
３ 福島県本宮市 

 １）地域の概要 

本宮市は、福島県のほぼ中央に位置し、平成 19 年に旧本宮町と旧白沢村が合

併して誕生した。総面積は 8,794ha で、うち 26.0%の 2,290ha を耕地が占める。 

人口は 31,489 人、世帯数は 9,538 世帯で、65 歳以上の高齢者人口は 7,227 人、

高齢化率は 23.0％となっており（H22 国勢調査）、全国平均とほぼ同水準である。 

原発事故以来、人口は減少傾向にあったが、地の利を生かした企業誘致や小中

学校の除染、市内３か所での放射性物質測定結果情報の公開など市民の側に立っ

た行政運営の結果、人口減少には歯止めがかかってきている。 

  一方、農業を取り巻く環境は以前にも増して厳しい状況である。震災前は農業

従事者の高齢化や後継者不足などが課題であったが、震災後は耕作放棄する農家

が増え、農地の約３割に相当する 727ha が耕作放棄地になっており、憂慮すべき

事態となっている。 

農 家 戸数 は

1,786 戸、農家

人口 6,652 人

（H22 農業セン

サス）で、多く

は水稲を中心

に野菜や果樹、

畜産を組合わ

せた複合経営

をしていたが、

原発事故にと

もなう風評被

害を払拭でき

ない状況にあ

る。農地の除染

や放射性物質抑

制対策、米の全

量全袋検査等の安全を前面に打ち出した政策を実施しているにも関わらず、売上

は震災前の７割程度でしかない。そのため農家は、作っても売れない、売れない

から作らないというように、耕作意欲が著しく低下している状況にある。 

本宮市の農業生産は、米・養蚕・畜産を基幹とし、果樹、野菜、菌茸類等を組

み合わせた複合経営が行われてきた。しかし、時代の流れとともに年々耕作放棄

地が増加してきている。  

 

福島県地図 
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（２）食育プログラムの実施にあたっての協力者 
   本プロジェクトを本宮市にて実施するにあたり、本宮市産業部部長立川盛男氏、同

農政課次長兼農政課長柴田久幸氏、同主幹兼課長補佐辻本弘月氏より、本宮市教育委

員会教育部幼保学校課課長渡辺裕美氏、同指導主事穐山俊之氏をご紹介いただき、実

施校ならびに食育プログラム実施者の設定を行った。 
 
（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、本宮市農家民泊連絡協議会に所属し、農家民泊の

まとめをされている加藤和子氏、農家民泊でありアスパラや米の生産者である伊藤か

おる氏、農家民泊をされている石原純子氏の 3 名に設定した。 
   相模女子大学栄養教育学研究室研究生外山智美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 
   本宮市立 N 小学校（松井義孝校長先生）の 3 学年（担任：遠藤秀樹先生）を 

  学習者に設定した。3 学年の児童は、男子 12 名、女子 16 名の計 28 名である。 
   事前調査の結果は以下の通りである。 

 ① QOL について  
  QOL については日常生活について、食事について、給食についての 3 つの観

点から検討した。 
   

ア）日常生活について 
「毎日楽しいか」の 1 項目で確認した。 

 「楽しい」と回答した児童は 20 人（71.4％）で以下、「まあまあ楽しい」7
人（25.0％）、「あまり楽しくない」1 人（3.6％）であった。 

   児童の性別でみると、男子は「楽しい」10 人（83.3％）、「まあまあ楽し

い」2 人（16.7％）で、「あまり楽しくない」「楽しくない」はいなかった。 
   女子は「楽しい」10 人（62.5％）、「まあまあ楽しい」5 人（31.3％）、「あ

まり楽しくない」1 人（6.3％）であった。 
   すなわち、本宮の小学生はほぼ全員が毎日楽しいと回答していた。 

 
イ） 食事について 

食事については、「食事のおいしさ」、「食事の楽しさ」、「食事の待ち遠しさ」 
の 3 項目で捉えた。 
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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」25 人（89.3％）、「まあまあおい

しい」3 人（10.7％）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。 
性別にみると、男子は「とてもおいしい」11 人（91.7％）、「まあまあおいし

