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３． イギリス 
（１）保健省、教育省による健康的な学校プログラム 
機関 保健省（Department of Health）、教育省（Department of Education） 

施策名 国家健康的な学校プログラム 

 （The National Healthy School Programme） 

関連法令 学校における食品基準 

（School Foods Standards） 

目的 学校の生徒のライフスタイルを全般的に健康的なものに改善する。これは直

接的な食育のみならず、間接的に関わってくるドラッグ教育、精神保健、食

習慣、運動、性行為、人間関係に関する教育を網羅する。 

対象者 小学校、中学校 

手段 National Healthy School Status (NHSS)とは、食育に関して厳格な品質に関する

枠組みに則って活動を実施、達成した学校に与えられる称号。 

本プログラムは、以下の 4 つのテーマに関して身体的かつ精神的ウェルビー

イングに焦点をあてたものである。 

・健康的な食生活 

・身体活動 

・人格・社会・健康教育（Personal, social and health education: PSHE） 

・情緒的健康とウェルビーイング 

目標値等 すべての学校が National Healthy School Status (NHSS)を獲得すること 

活動状況 1998 年に開始され、2011 年までは継続されてきた記録があるが、現在は本プ

ログラムのウェブサイトは閉鎖されている。http://www.healthyschool.gov.uk 

効果 本プログラムの評価に関する文献 

１）The Lancet UK Policy Matters: National Healthy Schools Programme 

http://ukpolicymatters.thelancet.com/policy-summary-national-healthy-schools-pr

ogramme/ 

本プログラムの効果として以下を挙げている。 

・PSHE カリキュラムの改善とより効果的な PSHE 教育 

・児童の社会意識と参加の改善 

・より健康的な食の選択、飲料水と朝食クラブへのアクセス増加 

・身体活動増加のための環境、機材、機会の改善 

・児童の行動、態度、自信、集中力の改善 

・教員の健康関連の課題への意識改善 

・達成レベル、出席率への望ましい影響 

※児童の健康アウトカム改善につながったかどうかは検証されていない。 

 

http://www.healthyschool.gov.uk/
http://ukpolicymatters.thelancet.com/policy-summary-national-healthy-schools-programme/
http://ukpolicymatters.thelancet.com/policy-summary-national-healthy-schools-programme/
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Evaluation of the National Healthy Schools Programme 

http://natcen.ac.uk/our-research/research/evaluation-of-the-national-healthy-schools-p

rogramme/ 

量的調査の対象：学校コーディネーター275 名への電話インタビュー及び児童

による自記式調査 152 校 

質的調査の対象：20 校にて校長又は学校コーディネーターへのインタビュー 

 

・２年間のプログラム事後調査では、小学校でも中学校でも児童の健康的な

食生活、身体活動又は PSHE に関する知識、態度、行動に有意な変化はみら

れなかった。 

変化につながらなかった要因として、教員より「両親の消極的な反応」、「教

員が児童に関わる時間の制約」などが報告された。 

・学校コーディネーターの 77%が学校による健康的な食の提供に効果があっ

たと報告した。食堂の環境が改善され、より健康的なメニューが提供される

ようになり、料理教室や学校菜園クラブも結成された。 

・学校コーディネーターの 87%が学校による PSHE の提供に効果があったと

報告した。例として、PSHE コーディネーターの配置やいじめ対策週間等の

特定の行動に関する取組、警察や消防署などの外部機関の活用が挙げられ

た。 

・学校コーディネーターの 72%が本プログラムは身体活動増加に効果があっ

たと報告した。2007 年秋からの２年間で昼休み又は放課後に運動機会を提

供する小中学校及び休憩時間又は昼休みのスポーツ機器が利用可能な中学

校が大幅に増加した。 

参考文献 http://www.healthyschool.gov.uk（現在は閉鎖）  

 

http://natcen.ac.uk/our-research/research/evaluation-of-the-national-healthy-schools-programme/
http://natcen.ac.uk/our-research/research/evaluation-of-the-national-healthy-schools-programme/
http://www.healthyschool.gov.uk/
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（２）教育省による学校における食品基準の導入 
機関 教育省（Department of Education） 

施策名 学校における食品基準（School Food Standards） 

関連法令 食品基準法（The Food Standard Act） 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/28/pdfs/ukpga_19990028_en.pdf 

目的 学校で子供達が健康的でバランスの良い食事を摂取できるように定められた

基準 

対象者 小学校、中学校 

手段 2006 年から学校における食品基準

（School Foods Standards）が導入さ

れ、2009 年まで数回の改定が行われ

てきた。これまでの基準は複雑でコス

ト高であったが、2015 年１月に発表

された最新の改定版では栄養バラン

スのとれたメニュー作成のための分

かりやすく、ユーザーフレンドリーな

基準となっている。 

本基準は、学校で販売される、又は支

給されるすべての食品を網羅するも

ので、朝食、ランチ、放課後の食事や

自動販売機で販売されるものを含む。 

 

＜推奨＞ 

・高品質の肉、脂肪分の多い魚 

・果物、野菜 

・パン及びその他の穀類、ポテト 

＜禁止＞ 

・自動販売機及び学校給食での加糖飲料、クリスプ、チョコレート提供 

・油で揚げた／衣付きの／パン粉をまぶして揚げた料理の１週間に２ポーシ

ョン以上の提供 

目標値等 2010 年以前又は 2014 年６月以降に設立されたすべての小、中学校への導入 

活動状況 情報なし 

効果 情報なし 

参考文献 1. School meals - healthy eating standards 

https://www.gov.uk/school-meals-healthy-eating-standards 

2. The School Food Standards                                                                                      

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/28/pdfs/ukpga_19990028_en.pdf
https://www.gov.uk/school-meals-healthy-eating-standards
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http://www.schoolfoodplan.com/actions/school-food-standards/ 

