
２ 山形県金山町 

（１）地域の概要 

山形県の最東北部に位置する本町は、北部・西部は真室川町、南部は新庄市、

東部は秋田県湯沢市（旧雄勝町）に隣接し、東西約18km、南北14kmにわたる総面

積 161.79 平方km、森林面積が 78.8％を占める県境の町です。町の西南部は平野

がひらけ、東北部一体は神室山系を中心とする山岳地帯がつらなっています。ま

た、神室山系を源とし、中央部を金山川、北部を中田春木川、南部を上台川、が

流れ、周辺の緑とともに自然美豊かな町を形成しています。気候は、地形が盆地

のため、夏は暑く、冬は多雪で、1.2 2.0mの積雪になり、年間降雨量が2m前後の

多雨多湿地帯です。 

面積は、161.79平方キロメートル。山形県

の面積の1.7パーセントにあたり、最上地域

の面積の8.9パーセントを占めます。面積の

うち山林が107.09平方キロメートルと約3分

の2を占めています。約1 割が農地の林業を

主産業とする中山間部の農山村であります。 

現在の人口は約 6,200 人で 25 年前に比べ

て 4,000 人減少しています。中心部は旧奥羽

街道沿いの宿場町、商人の町です。 

金山町ではまちづくり、景観づくりに力を

入れており、「街並み景観づくり100 年運動」

のもと、HOPE 計画、景観条例・景観形成基

準の制定、景観助成制度の創設などにより

「金山型住宅」の街並み整備が進められてい

ます。2006 年には「全町一斉クリーン作戦

の日」を制定し、町の隅々まで清掃美化活動

に取り組むなど、住民が街に誇りを持ちなが

ら質の高い生活文化を楽しんでいます。また、

若者の定住意識も高く、年間観光客は12万人

で来訪者が増加しています。 

 

 （２）食育プログラムの実施にあたっての協力者 
   本プロジェクトを金山町にて実施するにあたり、フードチェーン関係者である正野

養鯉場正野桃子氏の出身校である、認定子ども園めごたま園長井上亘氏に学習者の設

定をご相談し、実施することになった。 
 
 

山形県地図 
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（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、地元にて養鯉場を経営している正野養鯉場代表正

野勝広氏と正野美恵子氏、正野桃子氏の 3 名に決定した。正野桃子氏は相模女子大学

栄養科学部管理栄養学科 4 年に在籍し、栄養教育学研究室に所属する学生でもある。 
   相模女子大学栄養教育学研究室の吉岡有紀子准教授、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 
   認定こども園 M 年長組在籍の園児とその保護者各 37 人を学習者とした。 
  在籍する園児は男児 14 人、女児 23 人である。 
   事前調査の有効回答は 35 人（94.6％）で、内訳をみると男児の保護者 13 人、

女児の保護者 22 人であり、回答者の平均年齢は 36.5±7.0 歳だった。 
   事前調査の結果は以下の通りである。 

 ①保護者からみた園児について 
  ア）QOL について 
  QOL に関する項目は、「毎日楽しそうか」、「食事はおいしそうか」「食事に

満足していそうか」、「食事が楽しそうか」の 4 項目で捉えた。 
 
a.「毎日楽しそうか」について 

   保護者から園児をみて「毎日楽しそうか」という問いでは「とても楽しそ

う」26 人（76.5％）、「まあまあ楽しそう」8 人（23.5％）で、「あまり楽し

そうでない」、「楽しそうでない」はいなかった。 
   園児の性別でみると、男児は「とても楽しそう」10 人（76.9％）、「まあ

まあ楽しそう」3 人（23.1％）で、女児は「とても楽しそう」16 人（76.2％）、

「まあまあ楽しそう」5 人（23.8％）であった。 
   すなわち、金山の年長園児の「毎日の楽しさ」は全員良好な回答であり、

性別での違いはみられなかった。 
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図Ⅳ-2-2 毎日の楽しさ（金山：園児） 

