
第2次八女市食育推進計画
～ふるさとの食の恵みを活かした健康で豊かなまち“やめ”～
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八女市
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第１章 計画の策定について

１．計画策定の趣旨

「食」は命の源であり、私たちが生きていくためには欠かせないものです。健全な食生

活を日々実践し、おいしく楽しく食べることは、健康で心豊かな暮らしを実現させること

に大きく寄与するものです。八女市においては、平成２６年３月に策定した「八女市食育

推進計画」（以下「第１次計画」）をもとに、教育、健康づくり、農林水産業など様々な分

野で食育に取り組んできました。その結果、日常生活の基盤である家庭における共食を原

点とし、保育所（園）・幼稚園・学校・家庭における食育や地元農産物を積極的に活用した

地産地消の推進は、着実に進展してきています。

しかし、食習慣においては、エネルギーや塩分の過剰摂取や野菜・果物の摂取不足など

による栄養の偏り、朝食の欠食など食習慣の乱れが見られ、これらに起因する肥満や生活

習慣病は依然として大きな課題です。また、近年、家庭や生活の状況が変わる中で、高齢

者をはじめとする単独世帯やひとり親世帯、貧困状況にある子どもへの支援も食育の課題

であり、積極的に取り組まなければなりません。

また、八女市は福岡県を代表する農林業地域であり、地元農産物等のＰＲ活動を行う関

係機関との連携により「地産地消」の推進に取り組んでいます。一方、わが国では、食料

自給率が先進国の中でも低く、多くの食料を海外に依存している反面、大量の食品廃棄物

を発生させている現状にあり、環境への負荷を生じさせている問題も抱えています。食に

関する感謝の気持ちや理解を一層深め、生産から消費に至るまでの食の循環を意識し、食

品ロス削減など環境にも配慮することが必要です。

さらに、食を取り巻く社会環境が変化する中にあっても、地域の伝統的な食文化が失わ

れることがないよう食文化の継承も重要な課題です。

このような課題解決のため、今後の食育の推進に当たっては、食育にかかわる関係機関

や団体がそれぞれの特性を生かしながら、多様に連携・協働し、市民がふるさとの食の恵

みを活かし、生涯にわたり「食育の実践」を取り組むことで健康寿命の延伸を図り、健康

で心豊かに暮らせるようにするため、食育に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、

本計画を策定しました。
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●食育とは

私たちの心と身体は「食」の上に成り立っています。その「食」を自分自身で

管理する力を身につける取り組みこそが「食育」です。

食育基本法の中では、「食育」を次のように位置づけています。

●食生活指針１０項目 ～「食生活改善のためのガイドライン」～

この「食生活指針」は、食料生産・流通から、食卓、健康へと幅広く食生活全体を

視野に入れ、作成されています。生活の質（ＱＯＬ）の向上と、バランスのとれた

食事内容を中心に、食料の安定供給や食文化、環境にまで配慮したものになっていま

す。健全な食生活をどう楽しむかを考え、食生活を振り返り、改善するという、実践

を積み重ねていくことをねらいとしています。

１．食事を楽しみましょう。

２．１日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。

３．適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。

４．主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

５．ごはんなどの穀物をしっかりと。

６．野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。

７．食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。

８．日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を。

９．食料資源を大切に、無駄な廃棄の少ない食生活を。

10．「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。

『食育』とは・・・

生きることの基本であって、知育、徳育及び体育の基盤と

なるべきものであり、様々な経験を通じて「食」に関する

知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

することができる人間を育てること。（食育基本法前文より抜粋）

知育

食 育

徳育 体育
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２．計画の位置づけ

八女市食育推進計画は、八女市総合計画に基づき、関係各課の計画、施策等との

整合性を図りながら策定したものです。また、「食育基本法」第１８条に基づく「市町

村食育推進計画」として位置づけられます。

３．計画の期間

本計画の期間は、令和２年度(２０２０年度)から令和４年度（２０２２年度）を

目標年度とする３年計画とします。

ただし、社会情勢の変化などを踏まえ必要に応じて随時見直しを行うものとします。

第２期八女市子ども・

子育て支援事業計画

八女市食料・農業・農村基本計画

八女市高齢者福祉計画

第７期介護保険事業計画

八女市男女共同参画プラン

第２期八女市健康増進計画

第２期八女市保健事業実施計画

第３期八女市特定健康診査等実施計画

八女市バイオマス活用推進計画

八女市教育施策要綱

八女市環境基本計画

食育基本法 第１８条

国 第３次食育推進基本計画

福岡県食育・地産地消推進計画

『県民と育むふくおかの食と農林水産業』

第２次八女市

食育推進計画

第４次八女市総合計画

主な市の関連計画
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第２章 八女市を取り巻く現状と課題等について

１．第１次食育推進計画の実施状況と今後の課題

第１次計画について、「１．家庭・地域における食育の推進」「２．学校・幼稚園・保育所

（園）等における食育の推進」「３．地産地消の推進及び市民と生産・食品関連業者との交

流促進による食育推進」という３つの柱の中で主要な施策を掲げ、別表のとおり一定の成果

を達成することができました。

「１．家庭・地域における食育の推進」

ライフステージにあわせた健全な食生活を実施するための教室や講座の中で、一日３食、

主食・主菜・副菜の日本型食生活をすること、減塩、安心・安全な食生活のための正しい知

識の普及啓発を行いました。

また、食生活改善推進会の協力を得ながら、地元農産物の活用を推進し、八女の郷土料理

をつくる親子クッキング教室等を開催しました。

「２．学校・幼稚園・保育所（園）等における食育の推進」

小・中・義務教育学校では、各学年に応じた食事の重要性や栄養バランスについて指導を

行い、毎月実施している「地産地消の日」には、地元農産物を取り入れた献立で給食を実施

しています。また、生産者を招いての「ふれあい給食」を開催し、地元農産物について学び、

生産者と交流を深めることができました。自分で作る「お弁当の日」は、献立作りや調理に

苦労しながら、達成感を味わうとともに、食に関わる人への感謝の心を育むことができまし

た。「早寝早起き朝ごはん」の取り組みでは、毎日朝ごはんを食べる児童・生徒数が増えま

した。今後も朝ごはんを食べる児童・生徒が１００％に近づくよう取り組みを推進します。

保育所（園）では、毎日の給食で、食事の挨拶を交わしたり、年齢に応じた基本的な食事

のマナーを指導しました。また、食育をみんなで楽しく取り組めるように、園内に野菜を植

え、水やりや野菜の生育を観察し、収穫した野菜を使って調理体験することで、食への感謝

や豊かな心を育むことを計画的に行いました。地域のボランティア等の協力で行った親子ク

ッキング教室では、親子で一緒に調理に親しむことができました。

地域子育て支援拠点施設では、離乳食や手づくりおやつ等の教室を行い、子育て中の保護

者に寄り添い、親子で楽しめる場の提供ができました。収穫したサツマイモでの焼き芋大会

や地域のボランティアと一緒に郷土料理等の調理実習を行い、食の大切さや正しい食育を学

ぶ支援ができました。

「３．地産地消の推進及び市民と生産・食品関連業者との交流促進による食育推進」

「地産地消の推進」と「地元食文化の継承と再生」「地元農産物の活用促進」「都市住民等

との交流拡大」の取り組みを行いました。市内の全小・中・義務教育学校では、「八女茶」

を活用した「八女茶のおいしい淹れ方教室」を行いました。急須でお茶を入れる家庭が少な

くなった現代の子どもたちに、主要農産物である八女茶の良さや伝統、文化を伝え、ふるさ
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と「茶のくに・八女・奥八女」に自信と誇りを持ち、受け継いで欲しいと願っています。ま

た、地元農産物を活用し料理を提供する飲食店や直売所などを「八女市地産地消推進協力店」

として登録制度化し、ＰＲ活動を推進しました。

都市部からの来訪者に対しては、グリーンツーリズムの活動や郷土料理に親しんでもらう

体験型の観光事業を行いました。これからも都市部の住民等との交流を積極的に行うことが

必要です。

食育を推進することは、食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な行

動に支えられていることを感謝し理解を深めることであり、新しい生活様式に対応した食育

の推進を行うためには、持続可能な食育を様々な立場で行い、その食育をつなげて取り組む

ことが重要です。更にライフステージに合わせた健全な食生活の実現を通じた健康寿命の延

伸や、食料の生産から消費に至る食の循環、無形文化遺産に登録された「和食」や郷土料理

の継承など、様々な課題に対し連携した視点を持って進めていくことが大切です。
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項　目 ６か年の評価

