
５ 京都府京都市 

 （１）地域の概要 

京都市の北部に位置する京北地域は、丹波高原の標高300～800mの山間部に位置

し、東西に17.7km、南北に21.7kmの長方形で、周囲を急峻な山々に囲まれ、総面積

の93％を山林が占め、森林と清流が流れる自然環境豊かな地域です。 

京北地域の農地は、上桂川及び弓削川に沿って帯状に賦存し、その殆どが20ha

前後の小規模な団地で水田の割合が高く、一戸当たりの経営耕地面積も50aに満た

ない小規模な農家が多い。農業生産は、水稲が主体で、小かぶ、水菜、紫ずきん

の生産も行われています。 

本地域は旧京北

町が平成17年4月に

京都市に編入合併

されました。昭和30

年の旧京北町とし

ての町発足時の人

口は10，582人の人

口を擁していまし

たが、50年が経過し

た平成17年には

6,257人へと約40％

減少し、特に若年層

は地域外に職を求

め、世代は高齢化が

進み地域の活力を

低下させています。 

山間部には61の

小集落が点在して

いますが、地域農業

は山村特有の狭隘な土地条件の下に営まれ、また、大半が兼業農家で、農家の担

い手の高齢化も著しく、担い手不足や鳥獣被害による遊休農地が増加しています。 

過疎化・高齢化に対処するため一部の地域では農作業の集積や集落営農による

農地の保全管理を行っているものの農業は衰退の一途を辿っている現状です。 

 

 （２）食育プログラムの実施にあたっての協力者 
   本プロジェクトを京都市京北にて実施するにあたり、NPO 法人あたご山麓クラブ事

務局長大前幹紀氏、NPO 法人京北コミュニティビジネス西新治氏に食育プログラム実

京都府地図 
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施者および学習者の設定をご相談し、ご紹介いただき実施することとなった。 
 
（３）食育プログラム実施担当者について 

  （地元のフードチェーン関係者、相模女子大学栄養教育学研究室） 
   地元のフードチェーン関係者は、京北でとれた野菜を使った料理や京北地区での郷

土料理（鯖寿司など）を詰めたお弁当を製造している久保益子氏、田中美千代氏を食

育プログラム実施担当者と設定した。 
   相模女子大学栄養教育学研究室の吉岡有紀子准教授、齋藤沙織、外山智美研究生が

上記食育実施担当者と協力し、食育プログラムを実施した。 
    

（４）学習者について 
  学習者は、立命館大学に在籍する学生 19 名と地元の方 7 名計 26 名を対象とし

た。 学生は男性 8 名、女性 11 名で、地元の方は全て女性であった。 
  学生の平均年齢は 20.5±0.6 歳で、地元の方は中学生 1 名を含み平均年齢 59.6
±20.2 歳であった。 

  有効回答数は大学生 19名、地元の方 7名で有効回答率はともに 100％であった。 
  事前調査の結果は以下の通りである。 
  

①大学生について 
ア）QOL について 
 QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 
と、以上 3 項目を足した「QOL 得点」の 3 項目で捉えた。 

  
a.「食事のおいしさ」について 
「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」4 人（21.1％）、「まあまあお

いしい」14 人（73.7％）、「あまりおいしくない」1 人（5.3％）で、「おいし

くない」はいなかった。 
性別にみると、男子学生は「とてもおいしい」1 人（12.5％）、「まあまあ

おいしい」6 人（75.0％）、「あまりおいしくない」1 人（12.5％）に対し女

子学生は「とてもおいしい」3 人（27.3％）、「まあまあおいしい」8 人（72.7％）

であった。 
    すなわち、大学生の「食事のおいしさ」は比較的良好だった。 
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図Ⅳ-5-2 食事のおいしさ（京都：大学生） 

 
b.「食事の満足感」について 

  「食事の満足感」では「とても満足」3 人（15.8％）、「まあまあ満足」18
人（68.4％）、「あまり満足していない」3 人（15.8％）で、「満足していない」