 

b.「食事はおいしそうか」について 
「食事はおいしそうか」では「とてもおいしそう」16 人（45.7％）、「まあ

まあおいしそう」18 人（51.4％）、「あまりおいしそうでない」1 人（2.9％）

で、「おいしくない」はいなかった。 
園児の性別でみると、男児は「とてもおいしそう」5 人（38.5％）、「まあ

まあおいしそう」8 人（61.5％）で「あまりおいしそうでない」はいなかっ

た。また、女児は「とてもおいしそう」11 人（50.0％）、「まあまあおいしそ

う」10 人（45.5％）、「あまりおいしそうでない」1 人（4.5％）であった。 
すなわち、金山の年長園児の「食事はおいしそうか」ではほぼ全員良好な

回答であり、性別での違いはみられなかった。 

 
図Ⅳ-2-3 食事のおいしさ（金山：園児） 

 
 c.「食事は満足そうか」について 
  「食事は満足そうか」では「とても満足そう」14 人（40.0％）、「まあまあ

満足そう」18 人（51.4％）、「あまり満足していなさそう」3 人（8.6％）で、

「満足していなさそう」はいなかった。 
  園児の性別でみると、男児は「とても満足そう」5 人（38.5％）、「まあま

あ満足そう」7 人（53.8％）、「あまり満足していなさそう」1 人（7.7％）で

あった。また、女児は「とても満足そう」9 人（40.9％）、「まあまあ満足そ

う」11 人（50.0％）、「あまり満足していなさそう」2 人（9.1％）であった。 
すなわち、金山の年長園児の「食事は満足そうか」では 9 割が良好な回答

であり、性別での違いはみられなかった。 
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図Ⅳ-2-4 食事の満足度（金山：園児） 
 

d.「食事は楽しそうか」について 
   「食事の楽しそうか」では「とても楽しそう」17 人（48.6％）、「まあま

あ楽しそう」12 人（34.3％）、「あまり楽しそうでない」6 人（17.1％）で、

「楽しそうでない」はいなかった。 
   性別にみると男児は「とても楽しそう」7 人（53.8％）、「まあまあ楽しそ

う」6 人（46.2％）と全員肯定的な回答であったのに対し、女児は「とても

楽しそう」10 人（45.5％）、「まあまあ楽しそう」6 人（27.3％）、「あまり楽

しそうでない」6 人（27.3％）と肯定的な回答は 6 割にとどまった。 
すなわち、金山の年長園児の「食事は楽しそうか」では 8 割が肯定的な回

答であったが、否定的な回答をした園児はすべて女児であった。 

 

図Ⅳ-2-5 食事の楽しさ（金山：園児） 
 

以上の結果から、金山の子ども園に通う園児の食に関する QOL は比較的

良好であり、かつ男児のほうがより良好であった。 
 

(%)

(%)
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イ）行動について 
     園児の行動に関する項目は、「朝食喫食状況」の 1 項目で捉えた。 

     
朝食喫食状況をみると「ほとんど毎日食べる」33 人（94.3％）、「週に 2～3

日食べない」1 人（2.9％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（2.9％）で、「ほと

んど食べない」はいなかった。 
園児の性別でみると、男児は 13 人全員が「ほとんど毎日食べる」と回答し

た一方で、女児は「ほとんど毎日食べる」20 人（90.9％）、「週に 2～3 日食べ

ない」1 人（4.5％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（4.5％）と、男児の方が女

児に比べ良好な傾向がみられた。 

 

図Ⅳ-2-6 朝食の喫食状況（金山：園児） 
 

以上、金山の子ども園に通う園児についての QOL と行動の結果、QOL、行動 
  ともに概ね良好ではあるが、男児の方が女児に比べより良好である傾向がみられた。 

 
②保護者について 
 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 
「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」20 人（57.1％）、「まあまあお

いしい」14 人（40.0％）、「あまりおいしくない」1 人（2.9％）で、「おいし

くない」はいなかった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「とてもおいしい」8 人（61.5％）、

