ集とともに，レシピを活用した出前講座等を実施し，
普及を図った。

　なお，レシピ募集にあたっては，「サザエさん通り」「地産地消」
など，早良区の特徴を生かした食に関する複数のテーマを設定し，早
良区民及び区内への通勤・通学者からレシピを公募した。

36
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mailto:kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp


実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１月末より事業開始。年間を通して随時実施している。

・実施場所 公民館，集会所，地域防災訓練会場など

・対象者，参加人数 地域住民，校区関係団体など

・実施内容

　◆講話

　◆実習

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市東区食生活改善推進員協議会
　　

記入者 （所　 属） 東区食生活改善推進員協議会
（連絡先） ℡　（092）645-1078　／fax　（092）651-3844

E-mail　kenko.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

ライフラインが寸断された中でも，衛生的かつエコに作る
「サバイバルクッキング」を取り入れた内容で，実際にガ
ス・水道が止まったことを想定した臨場感ある実習を行
う。

長引く避難生活を乗り切るため，真空調理の方法を応用し
た，あたたかく健康面にも配慮したメニューを作る。

　食生活改善推進員は「私達の健康は私達の手で」をスローガンに“ヘルスメイト”の
愛称で，食を通じた健康づくりの活動を行うボランティアです。東区では約３００名が
活動しており，子どもから高齢者までライフステージに応じた食育の推進に取り組んで
います。

　大規模な震災が相次ぎ，地域住民の方の関心も高まっているようで，多くの校区で講
習会実施に繋がっている。また事業を知った関係団体からの依頼も多く，地域ぐるみで
食と防災の備えについて啓発する契機となっている。

　今後は事業を通して当協議会の多様な活動について周知を図り，様々な食育や食生活
改善の取り組みに繋げていきたい。

東区食生活改善推進員協議会

連携機関 東区健康課，校区関係団体等

取
組
の
内
容

　いざという時も，自分や家族の身を守る“食の備え”について，具体的な実践
を通して普及啓発を図る。

　「いざという時にも自分や家族の身を守る，知恵と工夫の“食の備
え”について」をテーマに講話と実習を行う。

想定される状況や食の備えの必要性，備えておきたい食
品・いざという時あると便利な調理器具についてなど。

災害時の食に備える取り組み
　「サバイバルクッキング講習会」
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ポリ袋が手袋・皿・鍋などに大変身！ 
衛生的で洗い物やゴミも少なくする工夫です 

実際に水道やガスが使えない 
という設定で実習を行います 

真空調理の応用で 
温かくおいしい食事 

公民館や集会所，地域の防災 
訓練会場など様々な場所で実施。 

地域の関係団体などから， 
実施依頼の声がかかることも多いです 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 (1)平成２８年６月１３～１７日，７月１９～２０日，平成２９年３月１６～１７日

(2)平成２９年１月１８～１９日，３月１４～１５日

・実施場所 (1)福岡市市役所１階多目的スペース
(2)イオンショッピングセンター（伊都店，香椎浜店）

・対象者，参加人数 市民，計１２日間・1,453人
・実施内容 ①食育パネル展示

　・食育，地産地消，幼児食，口腔機能に関するパネルを展示
　・啓発資料の配布
②塩分測定コーナー等
　・来場者が持参した味噌汁等の塩分測定
　・簡単な出汁のとり方の紹介，試飲
③食塩相当量，野菜等のフードモデル展示
④個別相談
　・栄養相談，口腔機能相談

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市役所健康増進課
　　

記入者 （所　 属） 福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課
（連絡先） ℡　092-711-4434　／fax　092-733-5535                 

E-mail　kenko.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

38 食育イベントの開催
福　岡　市

（保健福祉局健康増進課・口腔保健支援センター）

連携機関 イオン九州㈱

　本課及び各区保健福祉センター健康課では，市民のみなさんが
生涯を健やかにすごすために，栄養，食生活の改善，食育の推進
に取り組んでいます。「食育で 明るい未来 元気な福岡」を
キャッチフレーズに，福岡市の食育を進めてまいります。

取
組
の
内
容

　市役所１階ロビーや大型ショッピングセンターなど，人が多く集まる場所で，
食育に関する様々な情報発信や体験コーナーを設置するなどし，市民の食を通じ
た健康づくりの普及啓発を図る。

