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平成 25 年度 第１回健康づくり推進協議会 

 

日時 : 平成 25 年７月 29 日（月）19:00～ 

会場 : 宗像市役所 202 会議室 

 

出席委員 : 山根 勲委員、中島美穂子委員、竜口タカ子委員、棚橋美智子委員、片山忠和委員、

安部洋子委員、平尾健二委員、石松京子委員、室屋弓子委員、吉武研二委員、森山孝子委員、

橋本良子会長 

事務局  : 健康づくり課 吉田雅文、篠原万人、豊福真由美、荒牧直子 

 

■事務局 

ただ今より平成 25 年度 第１回健康づくり推進協議会を開催いたします。 

本日の欠席のご連絡をいただいておりますのでご報告させていただきます。日本赤十字九州国

際看護大学の小川委員、鐘崎漁業協同組合の権田委員、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事

務所の永津委員となっております。本日の会議は次第にそって進めさせていただきます。 

 

1．開会の言葉 
 

2．委嘱状の交付 
 

3．会長あいさつ 
 

○橋本会長 

みなさんこんばんは。暑い日が続いておりますが、みなさんにおかれましては体調の変化はござ

いませんでしょうか。本日は暑い中そしてお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。さて、

健康づくり推進協議会では、「健康むなかた 21」と「健康むなかた食育プラン」に基づき健康づく

りと食育の推進を図るための協議を行っております。両計画は平成 26 年度に見直し次期計画を

策定することとなっており、今年度はそのための調査を実施する年でございます。国と県は第２

次計画が策定され、今年度から新しい計画に基づいた健康づくりと食育の推進が進められてい

ると聞いております。国の動向を参考にしながらの計画策定になっていくと思いますが、本日か

ら来年度の計画策定までみなさんのご意見をいただきながら、よりよい計画策定が進められるこ

とを期待しております。本日の協議、どうぞよろしくお願いいたします。 

■事務局 

本日は第１回目の委員会ですので、各委員さんに自己紹介をお願いいたします。 

○安部委員 

みなさんこんばんは。宗像区 PTA 連絡協議会 母親部会 河東中学校の母親部会代表の安部
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洋子でございます。昨年に引き続き大役を引き受けさせていただいております。 

この中でよい意見をたくさん吸収して母親部会また学校に戻ってお知らせしていきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○森山委員 

宗像市養護教諭研究協議会の、自由ヶ丘南小学校で養護教諭をしております森山と言います。

今年度からこちらの協議会の委員をさせていただくことになりました。はずせないこともありご迷

惑をおかけすることもあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉武委員 

今年度の４月の移動で福津市の神興小学校から宗像市の東郷小学校に移って参りました。よろ

しくお願いいたします。宗像市の校長会から来ております。２年間ということで途中からになりま

すが、最後までよろしくお願いいたします。 

○棚橋委員 

宗像子育てネットワーク『こねっと』の副代表をしております棚橋と申します。市から委託を受けま

して宗像市の子育て支援センター『ふらこっこ』を運営させていただいております。毎日のように

乳幼児を持ったお母さんたちの子育ての相談を受けております。その中で離乳食のことからいろ

いろと食に関する相談も多く、健康づくりに関しても子ども家庭課といろいろと協議をさせていた

だいて誕生日会の準備室、なんでも相談につないだりしています。よろしくお願いいたします。 

○竜口委員 

福岡県栄養士会の竜口です。以前、宗像市の給食センターに勤めておりましたご縁で委員をさ

せていただき８年となりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○橋本会長 

宗像市食生活改善推進会の団体で、各コミュニティに支部がございまして 13 のコミュニティに席

がございます。乳幼児から高齢者まで食育について、料理教室など開催しておりますボランティ

ア団体でございます。どうぞよろしくお願いたします。 

○片山委員 

今年の５月に南郷地区のコミュニティ運営協議会の会長を仰せつかりました。よろしくお願いい

たします。 

○山根委員 

医師会副会長の山根と申します。個人的にはこれ以上健康づくりが進んでみなさん長生きされ

ると、年金体制、介護も含めて崩壊するしかないと思っています。私も長くなりますが委員をやる

ように言われておりますので参加しております。よろしくお願いします。 

○中島委員 

宗像歯科医師会から来ております。私も３期目ではないかと思います。よろしくお願いします。 

○平尾委員 

福岡教育大学の平尾と申します。大学では農業技術を教えておりますので、食育と関係がある

ということで、この協議会に参加しております。今年で３～４年くらいになると思います。よろしくお
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願いします。 