い」1 人（8.3％）であった。また、女子は「とてもおいしい」14 人（87.5％）、

「まあまあおいしい」2 人（12.5％）であった。 
   すなわち、本宮の小学生の「食事のおいしさ」は比較的良好だった。 

 
図Ⅳ-3-2 食事のおいしさ（本宮：小学生） 

 
ｂ.「食事の楽しさ」について 

  「食事の楽しさ」では「とても楽しい」11 人（39.3％）、「まあまあ楽しい」

14 人（50.0％）、「あまり楽しくない」3 人（10.7％）で、「楽しくない」はい

なかった。 
  性別にみると、男子は「とても楽しい」4 人（33.3％）、「まあまあ楽しい」

7 人（58.3％）、「あまり楽しくない」1 人（8.3％）であった。また、女子は、

「とても楽しい」7 人（43.8％）、「まあまあ楽しい」7 人（43.8％）、「あまり

楽しくない」2 人（12.5％）であった。 
  すなわち、本宮の小学生の 9 割が「食事が楽しい」と回答しており、性別に

よる大きな違いはみられなかった。 

(%)
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図Ⅳ-3-3 食事の楽しさ（本宮：小学生） 

 
ｃ.「食事の待ち遠しさ」について 
 「食事の待ち遠しさ」では「いつも待ち遠しい」3 人（10.7％）、「待ち遠し

いときもある」18 人（64.3％）、「あまり待ち遠しくない」7 人（25.0％）で、

「待ち遠しくない」はいなかった。 
性別にみると、男子は「いつも待ち遠しい」1 人（8.3％）、「待ち遠しいとき

もある」8 人（66.7％）、「あまり待ち遠しくない」3 人（25.0％）であった。

また、女子は「いつも待ち遠しい」2 人（12.5％）、「待ち遠しいときもある」

10 人（62.5％）、「あまり待ち遠しくない」4 人（25.0％）であった。 
すなわち、本宮の小学生の 75％が「食事が待ち遠しい」と回答しており、

性別による大きな違いはみられなかった。 
 

以上の結果から、本宮の小学生の食に関する QOL は全体的にみても比較的

良好であった。また、性別による大きな違いもみられなかった。 
 

ウ） 給食について 
給食については、「給食のおいしさ」、「給食の時間の楽しさ」、「給食の時間

は待ち遠しいか」の 3 項目で捉えた。 
  
 a. 「給食のおいしさ」について 

「給食のおいしさ」では「とてもおいしい」25 人（89.3％）、「まあまあおい

しい」3 人（10.7％）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。 
性別にみると、男子は「とてもおいしい」11 人（91.7％）、「まあまあおいし

い」1 人（8.3％）であった。また、女子は「とてもおいしい」14 人（87.5％）、

「まあまあおいしい」2 人（12.5％）であった。 
   すなわち、本宮の小学生の「給食のおいしさ」は比較的良好だった。 

(%)
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図Ⅳ-3-4 食事のおいしさ（本宮：小学生） 

 
ｂ. 「給食の楽しさ」について 

  「給食の楽しさ」では「とても楽しい」23 人（82.1％）、「まあまあ楽しい」

4 人（14.3％）、「あまり楽しくない」1 人（3.6％）で、「楽しくない」はいな

かった。 
  性別にみると、男子は「とても楽しい」9 人（75.0％）、「まあまあ楽しい」

2 人（16.7％）、「あまり楽しくない」1 人（8.3％）であった。また、女子は、

「とても楽しい」14 人（87.5％）、「まあまあ楽しい」2 人（12.5％）で「あま

り楽しくない」はいなかった。 
  すなわち、本宮の小学生のほぼ全員が「給食が楽しい」と回答しており、性

別による大きな違いはみられなかった。 

 

図Ⅳ-3-5 給食の楽しさ（本宮：小学生） 
ｃ. 「給食の待ち遠しさ」について 
 「給食の待ち遠しさ」では「いつも待ち遠しい」9 人（33.3％）、「待ち遠し

いときもある」14 人（51.9％）、「あまり待ち遠しくない」4 人（14.8％）で、

「待ち遠しくない」はいなかった。 

(%)