妊娠中や出産後における嗜好品
や食事の摂り方・量を具体的に
指導する

母子健康手帳交付時やマタニティ教室において、妊娠中は
特に、１日３食のバランスのとれた食事、貧血の予防、減
塩が大切であることを伝えることができた。

妊娠中の望ましい体重増加や妊娠糖尿病
1
・妊娠高血圧症候

群
2
の予防など、新しい命と母体を育むための栄養がとれる

よう指導した。

乳幼児期からの正しい食習慣の
確立への支援をする

乳幼児健診、子育て相談、離乳食教室、保育所での親子

クッキング教室等において、乳幼児期からの生活習慣病
3
予

防の重要性について指導した。食生活改善推進員（ヘルス

メイト）
4
の協力を得て、地元農産物を使った料理や郷土料

理を体験し、親子で食を楽しめるよう支援を行った。      

学童期・思春期における健全な
食生活を行うための事業を実施
する

食生活改善推進員（ヘルスメイト）の協力を得て、夏休み
期間などを利用した親子料理教室を実施し、食と農業のつ
ながりや地産地消について学ぶ機会とすることができた。

また、学校と連携した「早寝早起き朝ごはん」運動
5
を推進

し、正しい生活習慣と朝食を食べることの普及、啓発を
行った。

青年期・壮年期における健全な
食生活（特に次世代を生み育て
るため、生活習慣病予防のた
め）を行うための事業を実施す
る

生活習慣病予防教室やヘルスアップ２１養成講座
6
を行い、

減塩や野菜不足を解消するため「毎日プラス一皿の野菜」
7

を普及し、食を通した健康づくりの普及啓発することがで
きた。また、自分の身体の状態を知るために健康診査の受
診の大切さを啓発した。

高齢期における健全な食生活支
援のための各種事業を実施する

食に関して高齢期の特色に合わせた集団指導・個別指導を
実施した。

各種健康教室等で１日３食とも
に主食・主菜・副菜をそろえる
指導や食事バランスガイドを用
いて、食べ物の選び方や食べる
量の指導を行う

各種教室等で、バランスのとれた食事ができるように和食

の「一汁三菜」
８
を基本に、１日３食ともに主食・主菜・

副菜の日本型食生活の普及や「食事バランスガイド」を活
用し、１日の適正な食事量の指導を行った。　　　　　　　

食品の表示や食品衛生の講習
会、災害時への備えについて正
しい知識の普及を図る

食品の表示や食品衛生について、ヘルスアップ２１養成講
座等で指導し、食品表示の見方や食中毒予防の正しい知識
を啓発した。また、食生活改善推進員（ヘルスメイト）の
研修で、災害時の保存食の備えと活用方法を学び、各地域
で伝達講習を行った。

２.６か年の取り組みの評価

      第１次食育推進計画の６か年の取り組みについてまとめました。

家庭・地域における食育の推進

（１）健全な食習慣の推進

   ①ライフステージにあわせた健全な食生活実施の推進

   ②主食・主菜・副菜のそろった日本型の食生活の普及

   ③安全・安心な食生活のための正しい知識の普及
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＊食事バランスガイド

１＊妊娠糖尿病:

２＊妊娠高血圧症候群:

３＊生活習慣病:

４＊ヘルスメイト:

５＊「早寝早起き朝ごはん」運動:

６＊ヘルスアップ２１養成講座:

７＊毎日プラスの一皿の野菜:

８＊一汁三菜:

　妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至ってない糖代謝異常であると定義され、妊娠中の明らかな糖尿
病、糖尿病合併妊娠は含めない。

　妊娠２０週以降に初めて高血圧（収縮期１４０mmHgもしくは拡張期９０mmHg）を発症し、分娩後１２週までに
正常に復する場合のこと。

　食生活改善推進員の愛称。養成講座を受講し修了した人が、地域で食のボランティア活動を行うことができ
る。

　十分な睡眠、バランスの取れた食事、適切な運動など、規則正しい生活習慣を推進するために文部科学省が行
う取組。学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘される生活習慣の乱れを地域一丸となって取り組
む運動。

　食生活改善推進員(ヘルスメイト）を養成する講座で、食について学ぶ健康教室のこと。

　１日１人当たりの野菜摂取量の目標値が３５０ｇであるため、不足している野菜をあと１皿（７０～８０ｇ）
食べる取り組みのこと。

　１日分の望ましい食事の組み合わせを「コマ」のイラストでわかりやすく示したもの。「何を」「どれだけ」
食べればよいのか、その具体的な内容や分量が主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物といった５つの区分に分
類されています。

　ご飯と汁物に肉や魚等がメインの主菜１品、野菜やきのこ、海藻の副菜を２品合わせた食事のこと。
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項　目 ６か年の評価

各種健康教育の場や市の祭りや
イベントで、郷土料理や地元の
農産物等を活用した料理を広く
市民に向けて普及・啓発を図る

各種健康教育の場や公民館事業等の中で、地元で採れた旬
の食材を用い、行事食や郷土料理等の調理実習を行った。
また、食生活改善推進員（ヘルスメイト）が、保育所親子
クッキング、学校、地域の場で郷土料理の伝達を行った。
観光のイベントでは、八女の郷土料理（だご汁、よもぎ饅
頭、ふなやき、ごろし、じゃがいもまんじゅう、鬼の手こ
ぼしなど）を紹介し、体験してもらうことで伝承に努め
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市広報誌の毎月１５日号「八女はおいしい～ふるさとの恵
み～」において、地元農産物を活用したメニューを掲載し
た。　　

（２）食文化の継承

   ①郷土料理等を継承する事業の実施

食生活改善推進員（ヘルスメイト＝食育アドバイザー）研修風景（調理実習）

郷土料理　じゃがいもまんじゅう 郷土料理　だご汁
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項　目 ６か年の評価

食生活改善推進員研修会やヘル
スアップ２１養成講座（食生活
改善推進員養成講座）の実施

食生活改善推進員（ヘルスメイト）が食育アドバイザー
（ボランティア）として、市内各地域やご近所の人に対し
伝達講習ができるように研修を実施した。食生活改善推進
員を養成する講座は、受講者が多く、新たな食生活改善推
進員（ヘルスメイト）の育成ができた。

（３）健康づくりの担い手の育成

   ①食育ボランティアの育成及び支援のための事業の実施

主食・主菜・副菜のそろった日本型の食生活普及指導時に使用している資料
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項　目 ６か年の評価

成長期に必要な栄養を提供
栄養教諭１を中心に意見を出し合い、バランスを考えた献

立作成ができた。アレルギー除去食２が必要な児童生徒に
は個別に相談を受け対応を行った。

郷土料理、伝統料理等を献立へ活
用

郷土料理や伝統料理、季節の行事食等を献立に取り入れ、
十分に活用することが出来た。

地元食材を給食献立へ活用

旬の地元食材を給食に取り入れ、子どもたちの地元農産物
への興味・関心を高めることができた。また、生産者との
ふれあい給食を実施し、子どもたちに八女産の食材のおい
しさや魅力を伝えることができた。

栄養士、調理員等を活用した取り
組みを推進

学校給食を生きた教材として活用するために、調理技術の
研鑽と意欲の高揚に資するとともに、学校給食における食
事内容の充実と多様化を図る事を目的とし、毎年夏季休業
中に給食調理員による学校給食料理コンクールを行った。
また、その他にも衛生管理についての研修や調理技術向上
のための研修も行った。

１*栄養教諭：

２*アレルギー除去食：

学校・幼稚園・保育所（園）等における食育の推進

（１）学校における食育の推進

   ①学校給食による食育の充実

栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育職員のこと。給食管理のみを本務とする学校栄養職員と
は、職務内容や職務上の責任、必要な資質が異なるもの。

学校給食において、食物アレルギーをもつ児童・生徒に対してアレルギーとなる食材を使用せず対応する取り組
み。

栄養教諭による食育授業の風景（小学校）
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項　目 ６か年の評価

年間指導計画に基づいた食に関す
る取り組みの充実

年間指導計画で、各学年に合わせた「食育」授業を通し、
一日３食のバランスのとれた食事が、からだを作ることや
食べ物への感謝の気持ちを持ち、食への興味や関心を高め
ることができるよう指導を行った。学校給食の取り組み

で、毎月１９日の「食育の日」3には、地元農産物を使用し
た給食を実施し、「地産地消の日」として定着できた。　

子どもや親子を対象とした体験学
習を実施

親子給食、学校菜園作り活動、ＰＴＡ親子活動による収穫

や調理実習を行った。『お弁当の日』4の取り組みでは、子
どもが自らお弁当を作って学校に持っていくまでの過程
を、献立、食材選びや購入、お弁当の量に合う弁当箱選び
など、段階に応じて学び、日頃家族に作ってもらえること
に対しての感謝の気持ちが育ち、調理の楽しさや苦労を体
験し、食物の命について考えることができた。　　　　　　