○室屋委員 

JA むなかた ふれあい生活課の室屋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。JA では地産

地消と子どもさんから大人までの食育に力を入れており、夏休みには親子料理教室や親子味噌

づくり、また大人を対象とした味噌づくりもやっており、たいへん好評をいただいております。個人

的には昨年、大病をして健康のありがたさ、大事さを改めて思い至ったので、少しでも勉強にな

ればと思っております。よろしくお願いいたします。 

○石松委員 

商工会女性部の石松と申します。昨年度に引き続きお世話になります。知らないことや勉強する

こがたくさんありますので、いっぱい吸収してみなさんにお知らせしたいと思います。本年度もよ

ろしくお願いいたします。 

■事務局 

自己紹介、業者紹介 

 

４．議長選出 
 

○橋本会長 

私は健康づくり策定時の１番の古株だと思います。出来上がった平成 16 年の前から策定をして

いる関係で今、会長をしております。よろしくお願いいたします。 

 

５．議題 
 

（１）「健康むなかた 21」および「健康むなかた食育プラン」の進捗状況報告 

 

■事務局 

「健康むなかた 21」および「健康むなかた食育プラン」の進捗状況説明 

○橋本議長 

質問はございませんか。ないようでしたら議題（２）について事務局お願いします。 

 

（２）最終評価および次期計画策定のスケジュールについて 

 

■事務局 

（２）最終評価および次期計画策定のスケジュールについて説明 

 

○橋本議長 

ご意見はございませんか。ないようでしたら議題（３）に移ります。 
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（３）最終評価および次期計画における調査内容とアンケート項目について 

 

■事務局 

調査概要説明 

 

○橋本議長 

では最終評価および次期計画における調査内容とアンケート項目について、みなさんからご意

見をいただきたいと思います。成人用から見ていきたいと思います。ここではご意見をいただく場

ですのでよろしくお願いいたします。みなさんも回答してみられたと思いますが、私は自分で回

答してみたら 15 分かかりました。 

 

【成人用アンケート項目について】 

○棚橋委員 

５ページの問 26 に「ジュースや清涼飲料水は飲みますか」の設問はあるのに、お酒は何でない

のかと思ったら、うしろにありました。後から出てくると、だんだん面倒くさくなる。できればまとめら

れるところはまとめていただきたいと思います。 

○橋本議長 

ジュースにもいろいろありますよね。ジュースと清涼飲料水だけではなく、今は健康志向で子ども

にも青汁等を飲ませている人もいます。ジュースも果汁 10％とか 100％とかいろいろあるでしょ。

これらはすべて『ジュース』になりますか。 

○棚橋委員 

コーヒーはどうなりますか。 

■事務局 

この問では、砂糖摂取の有無を聞くために「ジュースや清涼飲料水」としています。 

○安部委員 

３ページの問 16 健康診断の質問ですが、人間ドックに個人で行った場合はどこに入るのですか。

設問に「市や職場・学校等で～」とあるので、「等」に含まれるのかなと自分は思ったけど、他の人

はどう思われるでしょうか。 

○橋本議長 

自費で健康診断を受ける人はどう答えたらよいのかということですね。 

○安部委員 

細かいことでが、問 17 の「あなたは、朝食をどの程度とっていますか」という質問に対して、答え

が「4．ほとんどない」とあります。いろんな人がいることを鑑みて、「4．ほとんどとっていない」とす

るほうがわかりやすいのかなと思います。 

○棚橋委員 

問 27の「あなたは自分で料理を作ることができますか」の質問に対して、「できる」「できない」はも
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のすごくアバウトで、どこまでがどうなのかわかりにくいと思います。カップラーメンにお湯を入れ