はいなかった。 
性別にみると、男子学生は「とても満足」はおらず、「まあまあ満足」6

人（75.0％）、「あまり満足していない」2 人（25.0％）に対し、女子学生は

「とても満足」3 人（27.3％）、「まあまあ満足」7 人（63.6％）、「あまり満

足していない」1 人（9.1％）と、男子学生比べ、女子学生が良好な傾向であ

った。 

 
図Ⅳ-5-3 食事の満足感（京都：大学生） 

 
c.「食事の楽しさ」について 

   「食事の楽しさ」では「とても楽しい」8 人（42.1％）、「まあまあ楽しい」

11 人（57.9％）で、「あまり楽しくない」、「楽しくない」はいなかった。 
   性別にみると、男子学生は「とても楽しい」4 人（50.0％）、「まあまあ楽

しい」4 人（50.0％）、女子学生は「とても楽しい」4 人（36.4％）、「まあま

(%)

(%)
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あ楽しい」7 人（63.6％）と性別による大きな差はみられなかった。 
  すなわち、京北の大学生の「食事の楽しさ」は良好であった。 

 

図Ⅳ-5-4 食事の楽しさ（京都：大学生） 
 

以上の結果から、研修で訪れた留学生の食に関する QOL は全体的にみて

も比較的良好であった。 
 

イ）知識について  
     知識に関する項目は、「主食・主菜・副菜を知っているか」、「自分のからだ

の状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っているか」、 

「フードチェーンという言葉を知っているか」、「フードチェーンという言葉の

意味を知っているか」の 4 項目で捉えた。 
 
  a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 
   「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」7 人（36.8％）、

「知っている」12 人（63.2％）で、「あまり知らない」、「知らない」はとも

にいなかった。 
   性別にみると、男子学生は「よく知っている」1 人（12.5％）、「知ってい

る」7 人（87.5％）だった。また女子学生は「よく知っている」6 人（54.5％）、 

「知っている」5 人（45.5％）であった。 
   すなわち、すべての学生が「主食・主菜・副菜」について知っていた。 

(%)
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図Ⅳ-5-5 主食・主菜・副菜を知っているか（京都：大学生） 
 

b．「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバラン

スを知っているか」について 
  「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバラン

スを知っているか」では、「よく知っている」1 人（5.3％）、「知っている」5
人（26.3％）、「あまり知らない」10 人（52.6％）、「知らない」3 人（15.8％）

だった。 
 性別にみると、男子学生は「知っている」3 人（37.5％）、「あまり知らな

い」4 人（50.0％）、「知らない」1 人（12.5％）であった。女子学生は「よ

く知っている」1 人（9.1％）、「知っている」2 人（18.2％）、「あまり知らな

い」6 人（54.5％）、「知らない」2 人（18.2％）であった。 
  すなわち、プログラム実施前に自信の適量について理解していた学生は 3 割

であった。 

 

図Ⅳ-5-6 自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っ

ているか（京都：大学生） 

 

(%)

(%)
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c. 「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」について 
    「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「よく聞いた

ことがある」1 人（5.3％）、「聞いたことがある」12 人（63.2％）、「あまり

聞いたことがない」5 人（26.3％）、「聞いたことがない」1 人（5.3％）であ

った。 
  性別にみると、男子学生は「よく聞いたことがある」はおらず、「聞いた

ことがある」5 人（62.5％）、「あまり聞いたことがない」3 人（37.5％）で

あった。女子生徒は「よく聞いたことがある」1 人（9.1％）、「聞いたことが

ある」7 人（63.6％）、「あまり聞いたことがない」2 人（18.2％）、「聞いた

ことがない」1 人（9.1％）であった。 
   すなわち、プログラム参加前に「フードチェーン」という言葉を聞いたこ

とがある学生は約 7 割ほどであり、性別による差はみられなかった。 

 

図Ⅳ-5-7 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（京都：大学生） 

 
d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 

      「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「よく知っている」

はおらず、「少し知っている」6 人（31.6％）、「あまり知らない」11 人（57.9％）、

「知らない」2 人（10.5％）であった。 
      性別にみると、男子学生は「少し知っている」4 人（50.0％）、「あまり知

らない」3 人（37.5％）、「知らない」1 人（12.5％）だった。また、女子学

生は「少し知っている」2 人（18.2％）、「あまり知らない」8 人（72.7％）、

「知らない」1 人（9.1％）だった。 
すなわち、約 7 割の学生が知らないと回答していた。 

(%)
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図Ⅳ-5-8 フードチェーンという言葉を知っているか（京都：大学生） 

 
以上のことから、京都市の大学生の知識は、主食主菜副菜についてはほとん

どの学生が理解していると回答したが、適量や「フードチェーンという言葉」

に理解があると回答した学生は 3 割にとどまった。 
  

ウ）態度について 
     態度に関する項目は、「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」

「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」の 2 項目で捉えた。 
 

  a. 「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」について 
   「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」では、「とても思う」

