
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度版 
（平成 30 年 6 月） 



  

 

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 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） 

２ 食カレッジ★知って得してニッコりん ・・・・・・・・・ （城南区保健福祉センター衛生課） 

３ ５才児クラスを対象とした「カレー作り」 ・・・・・・・・・・・・・・  （内浜保育園） 

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 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） 

6 健康フェスティバル 2017 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （純真短期大学） 

7 包括連携協定記念イベント第２弾 

南区大学マルシェ～秋の収穫祭～ ・・・・・・・・・・・・・（南区企画振興課）  

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

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

１０ サザエさん通り カフェで食育ランチ♪  ・・・・・・ （早良区保健福祉センター健康課）  

１１ 地域の魅力を発信！「サザエさん家の子供たちのおにぎり」 

・・・・ （早良区食生活改善推進員協議会） 

１２ プロ直伝 野菜が主役の家庭料理  ・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡県調理師連合会） 

  

 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  

１３ 「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） 

１４ 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） 

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

１６ 「農」と「食」をつなぐシンポジウム開催 ・・・・・・・（農業の魅力発信事業運営協議会） 

１７ 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） 

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

１９ 魚料理教室（料理教室サポート事業「鮮魚市場オリジナル料理教室」） 

・・・・ （福岡魚食普及推進協議会） 

２０ 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） 

目 次 



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

 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  

２２ 南区食育事業（地域住民と学生との料理教室）   

・・・・ （南区保健福祉センター健康課・衛生課） 

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

２４ 高齢者施設における郷土料理の提供  

・・・・ （特別養護老人ホーム 飛鳥・ケアハウス しらさぎ） 

２５ 高校生のための食育講習会 ・・・・・・・・・・・・・・・（城南区食生活改善推進員協議会） 

２６ ザ・料理人講座  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡県調理師連合会） 

２７ 中華料理教室   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡県調理師連合会） 

２８ 日佐小学校ものづくり体験講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡県調理師連合会） 

２９ 男の料理教室  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （福岡県調理師連合会） 

 

 その他（食育全般や育成に関することなど）  

３０ もったいない！食べ残しをなくそう福岡エコ運動 ・・ （福岡市環境局資源循環推進課） 

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

 ３２ みて，きいて，安心！食の安全塾 ～海外からやってきた食品編～ 

・・・・ （早良区保健福祉センター衛生課） 

 ３３ 食品工場見学会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （東区保健福祉センター衛生課） 

 ３４ 大学生を対象とした食中毒予防啓発 ・・・・・・・・・・ （東区保健福祉センター衛生課） 

３５ 中央区エコクッキング講座 ・・・・・・・・・（中央区保健福祉センター健康課・生活環境課） 

３６ 離乳期からの食育についての研修・調査に基づく 

「離乳食おたすけＢＯＯＫ」の作成・配付 ・・・・（福岡市保育士会 給食検討委員会） 

３７ 大学におけるカンピロバクター食中毒予防の啓発 ・・・（城南区保健福祉センター衛生課） 

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

３９ 幼児の保護者と若年層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） 

４０ 南区ため蔵食ゼミ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（南区保健福祉センター衛生課） 

４１ 南区食育事業（防災時の食について） ・・・・・・（南区保健福祉センター健康課・衛生課） 

４２ 初めてのお仕事体験「ミツザニア」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 

４３ 平野早矢香さん「食と卓球のト－クショ－」 ・・・・・・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 



４４ MI ドリンクキッズ（こどもドリンクづくり教室） ・・・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 

４５ 岩田屋三越ファーム 棚田米の取組みについて ・・・・・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 

４６ 岩田屋本店『食の探検隊』お子さま向けイベント実施 ・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 

４７ 九州豪雨支援企画 食べて応援！復興マーケット展開 ・・・・・・・ （㈱岩田屋三越） 

４８ 【福岡三越開店 20 周年記念プロジェクト】 

福岡天神はちみつ 福岡三越屋上養蜂活動について ・・・・・・（㈱岩田屋三越） 

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

５０ 食育イベントの開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （保健福祉局健康増進課） 

 

 

 

 



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年５⽉〜10⽉（計４回）
・実施場所 市内⽣産地，JA福岡市「旬菜キッチン」，ベジフルスタジアム
・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 ・市内の⽣産地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

農産物を使⽤した調理・試⾷
・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

●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） 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

1 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

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

　この協議会は消費者と⽣産者の相互理解を深め，市内産農畜産物の消費拡⼤と，地産地消の推進を図るこ
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

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，市⺠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。

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⺠に周知できるよう，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。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年９⽉１５（⾦）及び平成２９年１０⽉１９⽇（⽊）
・実施場所 中村学園⼤学7号館１階ラーニングスペース
・対象者，参加⼈数 ⼩学⽣以下のお⼦さんをもつ保護者（連続講座）

・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 watanabe.h16@city.fukuoka.lg.jp

2 食カレッジ☆知って得してニッコりん
連携機関 城南区健康課，中村学園大学

取
組
の
内
容

「⾷の安全」と「栄養」に関する正しい知識や情報を知ることで，⾷に関する理解を深め，⾷への不安を
低減し，安全で健康的な⾷⽣活に活かすため，中村学園⼤学との連携事業として実施する

参加者の約８７％は⾷に関する疑問や不安が低減し，約９７％が⾷への知識や理解が深まり，活⽤度は
4.9点（5点満点）とのアンケート結果であった。
　参加者はお⼦さんを持つ保護者だったため，⼦どもに⾷べさせる⾷事についてなどの意⾒が出ており，活発な意
⾒交換が⾏われた。

アンケート結果も好評だったため，新たなテーマやプログラムなどを検討しながら来年度も中村学園⼤学と連携して
実施する。

２回実施のべ３３⼈

【第⼀回】《⾷品添加物や⾷の安全の取組について知ろう！》
【第⼆回】《栄養バランスや⾷品表⽰を知って⾷⽣活に活かそう！》
　各テーマについて⼤学教授や⾏政職員の講義を聴き，グループワーク，質疑応
答などを通して，⾷への理解を深め，⽇ごろの⾷に関する不安や疑問を低減す
る内容で実施。

グループワークの様子 質疑応答の様子

福　岡　市
（城南区衛生課）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期
・実施場所 内浜保育園　きく組の教室
・対象者，参加⼈数 ５才児　47⼈

職員　８⼈

・実施内容 ⽟ねぎの⽪むき、ピーラーを使っての⼈参の⽪むき、⼦供⽤の包丁を使っての
じゃが芋の切り込みをおこなった。
①エプロン、三⾓⼱を正しくつけ、丁寧に⼿洗いをするなど、衛⽣の基本を
教える。
②ピーラーや包丁の便利さ、危険さをしっかりと説明する。
③⼤⼈がそばにつき、⽪むき、切り込みをおこなっていく。
④給⾷室で調理し、給⾷として提供する。

●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） 社会福祉法⼈明桂会　内浜保育園
（連絡先） ℡　092-881-3037　　　　　

0才児の頃から、野菜に触れたり、⽪むきや種取り、野菜の栽培などをおこなうなど、⾷材に触れる機会を多く設け
ています。年齢が上がるにつれて、アンパンマンライスやパフェ作りなど、簡単な飾り付けをおこなったり、楽しみながら
⾷への関⼼が深まるよう取り組んでいます。5才児になると、三⾊⾷品群のグループ分け、卒園前の「カレー作り」は
毎年の恒例となっています。また、絵本「いのちをいただく」の読み聞かせ、⾷事のマナー指導などにも取り組んでいま
す。

3 5才児クラスを対象とした「カレー作り」
内浜保育園

連携機関

取
組
の
内
容

保育園⽣活の最後の思い出づくりとして、クラス全員で料理する楽しさを経験し、料理への興味・関⼼を
持つきっかけを作る。

いつも⼤⼈が使っている包丁やピーラーを⾃分たちが使えるという楽しみもあり、最初は興奮気味だったが、保育⼠
や給⾷職員が真剣に使い⽅や注意点を話すと、⼦どもたちなりに緊張感を持ち、楽しみつつも真剣に取り組む姿
が⾒られた。また、⾃分たちが準備した野菜とあって、普段以上に⾷材を⾒つめながら、嬉しそうに⾷べる様⼦が印
象的だった。

⽪むき、切り込みはおこなうが、⼦どもたちが炒める、煮るなどの調理まで経験出来れば、料理に対しての興味が
もっと深まり、記憶にも残るものになるのではないかと感じ、今後検討していきたい。またこの取り組みが、家庭での
話題や、料理経験に広がっていけば嬉しい。