保護者や関係機関等へ食育活動を
啓発

食育教育やＰＴＡ活動により、学校が取り組む「早寝早起
き朝ごはん」運動を保護者に定着でき、朝食を食べてくる
子どもが増えた。

「ふれあい給食」５では、ＪＡふくおか八女の協力によ
り、食材の生産者である地元の人をゲストティーチャーに
招き、収穫されるまでの話を聞きいたり、一緒に会食する

ことで、地産地消６の意味や生産者の思いを感じ、食の大
切さを学ぶことができた。　　　　　　　　　　　　　　　

３*食育の日：

４*お弁当の日：

５*ふれあい給食：

６*地産地消：

   ②食に関する指導の充実

   ③家庭・地域・関係機関と連携した取り組みの推進

平成１８年３月に策定された「食育推進基本計画」に毎月１９日を「食育の日」と定められている。

子どもが自分でお弁当を作って学校に持って行くという取り組みのこと。献立やデザインを考え、材料の買い物、
調理、弁当箱に詰めるまでの全ての過程を子ども自身が行う。この取組を通じ、子どもたちは生命の大切さと、感
謝の心を知り、自己肯定感が生まれていく。

地元農産物の食材の生産者と給食を一緒に会食する取組で、生産者や地域の方との交流により、食の大切さを学
ぶ。

地元で生産された農産物等をその地域で消費しようとする取り組み。

「お弁当の日」に児童が作ったお弁当
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項　目 ６か年の評価

発達段階に応じ、栄養のバランス
がとれた食事の提供

幼児期の食事は、年代に応じたそれぞれの対応が必要であ
るが、給食においては栄養のバランスが取れたバラエティ
に富んだ献立を作成し提供することができた。　　　　　　
アレルギー除去食の必要な児童に対し、代替食品を使い対
応し補うことができた。　　　　　　　　　　　　　　　　

年間指導計画を作成し、計画的な
食育推進

食育カリキュラムの中で、食の大切さを知り健やかな心と
体をつくることを目標に、食が自分の体をつくり、周囲の
様々な人との関わりでおいしく食べていることや、食物へ
の感謝の気持ちを育むことができるよう指導を行った。　　
また、毎日の給食で、食事の挨拶を交わしたり、年齢に応
じた基本的な食事のマナーを指導した。　　　　　　　　　

体験活動を充実

季節の野菜（ピーマン、オクラ、ゴーヤ、バジル、大根、
人参など）を園内菜園やプランターで栽培し、給食の一部
に利用したり、クッキング体験をすることで、食への興味
や関心を高めることができた。また、地域の方の協力によ
り、じゃがいも、さつまいもなどの収穫の体験を通し、食
物の成り立ちを知る機会を持つことができた。　　　　　　

子どもや親子を対象とした学習実
施

保護者、ＪＡ、農業高校、地域のボランティア等の協力に
より、収穫やクッキングを体験し、食材に触れたり、作る
ことの楽しさを体験しながら、食への関心を親子で深める
ことができた。　　　　

保護者や関係機関等への啓発

保育参観での給食試食の実施、毎月の給食献立表や給食だ
よりの配付により、給食を楽しみに登園（所）し、食べる
ことへの興味を持たせることができた。　　　　　　　　　
また、保護者研修会では食育をテーマに、朝ごはんの大切
さ、好き嫌いや偏食をなくす工夫などを学ぶ機会を設け
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）保育所（園）・幼稚園における食育の推進

   ①給食を活用した食育の推進

   ②食に関する指導の充実

   ③家庭・地域・関係機関と連携協力した食育の推進

保育所での食育の日の取り組み

「もりもり食べて丈夫な体」

保育所でのクッキング

「カレー作り」
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項　目 ６か年の評価

離乳食の進め方や幼児食・手作り
おやつ等の紹介

離乳食の進め方や幼児食・手作りおやつ等を紹介する講座
を開催し、意見交換を行うなど交流を深めることができ
た。

野菜の栽培から収穫体験や収穫し
た野菜を使った調理実習

やめっこ未来館の畑では、親子で夏野菜を育て収穫し、さ
つまいもの収穫後は焼き芋大会を行うことで、食べ物の成
り立ちを体験できる講座を行った。また、家で簡単にでき
る、子どもの成長に合わせた食事やおやつづくりの講座を
行った。子育て中の親子が、楽しみながら参加できる場の
提供と交流の充実を図ることができた。

ランチタイムを通した保護者同士
の情報交換の場の提供

ランチスペースでは、子どもの食事に関する悩み相談や成
功体験など意見交換を行いながら楽しく食事ができ、保護
者同士の情報交換の場の提供ができた。

食に関するテーマを取り入れた読
み聞かせや手遊びの実施

食事前に食育に関する絵本の読み聞かせ、エプロンシア
ターや手遊び等を行い、食に対する関心を育成することが
できた。

健康推進課の栄養士と連携した講
話と調理実習

子育て講座、マタニティ講座、子育て支援員養成講座にお
いて、栄養士が講師を務め、講話や調理実習を実施するこ
とで食育を広く啓発することができた。　　　　　　　　　

地域の協力を得た郷土料理・伝統
料理の食育講座

子育て支援団体等の協力を得て、子育て中の保護者に対
し、郷土料理（じゃがいもまんじゅうやだんご汁等）を実
際に作って食べる体験など、伝統料理に親しむ活動を行っ
た。

アレルギーのある子どもの保護者
を対象とした講座

アレルギーのある子どもの保護者を対象とした子育てサー
クルを立ち上げ、意見交換ができる場をつくることで、講
座の開催や相談に対応することができた。　　　

（３）地域子育て支援拠点施設における食育の推進

   ①乳幼児期からの正しい食習慣の確立のための支援

   ②食に対する関心を育成

   ③食育に関する啓発

地域子育て支援拠点施設における事業 　 　「エプロンシアター」　　　　　　　　　　　

エプロンを舞台に見立てた人形劇　
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項　目 ６か年の評価

「八女茶学」冊子を活用し市内中
学校での八女茶学学習

「八女茶学」１冊子を活用し、八女市の主要品目である八
女茶に対する知識と淹れ方を身につけてもらうことができ
た。

市内小学校での八女茶のおいしい
淹れ方教室

「八女茶のおいしい淹れ方教室」２を市内すべての小学校
で開催し、八女茶に対する知識と淹れ方を身につけてもら
うことができた。

ＪＡふくおか八女青年部と連携し
学童農園の支援、地産地消の推進

ＪＡふくおか八女青年部との連携により、田植えや稲刈り
を行った。参加児童は、米の生産過程を知り、収穫した米
を食することで、食への感謝の心を育てることが出来た。
また、茶摘み体験など様々な体験活動を通して地域に根差
した取り組みを実施することができた。

八女市農産物直売所連絡協議会の
設立と情報交換の活発化

直売所等の代表者による情報交換の場を設け、直売所同士
の情報や課題共有を図ることができた。

八女市地産地消推進協議会による
学校給食への地元農産物等の供給
拡大

毎月１９日を「地産地消の日」と定めて、地元食材を供給
し、生産者から食材の生産にまつわる話や栄養教諭から食
材の栄養を学ぶことで、子ども達の地元農産物を生産する
人への感謝や農業への興味、食物への関心を高めることが
できた。

市内関係団体と連携した計画的な
食育の推進

ＪＡ生産部会・青年部、市民団体等との連携により体験事
業や農産物の提供など計画的に推進することができた。

地元農産物等を使った「八女市地
産地消推進協力店」の登録推進と
地元農産物等のPR活動の推進

「八女市地産地消推進協力店」登録制度を制度化し、登録
店舗の推進を図ることができた。また、推進資材（のぼり
旗・ＰＯＰなど）の活用や各店舗独自のＰＲにより、地産
地消の推進を図ることができた。                        

１＊八女茶学：

２＊八女茶のおいしい淹れ方教室：

地産地消の推進及び市民と生産・食品関連業者との交流促進による食育推進

(１）地産地消の推進

   ①地元食料の情報提供

   ②直売所等の拡充を図る

  ③給食における地元食材の供給

  ④健全な食生活の普及推進

  ⑤地元農産物等を使った市内飲食店等の紹介

市中・義務教育学校において、特産品である八女茶の歴史や文化、生産状況等を知ることを目的とした「八女茶学
(第２版）」（副読本）を発刊し学習を行う。

市全小・中・義務教育学校を対象に、ＪＡ茶業部会や生産者等の支援により、八女茶の歴史や生産状況等を学び、
自らおいしく淹れることを学習する。
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項　目 ６か年の評価