17 人（89.5％）、「少し思う」2 人（10.5％）で、「あまり思わない」、「思わ

ない」はともにいなかった。 
 性別にみると、男子学生は「とても思う」6 人（75.0％）、「少し思う」2
人（25.00％）で、女子学生は 11 人全員が「とても思う」であった。 
 すなわち、学生全員が肯定的であった。 

 

(%)

(%)
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図Ⅳ-5-9 健康のために野菜を食べることは重要だと思うか（京都：大学生） 
 

b．「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
  「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」

5 人（26.3％）、「ときどきある」9 人（47.4％）、「あまりない」5 人（26.3％）

で、「まったくない」はいなかった。 
  性別にみると、男子学生は「よくある」2 人（25.0％）、「ときどきある」3

人（37.5％）、「あまりない」3 人（37.5％）であった。女子学生は「よくあ

る」3 人（27.3％）、「ときどきある」6 人（54.5％）、「あまりない」2 人（18.2％）

であった。 
  すなわち、75％の学生は生産者への感謝の気持ちを持っていると回答した。 

 

図Ⅳ-5-10 野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（京都：大学生） 
 

     以上のことから、京北の大学生の食態度は概ね良好であることが分かった。 
 

エ）行動について 
     行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の

回数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「野菜・野菜料理を食べる頻度」「野菜の総喫

食量」の 4 項目で捉えた。 
 

  a. 「朝食喫食状況」について 
   朝食を食べている状況をみると「ほとんど毎日食べる」10 人（52.6％）、

「週に 2～3 日食べない」5 人（26.3％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（5.3％）、

「ほとんど食べない」3 人（15.8％）であった。 
 性別にみると、男子学生は「ほとんど毎日食べる」3 人（37.5％）、「週に

2～3 日食べない」2 人（25.0％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（12.5％）、

「ほとんど食べない」2 人（25.0％）であった。女子学生は「ほとんど毎日

(%)
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食べる」7 人（63.6％）、「週に 2～3 日食べない」3 人（27.3％）、「ほとんど

食べない」1 人（9.1％）であった。 
  すなわち、男子学生に比べ女子学生の方が良好な傾向がみられた。 

 
図Ⅳ-5-11 朝食の喫食状況（京都：大学生） 

 
b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 

  「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」がおらず、「週

に 4～5 日」4 人（21.1％）、「週に 2～3 日」2 人（10.5％）、「週に 1 日程度」

3 人（15.8％）、「ほとんどない」10 人（52.6％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」がおらず、「週に 4～5 日」8 人（42.1％）、「週に

2～3 日」5 人（26.3％）、「週に 1 日程度」4 人（21.1％）、「ほとんどない」

2 人（10.5％）であった。 
夕食では、「毎日」2 人（10.5％）、「週に 4～5 日」6 人（31.6％）、「週に 2

～3 日」8 人（42.1％）、「週に 1 日程度」2 人（10.5％）、「ほとんどない」1
人（5.3％）であった。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食

事」を毎日している学生は 2 人（10.5％）であった。 
すなわち、9 割の学生は 1 日 1 食も主食・主菜・副菜が揃わない日もある

ことがわかった。 

(%)
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図Ⅳ-5-12 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：大学生） 

 

 
図Ⅳ-5-13 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：大学生） 

 

 
図Ⅳ-5-14 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：大学生） 

 
 

(%)

(%)

(%)
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c. 「野菜や野菜料理を食べる頻度」について 
  1 週間のうちどのくらいの頻度で「野菜や野菜料理を食べているか」を確