「まあまあおいしい」5 人（38.5％）であった。女児の保護者は「とてもお

いしい」12 人（54.5％）、「まあまあおいしい」9 人（40.9％）、「あまりおい
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しくない」1 人（4.5％）であった。 
すなわち、金山の子ども園に通う園児の保護者の「食事のおいしさ」は概

ね良好であった。 

 
図Ⅳ-2-7 食事のおいしさ（金山：保護者） 

 
 b.「食事の満足感」について 
  「食事の満足感」では「とても満足」10 人（28.6％）、「まあまあ満足」

24 人（68.6％）、「あまり満足していない」1 人（2.9％）で、「満足していな

い」はいなかった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「とても満足」1 人（7.7％）、「まあ

まあ満足」12 人（92.3％）に対し、女児の保護者は「とても満足」9 人（40.9％）、

「まあまあ満足」12 人（54.5％）、あまり満足していない」1 人（4.5％）で

あった。 
すなわち、金山の子ども園に通う園児の保護者の「食事の満足感」は概ね

良好であった。 

 
図Ⅳ-2-8 食事の満足度（金山：保護者） 

 
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」10 人（28.6％）、「まあまあ楽し
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い」25 人（71.4％）で、「あまり楽しくない」、「楽しくない」はいなかった。 
   性別にみると男児の保護者は 13 人全員「まあまあ楽しい」であった。女

児の保護者は「とても楽しい」10 人（45.5％）、「まあまあ楽しい」12 人

（54.5％）であった。 
すなわち、金山の子ども園に通う園児の保護者の「食事の楽しさ」は非常

に良好であった。 

 

図Ⅳ-2-9 食事の楽しさ（金山：保護者） 
 

以上の結果から、金山の子ども園に通う園児の保護者の食に関する QOL
は比較的良好であり、かつ女児の保護者のほうがより良好な傾向であった。 

  
 

 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」11 人（31.4％）、

「知っている」20 人（57.1％）、「あまり知らない」4 人（11.4％）、「知らない」

はいなかった。 
  園児の性別にみると、男児の保護者では「よく知っている」3 人（23.1％）、

「知っている」8 人（61.5％）、「あまり知らない」2 人（15.4％）であった。

女児の保護者では「よく知っている」8 人（36.4％）、「知っている」12 人（54.5％）、

「あまり知らない」2 人（9.1％）であった。 
  すなわち、9 割の保護者が「主食・主菜・副菜」について知っており、園児
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の性別でみると男児の保護者の方が女児の保護者に比べ「あまり知らない」と

回答したものが多かった。 

 

図Ⅳ-2-10 主食・主菜・副菜を知っているか（金山：保護者） 
 

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」3 人（8.6％）、「知っている」15 人

（42.9％）、「あまり知らない」16 人（45.7％）、「知らない」1 人（2.9％）だ

った。 
 園児の性別にみると、男児の保護者は「よく知っている」2 人（15.4％）、「知

っている」3 人（23.1％）、「あまり知らない」7 人（53.8％）、「知らない」7.7
人（25.0％）であった。また、女児の保護者は「よく知っている」1 人（4.5％）

「知っている」12 人（54.5％）、「あまり知らない」9 人（40.9％）で、「知ら

ない」はいなかった。 
  すなわち、男児の保護者の 4 割、女児の保護者の 6 割が自分の適量を理解し

ており、男児の保護者に比べ女児の保護者の方がより良好である傾向であった。 
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図Ⅳ-2-11 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（金山：保護者） 

 
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」5 人（14.3％）、「聞いたことがある」4 人（11.4％）、「あまり聞い

たことがない」17 人（48.6％）、「聞いたことがない」9 人（25.7％）であった。 
 園児の性別にみると、男児の保護者は「よく聞いたことがある」2 人（15.4％）、