フード交流会、食のイベント、各
まつり等において、郷土料理を広
く紹介

「旅する茶のくに週間」３において、じゃがいもまんじゅ
うをはじめとした郷土料理の体験事業で地元食文化の継承
を行った。また、（一財）ＦＭ八女観光事業部の協力で、
福岡都市圏への八女市の特産品の情報提供ができた。

地元産材料を使用した商品作りと
新商品開発の助成

地元農産物や規格外品を使用した加工品の開発に取り組む
ことにより、地域農業の振興を図ることができた。

機能性食品４の産官学５共同開発
の支援

商品パッケージの開発など商品化に向けた産官学の取り組
みを行うことができた。

農業者のビジネススキルの向上

販路開拓など６次産業化６への取
り組みの推進
農業関連ビジネスの創出・発展の
支援

地元農産物（いちご、ぶどう、みかん等）を使用した加工
品開発を行う組織を支援し、地域農業の振興を図ることが
できた。

３＊旅する茶のくに週間：

４＊機能性食品：

５＊産官学：

６＊６次産業化：

（２）地元食文化の継承と再生

   ①郷土料理（だご汁・よもぎ饅頭・ふなやき・ごろし・じゃがいもまんじゅう・
     鬼の手こぼし等）の情報提供

   ②地元農産物等を使った加工食品の商品化の推進

   ③産官学連携による機能性食品の開発支援

   ④農商工連携による食品ビジネスの開発

八女の食、農林業、伝統工芸、歴史の魅力を伝えるため、体験型プログラムを企画し参加者を受け入れる観光推進
事業のこと。

体の調子を整える機能があることを強調した食品。黒八女茶や大麦若葉などがある。

新技術の研究開発や、新事業の創出を図ることを目的として、大学などの教育機関・研究機関と民間企業と行政が
連携すること。産官学連携という表現がよく使われる。

第一次産業の農畜産物、水産物の生産だけでなく、第二次産業の食品加工、第三次産業の流通、販売にも農業者が
主体的かつ総合的に関わることによって、今まで第二次・第三次産業の事業者が得ていた付加価値を、農業者自身
が得ることによって農業を活性化させようというもの。

八女市特産のいちご（あまおう） 八女市特産のぶどう（シャインマスカット）
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項　目 ６か年の評価

学童農園、農業体験による、農の
理解促進活動の推進

「食と農理解促進事業」７では、保育所（園）や小中学
校、食生活改善推進会、地域団体など幅広い層で食と農業
のつながりへの理解を深める活動を推進できた。

学校、保育所、幼稚園等における
地元食材の活用促進

学校、保育所（園）、幼稚園等では、旬の地元食材に触
れ、味わうことができた。毎月評価しながら活用の促進を
図ることができた。

わさびの収穫・加工体験交流支援
わさびの収穫等事業支援を行うことで、葉わさびの収穫・
加工体験の認知度を高めた。

竹林オーナー制度の運営支援
竹林オーナー制度８の運営主体は、市からＪＡふくおか八
女や生産者グループへと移行しており、市は運営支援を
行った。

７＊食と農理解促進事業：

８＊竹林オーナー制度：

（３）生産体験等の交流を通じた地元農産物等の活用促進

   ①幼少期からの農の理解促進体験活動の推進

   ②生産者と消費者との交流促進

次世代を担う子どもたちの健全な心と身体の育成や市民の健康と地域農業に対する理解を深めることを目的に、地
元農産物を活用した地産地消や食育と農業をテーマとする活動に対して支援を行う。

荒廃した竹林を対象として、一定期間、竹林の所有者と主に都市住民がオーナー契約を結び、都市住民が竹林の管
理からタケノコの収穫までの一連の作業を体験する取り組み。

学校、保育所（園）等の給食で活用した地元農産物（みかん）

八女茶（しずく茶）
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項　目 ６か年の評価

グリーンツーリズム９の施設運営
団体連絡協議会の推進

連絡協議会として『福岡県グリーンツーリズム協議会』10

に加盟し、県内各団体等との連携を図ることができた。

農村と都市部との農を介した体験
活動（収穫体験および加工体験
等）の推進

体験活動では、主に「旅する茶のくに週間」においてキウ

イやタケノコなど農産物の収穫のほか、ジビエ料理１１と
いった珍しい食文化体験も提供できた。

市内直売所を中心とした生産者と
消費者との交流促進

市内直売所に関しては、平成３１年度に発行された「ＹＡ

ＭＥ直売所ガイド」１２は好評である。今後は、より生産者
の顔が見える販売の方法が課題である。

森林セラピー１３基地を利用した
交流活動の推進

年間を通して、森林セラピー基地を利用した交流イベント
が継続的に実施できていたため、参加者も増加傾向であっ
た。

９＊グリーンツーリズム：

１０＊福岡県グリーンツーリズム協議会：

１１＊ジビエ料理：

１２＊ＹＡＭＥ直売所ガイド：

１３＊森林セラピー：

（４）都市住民等との交流拡大

   ①グリーンツーリズムの推進

農林漁業体験やその地域の自然や文化、くらしに触れ、地元の人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。堅
苦しいルールはなく、家族や仲間で、農林漁業を満喫し、心と体をリフレッシュすること。

福岡県らしい「まちとむらの交流」を拡大し、農林水産業や農山漁村への理解促進と地域の活性化を目的とした協
議会。

狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味する言葉で、市内においてもイノシシなどが増え過ぎ農作物の被害が多く
なってきているため、捕獲し食用に活かしている。

市内に点在する各直売所の特徴や周辺の観光スポットを案内するガイドマップ。

森の中に身をおき、森林の地形を利用した歩行や運動、森林内レクリエーション等によりリラクゼーション効果や
免疫機能の改善など予防医学的効果を期待するもの。黒木にあるグリーンピア八女は、「森林セラピー基地・森林
セラピーロード」に指定されている。

学校、保育所（園）、幼稚園等の給食で活用した地元農産物

（アスパラガス、かぶ（もものすけ））
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第３章 計画の基本理念と最終目標

１．計画の基本理念と最終目標

【最 終 目 標】

【基 本 理 念】

【計 画 の 方 向 性】

市民が健康に生活できるまちをつくる

１．家庭・地域における食育の推進

（１）健全な食習慣の推進

（２）食文化の継承

（３）健康づくりの担い手の育成

２．保育所（園）・幼稚園・学校等における食育の推進

（１）保育所（園）・幼稚園等における食育の推進

（２）学校における食育の推進

（３）地域子育て支援拠点施設等における食育の推進

３．地産地消の推進及び食の循環や環境を意識した食育の推進

（１）地産地消の推進

（２）地元食文化の継承と再生

（３）生産体験等の交流を通じた地元農産物等の活用促進

（４）都市住民等との交流拡大

（５）食品ロス削減の推進

● 食を通した健康で豊かな人間性の実現

● 安全で安心な食生活の実践

● 地産地消の推進と食文化の継承
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２．計画の推進体制

八女市の食育は、市民をはじめとし、家庭、地域、保育所（園）、幼稚園、学校等、

生産者、食に関わる各種団体、行政などが協力して推進していきます。

また、市（行政）においては、健康づくり、農業、教育をはじめとする、あらゆる分野

において食育推進の視点から施策が推進されるように取り組みます。

市民が健康に生活できるまちをつくる

『食育』を一層推進する

推進運動の連携体制
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第４章 計画の方向性

１.家庭・地域における食育の推進

食は命の源であり、市民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため

に食育を推進することは重要です。しかし、ライフスタイルの変化や日々多忙な生活を送

る中で食をめぐる環境は大きく変わり、最も身近な食育の場となる家庭や地域に変化が生

じています。家庭の多様化、社会的・経済的な環境要因、高齢化等により、健全な食生活

をすることが困難な立場の人にも配慮が必要です。

「人生１００年時代」に向けて、健康寿命の延伸を図るために生活習慣病の予防やライ

フステージ（妊娠期、乳幼児期、学童期、青年・壮年期、高齢期）に応じた切れ目のない

食育を推進し、生涯現役で自立した食生活を送ることを目指します。

地域においては、地元農産物を活用した郷土料理を継承し、地域の健康づくりの担い手

となる食育アドバイザーやボランティアの育成を行います。

広報やＷＥＢサイトなどで、地域の恵みを生かした八女の食材と食文化を紹介し、郷土

の魅力を再発見することで家庭と地域のつながりを広げ、生きる力の源である「食」を見

つめながら、健康で豊かな食生活を実践できる環境づくりを推進します。

食育アドバイザー（ヘルスメイト）による

八女の食材の紹介

基本的な考え方
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項　目 計　画

妊産婦期の食育の推進と栄養   
指導

母子健康手帳にある「妊娠中と産後の食事」に基づき、妊
娠中の体の変化とともに必要な栄養や減塩、朝食習慣の大
切さを伝え、「マタニティさん集まれ！」講座への参加を
促す。講座では、妊娠中の望ましい体重増加や妊娠糖尿
病、妊娠高血圧症候群の予防についての講話を行う。