平成30年2⽉22⽇



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年 12⽉ 23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 ⼩学⽣1年〜6年⽣　　68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

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、地域住⺠の健
康づくりに寄与する。

毎年開催している講座ですが、今回も定員を上回る多数の応募をいただきました。「クリスマスケーキ作り」「クリス
マスキャンドル作り」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ます。講座の前後にアン
ケートを実施していますが、その結果からも参加者が⼤変満⾜し、学びを得ている様⼦がうかがえました。また、⼩
学⽣同⼠や⼩学⽣と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することができました。

今後も定期的に⾷育講座を開催していく予定です。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
を与えおり、栄養⼠を⽬指す短⼤⽣にとっても有意義な講座となっています。これからも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と
思います。

　「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。

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
（食物栄養学科）

連携機関 (一社）全国栄養士養成施設協会



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年 8⽉21⽇（⽉）10：00〜13：00
・実施場所 純真短期⼤学　短⼤棟
・対象者，参加⼈数 ⼩学⽣1年〜6年⽣　　67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）
　夏野菜のピザ、パンプキンスープ、デザート
「サイエンスにチャレンジ」（理化学実験室）
　⽬指せ、ビタミンC博⼠！

●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

　　

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

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、地域住⺠の健
康づくりに寄与する。

今回のもたくさんの応募をいただき講座を開催することができました。「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ます。講座の前後に実施したアンケートからも
参加者の満⾜度や学習成果を知ることができました。また、⼩学⽣同⼠や⼩学⽣と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することができました。

今後も定期的に⾷育講座を開催していく予定です。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
を与えおり、栄養⼠を⽬指す短⼤⽣にとっても有意義な講座となっています。これからも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と
思います。

「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。

5 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
食物栄養学科

連携機関



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施⽇：平成29年10⽉7⽇（⼟）10：00〜15：00
・実施場所：⻄鉄⼤橋駅⻄⼝広場
・対象者，参加⼈数：市⺠の皆様　昨年度の来場者を⼤幅に上回る

約400名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）
⾷物栄養学科学⽣（2年⽣）が簡単な⾷⽣活診断ソフトを⽤いて
聞き取り,１⽇の⾷事バランスについてアドバイスをしました。
始めは慣れずにいましたが、回数を重ねるごとに上⼿く
コミュニケーションをはかりながら栄養指導を⾏っていました。

②パネル展⽰
授業の中で学⽣が作成した栄養指導媒体を展⽰しました。
⾷に興味を持ってもらう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「ゆめつくし」、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。
本物の味を体験し、素材の良さを改めて感じて
普段の⾷事に取り⼊れてみようというきっかけ
作りになったようでした。

●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
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。

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

取
組
の
内
容

市⺠の⽅々に広く健康管理の⼤切さを呼びかける為

⼟曜⽇開催ということで⼦どもから⼤⼈まで幅広い年齢層の⽅の駅利⽤があり、昨年を上回る多くの来場者の参
加がありました。純真学園⼤学との共同開催で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。

⾷⽣活に気をつかっている⽅が多いので栄養相談のブースを設けて今まで以上に細やかな指導を⾏っていきたい。

6 健康フェスティバル2017
純真短期大学

連携機関 純真学園大学



実施主体

●目　的

●活動内容
○ 実施時期　平成29年9⽉30⽇（⼟）
○ 活動場所　⻄鉄⼤橋駅⻄⼝広場
○ 対象者および参加⼈数　市⺠の皆様

○

●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             

　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。

取
組
の
内
容

⽂教地区としての南区や、参加⼤学の魅⼒を広く発信するとともに、マルシェを舞台に学⽣と地域住⺠
が交流を深め、まちのにぎわい創出と地域活性化に寄与することを⽬的とする。

　多くの⽅に購⼊をいただき、好評であった。また、熊本の特産品を取り⼊れたことで⾷品への認知も、さらに広まっ
た。その他、レシピ配布を実施することより、家庭での⾷事作りへの情報発信の場ともなった。学⽣にとっても、準備
から販売までの⼀連の流れを経験し、地域住⺠の⽅々と交流できる貴重な体験となった。

　今後も、九州の特産物を活⽤したメニューの考案・情報発信に努め、地域住⺠の⽅々との交流を通して、⾷の
⾯から地域活性化に携わることができるように活動していきたい。

全体のイベントの概要としては、南区の⼤学⽣が中⼼となり、各学校ごとに⾷事の販売やワークショップ
などを実施するものであった。「熊本復興応援イベント」として位置づけられており、収益は義援⾦として
寄付され、熊本県産の⾷材を使⽤した商品の販売なども⾏われた。

本学科では、熊本県産「プリンセスポーク」のハム・ベーコンを使⽤し、熊本の郷⼟料理である
『太平燕』と中華おこわをセットにして販売を⾏った。地域住⺠の⽅々と交流しながら商品の販売やレシ
ピ配布などを⾏い、レシピは家庭でも活⽤しやすいようにレンジを使⽤したレシピとした。

7
包括連携協定記念イベント第2弾
南区大学マルシェ～秋の収穫祭～

福　岡　市
（南区企画振興課）

連携機関
南区大学連絡会議構成校
大橋駅周辺活性化委員会



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年8⽉8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 21名（⼩学⽣12名　保護者9名）

・実施内容 平成29年8⽉8⽇(⽕)10：00より、本学にて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21名の親⼦にご参加いただ
きました。
教員が、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。

●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

8 親子食育講座

精華女子短期大学
（食物栄養専攻）

連携機関

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。

取
組
の
内
容

広く市⺠に⾷育を啓発し、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。

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。



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 市⺠及び職員

（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

　　

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

　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利⽤ください。

9 市役所食堂での
　健康弁当（いくちゃん弁当）の提供

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。

市⺠及び職員の健康のための⾷環境づくりのひとつとして，引き続き健康かつ魅⼒的なメニュー作りに努めてい
く。

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
（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，市⺠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。

福岡市食育推進

キャラクター

「いくちゃん」

白身魚の

ユーリンソース

豚と春キャベツ

のみそ炒め

ピリ辛こんにゃく

若竹ご飯

いんげんの

ごま和え

ごぼうマヨサラダ



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年9⽉〜
・実施場所 「カフェ明估（あっこ）」「ビューティ＆デトックスカフェ」
・対象者，参加⼈数 ⼀般市⺠他，ランチ利⽤者

・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）　 早良区保健福祉センター　健康課
（連絡先） ℡ 092-851-6012　／　fax　092-822-5733

E-mail　 kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp

10 サザエさん通り　カフェで食育ランチ♪
（早良区サザエさん通りみんなで食育推進事業）

福　岡　市

連携機関

早良区では「サザエさん通り」をキーワードに市⺠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。

取
組
の
内
容

早良区で作成した「サザエさん通り⾷育レシピ集」に掲載しているメニューを，区内の飲⾷店で提供し，
より⾝近な⾷育の啓発を図る。

２店舗で⾷育レシピメニューの提供を開始した。利⽤者から好評を得ており，地域ぐるみの健康づくりの輪を広げる
ことができた。カフェにおけるメニュー提供は，フリーペーパー「マイタウン⻄新」やJcomでも取材され，広く啓発するこ
とができた。

これまでのアンケートの結果から健康に配慮したメニューの提供やレシピの提案は，市⺠ニーズが⾼い。
今後さらに提供店舗を増やし，地域ぐるみの健康づくりの輪を広げていく。

早良区では，平成26年度より，健全な⾷習慣を⽀援するため，三世代が楽しく⾷卓を
囲むサザエさん⼀家をイメージし，各ライフステージに応じたメニューを公募，優秀作品を
集めた「サザエさん通り」⾷育レシピ集として発⾏し，公⺠館講習会等で啓発に努めてい
る。
本年は，「サザエさん通り」周辺のカフェで，実際にサザエさんレシピを使ったランチを提供す
る飲⾷店の認証に取り組んだ。

「カフェ明估」の日替わりランチ

（早良区健康課）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年１１⽉１２⽇（⽇）
・実施場所 福岡市博物館前広場（福岡マラソンおもてなしブース）
・対象者，参加⼈数 福岡マラソン参加者，応援者

・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） ℡ 092-851-6012 ／ fax 092-822-5733

