
平成 22年 度食育推進 に関 す る調査 の結果 について

熊 本 県教 育庁義務教 育課

熊本 県教育庁義務教育課では、学校 におけ る食育推進 の実態及び課題等
を把握 し、今後 の食育推進 に生 かす ため、 「食育推進 に関す る調査」 を実
施 してい ます。

このたび、平成 22年 度 の実施状 況 を取 りまとめ ま したので、お知 らせ
いた します。

1 調査 内容

(1)調 査 実施 期間 :平 成 22年 11月 ～平成 22年 12月
(2)調 査対象 :県 ・市町村立小 ・中学校 、県 ・市立特別 支援学校

県 ・市町村立小 ・中学校児童生徒

栄養教諭 ・学校 栄養 職 員

<内 訳 >
◇学校数と児童生徒数

学校数 (分校を含む)

児童数 生徒数

小学校 中学校

公立小・中学校 406 179 100,922 49,335

県立中学校 2 318

県立特別支援学校 15

市立特別支援学校 1

◇栄養教諭・学校栄養職員数

所  属 栄養教諭 学校栄養職員

公立小・中学校 48 146

県立中学校 0 0

県立特別支援学校 2 5

合 計 50 151



2 調査結果

(1)概 要

対象 調査項目

全体の割合

H21年度 H22年 度

公立

小口中学校

食育担当者の設置 100.0% 100.0%

校内研修等の実施 67.5% 73.1%(予 定含 95.6%)

食育の全体計画作成 100.0% 99.1%(予定含 100%)

食育の年間指導計画作成 99.3% 99.3%(予定含 100%)

公立小日中学

校児童・生徒

朝食摂取「毎日食べる」 87.9% 87.7%

家庭における食育実践 75.9% 76.8%

栄養教諭

学校栄養職員

一週間当たりの残食率 3.15% 1.96%

地場産物の活用率 47.4% 46.1%

(2)平 成 22年 度義務教育課取組 の方 向の「 食育 の推進」 に係 る重 点事項 の

取組状況

平成21年度実績

(H22.1)

平成22年度

目標イ直

平成22年度実績

(予定を含む )

食育についての共通理解を図るための校内研修等

が実施された学校の害1合

※平成23年 1月 調査より

ノlヽ92.9%

中 93.5%
100%

ノ1ヽ 95.8%

中95.0%

学校給食における県内農林水産物の使用割合

※食育推進に関する調査より
47.4% 60% 46.1%

教科等で学習した食に関する内容を、他の教科等

や給食時間に話題として提供するなど、食への関心

を高める取組をした学級の割合

※平成23年 1月 調査より

ノJヽ84.8%

中64.8%

ノlヽ90%

中85%

′lヽ95.5%

中82.8%

保護者等への食育推進に係る啓発活動等を実施し

た学校の割合   ※平成23年 1月 調査より

ノlヽ 100%

中98.9%
100%

′lヽ 100%

中98.9%

家庭において、食に関わる活動をしている児童生徒

の割合 (食事の準備や片付け、栽培活動等、手伝

いも含む)    ※食育推進に関する調査より

ノ1ヽ80.2%

中67.4%

ノ
lヽ 85%

中70%

′lヽ80.4%

中69.3%

朝食を必ず食べる子どもの割合

※食育推進に関する調査より

ノlヽ89.5%

中84.7%

ノ1ヽ95%

中90%

′lヽ88 8%

中85.3%



(3)各 項 目調査 デー タ (公 立 小中学校 のみ )

①  栄養教諭 の配置 につ いて (別 途掲載 )

②  食育担 当者 が設置 され てい るか。

小・中学校

いる 100%

いない 0.0%

③  食育 に関 す る校 内研 修等 、教職 員 の共 通理解 を図 る時 間 が設定 され て い る

か 。

小日中学校

実施した 73.0%

本年度中に
実施する予定

22.6%

実施予定なし 4.4%

④  食育 の全体計画 は作成 され てい るか。 (学 校 給食全体計画 を除 く)

小・中学校

作成済み 99.1%

本年度中に作成予定 0.9%

作成予定なし 0.0%



⑤  食育 の年 間指導計画 は作成 され てい るか。

小日中学校

作成済み 98.1%

本年度中に作成予定 1.9%

作成予定なし 0.0%

⑥  教科 等 で学 習 した こ とを給 食 の献立 や給 食活 動 を通 して話題 を提 供 し、具

体 的 に確認 した り、深 め た り したか。

小・中学校

実施した 76.8%

今年度中に実施予定 14.7%

実施予定なし 8.5%

⑦  食 に関連 す る体験活動 は実施 されたか。

ノIヽ・中学校

栽培 調理

全学年で実施した 57.3%   1    34.2%

全学年で実施予定 1.4%    1    6.2%

一部の学年で実施した 35.90/0   1    55.4%

一部 の学 年 で実 施 予 定 3.1%

実 施 予 定 なし 4.3%   1    1.2%



8 配付 され た下記 の資料 は活 用 され たか。

小口中学校

文部科学省「食生活学習教材」 56.8%

熊本県版「食生活教材」
(小学校中学年用)

30.9%

熊本県版「食育啓発D∨ D」

(朝 ごはんで学カアップ?!) 34.2%

県教育委員会調査「食に関する実態
調査」結果報告書

30.8%

朝食キャンペーンイメージソング
(ニコニコルンルン朝ごはんCD) 58.6%

朝食キャンペーンイメージソング
(ニコニコルンルン朝ごはんD∨ D)