乳幼児期における食育の推進と栄
養指導

乳幼児健診や子育て相談では、保護者の相談に寄り添い、
家庭における正しい食習慣の確立を支援する。離乳食教室

では、「授乳・離乳の支援ガイド」
１
に基づき、離乳開始

から完了期までの発達段階に応じた栄養指導を行う。ま
た、保育所（園）や幼稚園、子育て支援センター等と協力
し、親子クッキング等で、子どもの食への興味を引き出す
きっかけづくり、子どもの頃からの生活習慣病予防の指導
を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・若者の育成支援における
食育の推進

学童期や思春期は、健康づくりの基礎となる食習慣を形成
する世代であり、生産から食卓までの食べ物の循環を理解
することが必要である。規則正しい生活習慣である「早寝
早起き朝ごはん」の実施、１日３食をきちんと食べること
ができるよう、地域の食生活改善推進員（ヘルスメイト）
とともに、親子クッキング教室の開催や食育の啓発を行
う。　　　　　　　　　　

貧困の状況にある子どもに対する
食育の推進

各地で開催されている『子ども食堂』
２
等では、地域にお

ける食育が推進されるよう支援者や参加者に対し、啓発・
支援を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青年期や壮年期の若い世代に対す
る食育の推進

青年期、壮年期は、「人生１００年時代」
３
に向けて、生

活習慣病の予防や健康寿命の延伸のために、若い頃からの
食生活が重要であることを自覚し、健全な食生活を習慣化
する必要が一層高い世代である。未来を支える子どもたち
を育て、次世代に「食」の重要性を伝える役割を担ってい
るため、自らの健康や食育に関心を持つよう広報やホーム
ページ、ラジオ等を使い啓発や支援を行う。　　　　　　　

高齢者に対する食育の推進

高齢期は、加齢によるフレイル
４
や認知症などの進行によ

る健康の個人差が大きくなることに加え、複数の疾病を抱
えるなど、健康の不安が大きくなりやすい。食事量の減少
や食の偏りなどによる低栄養が原因の一つである高齢者の
フレイルは、背景に社会からの孤立や孤食がある。心身と
もに健康でいきいきとした生活を送るために、介護予防講
座や広報等でフレイル、生活習慣病、認知症の予防を啓発
し、支援や個別指導を実施していく。　　　　　　　　　　

（１）健全な食習慣の推進

   ①ライフステージにあわせた健全な食生活実施の推進

子ども食堂での取り組み（みんなでクッキング）
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項　目 計　画

主食・主菜・副菜を組み合わせた

日本型食生活
５
の普及・推進

生活習慣病の予防や改善のために、適正体重の維持や減塩
等に気を付けた食生活を実践できるよう、主食・主菜・副
菜を組み合わせたバランスのよい日本型食生活の普及を健
康教育や健康相談で推進する。

歯科保健活動における食育の推進
ゆっくりよく噛んで食事することの大切さや生活習慣病を
引き起こす原因の一つである歯周病予防のための検診受診
の啓発を推進する。

食品表示や食品衛生の普及・    
啓発

健康教育や広報、ホームページ等において、食品表示の見
方や食中毒予防の正しい知識を普及・啓発する。

１＊授乳・離乳の支援ガイド:

２＊子ども食堂:

３＊人生１００年時代:

４＊フレイル:

   ②健康寿命の延伸につながる食育の推進

   ③安全・安心な食生活のための正しい知識の普及

授乳及び離乳の望ましい支援の在り方について、妊産婦や子どもに関わる保健医療従事者を対象に、所属する施設
や専門領域が異なっても、基本的事項を共有し一貫した支援を進めるために作成されたもの。

ひとり親家庭や貧困の状況にある子どもの「食」を支援するもの。貧困の連鎖の解消のため、地域の公民館等でボ
ランティアによる食の支援事業が展開されている。

１００歳まで人生が続くのが当たり前となる時代のこと。リンダ・グラットンとアンドリュー・スコット（英語
版）が『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）１００年時代の人生戦略』で提唱した言葉。 

加齢とともに、心身の活力（筋力や認知機能等）が低下し生活機能障害、要介護状態、死亡と危険性が高くなった
状態のこと。

      一汁三菜：主食・主菜・副菜（２つ） の揃った食事形態のこと。

　　　 主食：ごはん　　　   汁物：味噌汁　　　 主菜：焼き魚

  　　　　 副菜：季節の野菜の煮物　　副菜：野菜の白和え

生活習慣病予防教室の様子
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項　目 計　画

郷土料理や地元農産物等を活用し
た教室の開催を行う

食生活改善推進員（ヘルスメイト）と協力し、八女の郷土
料理を継承する地域活動を行う。農業振興課の『食と農理
解促進事業』を活用し、旬の食材を活かしたアイデア料理
を研究し、地産地消の促進と食への関心を高める。

市広報誌やＷＥＢサイトなどで地
元の食材や郷土料理の紹介を実施
する

毎月１５日号広報やめにおいて「八女はおいしい～ふるさ
との恵み～」のコーナーで、地元農産物を活用したメ
ニュー（郷土料理を含む）の掲載を行う。また、クック
パッドへのレシピ掲載を行い、八女の食材と郷土教理の良
さをを全国に紹介する。

項　目 計　画

食生活改善推進員養成講座、食生
活改善推進員研修会の実施

食生活改善推進員養成講座で、食生活改善推進員（ヘルス
メイト）の新規加入を目標に講座を行う。また、食生活改
善推進員（ヘルスメイト）が地域で食育のボランティア活
動できるように研修を行い支援する。　　　　　　　　　　

５＊日本型食生活:

（２）食文化の継承

   ①郷土料理や地元農産物等の利用促進

（３）健康づくりの担い手の育成

   ①食育ボランティアの育成及び支援の実施

日本の気候風土に適した米（ごはん）を中心に魚や肉、野菜、海藻、豆類などの多様なおかずを組み合わせて食べ
る食生活のこと。栄養バランスに優れているだけでなく、日本各地で生産される農林水産物を多彩に盛り込んでい
るのが特徴。

クックパッド：　　　　　　　　　　　          　    　　

日本最大の料理レシピサービス。八女市の

公式サイトに「八女はおいしい～ふるさとの

恵み～」のレシピを掲載することで、郷土料

理や地元農産物を使ったレシピの情報発信

にもなっている。　　　　　　　　　　　　　　　 

　　減塩の啓発に取り組みます。

（２０１７日本高血圧学会　キャラクター）

うすあ人（じん）

良塩（よしお）君
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２.保育所（園）・幼稚園・学校等における食育の推進

保育所（園）や幼稚園、学校は、子どもたちが生活の多くの時間を過ごすところであり、

食に関する様々な経験や指導を通じ、豊かな人間性の育成を継続的に実施していくことが

重要です。また、給食は、子どもが食に関する知識と食を選択する力を習得するよい機会

であり、食べ物の大切さや自然のすばらしさを学ぶことができる「生きた教材」となりま

す。子どもたちが、「いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつを通して、食べ

物・命あるものへの感謝の心や、作った方への感謝の心を育て、基本的な食事のマナーを

身につけ、家族や友人などと食卓を囲んで楽しく食事をとることを心がけるよう取組を推

進します。

また、日常の家庭生活での実践が重要となることから、家庭や関係機関等との連携を深

め、子どもの世代から健全な食生活の基礎を習得できるように支援します。地域子育て支

援拠点施設では、核家族化や地域コミュニティーの希薄化等、子どもを取り巻く環境の変

化に伴い、孤立しがちな親子が安心して集える場を提供します。子どもの心や体の健全な

発育や人間形成の基礎となる、乳幼児期の食育の重要性について啓発を行い、家庭での健

全な食生活の実践につながる支援を行います。

基本的な考え方
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項　目 計　画

年間指導計画を作成し、計画的
な食育推進

食の大切さを知り、健やかな心と体をつくることを目的と
して、各年齢に応じた指導を実施する。食べることの大切
さや、食べ物の命をいただき、自分の命とつながっている
ことを知らせる。毎月「食育の日」には季節の行事やテー
マを決めて食育を啓発し、毎日の給食等で食への感謝や年
齢に応じた基本的な食事のマナーを指導する。　　　　　　

体験活動を充実

保育所(園）内で季節の野菜を栽培することで、子どもた
ちが野菜の育つ過程や収穫の喜びを体験できる。また、収
穫した野菜を給食に取り入れ、クッキング保育を楽しむな
ど、より充実した体験活動を行う。