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。

取
組
の
内
容

サザエさん通り⾷育レシピの普及，地域の魅⼒発信。

漫画「サザエさん」の登場⼈物にちなんだ⾷育レシピメニューを提供したことで，インパクトと親しみをもって，幅広い
層に受け⼊れられた。

⾷育講習会に⾜を運ぶことや，健康な⾷⽣活に興味のない無関⼼層にも，⾷事の⼤切さをもっともっと伝えてい
きたい。

11⽉12⽇に開催された福岡マラソンの際，早良区内のおもてなしブースにおい
て，「サザエさん家の⼦供たちのおにぎり」を提供し，併せて⾷育レシピやさわらの
秋（早良区の農産物，⾷などの魅⼒を伝えるイベント）のPRを⾏った。

11 地域の魅力を発信！
「サザエさん家の子供たちのおにぎり」

早良区食生活改善
推進員協議会

連携機関 早良区企画課



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 30年1⽉31⽇,2⽉9⽇,28⽇,3⽉15⽇　
・実施場所 福岡市市⺠福祉プラザ
・講師 ・中国菜館　福新楼　料理顧問　王和雄⽒

・ホテルニューオータニ博多　レストラン統括料理⻑　⻄村正美⽒
・⽇本料理　てら岡　総料理⻑　⼭隈敦司⽒

・対象者，参加⼈数 各回２５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）　 株式会社　福新楼
（連絡先） ℡ 092-771-3141 ／ fax 092-771-4304　                 

E-mail：tkc@fuxinlou.co.jp

12 プロ直伝 野菜が主役の家庭料理
福岡県調理師連合会

連携機関 保健福祉局健康医療部

和、洋、中の調理師が福岡県全域でまとまり、広く、福岡県⺠、市⺠の⾷の向上、調理師の技術研鑽、地位向
上を⽬指して⽇々活動しております。

取
組
の
内
容

福岡市内在住の１８歳以上の⽅を対象として、野菜がメインの家庭料理を教える。

福岡市からの依頼で⾏った事業です。市⺠の皆様の⾷⽣活向上の⼀助になっていれば幸いです。

福岡市の野菜をメインにすえたレシピを実施しました。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成27年４⽉〜
・対象者，参加⼈数 市内飲⾷店等の事業者
・実施内容 ・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
・市関係課による情報共有及び連携強化を⽬的とした連絡会議の開催

「ふくおかさんち家のうまかもん」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） 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

取
組
の
内
容

ふくおかさん家のうまかもん（＝市内産農林⽔産物及びその加⼯⾷品等）を提供または販売する事
業者を認定し，広報誌や専⽤ホームページで紹介することで，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。

認定事業者数：321店（平成30年２⽉末現在）

引き続き，認定事業者の認定を進めるとともに，29年度に実施した認定事業者に対するアンケートの結果をふ
まえ，認定店と連携した事業を展開していく。

　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。

13 「ふくおかさん家のうまかもん」
事業者認定事業

福　岡　市

連携機関 経済観光文化局，保健福祉局，教育委員会

（農林水産局政策企画課）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年６⽉〜平成30年１⽉（計4回）
・実施場所 市内⽣産地，JA福岡市「旬菜キッチン」，ベジフルスタジアム
・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 ・市内の⽣産地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

料理教室の実施
・⽣産地の⾒学や⽣産者による野菜についての講座を通じ，⽣産者と市⺠の
交流の推進

●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） 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

14 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

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

福岡市農畜産物消費拡⼤推進協議会
　この協議会は消費者と⽣産者の相互理解を深め，市内産農畜産物の消費拡⼤と，地産地消の推進を図るこ
とを⽬的とし活動しています。
　産地⾒学と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，ぜひチェックして
みてください。

取
組
の
内
容

市内産野菜の産地⾒学や料理教室を通じて，市内産農畜産物に対する消費者の理解促進及び
消費拡⼤と地産地消の推進を図る。

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実践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⺠に周知できるよう，市政だよりや市ホームページを活⽤し，さらにＰ
Ｒしていきたい。



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 ・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

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

　　

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

市内産農⽔産物学校給⾷活⽤協議会
　学童菜園事業の実施の他，市内産農⽔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。

15 市内産農水産物学校給食活用推進事業

市内産農水産物
学校給食活用協議会

連携機関 市（農水局，教育委員会），市農
協，東部農協，学校給食公社等

取
組
の
内
容

　｢市内産農⽔産物学校給⾷活⽤協議会｣において、市内産農⽔産物の学校給⾷への活⽤を推進
し，地産地消を図るとともに学童菜園における野菜の栽培指導を通じ，⾷と農のつながりについて理解
を深め，⾷育を推進する。

　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⽔産物の利⽤
拡⼤に取り組んでいる。

　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。



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 　125名(市⺠，関係機関等)

・実施内容 「農」と「⾷」をつなぐシンポジウム
1.　講演会　13：15〜14：15
　　・柴⽥　陽平(⻘年農業者連絡会)
　　・久保⽥　⼣夏(⼥性農業者)
　　・新開　⽟⼦(⼥性未来農業サポーター)

2.　意⾒交換会　14：20〜15：10
　パネリスト　⽑利哲也(⻘年農業者)，川島正信(⻘年農業者連絡会)，
　　　　　　　　　 真⼦慶⼦，髙⽊智代(⼥性未来農業サポーター)
　テーマ　 ①将来の農業について　②農家と消費者　

③⾷育と地産地消について

3.　交流会・試⾷会　15：20〜15：55
　⽣産者の声を聴きながら，福岡市内の農畜産物を試⾷。

(博多和⽜，あまおう，その他市内産野菜。)

●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
福岡市⼥性未来農業サポーター

　　

記入者 （所　 属） 農林⽔産局農林部農業振興課
（連絡先） ℡　092-711-4852　／　fax　092-714-4033　                 

E-mail　 n-shinkoABBF@city.fukuoka.lg.jp

　⽇々の農業の傍ら，農業研修や⼥性活躍推進の活動に精⼒的に取り組まれている福岡市が任命した⼥性農
業者です。サポーターは7名で，全員，これまでに福岡県⼥性農村アドバイザーを務められた⽅々です。
　サポーターのみなさんは，市の⼥性農業者活躍⽀援⽀援策に対する助⾔や，農業の魅⼒についてのＰＲ活動
など，様々な活動をしています。

取
組
の
内
容

市内で頑張っている農業者と市⺠との交流会を実施するとともに，広報媒体を活⽤して農業の魅⼒や
明るいイメージを広く市⺠へ情報発信することで，農業や⾷への理解，地産地消の促進，農業者の経
営改⾰，就農意欲の喚起を図る。

　参加者140名程度の募集に対し，530名の応募があり，市⺠の⾷に対する関⼼の⾼さがうかがえた。シンポジ
ウムは，地産地消や⾷育，若⼿農業者の就農の経緯などについての講演会，および市内農業者との意⾒交換
会の形で実施された。参加市⺠からは，農業者がどんな⼈なのか，どんな思いで栽培しているかなど，市内農業
者を知ることができるいい機会となったという声が多数あり，地産地消の推進が図られた。

　今後も関係機関等と継続的な連携を図り，地産地消の推進，⾷育推進のため，積極的な情報収集や情報
発信等に努める。

平成30年2⽉12⽇
天神スカイホール

16 「農」と「食」をつなぐシンポジウム開催

農業の魅力発信事業
運営協議会

連携機関 市農協，東部農協，福岡市



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 ベジフルスタジアム（福岡市中央卸売市場⻘果市場）
・参加⼈数 1回あたりの来場　約1,000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⻘果市場ブランド化推進担当
（連絡先） ℡ 092-683-5331 ／ fax 092-683-5328　                 

E-mail　brand.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，特別にそれらを試⾷・販売するイベント「ベジフル
感謝祭」を毎⽉第３⼟曜⽇に開催しています。
　ベジフル感謝祭では野菜や果物だけでなく，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
教室や果物などが当たる抽選会なども開催しています。
　みなさまのご来場を⼼よりお待ちしています。

取
組
の
内
容

毎⽉第３⼟曜⽇にベジフルスタジアムにおいて，⻘果物の試⾷・販売，料理教室等を開催し，市場
機能の理解・促進を図るとともに，⻘果物の消費拡⼤を推進する。

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。）

　⻘果市場会館棟内のセンター広場で⻘果物の試⾷・販売を実施するととも
に，エントランスホールに抽選会場を設け⻘果市場会館棟内での買い物⾦額に
応じた抽選会等を実施している。
□定例イベント
　○⻘果物の試⾷・販売
　○料理教室（ベジフルクッキング）
　○⼦ども向けイベント（クイズラリーなど）
　○⻘果物を使った実験（⾷品衛⽣検査所）
　○抽選会