るだけでも「できる」になるのですか。何をもって料理というのかが難しいと思います。 

○安部委員 

回答としては、作る、作れる、作れないがあると思います。どちらのニュアンスを求めていらっしゃ

いますか。 

■事務局 

火を使って、切って、鍋を使って料理ができるかどうかを知りたいと思って聞いています。 

○安部委員 

現在は身体がご不自由で、作る技術や気力は持っているけれど作れない人は「できない」にな

ってしまうのですか。 

○山根委員 

全体的にやりっ放しの暮らしをしている男性は最後までたどり着けないですよ。そういう男性は返

送して来ないので、戻ってきた回答は母集団としてかたよりが出ると思います。 

○橋本議長 

男性や女性と分けて出すんですか。 

■事務局 

無作為抽出になります。2000 人くらいを取るとだいたい市の分布と同じような結果になるというこ

とです。 

○山根委員 

そういう人（全体的にやりっ放しの暮らしをしている男性）でもちゃんと返送してくれるようにしない

と調査の価値が下がります。 

○吉武委員 

４～５割戻ってきても、あとの５割がまったく意識がなかったりします。それで、できた・できないは

言えないと思います。学校のアンケートもそう。７割程度は返ってくるが、興味があるからだいた

いよい答え。あとの３割の意見を聞かないといけない。アンケートにはそういう落とし穴があるから

恐いですね。 

○室屋委員 

勤めから帰ってこれが届いていたら果たして答えるだろうか。立場があるので書きますが、普通

に働いていて書くかなと思います。もう少し薄く、整理するほうがよいと思います。分厚いと思った

から、黄色の部分が必要なのであれば、その他はもう少し減らすほうがよいと思います。 

○吉武委員 

料理はできるけど面倒だから子どもには弁当を買って食べさせているケースもたくさんあります。

できる、できないで何を聞きたいのか。きちんと作ってバランスよく食べさせているか､食べている

かならわかる。作れるけれど作らない人もいる。今はスーパーに行けば、この時間には半額にな

っていますよ。 
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○橋本議長 

６ページはよろしいですか。 

では７ページはいかがでしょう。 

次８ページはよろしいですか。 

では９ページ。 

■事務局 

問 44 の不安や悩みの相談先の選択肢「５．」の赤字は、回答者に学生もいるだろう思いあとから

「学校」を加え、加えたことを忘れないように赤字にしていたんですが、そのままになっていました。

すみません。 

○橋本議長 

10 ページはいかがでしょうか。 

○山根委員 

問 48 ですが、毎日、酒を５号以上飲んでいるよう人は返してこないと思いますよ。回答して返し

てくる人は、タバコを吸わない、お酒も飲まない人だと思います。COPD を知っている人も稀だと

思います。慢性閉塞性肺疾患を知っていてタバコを吸っている人は「お前はバカか」と言われて

いると思いますよ。健康弱者でも答えやすいような設問にしないと、健康自慢を聞くものではない。

問題点を拾い挙げたいアンケートだから、条件の悪い人が答えやすいものにしないといけない。

問 45 もストレスを抱えてふさぎ込んでいる人が○をつけて返してくるとも思えないですね。うつ病

でふさぎ込んでいる人は回答できないですよ。軽量化して半分くらいのボリュームにしないと回

収率にもひびくと思います。 

○棚橋委員 

タバコとお酒については、問 46 と問 48 くらいでよくないですか。 

○橋本議長 

では 11 ページ「歯の健康について」いかがでしょうか。 

○中島委員 

問 50 の「自分の歯は何本ありますか」は、年を取った方は自分の歯が何本あるかわからないと思

います。「歯はありますか」「入れ歯はありますか」程度はわかると思いますけど。普通の成人でも

あまり知らないと思います。 

■事務局 

逆におうかがいしたかったのですが、次の計画で国も歯の健康をしっかりうたっておりまして、40