発達段階に応じた食事の指導

みんなと一緒に食べる楽しさを味わうこと、食事のマナー
を学ぶこと、食べることの大切さや作ってくれた人への感
謝の気持ちを持つことができるようにする。食育カリキュ
ラムの指導要領により、各年齢の発達に応じた食事の指導
を行う。

栄養のバランスがとれた食事の
提供

いろいろな食材や味を体験できるように献立や調理方法を
工夫し、栄養のバランスのとれた給食を提供することで、
味覚が形成される成長過程の子どもを育てる。　　　　　　

家庭への啓発

給食献立表や給食だよりを配付することで、保育所（園）
での給食や食育の取り組みに関心を持てるようにする。　　
家庭では、「早寝早起き朝ごはん」のよい生活習慣を形成
できるよう推進する。　　　　　

子どもや親子を対象とした学習
実施

地域やＪＡ、ボランティア・地元の農業高校などと連携
し、園内の菜園で収穫した食材や地元農産物を用いて、親
子クッキング教室等を開催する。親子で食材に目を向け、
素材に関わり、調理体験することで食への関心を深める学
習を実施する。

（１）保育所（園）・幼稚園における食育の推進

   ①食に関する指導の充実

   ②給食等を活用した食育の推進

   ③家庭・地域・関係機関と連携協力した食育の推進
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項　目 計　画

食に関する指導の全体計画に基
づいた取り組みの実施

各学校において、学年ごとに食に関する指導の目標を立
て、食事の重要性や栄養バランス等についての理解を図
る。また、健康で健全な食生活に関する知識や技能を身に
つけ、食や食糧生産等に関わる人々に感謝する心を育み、
食事のマナーや食事を通じた人間関係形成の能力を養う。　
これまでの実践を生かし、改善を加えながら今後も継続し
てより充実した指導を行う。

偏食、肥満、痩身、食物アレル
ギー等をもつ児童生徒への個別
指導

学校全体で連携を図り、個別的に相談、指導を行う。

発達段階に応じ、栄養のバラン
スがとれた学校給食の提供

学校給食摂取基準及び食品構成等に配慮した献立を作成す
る。

地元食材、郷土料理、教科等に
関連した料理を献立に活用

地元食材、郷土料理、教科等に関連した料理を献立に取り
入れるために、献立年間指導計画を作成する。　　　　　　
毎月１９日前後を「地産地消の日」と定め、地元農産物の
野菜や果物等を活用する。

家庭への啓発

児童生徒及び保護者の食についての興味関心を高めるため
に、毎月食育だよりや給食献立表を作成する。　　　　　　
給食の献立が家庭でも作れるように、給食調理員が作成し
た「給食レシピ集」を卒業時に配付する。

（２）学校における食育の推進

   ①食に関する指導の充実

   ②学校給食を活用した食育の推進

栄養教諭による               

食育授業風景（小学校）
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項　目 計　画

離乳食の進め方や幼児食・手作
りおやつ等の紹介

乳幼児の発達段階に合わせた、離乳期から幼児期の食事づ
くりやおやつづくりの講座を開催する。

野菜の栽培から収穫体験や収穫
した野菜を使った調理実習

やめっこ未来館の畑では、芋、かぼちゃなどの色々な野菜
の栽培や収穫の体験ができる講座を開催し、収穫した野菜
等を使った調理実習ができる環境を整え、気軽に参加して
もらえるよう周知を行う。

ランチタイムを通した保護者同
士の情報交換の場の提供

親子が食事を楽しみ、保護者同士が交流を深めていけるよ
うにランチスペース等の場所の提供を行う。

食に関するテーマを取り入れた
読み聞かせや手遊びの実施

親子が食育に親しめるように、読み聞かせや手遊び等の内
容を工夫し取り入れて実施する。

栄養士等と連携した講話と調理
体験

利用者のニーズを把握し、食に関する悩みや心配ごとの相
談に対応できる栄養士等と連携し、食育の講話や調理体験
を行う。

地域の協力を得た郷土料理・伝
統料理の食育講座

地域のボランティア等の協力も得ながら、子育て中の親子
に郷土料理や食の伝統文化を伝える講座を開催する。

アレルギーのある子どもの保護
者を対象とした講座

子育てサークルを支援し、アレルギーについての講話や食
の講座を定期的に行う。また、個別の相談について、栄養
士や保健師の専門職に繋げ、保護者の不安や心配に寄り添
う対応を行う。

（３）地域子育て支援拠点施設等における食育の推進

   ①乳幼児期からの正しい食習慣確立のための支援

   ②食に関する関心を育成

   ③食育に関する啓発

地域子育て支援拠点施設における風景
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３．地産地消の推進及び食の循環や環境を意識した食育の推進

八女市は、福岡県を代表する農林業地域であり、年間を通じて様々な農林畜産物や農

産加工品等が生産され、県内外に出荷されています。地元で生産された農林畜産物を地

元で消費する『地産地消』の社会的認識も高まり、近年では、生産体制や流通の多様化

などにより『食』は個人が選択する時代となっています。市民の健康に対する意識は年々

高まっており、更なる食の安全性が求められます。健康で豊かな食生活を支えていくた

めには、地域の農業と住民の相互理解を深め、市民の食に対する意識をさらに高め「食

を選択する力」を育てることが重要です。

今後も地元農産物の活用促進や市民の食に対する活動への支援、八女茶に対する知識

を深めるための八女茶のおいしい淹れ方教室等を通じて、生産者との交流や旬のものを

旬の時期に触れることで、地域農業と地元農産物への理解を深め、更なる地産地消を推

進します。

また、八女市ＰＲのための郷土料理を都市部にも広く紹介し、グリーンツーリズムの

活動や郷土料理に親しんでもらう体験型の観光事業を継続的に実施し、これからも都市

部の住民等との交流を積極的に推進します。

食の環境を取り巻く状況としては、わが国の食料自給率は先進国の中でも低く、多く

の食料を海外に依存している一方で大量の食品ロスを生み出しており、環境への大きな

負担が生じています。これは、社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つで

す。食品廃棄物を減らすために、生産から消費までの一連の食の循環を意識した食品ロ

ス削減の啓発や周知を行い、環境にも配慮した食育を推進します。

杣のさと（矢部地区観光物産交流施設）

基本的な考え方
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項　目 計　画

地産地消の日の充実
毎月１９日を地産地消の日と定め、市内全小中・義務教育
学校の給食食材として旬の地元農産物を提供する。        

ふれあい給食の実施
地産地消の日に合わせて、食材の生産者と子どもたちが交
流を図る。生産者からは、栽培での苦労話やおいしい食べ
方などを話していただき、子どもたちの興味を引き出す。

「八女茶学」冊子を活用し市内
中・義務教育学校での八女茶学
学習

全中・義務教育学校で「八女茶学」冊子を活用し、八女茶
の歴史や製法、成分、種類、栄養などについて学ぶ。ま
た、お茶の淹れ方について学び、八女茶の良さや伝統、文
化を知り、地元農産物への理解を深め郷土愛や誇りを育
む。