17 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

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



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎⽉第３⼟曜⽇　及び　平成２９年８⽉１８⽇（⾦）

　　　　　　　　　　　平成３０年２⽉２４⽇（⼟）

・実施場所 福岡市中央卸売市場⻘果市場（ベジフルスタジアム）
⻘果市場会館２階　料理教室

・対象者，参加⼈数 １８歳以上，親⼦等（実施回によって対象者・⼈数を設定）
１回あたり２４〜３０名

・実施内容
講師に野菜ソムリエ，料理研究家，ホテルのシェフなどを招き，旬の⻘果物を使った
料理教室を実施。
当⽇スタッフとして，福岡市⾷⽣活改善推進員協議会の会員の派遣を保健福祉局
健康増進課に依頼（毎⽉２名）
共催の産地の⽅や講師より，当⽇使⽤する旬の⻘果物について紹介してもらい，
調理・試⾷を⾏う。

平成２９年８⽉１８⽇（⾦）及び平成３０年２⽉２４⽇（⼟）は親⼦⾷育料理教室とし，
⼩学⽣と保護者のペアを対象とした⾷育講座と料理教室を実施。

●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

　　

記入者 （所　 属） 福岡市農林⽔産局中央卸売市場⻘果市場
（連絡先） ℡ 092-683-5323 ／ fax 092-683-5328　                 

E-mail　brand.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

18 ベジフルクッキング

ベジフルスタジアム
活性化委員会

連携機関 市（農林水産局，保健福祉局），
産地・出荷者団体等

ベジフルスタジアムでは，毎⽉第３⼟曜⽇に「ベジフル感謝祭」を開催しています。
新鮮な⻘果物の販売や試⾷，旬の⻘果物などが当たる抽選会やベジフルクッキングなど，
様々なイベントを⾏っています。みなさまのご来場を⼼よりお待ちしております！

取
組
の
内
容

旬の⻘果物を使った料理教室を通じて，⻘果物についての知識や調理⽅法を学んでもらうことで，
⻘果物の消費拡⼤を推進する。

参加者からは「野菜の新しい調理⽅法を知ることができ，料理のレパートリーが増えた」，「早速家で作りたいと思う」
といった意⾒が多く寄せられている。
教室参加以降も継続して⻘果物を⼿にとる機会が増えるよう，講師の⽅には，家庭で再現しやすかったり，
⾊々な種類の⻘果物を使ったりしたレシピを考案してもらっている。

毎⽉第３⼟曜⽇の実施が定着し，リピーターの参加者が増えている。
より多くの市⺠に参加してもらえるよう，広報の⽅法について検討していく。
また，実施内容についても常に興味を持ってもらえるような内容となるよう⼯夫をしていく。



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　料理講習室

・対象者，参加⼈数 ⿂⾷普及に寄与する料理教室を開催する⾮営利の団体やグループ
１回あたり約25名　
※平成29年度実績：計32回，延べ約800⼈

・実施内容 鮮⿂市場において料理教室を開催する団体やグループに対して，
⿂⾷普及に寄与する区分に応じて料理講習室及び会議室の使⽤料，
鮮⿂代や講師料（当協議会が⼿配する場合に限る）を補助すること
で料理教室をサポートする。

●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） 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　sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

取
組
の
内
容

鮮⿂市場において料理教室を開催する団体・グループに対して，鮮⿂代や講師料（当協議会が⼿
配する場合に限る）の補助を⾏うことで，⿂料理を通じた⿂⾷普及の推進を図るもの。

近年，⿂⾷離れが顕著になる中，１匹の⿂を⾃分でさばいて調理する料理教室を体験することで，⿂料理を
⾝近に感じてもらい，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

　福岡⿂⾷普及推進協議会とは，福岡市中央卸売市場鮮⿂市場（通称「⻑浜鮮⿂市場」）の卸売業者，
仲卸業者，関連業者，⼩売業者及び開設者（福岡市）から成る組織で，上記料理教室サポート事業のほ
か，主な主催事業に，⻑浜鮮⿂市場で毎⽉第２⼟曜⽇に仲卸売場棟など鮮⿂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，その他さまざまなイベントお⾏っていますので，ぜひお越しください。
　⻑浜鮮⿂市場ホームページ　http://nagahamafish.jp/

19 魚料理教室
（料理教室サポート事業「鮮魚市場オリジナル料理教室」）

福岡魚食普及推進協議会

連携機関 福岡市
（農林水産局中央卸売市場鮮魚市場）



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎⽉第２⼟曜⽇（⻑浜鮮⿂市場市⺠感謝デー開催時期による）

・実施場所 鮮⿂市場市場会館２階　料理講習室

・対象者，参加⼈数 福岡市内在住の⿂⾷に関⼼のある⼩学３年⽣から中学３年⽣の⼦ども
その保護者（引率者）。
１回あたり約25名　
※平成29年度実績：計11回，延べ233⼈

・実施内容 鮮⿂代及び講師料を福岡⿂⾷普及推進協議会が負担することで，
参加者には参加費１⼈500円（副材料費代）で気軽に参加していただ
くことができる料理教室となっています。

●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　sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

20 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

連携機関 福岡市
（農林水産局中央卸売市場鮮魚市場）

　福岡⿂⾷普及推進協議会とは，福岡市中央卸売市場鮮⿂市場（通称「⻑浜鮮⿂市場」）の卸売業者，
仲卸業者，関連業者，⼩売業者及び開設者（福岡市）から成る組織で，上記料理教室サポート事業のほ
か，主な主催事業に，⻑浜鮮⿂市場で毎⽉第２⼟曜⽇に仲卸売場棟など鮮⿂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，その他さまざまなイベントお⾏っていますので，ぜひお越しください。
　⻑浜鮮⿂市場ホームページ　http://nagahamafish.jp/

取
組
の
内
容

　⼦どもやその保護者に対し，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もの。

　近年，⿂⾷離れが顕著になる中，⼦どもに１匹の⿂を⾃分でさばいて調理する料理教室を体験してもらうこと
で，⿂料理を⾝近に感じてもらい，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。

　毎⽉，定員を超える応募があるため，希望者全員が料理教室に参加することができていない。
　※定員を超える応募の場合は，抽選により参加者を決定している。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎⽉第２⼟曜⽇（⻑浜鮮⿂市場市⺠感謝デー開催時期による）
・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回あたりの来場者数は約10,000⼈
・実施内容 毎⽉第２⼟曜⽇に，普段は許可を受けた市場関係者しか⽴ち⼊ること

ができない市場の⼀部を⼀般開放している。
全⻑200mにも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，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⿂のさばき⽅実演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（市場会館⻄側広場）：海鮮バーベキュー，揚げ蒲
　鉾等の販売
・定例イベント（仲卸売場棟内）：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
　
・特別イベント：(10⽉)アンケート・くじ引き，(3⽉)アサリのつかみ取り
　

●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

　　

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　sengyo.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

　⻑浜鮮⿂市場市⺠感謝デーは平成20年７⽉から毎⽉開催しており，毎回約10,000⼈の来場者となってい
る。平成28年10⽉には第100回記念を迎えることができ，毎⽉のイベントとして定着してきている。

　市⺠感謝デー開催時には，多くの来場者の⾞両のため，鮮⿂市場近辺で交通渋滞が発⽣する。
　夏場など気温が⾼い時は，鮮⿂の管理に⼗分な配慮が必要となる（氷を準備し，注意喚起を⾏っている）。

　福岡⿂⾷普及推進協議会とは，福岡市中央卸売市場鮮⿂市場（通称「⻑浜鮮⿂市場」）の卸売業者，
仲卸業者，関連業者，⼩売業者及び開設者（福岡市）から成る組織で，上記料理教室サポート事業のほ
か，主な主催事業に，⻑浜鮮⿂市場で毎⽉第２⼟曜⽇に仲卸売場棟など鮮⿂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，その他さまざまなイベントお⾏っていますので，ぜひお越しください。
　⻑浜鮮⿂市場ホームページ　http://nagahamafish.jp/