「あまり聞いたことがない」8 人（61.5％）、「聞いたことがない」3 人（23.1％）

で「聞いたことがある」と回答した者はいなかった。女児の保護者は「よく聞

いたことがある」3 人（13.6％）、「聞いたことがある」4 人（18.2％）、「あま

り聞いたことがない」9 人（40.9％）、「聞いたことがない」6 人（27.3％）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

があると回答した保護者は 25％であった。 

 

図Ⅳ-2-12 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（金山：保護者） 
 

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」2 人

（5.7％）、「少し知っている」1 人（2.9％）、「あまり知らない」18 人（51.4％）、

「知らない」14 人（40.0％）であった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「よく知っている」1 人（5.7％）、「あ

まり知らない」7 人（53.8％）、「知らない」5 人（38.5％）で、「少し知ってい

る」と回答した者はいなかった。女児の保護者では、「よく知っている」1 人

（4.5％）、「少し知っている」1 人（4.5％）、「あまり知らない」11 人（50.0％）、

「知らない」9 人（40.9％）であった。 
すなわち、約 9 割の保護者が「あまり知らない」「知らない」と回答してお
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り、園児の性別により大きいな違いはなかった。 
 

 以上のことから、金山の年長園児を持つ保護者の知識をみると、主食主菜副菜に

ついては 9 割、適量については半数の保護者が「知っている」もしくは「少し知っ

ている」と回答したが、「フードチェーン」については、聞いたことがある保護者

も 25％であり、言葉の意味について知っている保護者は 1 割であった。 

 

図Ⅳ-2-13 フードチェーンという言葉を知っているか（金山：保護者） 
 

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

「さかな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. 「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」について 
  「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」では、「とても思う」

15 人（44.1％）、「思う」17 人（50.0％）、「あまり思わない」2 人（5.9％）で

「思わない」はいなかった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は「とても思う」4 人（30.8％）、「思う」

8 人（61.5％）、「あまり思わない」1 人（7.7％）、であった。一方、女児の保

護者は「とても思う」11 人（52.4％）、「思う」9 人（42.9％）、「あまり思わな

い」1 人（4.8％）であった。 
  すなわち、95％の保護者が肯定的であり、園児の性別での違いはみられなか

った。   
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図Ⅳ-2-14 健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか（金山：保護者） 
 

b．「さかな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 
 「さかな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」

6 人（17.6％）、「ときどきある」13 人（38.2％）、「あまりない」13 人（38.2％）、

「まったくない」2 人（5.9％）であった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は「よくある」2 人（15.4％）、「ときど

きある」5 人（38.5％）、「あまりない」5 人（38.5％）、「まったくない」1 人（7.7％）

であった。女児の保護者は「よくある」4 人（19.0％）、「ときどきある」8 人

（38.1％）、「あまりない」8 人（38.1％）、「まったくない」1 人（4.8％）であ

った。 
 すなわち、感謝の気持ちを持っていると回答した保護者は 55％ほどにとど

まり、園児の性別での違いはみられなかった。 

 

図Ⅳ-2-15 さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（金山：保護者） 
 
    以上のことから、金山の年長園児を持つ保護者の態度をみると、魚を食べるこ

とは健康のために重要であると考えてはいるが、生産者への感謝の気持ちについ
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てはあまり持っていない状況であった。 
 

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）」、「さかな・さかな料理を食べる頻度」「さかなの総

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」33 人（94.3％）、「週

に 2～3 日食べない」2 人（5.7％）で、「週に 4～5 日食べない」、「ほとんど食

べない」と回答した保護者はいなかった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は 13 人全員が「ほとんど毎日食べる」

と回答した。女児の保護者は「ほとんど毎日食べる」20 人（90.9％）、「週に 2
～3 日食べない」1 人（4.5％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（4.5％）と、男

児の保護者の方が女児の保護者に比べ良好な傾向がみられた。 

 
図Ⅳ-2-16 朝食喫食状況（金山：保護者） 

 
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」15 人（42.9％）、

「週に 4～5 日」6 人（17.1％）、「週に 2～3 日」4 人（11.4％）、「週に 1 日程   
度」3 人（8.6％）、「ほとんどない」7 人（20.0％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」13 人（37.1％）、「週に 4～5 日」7 人（20.0％）、