市内小・義務教育学校での八女
茶のおいしい淹れ方教室

全小・義務教育学校で八女茶のおいしい淹れ方教室を行
い、地元農産物の代表であるお茶について学び、理解促進
を図る。

「八女市地産地消推進協力店」
の登録推進

地元農林畜産物の購入、消費を積極的に推進するため、地
元農林畜産物を販売・活用する直売所や飲食店の登録制度
を推進する。

関係団体と連携したＰＲ活動の
推進

ＪＡふくおか八女をはじめとする関係団体と連携し、地産
地消や地元農産物のＰＲ活動を支援する。

（１）地産地消の推進

　　①学校給食を通した地元農産物への理解促進

　　②八女茶を通した地元農産物への理解促進

　　③地元農産物等のＰＲ活動

八女茶のおいしい淹れ方教室で学ぶ

地産地消の推進を行う農産物直売所

（道の駅たちばな）
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項　目 計　画

地元に伝えられている郷土料理
の実習

郷土料理の体験イベントを企画・実施していく。

地元農産物を使用した商品作り
と新商品開発の助成

市単独事業として予算措置を行い商品化の推進を図る。

山菜農業の活性化の推進 わさび等の生産振興及び加工・流通販売等の推進を行う。

項　目 計　画

保育所（園）・幼稚園・学校等
における体験活動への支援

地域の関係団体と連携し、田植えや稲刈り・地元農産物等
を利用した料理教室などの体験活動を支援する。

市民団体等における推進活動へ
の支援

食生活改善推進会や市民団体等が主催する地産地消や食育
推進への活動を支援する。

（２）地元食文化の継承と再生

　　①八女市ＰＲのための郷土料理を広く紹介

　　②地元農産物などを使った加工食品の商品化の推進

（３）生産体験等の交流を通じた地元農産物等の理解促進

　　①食と農の理解促進活動の推進

季節の野菜（大根）の          

収穫風景（保育所）
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項　目 計　画

農村と都市部との農を介した体
験活動（収穫体験および加工体
験等）の推進

グリーンツーリズムの運営団体と協力し、八女の農産物の
収穫や食文化体験といったイベントを企画・実施してい
く。

市内直売所を中心とした生産者
と消費者との交流促進

生産者と消費者が対面して購入できるようなイベントを企
画・実施していく。

項　目 計　画

３０・１０運動
１
の啓発を中心と

した飲食店で発生する食べ残し
の削減

食べ物に感謝し、食べ残しをしない、させないという観点

から食品ロス
２
削減による食育を推進する。具体的には宴

会時の３０・１０運動等を提案し啓発活動を実施してい
く。

家庭から出る食品ロスの削減

小学生等を対象にした八女西部クリーンセンター施設見学
を活用し、食品ロスの問題に触れ、削減に対する意識向上
を図る。また、学んだことを家庭に持ち帰ってもらうこと
で、家庭における食品ロス削減を推進する。

１＊３０・１０運動:

２＊食品ロス:

まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。

（４）都市住民等との交流拡大

　　①グリーンツーリズムの推進

（５）食品ロス削減運動による食育の推進

　　①食品ロス削減の推進

宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、乾杯後３０分は席を立たずに料理を楽しみ、お開き前１０分
になったら自分の席に戻り、再度料理を楽しむことを呼びかけ、食品ロスを削減する運動。

食品ロス削減についての取り組み
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蕾菜
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博多シンテッポウユリ

スカビサオ

センニチコウ

球根ユリ

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

八女市の主な地元農産物の種類と収穫時期について 
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八女中央大茶園
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資料編

- 34 - 



主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況

子育て支援課

健康推進課

子育て支援員
養成講座

子育て支援員養成に必要な食育に関す
る講話を行う。

子育て支援課 随　時

「早寝早起き
朝ごはん」

運動

子どもたちが健やかに成長していくた
めには、適切な運動、調和のとれた食
事、十分な休養・睡眠が大切である。
地域が一丸となって取り組むように文
部科学省が推進している運動。

社会教育課 随　時

１．八女市の食育に関する主な取り組み

推進事項

乳幼児健診
市が実施する乳幼児健診において、各
月齢に応じた食の進め方の相談や指導
を行う。

子育て支援課
毎月
実施

子育て相談
乳幼児の発達、成長、離乳や食事など
の悩みをもつ保護者に対し、個々に応
じた相談、指導を行う。

子育て支援課
毎月
実施

離乳食教室

離乳食の開始から完了するまでの発達
段階に合わせた離乳食についての講
話・指導を行い、離乳をスムーズに進
められるようにサポートする。

子育て支援課
毎月
実施

親子（子ども)
クッキング

地域子育て支援拠点施設等で乳幼児の
親子を対象とした講座や食生活改善推
進員が小中学生を対象とした親子クッ
キングを行う。

随　時

家庭や地域
での食育

子どもたちが食べることに興味を持
ち、自分で考え、食を選ぶ力を身につ
け、心身ともに豊かに成長していける
よう、家庭や地域など関係機関等との
連携を深め、子どもの世代から健全な
食生活の基礎を習得できるように支援
する。

学校教育課 随　時

子ども食堂

ひとり親家庭や貧困の状況にある子ど
もの「食」を支援するもの。貧困の連
鎖の解消のため、地域の公民館等でボ
ランティアによる食の支援事業が展開
されている。

子育て支援課 随　時

青少年
体験活動

青少年の社会性や協調性等を育むため
に実施している様々な体験活動の中
で、食に関する事業も取り入れてい
る。

社会教育課 随　時

１　

家
庭
・
地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進

乳
幼
児
期　

・　

学
童
期
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主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況推進事項

マタニティ教室 
(マタニティ

さん集まれ！）

２０週以上の妊婦に対し、妊娠中の食
事について講話を行い、妊娠期に必要
な栄養や妊娠中の望ましい体重増加や
妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群の予防
についての講話や食事の試食を行う。

子育て支援課
毎月
実施

生活習慣病
予防教室

増加している糖尿病・高血圧等の予防
について、予備群および未治療者に対
し、発症予防と重症化予防を目的に行
う。食生活や健診結果の見方について
講話等行う。

健康推進課 随　時

食生活改善
推進員養成講座

健康づくりの担い手として、地域で活
躍する食生活改善推進員を養成するた
めの講座。規定の講座の修了者は食生
活改善推進員（ヘルスメイト）とな
る。

健康推進課
毎年
実施

(全８回)

「毎日プラス
一皿の野菜」の

推進

平成２５年度から開始している健康日
本２１（第二次）における栄養・食生
活の目標に定められている運動の１
つ。国が掲げる１日１人当たりの野菜
摂取量の目標値が３５０ｇのため、毎
年実施されている「国民健康・栄養調
査」結果より、あと１皿（７０～８０
ｇ）食べると目標値に達するため、こ
のことを推進している。

健康推進課 随 時

２０歳代・
３０歳代健診

２０～３９歳の住民に対し、健康なか
らだづくりと生活習慣病予防や若い世
代からの取り組みが重要であるため、
特定健診と同じ項目の健診を行い、指
導が必要な人には個々に応じた指導を
行い支援する。

毎年
実施

健診
(６∼１１

月）

特定健康診査
メタボリックシンドローム（内臓脂肪
症候群）の該当者及び予備群を減少さ
せることを目的として行う健康診査。

特定保健指導

メタボリックシンドローム（内臓脂肪
症候群）に該当した人に対し、健診結
果を説明し、対象者が自らの生活習慣
における課題に気づき、行動変容でき
るように情報の提示と支援を行うこ
と。

保健
指導

（通年）

重症化予防対策
保健指導　

脳血管疾患、虚血性心疾患、腎不全
（人工透析）の新規患者の減少目標に
糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減
らすため、対象者の保健指導を行う。
確実に治療につなぎ、また治療中断し
ないよう継続した疾病管理を行い、重
症化予防に努める。

１　

家
庭
・
地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進

青
年
期
・
壮
年
期

健康推進課
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主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況推進事項

介護長寿課

社会福祉協議会

食生活改善推進会

食育の日の
取り組み

毎月１９日にＦＭやめを活用し、食育
の日の啓発を行う。

健康推進課
毎月

１９日

ふれあい
サロン

各行政区の公民館等で、地域ボラン
ティアや食生活改善推進員が中心とな
り、バランスの良い食事の提供と会食
を楽しむ場となる。また、地域栄養士
を派遣し、食生活についての講話や簡
単な調理等を体験する。

随　時

老人クラブ
連合会健康
づくり教室

老人クラブ連合会員を対象に低栄養状
態の改善など、元気で長生きするため
の食生活について学ぶ講座を行う。

介護長寿課 随　時

介護予防講座
元気で長生きするために、栄養に関す
る基礎的な理解と知識の講座を行う。

介護長寿課 随　時

フレイル予防

加齢とともに、噛む力の衰えや食欲低
下のため低栄養になる危険性がある。
低栄養が原因で筋力の減少や免疫力の
低下でフレイル（衰弱）状態につなが
る。元気で長生きするための栄養に関
する知識の普及を行う。

介護長寿課 随　時

配食サービス
虚弱で調理が困難な一人暮らしや高齢
者のみの世帯に対し、食事の確保と対
象者の安否確認を行う。

介護長寿課 通　年

男性料理教室
公民館講座において、料理の基本を学
べるような料理教室を実施する。

社会教育課 随　時

郷土料理の
伝承

各イベント、まつり等の行事におい
て、昔からその地域に伝わる、だご
汁、よもぎ・じゃがいも饅頭等を、地
元のグループで販売し、郷土料理・食
文化の伝承を行う。

観光振興課 随　時

１　

家
庭
・
地
域
に
お
け
る
食
育
の
推
進

高　
　

齢　
　

期
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主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況推進事項

子育て支援課

学校教育課

子育て支援課

学校教育課

農業振興課

子育て支援課

学校教育課

子育て支援課

学校教育課

保育所（園）等
における食育の
日の取り組み

季節の行事やテーマを決めて毎日の給
食等で食への感謝や年齢に応じた基本
的な食事のマナー等、指導や啓発を行
う。

子育て支援課 随　時

学校教育課

農業振興課

年間指導
計画の作成

食育の年間指導計画（カリキュラム）
を作成し、計画的に進める。

随　時

体験活動

園内で栽培・収穫した野菜を使った
クッキング、園外で保育所や農業団体
等と協働で実施する農業体験活動、地
元農産物を活用した加工品作り等を実
施し、食に対する興味・関心を高め
る。