21 長浜鮮魚市場市民感謝デー
福岡魚食普及推進協議会

連携機関 福岡市
（農林水産局中央卸売市場鮮魚市場）

取
組
の
内
容

　毎⽉第２⼟曜⽇に鮮⿂市場の⼀部を⼀般開放する「市⺠感謝デー」を開催することで，⿂に親しん
でもらい，⿂⾷普及を推進し，⽔産物の消費拡⼤を図る。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年９⽉１２⽇（⽕） 平成２９年９⽉２１⽇（⽊）
・実施場所 精華⼥⼦短期⼤学
・対象者，参加⼈数 地域住⺠２４名，学⽣９名， 地域住⺠２１名，学⽣７名，

ヘルスメイト３名 ヘルスメイト６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

南区⺠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。

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（健康の源である⾷を通して，⼤学や地域，⾷品事業
者などと共に考えながら進めています）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として開始しました。
現在は，シニアと限定せずに地域住⺠対象の地域コミュニティづくりへと発展させています。

純真短期⼤学

短⼤の調理実習室に地域の⽅が来られ，調理実習を⾏い⾷事の後に，学⽣さんとのグループワークで交流を
楽しまれた。
　２事業とも南区⼤学連絡会議の所属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。

地域の⽅がなかなか訪れることがない短期⼤学で学⽣さんと交流する良い機会で，参加者同⼠の地域コミュニ
ティづくりの場にもなっているが，校区が限られてしまう。

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

22 　南区食育事業
　　（地域住民と学生との料理教室）

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



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 ⾼校⽣１１名
・実施内容  「簡単！バランスご飯」をテーマに実施

〜おにぎらず（２種），マセドアンスープ，浅漬けキャベツ，シードヌガー〜
・料理の基本的なことを学ぶ
・調味料の計量等の準備作業から学⽣が⾏う

●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） ⻄区⾷⽣活改善推進員協議会（事務局：⻄区健康課）
（連絡先） ℡　092-895-7073　／　fax　092-891-9894                 

23 わかもの料理教室

西区食生活改善推進員
協議会

連携機関
中村学園三陽高等学校

西区健康課

⾷進会のスローガン「私達の健康は私達の⼿で」と，⻄区スローガン「みんなで⾷を楽しみましょう」〜感謝の気持ちを
持って〜　〜育てよう”⾷⽂化”〜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。

取
組
の
内
容

　環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）

平成30年3⽉8⽇

これから進学・就労をしていく,ふだん家庭で料理をする機会が少ない⾼校⽣に，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⼿軽に楽しく作れて⽣活習慣病予防にも役⽴つ講
習会を開催したい。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年度　年間10回実施
・実施場所 特別養護⽼⼈ホーム　⾶⿃　　　ケアハウス　しらさぎ
・対象者，参加⼈数 ⼊所者　70名程度
・実施内容

パンフレットを作成し，⾷事と⼀緒に配布した。

  神奈川県「しらす丼」 　⼩倉駅「おこわ無法松弁当」

　 　 ポスター掲⽰

  愛知県「味噌カツ」    出⽔駅「えびめし弁当」

●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） 社会福祉法⼈　とりかい
（連絡先） ℡ 092-841-6701 ／ fax　092-841-6730

E-mail　sirasagi＠y4.dion.ne.jp

取
組
の
内
容

郷⼟料理や駅弁を提供し，⾷事の時間を楽しんでいただきながら，各地域の⾷⽂化に対す
る理解を深める。

ご利⽤者からは「昔，旅⾏に⾏ったことを思い出した」「地元の料理が懐かしい」と会話が弾み，喜んでいただけ
た。また，その⼟地ならではの料理を提供することで，地域の⾷⽂化に触れるよい機会となった。

　社会福祉法⼈とりかいは，平成11年に病院を⺟体として福岡市城南区に設⽴
されました。地域の皆様に安⼼してご利⽤していただける施設として，スタッフ⼀同こ
ころを込めたサービスの提供に努めております。また，お⾷事については，お⼀⼈お
⼀⼈の⾝体に応じ考慮するとともに，楽しくお⾷事ができるよう⼼がけております。

今後も定期的に，⾏事⾷や郷⼟料理を取り⼊れ，⾷を通じて笑顔や会話が増えるような機会を提供していき
たい。

・昼⾷に郷⼟料理や駅弁を提供した。

・事前に献⽴表やポスターを掲⽰し，ご利⽤者への案内を⾏った。

・より旅⾏気分を味わうために，その地域の観光名所等を掲載した

24 高齢者施設における
郷土料理の提供

特別養護老人ホーム　飛鳥
ケアハウス　しらさぎ

連携機関 社会福祉法人　とりかい



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年12⽉16⽇（⼟）

・実施場所 福岡市⽴博多⼯業⾼等学校　家庭科室

・対象者，参加⼈数 福岡市⽴博多⼯業⾼等学校⽣徒　31名

・実施内容 講義「⾷事のバランス・朝⾷を⾷べよう等」
調理実習「⻨ごはん，鮭の味噌マヨ焼き，五⽬きんぴら，豚汁」
試⾷

●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）
（連絡先）　　  ℡ 092-831-4261 ／ fax 092-822-5844　
　　　　　　　　　E-mail　　kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区⾷⽣活改善推進員協議会（事務局：城南区保健福祉センター健康課）

取
組
の
内
容

若者世代の朝⾷⽋⾷の解消と⾷事バランスの必要性についての普及啓発のため，⾼校⽣を対象に⾷
育講習会を開催。⾃分で料理を作って⾷べることを通して，「⾷べること」「健康」について考えるきっかけ
づくりを⾏う。

今回は区の⾷育推進ネットワーク会議のメンバーとして連携し，副校⻑や家庭科の教諭の協⼒をいただき，初め
て⾼校⽣を対象に講習会が実施できた。
⾼校⽣に「朝⾷」の⼤切さ，⾷事のバランス等を講義や調理実習を通して学んでもらうことができた。
普段は接点のない，⾼校⽣と実習中や試⾷の時にいろいろな話ができ，楽しく，有意義な時間が過ごせた。

今後も，⾼校と連携して⾼校⽣に対しての⾷育活動を⾏っていきたい。

「ヘルスメイト」の愛称で、「私達の健康は私達の⼿で」をスローガンに、⾷を通した健康づくりのボランティアとして活
動を⾏っています。
健康づくりのための⾷⽣活改善講習会（⽣活習慣病予防や低栄養予防、郷⼟料理、男性料理など）や「⾷事
バランスガイド」の普及活動，区保健福祉事業への協⼒活動（健康フェア，⾷育パネル展）等を通して栄養知
識の普及と⾷⽣活改善を推進しています。

25 高校生のための食育講習会

城南区食生活改善
推進員協議会

連携機関
博多工業高校

城南区保健福祉センター



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 年３回程度

・実施場所 ⾷⽂化スタジオ

・対象者，参加⼈数 プロの料理⼈、事前予約にて

・実施内容 開講時の季節に合わせた⾷材、レシピの啓蒙、教育を⾏っています。

●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）　 株式会社　福新楼
（連絡先） ℡　092-771-3141　／　fax　092-771-4304　                 

E-mail：tkc@fuxinlou.co.jp

26 ザ・料理人講座
福岡県調理師連合会

連携機関 食文化スタジオ

和、洋、中の調理師が福岡県全域でまとまり、広く、福岡県⺠、市⺠の⾷の向上、調理師の技術研鑽、地位向
上を⽬指して⽇々活動しております。

取
組
の
内
容

プロの料理⼈を対象とし、旬の⾷材、郷⼟料理などを啓蒙する。

現在、通年で⾏っており、⼀定の評判、成果が上がっているので、今後も続けていく予定である。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 ２９年１０⽉３⽇(⽕)　１０:００〜
・実施場所 ⽞界公⺠館
・対象者，参加⼈数 １５⼈程度

・実施内容 ⽞界の幸を利⽤したレシピを選定、料理教室を⾏いました。

●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

　　

記入者 （所　 属）　 株式会社　福新楼
（連絡先） ℡　092-771-3141　／　fax　092-771-4304

E-mail：tkc@fuxinlou.co.jp

和、洋、中の調理師が福岡県全域でまとまり、広く、福岡県⺠、市⺠の⾷の向上、調理師の技術研
鑽、地位向上を⽬指して⽇々活動しております。

取
組
の
内
容

⼀般の⽅を対象とし、家庭でもできる⼀品を主として普及、啓発を⾏う。

先⽅からの依頼で⾏ったスポット活動だったが、評判もよく、また教えてほしいとの声を頂いた。

今のところ、次回の予定は⼊っていないが依頼があれば、取り組みたいと思っている。

27 中華料理教室
福岡県調理師連合会

連携機関 玄界公民館



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 ２９年１２⽉１２⽇(⽕)　