　子どもから大人，高齢者まで多数の人が集まる場所なので，より多くの幅広い層への
普及啓発を行うことができた。また，体験コーナーを設けることで，来場された方に，
より興味を持っていただけた。

　イベントを実施する場所や方法などにしても，複数の機関が連携することにより，そ
の幅が広がり，より効果的な普及啓発を行うことができる。今後も企業等と連携した食
育の取組みを進めるとともに，魅力ある展示方法の工夫などを検討していきたい。

（ショッピングセンター） （フードモデルの展示） （口腔機能測定体験） 

福岡市食育推進

キャラクター 

「いくちゃん」 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年8月31日
・実施場所 早良保健所　栄養室
・対象者，参加人数 早良区衛生連合会理事，28名
・実施内容

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
　　

記入者 （所　 属） 福岡市早良区衛生連合会
（連絡先） 福岡市早良区百道1-18-18　早良区衛生連合会事務局

　早良区衛生連合会は早良区内のそれぞれの校区住民を対象とした食育推進の研修会を
開催し，住民の健康づくり活動に貢献しています。
　まだ取り組みが進んでいない校区もありますが，各団体と連携しながらこれからも活
動していきたいと思います。

　減塩食に対する知識を得ることができた。調理実習・試食を通した実体験をすること
で，より今回の研修内容に対する理解が深まった。

　健康づくりの大きな柱として，食育推進の啓発活動を行っていきたい。

早良区衛生連合会

連携機関 早良区食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

食の分野からも健康づくりを推進し，健康寿命の延伸につなげる。

早良保健所の管理栄養士さんに「福岡市第３次食育推進計画」や，
「健康になるための食事」についての話をしてもらい，その後早良区
食生活改善推進員協議会のご協力を得て「適塩食」の調理実習・試食
を行った。

39
早良区衛生連合会理事研修会
食育研修会



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２８年１１月～平成２９年１月
・実施場所 各保健所（各区１回）
・対象者，参加人数 食生活改善推進員，計１４７人
・実施内容 ①講義：お口と健康と全身との関係（歯科医師）

②実習：口腔ケア・お口の体操実習（歯科衛生士）
③講義：お口の健康を維持するための食事の工夫（管理栄養士）

●活動の成果・効果

●課題，今後の展望

団体の紹介や食育に関するＰＲなど
福岡市役所口腔保健支援センター
　　

記入者 （所　 属） 福岡市保健福祉局口腔保健支援センター
（連絡先） ℡　092-711-4396　／fax　092-733-5535                 

E-mail　koku.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

　口腔保健支援センターでは，６月の「歯と口の健康週間」における「よい歯のコン
クール表彰」など，様々なイベントや機会を通じて，市民の皆様へ口腔の重要性の普及
啓発を行っております。
　平成28年度は，薬剤師会で「お口の健康推進講座」を開催し，お口の健康推進員とし
て，薬局窓口で歯科健診等を勧める活動も行いました。「お口の健康推進講座」をご希
望の団体がございましたら，下記までご連絡ください。

福　岡　市
（保健福祉局口腔保健支援センター）

連携機関 －

取
組
の
内
容

　お口の健康のための自主的な取組みを実践できる人を増やすために，地域にお
ける歯科保健推進の担い手（サポーター）を養成する。

40 お口の健康サポーター養成教室

　受講者の方には，楽しみながら受講していただけるよう，体験や参加型のプログラム
も取り入れるなど工夫している。
　アンケートでは，「もっと早い時期に聞いておきたかった」「歯科健診に定期的に行
くようになった」「教室で学んだことを家族や知人に伝えた」などの意見が聞かれ，一
定の評価と成果を得られている。

　受講した直後は，口腔の重要性を実感され，家族や知人などに口腔の知識を伝えよう
と意識されるが，時間が経ってしまうと，意識が薄れてしまいがちである。
　今後も，毎日の生活に「正しい歯磨き」「お口の体操」「定期歯科健診」の習慣が定
着していくよう教室の内容や啓発の方法等を検討していきたい。

（教室の様子） 



福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課 
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