12.6%

食育実践マニュアル 55.0%

ニコニコルンルン学校給食D∨ D 36.4%

「望ましい食習1貫 の形成」を目指して 64.3%

学校給食衛生管理基準 38.8%

文部科学省「食に関する手引き一第一
次改訂版」

64.3%

9 保護者等 の啓発 は、実施 され たか。

小日中学校

実施した 96.1%

本年度中に実施する予定 3.6%

実施予定なし 0.3%



10 設 問 10で 「 実施 した」「 実施 す る予 定 」 の場 合 、 どの よ うな方法 で実
施 され た か。 (複 数 回答 可 )

小日中学校

講話等 (ビデオ・D∨ D視聴、PttA総 会
等 )

36.7%

ホームページ、○○だより 50.3%

授業参観、懇談会 48.9%

学習発表会、文化祭、収穫祭等 36.4%

PttAとの連携
(地区懇談会、チェックシート等 )

39.3%

給食試食会、各種ら、れあい給食 83.7%

親子活動 (料理教室、弁当づくり) 46.5%

学校保健委員会 29.0%

就学時健康診断 34.3%

その他 16.6%
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小日中学校

授業への参画 (ティームティーチング等 ) 49.7%

給食の時間の指導 66.8%

全校・学年集会等の講話 38.5%

児童口生徒の個別の相談指導 17.1%

教材 (資料)や教具の提供 41.7%

年間指導計画等の作成への参画 33.0%

保護者への講話等 35.9%

保護者等の給食試食会の実施 54.2%

保護者等が参加する料理教室の実施 10.3%

たより、通信の発行 (給食献立表を除く) 56.4%

その他 2.6%



<公立 小 中学校児童生徒対象 >
12 朝 食摂取状況 につ いて

12-① 朝食摂取 (毎 日朝 食 を食べ ますか。 )

<小学校> 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体

毎 日食べる 88.8% 87.7% 88.1% 89.4% 89.5% 89.4% 88.8%

たまに食べないことがある 8.5% 9.5% 8.8% 8.0% 7.7% 7.3% 8.3%

週に1～ 2日 食べないことがある 1.6% 1.5% 1.9% 1.4% 1.7% 2.0% 1.7%

週に3～ 4日 食べないことがある 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5%

ほとんど食べない 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%

<中学校> 1年 2年 3年 全体

毎日食べる 86.2% 85.6% 84.1% 85.3%

たまに食べないことがある 9.1% 9.1% 9.7% 9.3%

週に1～ 2日 食べないことがある 2.5% 2.5% 2.7% 2.6%

週に3～ 4日 食べないことがある 1.0% 1.1% 1.3% 1.1%

ほとんど食べない 1.2% 1.6% 2.2% 1.7%

<小 中学校合計> 割 合

毎日食べる 87.7%

たまに食べないことがある 8.6%

週に1～ 2日 食べないことがある 2.0%

週に3～ 4日 食べないことがある 0.7%

ほとんど食べない 1.0%



12-② 朝食 内容 (今 朝はどんな朝食を食べてきましたか。 )

<小学校> 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体

1品 (ごはん、パンのみ ) 25.9% 24.5% 22.5% 20.8% 18.7% 17.1% 22.3%

2品 (①十おかずなど1品 ) 38.1% 39.3% 38.8% 39.1% 40.4% 42.2% 40.2%

3品 (①十おかずなど2品 ) 31.9% 32.4% 35.3% 36.6% 38.1% 37.5% 34.1%

飲み物、くだもののみ 1.4% 1.2% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%

その他 (お かし、コーンフレー

クなどシリアル食品等 )

1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.1% 1.3% 1.5%

何も食べていない 1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 0.8% 1.1% 1.0%

<中学校> 1年 2年 3年 全体

1品 (ごはん、パンのみ ) 18.5% 18.5% 19.5% 18.8%

2品 (① +おかずなど1品 ) 40.7% 42.9% 43.3% 42.3%

3品 (① +おかずなど2品 ) 36.7% 33.8% 31.4% 33.6%

飲み物、くだもののみ 1.3% 1.5% 1.6% 1.4%

その他 (お かし、コーンフレーク

などシリアル食品等 )

1.4% 1.5% 1.6% 1.5%

何も食べていない 1.5% 1.9% 2.7% 2.0%

<小中学校合計> 割 合

1品 (ご はん、パンのみ ) 21.2%

2品 (① +おかずなど1品 ) 40.9%

3品 ((1)+おかずなど2品 ) 34.000

飲み物、くだもののみ 1.1'も

その他 (おかし、コーンフレーク

などシリアル食品等 )

1.500

何も食べていない 1.300



13 家庭 において食事の準備や片付け、栽培等 を しているか。 (手伝 いを含む )

<小学校> 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体

実践している 73.6% 77.8% 80.0% 84.6% 84.3% 81.6% 80.4%

実践していない 26.4% 22.2% 20.0% 15.4% 15.7% 18.4% 19.6%

<中学校> 1年 2年 3年 全体

実践している 72.8% 68.3% 66.7% 69.8%

実践していない 27.2% 31.7% 33.3% 30.7%

<小 中学校合計> 割 合

実践している 76.8%

実践していない 23.2%

14 配置校 におけ る、 1週 間 当た りの残 食量 につ いて。

※ 残 食率 (%)=(純 使 用 ≒t― 摂 取 量)/純 使 用 壮×100

15 配 置校 におけ る、地場産物 の活 用 について。

6月 11月 平 均

年度 H21年度 H22年 度 H21年度 H22年 度 H2¬ 年度 H22年 度

残食率 2.71% 2.20% 3.40% 1.72% 3.06% 1.96%

6月 11月 平 均

年度 H21年度 H22年 度 H21年度 H22年 度 H21年度 H22年 度

活用率 50.4% 48.900 44.696 433% 47.4% 46.1%

※ 活 用 率 (96)=県 内産 |キ 占‖数 /総 使 り|]|キ 占‖教 ス100