(%)
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性別にみると、男子は「いつも待ち遠しい」4 人（33.3％）、「待ち遠しいと

きもある」7 人（58.3％）、「あまり待ち遠しくない」1 人（8.3％）であった。  
また、女子は「いつも待ち遠しい」5 人（33.3％）、「待ち遠しいときもある」

7 人（46.7％）、「あまり待ち遠しくない」3 人（20.0％）であった。 
すなわち、本宮の小学生の 75％が「給食が待ち遠しい」と回答しており、

女子よりも男子の方がより「待ち遠しい」と回答していた。 

 

図Ⅳ-3-5 給食の楽しさ（本宮：小学生） 
 

以上の結果から、本宮の小学生の QOL は全体的にみても比較的良好であった。

また、性別による大きな違いもみられなかった。 
 

② 知識について  
    知識に関する項目は、「主食・主菜・副菜という言葉をきいたことがあるか」、

「主食・主菜・副菜の意味を知っているか」の 2 項目で捉えた。 
 
ア）「主食・主菜・副菜という言葉をきいたことがあるか」 
 「主食・主菜・副菜という言葉をきいたことがあるか」では、「よく聞く」7
人（25.0％）、「ときどき聞く」11 人（39.3％）、「あまり聞かない」4 人（14.3％）、

「聞かない」6 人（21.4％）であった。 
 性別にみると、男子は「よく聞く」4人（33.3％）、「ときどき聞く」6人（50.0％）、

「あまり聞かない」はおらず、「聞かない」2 人（16.7％）であった。 
 一方女子は、「よく聞く」3 人（18.8％）、「ときどき聞く」5 人（31.3％）、「あ

まり聞かない」4 人（25.0％）、「聞かない」4 人（25.0％）であった。 
 すなわち、約 65％の児童がプログラム参加前から「主食・主菜・副菜とい

う言葉」を聞いたことがあると回答した。 

(%)
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図Ⅳ-3-6 主食・主菜・副菜という言葉をきいたことがあるか（本宮：小学生） 
 

 イ） 「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」3 人（11.1％）、

「知っている」8 人（29.6％）、「あまり知らない」8 人（29.6％）、「知らない」

8 人（29.6％）であった。 
  性別にみると、男子は「よく知っている」3 人（25.0％）、「知っている」23
人（25.0％）、「あまり知らない」4 人（33.3％）、「知らない」2 人（16.7％）

であった。また、女子生徒は「よく知っている」はおらず、「知っている」5
人（33.3％）、「あまり知らない」4 人（26.7％）、「知らない」6 人（40.0％）

であった。 
  すなわち、約 4 割の児童が「主食・主菜・副菜」について知っており、男子

の方が女子より「知っている」と回答した児童が多かった。 

 

図Ⅳ-3-7 主食・主菜・副菜を知っているか（本宮：小学生） 

 
以上の結果から、本宮の小学生の知識では、65％の児童がプログラム参加前から

「主食・主菜・副菜という言葉」を聞いたことがあり、また、約 4 割の児童は「主

(%)

(%)
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食・主菜・副菜」について知っていたことがわかった。 
 

③ 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」

20 人（71.4％）、「少し思う」6 人（21.4％）、「あまり思わない」1 人（3.6％）、

「思わない」1 人（3.6％）であった。 
 性別にみると、男子は「とても思う」8 人（66.7％）、「少し思う」3 人（25.0％）、

「あまり思わない」はおらず、「思わない」1 人（8.3％）であった。女子生徒

は「とても思う」12 人（75.0％）、「少し思う」3 人（18.8％）、「あまり思わな

い」1 人（6.3％）で、「思わない」はいなかった。 
  すなわち、9 割の児童が健康のために野菜を食べることが重要であると考え

ていることがわかった。 

 

図Ⅳ-3-8 健康のために野菜を食べることは重要だと思うか（本宮：小学生） 
 

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」9
人（32.1％）、「ときどきある」13 人（46.4％）、「あまりない」5 人（17.9％）、