認したところ、「ほとんど毎日食べる」6 人（31.6％）、「週に 2～3 日食べな

い」6 人（31.6％）「週に 4～5 日食べない」6 人（31.6％）、「ほとんど食べ

ない」1 人（5.3％）であった。 
性別にみると、男子学生は「ほとんど毎日食べる」2 人（25.0％）、「週に

2～3 日食べない」3 人（37.5％）「週に 4～5 日食べない」3 人（37.5％）で、

女子学生は「ほとんど毎日食べる」4 人（36.4％）、「週に 2～3 日食べない」

3 人（27.3％）、「週に 4～5 日食べない」3 人（27.3％）、「ほとんど食べない」

1 人（9.1％）であった。 
すなわち、京都の大学生のうち毎日野菜を食べているのは約3割であった。 

 
図Ⅳ-5-15 野菜や野菜料理を食べる頻度（京都：大学生） 

 
ｄ. 「野菜や野菜料理の総喫食量」について 

  直近 1 ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析した結果、標津を研修で訪

れた留学生の 1 日あたりの「野菜や野菜料理」の喫食量の平均値は男子学生

170.5±112.8g、女子学生 139.1±77.3g、合わせて 152.3±92.3g であった。 
  すなわち、男子学生の方が女子学生にくらべ、喫食量が多かった。 

 
    以上、京都大学生の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL、食知識、食態度 

はおおむね良好であったが、野菜の喫食量は個人差が大きく、毎日野菜を食べて 
いる学生は 3 割であった。 

 
②地元の方について 
  ア）QOL について 
 QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 
の 3 項目で捉えた。 
   a.「食事のおいしさ」について 

(%)
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「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」2 人（28.6％）、「まあまあ

おいしい」5 人（71.4％）で、「あまりおいしくない」、「おいしくない」は

ともにいなかった。 
     すなわち、地元の方々の「食事のおいしさ」は良好であった。 

 
図Ⅳ-5-16 野菜や野菜料理を食べる頻度（京都：地元の方々） 

 
b.「食事の満足感」について 

   「食事の満足感」では 7 人全員が「まあまあ満足」であった。 

 
図Ⅳ-5-17 食事の満足度（京都：地元の方々） 

 
c.「食事の楽しさ」について 

    「食事の楽しさ」では「まあまあ楽しい」6 人（85.7％）、「あまり楽し

くない」1 人（14.3％）で、「とても楽しい」と「楽しくない」はいなかっ

た。 
  すなわち、地元の方々は比較的食事が楽しいと感じていることがわかった。 

(%)

(%)
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図Ⅳ-5-18 食事の楽しさ（京都：地元の方々） 
 

以上の結果から、京北の地元の方々の食に関する QOL は比較的良好であっ

た。 
 

イ）知識について  
    知識に関する項目は、「主食・主菜・副菜を知っているか」、「自分のからだの

状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っているか」、

「フードチェーンという言葉を知っているか」、「フードチェーンという言葉の

意味を知っているか」の 4 項目で捉えた。 
 
 a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 
  「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」2 人（28.6％）、

「知っている」3 人（42.9％）、「あまり知らない」2 人（28.6％）で、「知らな

い」はいなかった。 
  すなわち、7 割の方が「知っている」と回答していた。 

 

図Ⅳ-5-19 主食・主菜・副菜を知っているか（京都：地元の方々） 

(%)

(%)
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b．「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランス

を知っているか」について 
 「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランス

を知っているか」では、「知っている」4 人（57.1％）、「あまり知らない」3 人

（42.9％）で、「よく知っている」および「知らない」と回答した者はいなか

た。 
  すなわち、約 6 割がからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）

やバランスを知っていることがわかった。 

 

図Ⅳ-5-20 主食・主菜・副菜を知っているか（京都：地元の方々） 
 

c. 「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」について 
   「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「聞いたことが

ある」4 人（57.1％）、「あまり聞いたことがない」2 人（28.6％）、「聞いたこ

とがない」1 人（14.3％）で、「よく聞いたことがある」と回答したものはいな

かった。 
  すなわち、約 6 割の方がプログラム参加前から「フードチェーン」という言

葉を聞いたことがあった、ということがわかった。 
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図Ⅳ-5-21 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（京都：地元の方々） 
 

d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 
     「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「少し知っている」3

人（42.9％）、「あまり知らない」2 人（28.6％）、「知らない」2 人（28.6％）

で、「よく知っている」と回答した者はいなかった。 
     すなわち、フードチェーンという言葉の意味を知っている方は約 4 割であっ

た。 

 

図Ⅳ-5-22 フードチェーンという言葉を知っているか（京都：地元の方々） 
 
   以上のことから、京北の地元の方々の食知識は主食主菜副菜という言葉の意味や

適量についての理解はほとんどが「知っている」ものの、「フードチェーン」とい

う言葉を聞いたことがあるものは 6 割、言葉の意味を知っている物は約 4 割であっ

た。 
 

ウ）態度について 
    態度に関する項目は、「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」「野
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菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」の 2 項目で捉えた。 
  
a. 「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」について 
  「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」では、7 人全員が「と