「週に 2～3 日」8 人（22.9％）、「週に 1 日程度」2 人（5.7％）、「ほとんどな

い」5 人（14.3％）であった。 
夕食では、「毎日」21 人（60.0％）、「週に 4～5 日」7 人（20.0％）、「週に 2

～3 日」6 人（17.1％）、「週に 1 日程度」1 人（2.9％）、で「ほとんどない」は

いなかった。 
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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」

を毎日している保護者は 23 人（65.7％）であった。 

 
図Ⅳ-2-17 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（金山：保護者） 

 

 
図Ⅳ-2-18 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（金山：保護者） 

 

 
図Ⅳ-2-19 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（金山：保護者） 

(%)

(%)

(%)

-62-



すなわち、約 35％の保護者は 1 日 1 食も主食・主菜・副菜が揃わない食事

であることがわかった。 
 

c. 「さかなやさかな料理を食べる頻度」について 
 1 週間のうちどのくらいの頻度で「さかなやさかな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」3 人（8.8％）、「週に 2～3 日食べない」

6 人（17.6％）「週に 4～5 日食べない」18 人（52.9％）、「ほとんど食べない」

7 人（20.6％）であった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「ほとんど毎日食べる」2 人（15.4％）、

「週に 2～3 日食べない」1 人（7.7％）「週に 4～5 日食べない」7 人（53.8％）、

「ほとんど食べない」3 人（23.1％）であった。また、女児の保護者は「ほと

んど毎日食べる」1 人（4.8％）、「週に 2～3 日食べない」5 人（23.8％）「週に

4～5 日食べない」11 人（52.4％）、「ほとんど食べない」4 人（19.0％）と園

児の性別による大きな違いはみられなかった。 
 

 
図Ⅳ-2-20 さかなやさかな料理を食べる頻度（金山：保護者） 

 
    ｄ. さかな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、金山の子ども園に

通う園児の保護者の 1 日あたりの「さかなやさかな料理」の喫食量の平均値は

男児の保護者 58.7±30.7g、女児の保護者 62.3±42.4g、合わせて 61.0±38.1g
であった。 

 
     以上、金山の子ども園に通う園児の保護者の QOL、知識、態度、行動の結

果、QOL 食知識や食態度は概ね良好であった。食行動については、朝食喫食

状況、主食主菜副菜を揃えて食べている回数など他地域よりは良好であった。 
 

(%)

-63-



 
（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 16 日（水） 認定こども園 M のホールと正野養鯉場で実施した。 
    

イ）テーマ 
「おさかな（こい）探検隊になろう」 

    
ウ）食育プログラムの学習目標 
1.観賞用の鯉と食用の鯉がいることがわかる 

2.鯉の生産者の仕事の内容やその苦労がわかり、ありがとうという（感謝の）

気持ちが高まる。 

3.鯉料理を大切に食べ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】 

  
 
 
 
 

学習内容 教材

導入 ○本時のテーマを知る　○正野養鯉場へ移動

○正野氏よりあいさつ 正野養鯉場

○鑑賞用の鯉と食用の鯉を見学、養鯉場の仕事を知る ・鑑賞用の鯉

○鯉の調理場を見学する ・食用の鯉

○鯉が食卓に上がるまでにはたくさんの時間と手間をかけていることを知る ・鯉の甘煮

○鯉料理を試食し、秋にこの中の料理を作ることを伝える。 ・鯉バーグ

・さつま揚げ

・甘酢あんかけ

○今日のまとめ（保護者に伝えてね、と伝える）

○園児へのインタビュー インタビュー用紙

展開

まとめ

＜鯉の料理３種類＞ 

図Ⅳ-2-21 食育プログラムのながれ（金山 1 回目） 

-64-