「まったくない」1 人（3.6％）であった。 
 性別にみると、男子は「よくある」5 人（41.7％）、「ときどきある」4 人（33.3％）

「あまりない」2 人（16.7％）、「まったくない」1 人（8.3％）であった。女子

は「よくある」4 人（25.0％）、「ときどきある」9 人（56.3％）、「あまりない」

3 人（18.8％）で、「まったくない」はいなかった。 
 すなわち、約 8 割の児童は野菜生産者へ感謝の気持ちを持っていると回答し

(%)
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た。 

 

図Ⅳ-3-9 野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（本宮：小学生） 

 
     以上のことから、本宮の小学生の食態度は非常に良好であることが分かった 
 

④ 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・副菜を組み合わせて食

べているか」、「野菜の総喫食量」の 4 項目で捉えた。 
 

ア）「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をみると「毎日食べる」25 人（89.3％）、「食べる日

の方が多い」2 人（7.1％）、「食べない日が多い」はおらず、「ほとんど食べな

い」1 人（3.6％）であった。 
 性別にみると、男子は「毎日食べる」10 人（83.3％）、「食べる日の方が多い」

2 人（16.7％）で、「食べない日が多い」、「ほとんど食べない」はともにいなか

った。一方、女子は「毎日食べる」15 人（93.8％）、「ほとんど食べない」1 人

（6.3％）であった。 
   すなわち、約 9 割の児童が朝食を毎日食べていた。 

 

(%)

(%)
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図Ⅳ-3-10 朝食を食べるか（本宮：小学生） 

 
イ）「主食・主菜・副菜を組み合わせて食べているか」について 

     「主食・主菜・副菜を組み合わせて食べているか」では、「している」8 人

（28.6％）、「たまにしている」11 人（39.3％）、「していない」4 人（14.3％）

で、「わからない」と回答した児童も 5 人（17.9％）いた。 
     性別にみると、男子では「している」4 人（33.3％）、「たまにしている」4

人（33.3％）、「していない」2 人（16.7％）、「わからない」2 人（16.7％）だ

った。また女子では、「している」4 人（25.0％）、「たまにしている」7 人（43.8％）、

「していない」2 人（12.5％）、「わからない」3 人（18.8％）だった。 
     すなわち、7 割の児童は主食主菜副菜を組み合わせて食べていることがわか

った。 
 

 
図Ⅳ-3-11 主食・主菜・副菜を組み合わせて食べているか（本宮：小学生） 

 
ウ）「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、１日あたりの「野

菜や野菜料理」の総喫食量の平均値は男子 164.7±80.6g、女子生徒 196.8±
105.6g、合わせて 183.0±95.4g であった。 
 すなわち、女子の方が男子に比べ喫食量が多かった。 

 
  以上、本宮の学習者の QOL、知識、態度、行動の結果、全ての項目については良 
好であった。 

 
 
 

(%)
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（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 14 日（月曜日） 本宮市立 N 小学校 3 学年教室と伊藤農園で実施 

した。 
    

イ）テーマ 
「お野菜探検隊になろう～本宮のお野菜探検に出発だ！～」 

    
ウ）食育プログラムの学習目標 
1.地元（本宮）で栽培している野菜の中で、今が旬の野菜の一つに「アスパラ

ガス」があることを知る 

2.アスパラガスが四季を通してどのように成長し、収穫するかを知る 

3.生産者がどのような思いで生産しているのか、苦労やどんなふうに食べてほ

しいかを知り、地震の影響で収穫してもすぐには食卓には届けられなくなって

いることなどを知る。→畑から食卓までの道のりを知る。 

食育プログラムは次のながれで行った。  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅳ-2-12 食育プログラムのながれ（本宮 1 回目） 

学習内容 教材

導入 ○本時のテーマを知る　○伊藤農園へ移動

○本宮でとれる旬の野菜のひとつ「アスパラガス」のハウスを見学する 伊藤農園

○農地に人の手が入ることで、土地があれないことを知る。 アスパラ

○アスパラガスの選別から出荷までの道のりを知る

○生産者がどんな気持ちでアスパラガスをはじめとする野菜を食べてほしいか

がわかる。

○アスパラガスが食べたいという気持ちになる。

○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

まとめ
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