ても思う」と回答した。 
  すなわち、地元の方々全員が「健康のために野菜を食べることは重要である」

と考えていることがわかった。 

 

図Ⅳ-5-23 健康のために野菜を食べることは重要だと思うか（京都：地元の方々） 
 

b．「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
 「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」2
人（28.6％）、「ときどきある」5 人（71.4％）で、「あまりない」、「まったくな

い」はともにいなかった。 
  すなわち、地元の方々全員が野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあ

ることがわかった。 

 

図Ⅳ-5-24 野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（京都：地元の方々） 
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   以上のことから、京北の地元の方々の食態度は良好であることが分かった。 
 
 

エ）行動について 
    行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の回

数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「野菜・野菜料理を食べる頻度」「野菜の総喫食量」

の 4 項目で捉えた。 
 

 a. 「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をでは、全員が「ほとんど毎日食べる」と回答した。 

 
図Ⅳ-5-25 朝食の喫食状況（京都：地元の方々） 

 
b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 
 「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」5 人（71.4％）、「週

に 2～3 日」2 人（28.6％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」6 人（85.7％）、「週に 2～3 日」1 人（14.3％）で

あった。 
夕食も昼食と同じく毎日」6 人（85.7％）、「週に 2～3 日」1 人（14.3％）で

あった。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食事」

を毎日している方は 6 人（85.7％）であった。 
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図Ⅳ-5-26 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：地元の方々） 

 

 
図Ⅳ-5-27 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：地元の方々） 

 

 
図Ⅳ-5-28 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（京都：地元の方々） 

 
c. 「野菜や野菜料理を食べる頻度」について 
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 1 週間のうちどのくらいの頻度で「野菜や野菜料理を食べているか」その頻

度を確認したところ、「ほとんど毎日食べる」5 人（83.3％）、「週に 2～3 日食

べない」1 人（16.7％）と、ほぼ全員が毎日食べていることがわかった。 

 
図Ⅳ-5-29 野菜や野菜料理を食べる頻度（京都：地元の方々） 

 
ｄ. 「野菜や野菜料理の総喫食量」について 
 直近1ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析したところ、京北の地元の方々

の 1 日あたりの「野菜や野菜料理」の喫食量の平均値は 320.0±159.3g であっ

た。 
 
 
     以上、標津を研修で訪れた大学生の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL、

食知識、食態度、食行動すべては良好であった。 
 

 
（５）食育活動の実践について 

①第 1 回食育活動について 
 ア）実施日・実施場所 

7 月 20 日（土）京都市鳥居構造改善センターで実施した。 
    

イ）テーマ 
「お野菜探検隊になろう」 

    
ウ）食育プログラムの学習目標 
1. 野菜や野菜料理（副菜）が身体にとってどのような働きがあるのか、料理レベ

ル、食材レベル、栄養素レベルで重要性を知る 

2. 野菜や野菜料理（副菜）についての興味が高まり、これから野菜料理を意識し

て食べたり、食べることができる気持ちが高まる 
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3. 自分にぴったりなバランスや自分にぴったりな食事量（適量）がわかり、京北野菜

をつかった副菜料理が自分の口に入るまでの道のりを理解する 

4. 自分にぴったりの食事量（適量）を実感し、これから「3・1・2 弁当箱法」を

活用して自分にぴったりの食事を作りたい、自分にぴったりの食事量で食事をし

たいという気持ちが高まる 

        

食育プログラムは次のながれで行った。   
    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【使用教材】 

  
 
  
  
 
 
 
 

＜探検シート＞ 
＜探検報告カード＞ 

図Ⅳ-5-30 食育プログラムのながれ（1 回目） 

学習内容 教材

導入 ○あいさつ　　○本日のテーマを知る

○朝食欠食率を知り、野菜が身体でどのような働きがあるかを知る DVD

○1日に必要な食事量や野菜の喫食量（副菜としての数）を知る 探検シート

○自分にぴったり弁当を作る5つのルールを知る 設計図

○ぴったり弁当の設計図を作り、設計図のとおりにお弁当箱に詰める 京北野菜の料理

○ぴったり弁当を食べて、自分にピッタリな量を体感する 京北郷土料理

まとめ ○今日のまとめとして、探検報告カードに記入する 探検報告カード

展開
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