3. The School Food Plan 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2510

20/The_School_Food_Plan.pdf  

（アクセス日：2017 年 12 月 22 日） 

 
 
 
 
 

http://www.schoolfoodplan.com/actions/school-food-standards/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251020/The_School_Food_Plan.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251020/The_School_Food_Plan.pdf
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（３）保健省による野菜・果物の摂取奨励キャンペーン 
機関 保健省（Department of Health） 

施策名 5 A DAY Programme 

関連法令 情報なし 

目的 野菜・果物を１日に５単位以上摂取することを奨励するキャンペーン 

対象者 情報なし 

手段 2004 年に保健省（Department of Health）が導入した 

BBC 等のマスメディアを通じた全国キャンペーン。 

学校や職域などの個別プログラムにも導入 

目標値等 具体的目標値は設定されていない。  

活動状況 “5 A Day”単独だけではなく The Eatwell Guide と組み合わせたメッセージ

を発信している。 

効果 ・導入直後の果物・野菜の価格高騰や食品企業によるロゴ誤用（例：加糖

製品へのロゴ使用）などの普及には様々な逆風もあった。 

・現在、社会的認知率は高いが、当初“Portion（単位）”の解釈に混乱がみ

られ、“Portion size”の理解強化に力を入れたリーフレットの作成・配布が

実施された。 

参考文献 1. National Health Service: 5 A Day 

https://www.nhs.uk/livewell/5aday/Pages/5ADAYhome.aspx 

2. National Health Service: The Eatwell Guide 

https://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/the-eatwell-guide.aspx 

（アクセス日：2017 年 12 月 22 日） 

https://www.nhs.uk/livewell/5aday/Pages/5ADAYhome.aspx
https://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/the-eatwell-guide.aspx
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（４）保健省による学校での果物・野菜の摂取量増加のための取組 
機関 保健省（Department of Health） 

施策名 The School Fruit and Vegetable Scheme 

関連法令 情報なし 

目的 学校ベースで子供の果物と野菜の摂取を増加させる。 

対象者 ４～６歳の子供 

手段 これは、「5 a day」プログラムの一部となるイニシアチブである。これは、

国の医療制度 NHS（National Health Service）計画 2000 に、2004 年までに国

民の果物・野菜摂取量を上げる目標が盛り込まれたのを受けて導入された。

各児童に１日１回（給食とは別途に）果物又は野菜が提供される。果物・

野菜は日によって異なり、バナナ、りんご、梨、にんじん、トマトなどが

ある。 

目標値等 情報なし 

活動状況 2015 年現在、16,300 校（児童 230 万人）でプログラムが導入されている。 

効果 教育に関する研究を行う機関「The National Foundation of Educational 
Research」が 2004 年 3 月に、このプログラムが開始されたイギリス東北部

における効果測定調査を行った結果、以下のことが明らかになった。 
• 学校の生徒は 1 日平均 3.36 の果物及び野菜を摂取していた。 
• 女子は男子よりも多く果物を摂取しており、１日５つの目標を達成

するケースが多かった。 
• また、女子は男子ほどスナックやデザート（ケーキやポテトチップ

ス、お菓子など）を摂取していない。 
• 給食が無料の学校では、子供達は果物や野菜をあまり食べず、スナ

ックやデザートをより多く食べ、１日５つの目標に達するケースが

少なかった。 
• 英語を第二言語とする子供の割合の多い学校では、より多くの果物

や野菜が摂取され、スナックやデザートの摂取量は少なかった。 
• 一般的に、果物の消費は小学校１～２年生から減少し始め、だんだ

ん１日５つの目標を達成するのが難しくなるのが分かった。  
※最近の評価に関する報告はない 

参考文献等 1. National Health Service: School Fruit and Vegetable Scheme 
https://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Pages/Schoolscheme.aspx 

2. Factfile of School Fruit and Vegetable Scheme 
https://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Documents/SFVS%20Factfile%20Newsle
tter%20May%202015.pdf 

（アクセス日：2017 年 12 月 22 日） 

https://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Pages/Schoolscheme.aspx
https://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Documents/SFVS%20Factfile%20Newsletter%20May%202015.pdf
https://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Documents/SFVS%20Factfile%20Newsletter%20May%202015.pdf
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（５）英国土壌協会による質の高い食事の提供に対する表彰制度 
機関 英国土壌協会（Soil Association） 

施策名 “The Food for Life Served Here”表彰制度 

関連法令 情報なし 

目的 消費者の健康を考慮した質の高い食事を提供することを促進するための表彰 

対象者 当初は学校のみが対象であったが、病院、ケアハウス、大学、職域にも拡大 

手段 シェフ／調理員が（自身が提供する）食事を食べる人々の健康やウェルビー

イングを真剣に考えながら、地産の新鮮な食材を用いて（トランス酸や添加

糖等を用いないで）食事を提供している施設にこの称号が与えられる。 

目標値等 情報なし 

活動状況 情報なし 

効果 これまで英国内の 10,000 以上の学校で表彰されており、他の施設も含めると

１日あたり 170 万食の表彰を受けたメニューが提供されていることになる。 

参考文献等 Soil Association: The Food for Life Served Here Award 

https://www.soilassociation.org/certification/catering/ 

（アクセス日：2017 年 12 月 22 日） 

 
  

https://www.soilassociation.org/certification/catering/