随　時

親子クッキング
子どもたちが育て、収穫した野菜等を
使って、親子クッキングを実施する。

子育て支援課 随　時

給食活動

子どもの発育・発達状況や栄養状態等
に応じて、量と質が十分確保された給
食（離乳食を含む）を提供する。食へ
の感謝や基本的マナーの指導、郷土料
理などの食文化の伝承等、給食を食育
の場として有効に活用する。

随　時

家庭への啓発
給食献立表等の食育に関した資料の配
付や給食試食会の実施による家庭への
啓発を行う。

随　時

お弁当の日の
取り組み

子ども自身が献立やデザインを考え、
材料の買い物、調理、弁当箱に詰める
までの全ての過程を行い、お弁当を
作って学校に持って行く取り組みのこ
と。この取り組みを通じ、子どもたち
は生命の大切さと、感謝の心を知り、
自己肯定感が生まれていく。

学校教育課 随　時

ふれあい給食
地元農産物の生産者と給食を一緒に会
食する取り組みで、生産者や地域の方
との交流により、食の大切さを学ぶ。

随　時

２　

保
育
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・
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主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況推進事項

学校教育課

農業振興課

学校における
食育の日の
取り組み

毎月１９日前後の給食実施日に、地元
農産物を用いた献立の給食を実施。生
産者との「ふれあい給食」を行い、食
の大切さを学ぶ。また、子どもたちに
は、食材についての地産地消便りを提
示している。

学校教育課 随　時

学校教育課

農業振興課

学校教育課

農業振興課

地産地消の日の
取り組み

毎月１９日前後の給食実施日に地元農
産物を活用し特色ある学校給食の取り
組みを推進する。

随　時

八女茶の
おいしい

淹れ方教室

市全小・中・義務教育学校を対象に、
ＪＡ茶業部会や関係機関の支援によ
り、自らおいしく淹れることを学習す
る。

随　時

総合的な学習等
の時間を活用し
た農業体験学習

ＪＡ青年部・生産組織等の協力によ
り、小中学生を対象とした農業体験学
習を実施する。

随　時

２　

保
育
所
（
園
）
・
幼
稚
園
・
学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進
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主な取り組み 内　　容 取組主体 実施状況推進事項

地元農産物の
活用・紹介

（地産地消の日）

学校給食に地元農産物を「旬のものを
旬の時期に」提供することで、次世代
を担う子どもたちが地域農業に対する
理解を深め、食の大切さを学ぶことを
目的とする。

農業振興課 随　時

農業振興課

林業振興課

観光振興課

農業振興課

林業振興課

観光振興課

「八女市地産地
消推進協力店」

の登録推進

地元農産物を積極的に活用・販売して
いる市内の直売所や飲食店等を「八女
市地産地消推進協力店」として登録
し、八女産農産物のＰＲや消費拡大を
行う。　

農業振興課 随　時

食と農
理解促進

事業

次世代を担う子どもたちの健全な心と
身体の育成や市民の健康と地域農業に
対する理解を深めることを目的に、地
元農産物を活用した地産地消や食育と
農業をテーマとする活動に対して支援
を行う。

農業振興課 随　時

食育講演会等へ
の支援

農林水産業、食育、環境、健康、社会
教育など食と農をテーマに活動してい
る市民団体等が、地産地消に係る講演
会・研修会などを行う際に支援を行
う。

随　時

体験活動・
交流促進の

推進

農林水産業を介した体験活動及び農産
物直売所を中心とした交流促進を実施
し、地元農林畜産物のＰＲ活動を推進
する。

随　時

３０・１０
運動

宴会時の食べ残しを減らすためのキャ
ンペーンで、乾杯後３０分は席を立た
ずに料理を楽しみ、お開き前１０分に
なったら自分の席に戻り、再度料理を
楽しむことを呼びかけ、食品ロスを削
減する運動を推進。

環境課 随　時

食品ロス削減
推進

食品ロス削減とは、まだ食べることが
できる食品が廃棄されないようにする
ための社会的な取組を行う。

環境課 随　時

３　

地
産
地
消
の
推
進
及
び
食
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や
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境
を
意
識
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た
食
育
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（％）

（％）

（％）

２.食生活の状況

生涯の健康づくりを通して健康で豊かな生活を送るためには、基本的な食習慣を身に付け

ることが大切です。妊婦の朝食習慣、および児童（小学６年生）および生徒（中学３年生）が

「朝食を毎日食べる」ことは、食習慣の確立するとともに、こどもの学力の向上につながり

ます。

（１）妊婦の朝食習慣について

（２）小学６年生と中学３年生の朝食の摂取状況について

６年間の比較をして、妊娠届出時の妊婦

の朝食習慣は約８０％以上の人が食べて

いると答えていますが、約１５％の妊婦に

ついては朝食習慣が無いと答えていてあ

まり変化はありませんでした。

妊娠中は、母体とおなかの赤ちゃんが育

つために、一日３食をバランスよく食事す

ることが大切で、特に妊娠前よりも必要な

栄養を十分に取らなければならないこと

を、受付窓口やマタニティ教室等での指導

が必要であると考えます。

平成３１年は平成２５年と比較して、小学

校は６．９％、中学校は１３.３％毎日朝食を

食べる児童生徒の割合が増加しています。

このことは、学校における児童生徒への食

に関する指導やＰＴＡを通じた「早寝早起き

朝ごはん」の取り組みの成果といえます。

平成３１年度の調査で、中学校は全国平均

を上回りましたが、小学校は下回っているた

め、今後も継続して取り組んでいく必要があ

ります。

資料２：「全国学力・学習状況調査」 八女市 学校教育課 資料
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（％）

（％）

（％）

成人の健康に関わる「食事速度」、「就寝前食事習慣」、「朝食の欠食」の望ましくない

生活習慣は、肥満や生活習慣病などにつながります。内臓肥満型肥満に着目した八女市特

定健診における問診項目による食生活の状況を示しています。

（３）八女市特定健康診査受診者（４０～７４歳）の食生活習慣について

①人と比較して食べるのが速い

②就寝前２時間以内の食事が週３回以上ある

③朝食の欠食が週３回以上ある 朝食の欠食が週に３回以上ある人の割

合は、国の割合よりは低いものの６．

７％から７．９％へと高くなっていま

す。朝食の欠食は、食生活のリズムを乱

し生活習慣病のリスクを高めます。

就寝時間、夕食の状況にも留意し、「朝

ごはんを食べたくなる」状況を作るため

に、本人の負担を考慮した量、バランス

で簡便な方法の紹介をすることが必要

です。

就寝前２時間以内の食事が週３回以上

ある人の割合は国の割合よりは低いも

のの、１１．４％から１３．６％へと高

くなっています。就寝前２時間以内の食

事が増えると肥満傾向となります。就労

形態の変化など、やむを得ない事情も考

慮しながら、早めの時間に食事をとるこ

とや間食等の工夫、就寝前にエネルギ

ー・糖質等の摂取を控える指導により、

生活習慣病の改善に努めています。

国民健康保険の被保険者における特定

健診の受診者では、食事速度が人と比較

して食べるのが速い人が、２２．５％か

ら２６．５％と増加しています。食べる

速度が速い人は遅い人と比べ、将来の糖

尿病発症が約２倍になると言われてい

ます。ゆっくりよく噛んで食事する指導

により、生活習慣病を改善できる可能性

を高めることができます。
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資料３：福岡県国保連合会ＫＤＢデータ

資料３：福岡県国保連合会ＫＤＢデータ

資料３：福岡県国保連合会ＫＤＢデータ
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３．食育推進計画の策定の経過

第２次八女市食育推進計画策定会議委員

（構成） 観光振興課、環境課、子育て支援課、介護長寿課、農業振興課、

林業振興課、学校教育課、社会教育課、健康推進課

会 議 開 催 日 検 討 内 容

第１回会議 令和２年 ９月１５日 食育推進計画策定に関する進め方

第２回会議 令和２年１０月２９日 食育に関する事業内容の取りまとめ

第３回会議 令和２年１２月２３日 食育推進計画案

第４回会議 令和３年 １月１５日 食育推進計画案
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第２次八女市食育推進計画

令和３年２月発行

発 行 八女市健康福祉部健康推進課

〒８３４－８５８５

福岡県八女市本町６４７番地

ＴＥＬ：０９４３－２３－１２０１

ＦＡＸ：０９４３－２３－１３３１
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