・実施場所 ⽇佐⼩学校

・対象者，参加⼈数 ３０⼈程

・実施内容 焼き餃⼦、酢豚の調理を通じて、料理の楽しさを伝えました。

●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

　　

記入者 （所　 属）　 株式会社　福新楼
（連絡先） ℡　092-771-3141　／　fax　092-771-4304　                 

E-mail：tkc@fuxinlou.co.jp

28 日佐小学校ものづくり体験講座
福岡県調理師連合会

連携機関 福岡県技能職団体連合会

和、洋、中の調理師が福岡県全域でまとまり、広く、福岡県⺠、市⺠の⾷の向上、調理師の技術研鑽、地位向
上を⽬指して⽇々活動しております。

取
組
の
内
容

⼩学５年⽣を対象とし、ものづくりに興味を持って頂けるよう、料理教室を⾏った。

技能職団体連合会との連携で⾏っている講座で、毎年評判もよいので、続いている。

⼀⼈でも多くの児童が業界を⽬指すきっかけとなれば幸いです。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 毎⽉第３⼟曜⽇　１０時〜１２時

・実施場所 春吉公⺠館

・対象者，参加⼈数 素⼈可、男性に限る　１５⼈程度

・実施内容 ⽼年の⽣徒が多いので、中国薬膳の考え⽅を主として
レシピを選定、季節に合わせた料理を教えています。

●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）　 株式会社　福新楼
（連絡先） ℡　092-771-3141　／　fax　092-771-4304　                 

E-mail：tkc@fuxinlou.co.jp

29 男の料理教室
福岡県調理師連合会

連携機関 春吉公民館

和、洋、中の調理師が福岡県全域でまとまり、広く、福岡県⺠、市⺠の⾷の向上、調理師の技術研鑽、地位向
上を⽬指して⽇々活動しております。

取
組
の
内
容

⼀般男性を対象とし、家庭でもできる⼀品を主として普及、啓発を⾏う。

現在、通年で⾏っており、⼀定の評判、成果が上がっているので、今後も続けていく予定である。

⽼年の⽣徒が多いが、評判もよく、新規の⽣徒も多いので、今後も続けていける⾒込みである。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期　　宴会時の⾷べ残しゼロの啓発　 平成２７年９⽉〜
　　　　　　　「福岡エコ運動協⼒店」　　　 平成２８年４⽉〜
・実施場所 －
・対象者，参加⼈数 －
・実施内容

１.宴会時の⾷べ残しゼロの啓発

２.福岡エコ運動協⼒店
平成29年度啓発ポスター

登録要件（次のうち１つ以上を実施）
(1)適量メニュー等の導⼊
(2)⾷べ残し削減の呼びかけ

(4)お持ち帰りへの対応
(5)上記以外の独⾃の取組み 平成29年度協⼒店ステッカー

●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） 福岡市環境局循環型社会推進部資源循環推進課
（連絡先） ℡ 092-711-4039 ／ fax　092-733-5907                 

E-mail　 shigenjunkan.EB@city.fukuoka.lg.jp

30 もったいない！食べ残しをなくそう
福岡エコ運動

福岡市
（環境局資源循環推進課）

連携機関 保健福祉局，農林水産局，経済観光文化局

宴会や外⾷の際には，①美味しくかしこい適量注⽂，②終了１０分前の着席完⾷タイム，③感謝を込めて最
後のひと⼝，の福岡エコ３項⽬を実践して，⾷べ残しゼロを⽬指しましょう。
福岡エコ運動協⼒店は環境局ホームページにて紹介していますので，宴会等のお店選びの参考にしてください。

取
組
の
内
容

　事業系ごみの更なる削減のために，⾷品ロスの発⽣抑制（リデュース）を推進する。宴会や外⾷の
際の⾷べ残しを減らすため，飲⾷店から利⽤者へ呼びかけを⾏ってもらう。

平成３０年２⽉末時点における福岡エコ運動協⼒店登録数は306店舗。
市政アンケートにおける市⺠の福岡エコ運動の認知度は，平成28年度約24％から平成29年度約46％に上
昇。

平成２８年度から本格始動した「もったいない！⾷べ残しをなくそう福岡エコ運動」を今後も継続実施し，市内
飲⾷店等やその利⽤者に，「福岡エコ３項⽬」を意識づけるなど，⾷べ残しをなくす取り組み定着に向けた広報
啓発を⾏うことで，最終的には⾷品廃棄物の減量へとつなげていく。

(3)店舗でのポスター等の
　掲⽰による啓発活動

　市のホームページや市政だより（広報誌），街頭キャン
ペーン，市主催イベントでの広報，ポスターの掲⽰などにより
市⺠への啓発を⾏い⾷べ残しの削減を推進する。

　運動に賛同する市内飲⾷店及び宿泊施設を登録し，ス
テッカーを掲⽰してもらうとともに，市のホームページやパンフ
レットで協⼒店の周知を⾏う。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年４⽉〜８⽉
・実施場所 早良区内⼤学・専⾨学校，総合図書館
・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，総合図書館利⽤者
・実施内容 カンピロバクター⾷中毒対策として，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
※啓発⽅法は学校により異なる。複数実施あり。
また，若者が多く利⽤する総合図書館の展⽰ケース
を利⽤し，啓発ポスター等の掲⽰を⾏った。

●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

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

31 若者を対象とした食中毒予防啓発

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

　⼤学では，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。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成３０年１⽉２６⽇（⾦）
・実施場所 早良保健所　１Ｆ　講堂
・対象者，参加⼈数 市⺠　３２名
・実施内容 ⾷品の輸⼊・販売について（三宗貿易合同会社）

国内流通前の⽔際第⼀線での監視について（福岡検疫所）
国内流通後の輸⼊⾷品の監視について（早良保健所）
意⾒交換会

●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衛⽣課
（連絡先） ℡ 092-851-6609 ／ fax 092-822-5733

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

32 みて，きいて，安心！食の安全塾
～海外からやってきた食品編～

福　岡　市
（早良区衛生課）

連携機関 福岡検疫所，事業者

取
組
の
内
容

消費者の関⼼が⾼い輸⼊⾷品について，⾷品輸⼊会社，検疫所，保健所の３つの異なる視点か
ら話を聴き，意⾒を交換することで正しい知識を⾝につけ，⽇々の⾷品選択に役⽴ててもらう。

事前アンケートの結果では，すべての参加者が輸⼊⾷品の安全性について不安を抱いていたが，受講後は，
輸⼊⾷品を安全だと考える参加者の割合が約７０％増加しており，不安を緩和することができた。

市⺠の関⼼が⾼く，かつ⽇々の⽣活の中で⽣かしてもらえるテーマを設定して実施する。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年10⽉4⽇（⽔），平成29年11⽉29⽇（⽔）
・実施場所 (株)ふくや（明太⼦製造⼯場），三井製糖(株)（製糖⼯場）
・対象者，参加⼈数 東区⾷⽣活改善推進員協議会会員

参加者合計４２名
・実施内容

【⼯場⾒学の様⼦】

(株)ふくや 三井製糖(株)

●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） 東区保健福祉センター衛⽣課
（連絡先） ℡ 092-645-1111 ／ fax 092-645-1114

E-mail　eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

取
組
の
内
容

東区内の⾷品⼯場⾒学を実施して，営業者の⾷の安全・安⼼に対する取り組みを紹介するとともに，
⾷中毒予防講習を⾏い，⾷に対する正しい知識の普及を図る。

参加者からは「ここまで衛⽣⾯に気を使っていることに驚いた」，「製造⼯程を知ってびっくりした」などの声が挙がり，
アンケートによる⾃⼰評価の結果，⼯場⾒学の後には，「⾷に対する安⼼感」の値が平均で21.8ポイント向上し
ました。

東区には，優れた衛⽣管理を実施している⾷品⼯場が多数あることから，多くの⽅々に⾷の安全・安⼼に対する
現場の取り組みを実際に体験していただき，正しい知識を得て⾷に対する漠然とした不安を解消できるよう，取り
組みを継続していきたい。

(株)ふくやは「ISO22000」，三井製糖(株)は「FSSC22000」という⾷品安全管理のためのシステム認証を取得
しており，安全で衛⽣的な⾷品の提供に取り組んでいます。

⼯場⾒学を実施し，⾷品の製造⼯程や営業者の安全・安⼼に対する取り組み
を紹介しました。また，⾷中毒予防の講習や，⼿洗い講習を実施しました。

33 食品工場見学会

福　岡　市
（東区衛生課）

連携機関 (株)ふくや，三井製糖(株)



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年４⽉〜平成３０年３⽉
・実施場所 九州産業⼤学，福岡⼯業⼤学，福岡⼥⼦⼤学
・対象者，参加⼈数 九州産業⼤学学⽣（約10,700⼈）

福岡⼯業⼤学学⽣（約4,300⼈）
福岡⼥⼦⼤学学⽣（約1,100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） 東区保健福祉センター衛⽣課
（連絡先） ℡ 092-645-1111 ／ fax 092-645-1114

E-mail　eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

34 大学生を対象とした食中毒予防啓発

福　岡　市
（東区衛生課）

連携機関 九州産業大学，福岡工業大学，福岡女子大学

「鶏のタタキ」など，加熱不⼗分な鶏⾁によるカンピロバクター⾷中毒が多発しています。
「新鮮だから安⼼」は間違いです。中⼼部まで⼗分に⽕を通してから⾷べましょう。

取
組
の
内
容

⼤学⽣が⾷中毒のリスクについて正しく理解し，リスクの⾼い⾷品の喫⾷を⾃ら避けることができ
るよう，カンピロバクター⾷中毒をはじめとした⾷中毒に関する正しい知識の普及を図る。

講習会後に実施したアンケートの結果，カンピロバクター⾷中毒の危険性のある「鶏のタタキ」等を「今後は⾷べな
い，あるいは回数を減らす」と回答した学⽣は約69％でした。このうち，これまで「鶏のタタキ」を⾷べていた学⽣に
ついては約52％から同様の回答があり，⼀定の効果がありました。

鶏の⽣⾷を好む学⽣については，⾷中毒による危険を⾃分事としてとらえ，危機意識を持ってもらえるよう，就職
活動や部活動と関連付ける等して引き続き啓発を実施していきます。

①⾷中毒予防に関する講習会の実施
バザー講習，就職説明会，部活動責任者講習会に付随して実施
（４回，延べ321名参加）

②⾷中毒予防啓発チラシの配布及び掲⽰
講習会時に配布，部活動ごとに配布，校内ラックへ設置，
⼤学構内掲⽰板へ掲⽰

③⾷中毒予防に関するメールを全学⽣に⼀⻫配信



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成３０年２⽉８⽇（⽊）
・実施場所 あいれふ７階栄養学習室
・対象者，参加⼈数 中央区⾷⽣活改善推進員協議会会員　４６⼈
・実施内容 「家庭でできる⾷品ロス削減の講話」と「⼤根を葉や⽪まで丸ごと全部使った

エコクッキングの調理実習」を中央区⾷⽣活改善推進員を対象に実施すること
により理解を深め，地域で⾷品ロス軽減への理解と実践を広める。

●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
・中央区健康課

記入者 （所　 属） 中央区健康課
（連絡先） ℡ 092-761-7340 

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

35 中央区エコクッキング講座
 福　岡　市

（中央区健康課・生活環境課）

連携機関 中央区食生活改善推進員協議会

取
組
の
内
容

環境に配慮した⾷⽣活を送り，⾷品ロスを軽減する⾷育を推進する。

受講した中央区⾷⽣活改善推進員協議会会員⾃⾝にとっても，「家庭でできる⾷品ロス削減の講話」と「⼤
根を葉や⽪まで丸ごと全部使ったエコクッキングの調理実習」で受講した内容は新鮮で理解を深める良い機会と
なり，また今後の地域での活動で受講した内容を広める機運が⾼まった。

環境に配慮した⾷⽣活を送ることの⼤切さへの理解はあるものの，⾷品ロスを軽減するためになんらかの取り組
みを⾏う市⺠を増やすためには，地域での活動への取り込みや⼝コミも⼤切であり，今後も関係団体と連携して
⾷品ロス軽減への理解と実践を広める⾷育推進を⾏っていきたい。

区⺠のみなさんが⽣涯を健やかにすごすために，栄養，⾷⽣活の改善だけでなく，環境に配慮した⾷事の実践等
の⾷育の推進に取り組んでいます。
・中央区⾷⽣活改善推進員協議会
「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。



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成28年４⽉から平成３０年３⽉

＜研修会等＞　 対象者・・・保育園に勤務する給⾷職員
　　・講演会　「⾷育を⾒直そう〜離乳期からの⾷育」平成28年8⽉29⽇
　　・調理実習　「かむ⼒を養う⾷材や調理法を⽤いた料理」平成29年2⽉3⽇〜20⽇
　　　グループディスカッション　　
　　・講義・調理実習　「離乳⾷」平成29年６⽉1⽇〜14⽇
　　　グループディスカッション
　　・講演会　「⾷育を⾒直そう〜離乳期からの⾷育2」平成29年8⽉1⽇
　　　グループワーク離乳⾷献⽴作成，媒体作成

＜アンケート調査＞
　　・調査対象　給⾷職員，０歳児担当保育⼠

＜離乳⾷おたすけＢＯＯＫ＞
　　・福岡市の保育園で統⼀された離乳⾷の進め⽅，離乳⾷⾷材表の
     資料を作成
　　・配付
     平成３０年３⽉
　　・対象
     福岡市内認可保育園（幼保連携型認定こども園含む）　
     232園に２冊ずつ

●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） 福岡市こども未来局⼦育て⽀援部指導監査課
（連絡先） ℡　092-711-4262　／　fax　092-733-5718                 

36
離乳期からの食育についての研修・調査
に基づく「離乳食おたすけＢＯＯＫ」の
作成・配付

福岡市保育士会
給食検討委員会

連携機関 福岡市こども未来局

取
組
の
内
容

・保育園において離乳⾷期の重要性を再認識し，保育⼠・給⾷職員・保護者が共通理解を深める。
・⼦どもの発達段階にあわせた離乳⾷の充実を図る。
・離乳期から⾷事の楽しさ，⾷べる⼒をはぐくみ，⾷育の第⼀歩を促す。

保育⼠と給⾷職員の連携が図りやすくなった。
保護者に相談された時の資料として利⽤できる。
保育園での離乳⾷の進め⽅を説明する際に，発達に合わせた家庭で⾷べてほしい⾷材を⽰しやすくなった。

離乳⾷おたすけＢＯＯＫを活⽤することにより，各保育園において⾷事に関する発達を促していきたい。

福岡市保育⼠会給⾷検討委員会は，保育園に勤務する給⾷職員の代表により保育所給⾷に関する研究，
研修等を⾏い，給⾷の質の向上に努めています。

離乳⾷に関する調査



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 実施内容のとおり
・実施場所 中村学園⼤学及び福岡⼤学
・対象者，参加⼈数 実施内容のとおり
・実施内容 ・中村学園⼤学の学⽣⾷堂内において，ポスター掲⽰とデジタル

サイネージによる啓発を⾏った。（通年）
・福岡⼤学学⽣部において，ポスター掲⽰とチラシの配架を
⾏った。（通年）
・学園祭のバザー衛⽣講習会にて，啓発チラシを配布し説明を⾏うと
ともに，鶏⾁を⽣で⾷べることについてのｱﾝｹｰﾄ調査を⾏った。
　　中村学園⼤学　平成29年10⽉13⽇ 178名
　　福岡⼤学　　  　平成29年 9⽉29⽇ 200名
・中村学園⼤学において，啓発チラシ・啓発グッズの配布及び城南区
キャラクター「ニッコりん」（着ぐるみ）との記念撮影を⾏った。
　　平成29年12⽉8⽇約500名に配布

●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） 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 watanabe.h16@city.fukuoka.lg.jp

37 大学におけるカンピロバクター
食中毒予防の啓発

城南区保健福祉センター
（衛生課）

連携機関 中村学園大学，福岡大学

取
組
の
内
容

⼤学⽣などの若者世代に対するカンピロバクター⾷中毒予防の啓発を推進するため

多数の学⽣に対して，カンピロバクター⾷中毒予防の啓発を⾏うことができた。

カンピロバクターは⾷中毒の原因菌として依然多く，来年度についても⼤学においてキャンペーンを実施する予定。

12月8日の様子と配布物



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年5⽉〜10⽉　
【⾷の安全安⼼スクール】　　全3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）

 ○職員との意⾒交換（グループワーク）
第3回　（10⽉11⽇）
 ○イオンマリナタウン店売場・バックヤード⾒学
 ○事業者との意⾒交換（グループワーク）

＜実践＞⽣徒が「⼿洗い教室」の講師となり，学んだことを伝達した。

【⾷の安全安⼼ミニスクール】　　各校1〜2回
・実施内容 ○⾷品衛⽣基礎講座+⼿洗い実習

○⾷中毒事例検討（グループワーク）
○⼯場⾒学

・実施場所
 福岡県⽴⽞洋⾼校（5⽉9⽇）
 中村学園三陽⾼校（7⽉18⽇）
 福岡市⽴福岡⻄陵⾼校（10⽉19⽇，26⽇）

●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
⻄区保健福祉センター　衛⽣課
　　

記入者 （所　 属） ⻄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

38 食の安全安心スクール，ミニスクール

福岡市
（西区衛生課）

連携機関
西区高等学校４校

イオン九州(株)，㈱マルタイ

　区⺠の皆さんの⾷の安全を守るとともに，安⼼な⾷⽣活を送るためにどうしたら良いかを学⽣や区⺠の⽅々に学
んで頂くために，講習や⼿洗い実習の実施，チラシ等の情報提供などを⾏っています。
　今年度は，⻄区内の三⾼校で新たに「⾷の安全安⼼ミニスクール」を開催しました。

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。

　施設⾒学や⼿洗い実習，グループワークを通し，⾷品衛⽣の知識を学ぶことで，⼿洗いや⾷の安全の重要性
がわかり，⽇々の⽣活で実践したいという意⾒が受講後のアンケートに多く⾒られた。
　また，フードチェーンの流れに沿って学ぶことで「⾷の安全がどのように守られているか」「⾷べることは命を頂くこと」
を深く考えるきっかけとなった。

 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 きっかけを得て，様々な情報を⾃ら考え，判断できるようになる効果的なプログラムおよび⽣活に⽣かせるプ
ログラムを検討したい。

第1回　（7⽉5⽇）
 ○⾷品衛⽣基礎講座+⼿洗い実習

第2回　（9⽉6⽇）
 ○福岡市⾷⾁市場，⾷⾁衛⽣検査所⾒学

手洗い実習

手洗い教室

スーパーマーケットの見学

グループワーク発表



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成３０年３⽉

・実施場所 福岡市中央区内

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

・実施内容 ⼩冊⼦「STOP!⾁の⽣⾷」計5830部を送付
バザー開催時等に⾷品衛⽣講習会を実施

●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

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

E-mail　eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp

39 幼児の保護者と若年層を対象とした
啓発資料の送付

（中央区衛生課）

連携機関

取
組
の
内
容

幼児の保護者と若年層を対象に⾁の⽣⾷による⾷中毒予防について啓発する

若年層のカンピロバクター⾷中毒が多発しているので，パンフレットを⽤いて若年層や⼦供の保護者に⾁の⽣⾷の
危険性を伝えるいい機会になった。

今後は最新の事例を盛り込んだ理解しやすい内容にパンフレットを改定し送付する予定である。

福　岡　市



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成29年6⽉〜平成30年3⽉
・実施場所 福岡市男⼥共同参画推進センターアミカス　他
・対象者，参加⼈数 ⼦育て世代など，⼦に⾷べさせる⾷を考えている南区⺠

・実施内容

② ステップアップ型「ため蔵⾷ゼミ」

⾒学）

③ 「ため蔵⾷ゼミ」同窓会
既受講者を対象とした外部講師による講演会・意⾒交換会

●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） 南区保健福祉センター衛⽣課
（連絡先） ℡ 092-559-5162 ／ fax 092-559-5149

E-mail　eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp

40 南区ため蔵食ゼミ

福　岡　市
（南区衛生課）

連携機関

「南区ため蔵⾷ゼミ」は，ふだんの暮らしの中で納得して⾷品を選択できる「私」を⽬
指す講座です。
市政だより（南区版）等にて受講⽣を募集しますので，多くの⽅のご参加をお待
ちしています。

取
組
の
内
容

区⺠の⾷に対する漠然とした不安を解消する

受講後アンケートの結果，講座の満⾜度（５段階評価）は平均4.4と⾼く，好評であった。また，講座の受講
前後で「⾷」に対する不安が減少した割合が参加者の64％となり，受講者の⾷に対する不安の解消につながっ
た。

来年度も受講対象者を⼦育て世代を中⼼とするが，より多くのそれら世代にゼミの開催を知っていいただけるよう広
報していく。

8回，計130名（延べ⼈数）

① 参加者公募型「ため蔵⾷ゼミ」
市政だよりで公募した区⺠を対象とした全３回（２期／年）の講座

昨年度の受講者を対象としたステップアップ講座（座学＋ベジフル

参加者との対話による講座や体験型講座を⾏った。

南区キャラクター

ため蔵



実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年５⽉３⽇（⽔・祝） 平成２９年６⽉１０⽇（⼟）
・実施場所 ⽼司⼩学校
・対象者，参加⼈数 試⾷提供　約２００名 試⾷提供　約４００名

ヘルスメイト　８名 ヘルスメイト　２名
・実施内容

・備蓄⾷材を使った災害⾷の試⾷や実演
・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

　　

記入者 （所　 属） 福岡市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

南区⺠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。

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（健康の源である⾷を通して，⼤学や地
域，⾷品事業者などと共に考えながら進めています）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として開始しまし
た。現在は，シニアと限定せずに地域住⺠対象の地域コミュニティづくりへと発展させています。

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。
　２事業とも⾷⽣活改善推進員協議会と連携した事業で，試⾷の提供などの協⼒をいただいた。

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，いろいろな機会での啓発もすすめていきたい。

どんたく南区演舞台（⼤橋駅⻄⼝広場）

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，地域住⺠
に災害時の⾷についての啓発イベント

・災害時の⾷に関するポスターの掲⽰

41 　南区食育事業
（防災時の食について）

福　岡　市
（南区健康課・衛生課）

連携機関
南区食生活改善推進員

協議会
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実施主体

●目　的

●活動内容
・実施時期 平成２９年１２⽉〜平成３０年１⽉
・実施場所 あいれふ7階　第２研修室
・対象者，参加⼈数 福岡市⾷⽣活改善推進員　62名

・実施内容

【教室の様⼦】

●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

　毎年６⽉の「⻭と⼝の健康週間」において「よい⻭のコンクール表彰」等，様々なイベントや機会を通じて，市
⺠の皆様へ⼝腔の重要性の普及啓発を⾏っている。平成2９年度は，出前講座「始めよう⻭周病予防」とし
て，市⺠の皆様へ⼝腔ケアの知識と実践⽅法の普及啓発を⾏った。また，⾷育イベント内にて「健⼝（けんこ
う）コーナー」を設置し，お⼝のマッサージによる⼝腔機能維持・向上に関するイベントを開催している。

取
組
の
内
容

⻭・⼝腔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，地域における⻭科保健推
進の担い⼿（サポーター）を養成する⽬的で，福岡市⾷⽣活改善推進員を対象とした「お⼝の健康
サポーター養成教室」を実施。

受講者の９割が，学んだことを他者（家族，友⼈，地域の⽅）に伝えてくださっている。内容は，
公⺠館での料理講習会にて，⾷前に唾液腺マッサージの実践，お⼝の体操のチラシを配布して実践
等。「噛むことの⼤切さ，お⼝の体操をもっと広げたい」との声も上がっていた。

参加者から，「⼦ども，地域の⼈達，⽼⼈会でお話ししてほしい」とご意⾒をいただいた。福岡市⾷⽣
活改善推進員を始め，地域にお⼝の健康サポーターが定着し，より多くの市⺠に⻭・⼝腔の知識の
普及啓発ができるように検討をしていく。

講義：お⼝の健康と全⾝との関係（⻭科医師）
実習：⼝腔ケア・お⼝の体操（⻭科衛⽣⼠）

①噛む⼒チェック（咀嚼⼒判定ガム）
②⻭みがき（染め出し）
③お⼝の体操・唾液腺マッサージ

49 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）

連携機関



実施主体

●⽬　的

●活動内容
・実施時期 (1)平成29年６⽉１9〜23⽇，平成30年2⽉20〜23⽇
・実施場所 (2)平成29年9⽉21〜22⽇
・対象者，参加⼈数 (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（⾹椎浜店）
市⺠，計１1⽇間・941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

50 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，市⺠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，市⺠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。

福岡市食育推進

キャラクター

「いくちゃん」





福岡市保健福祉局健康医療部健康増進課 
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