歳、50 歳、60 歳の残存歯数を指標にしています。節目健診で歯の数をカウントしようと思ったん

ですが、それだと節目健診を受けている人も意識の高い人になると思ったので、アンケートで聞

くのも１つの方法だと思いました。アンケートで聞いて自分の歯の数を数えるだろうか。ほしいデ

ータは 40 歳、50 歳、60 歳の残存歯数ですが、悩んでいます。 

○中島委員 

鏡を見て数えてくれるだろうかしら。 
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■事務局 

治療の状況などで宗像市民の歯の数がわかるようなデータはないですか。 

○中島委員 

子どもはありますが大人はないですね。 

■事務局 

国は厚労省の歯科疾患実態調査を基に出すようですが、これは県レベルじゃないと出ません。 

○橋本議長 

では 11 ページ「健康づくりに対する支援について」はいかがでしょうか。 

よろしいですか。では 13 ページ。よろしいですか。ありがとうございました。 

 

【乳幼児保護者用アンケート項目について】 

 

○橋本議長 

では次は乳幼児保護者用を見ていきましょう。乳幼児に関する団体の方はよろしく願いします。 

○棚橋委員 

なぜ年齢が出ていないのかと思いましたが、４歳児の保護者が対象だからですね。 

○橋本議長 

１ページよろしいですか。では2ページ。２ページよろしければ３ページをお願いします。よろしけ

れば次４ページ。ご意見なければ次５ページいかがですか。 

○安部委員 

問 22 の「あなたは、自分で料理を作ることができますか」は、４歳児の保護者に聞くのであれば

「自分で料理を作っていますか。作っていませんか」がよいと思います。 

■事務局 

そうですね。 

○橋本議長 

では６ページをお願いします。では７ページ「運動や遊びについて」はいかがでしょうか。 

○棚橋委員 

問 33 の外で身体を使って遊んでいる時間を聞く質問ですが、４歳だと幼稚園か保育園のどっち

かには通っているので、園に行っている間の外で身体を使って遊んでいる時間を何時間何分と

答えられるのかなと思いました。 

○安部委員 

４歳児は幼稚園や保育園に行っているという前提にしぼらないほうがよいと思います。保育時間

が短いお母さんがいて、それにプレッシャーを感じられるのかなと思うので、このくらいのアバウト

な聞き方でもよい気がします。 

○棚橋委員 

問 34 で「身体を使って十分に遊べていると思いますか」という質問があるので、問 33 ははずして
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もよいのかなと思います。 

■事務局 

問 33 は評価指標で前回のアンケートでも聞いています。前回はこう聞いた結果で見ているので

評価のためには必要な項目です。10 年前と今ではどうかというのを見ていかないといけないと思

っています。実際、中間の評価のとき同じ聞き方をした結果は、時間数がぐんと少なくなっていま

した。それは冬場にアンケートをしたからだと思っています。なので同じ時期に再度、取った結果

を見てみたいと思っています。次の計画に反映するには難しい聞き方というのは理解しています

が、評価のためにはこの聞き方でやむを得ないと思っています。 

○棚橋委員 

問 35 で「テレビやビデオ」とありますが、今どき４歳だと携帯電話のようなゲームもやっています。

この間も誕生会について来ていた４歳の子がピコピコやっていました。 

■事務局 

最初は電子ゲームも入れていましたが、さすがに４歳では電子ゲームはやらないだろうと思い省

きました。「電子ゲーム」も入れます。 

○安部委員 

２ページ問 9 のお子さんの健康について気をつけていることを聞くところで、「9．テレビやビデオ、

電子ゲーム等を～」とあるので、問 35 にもあるほうがよいと思います。 

○平尾委員 

問 33 の外で身体を使っている時間を聞く設問に戻りますが、答える人によっては保育園等で外

で遊ぶ時間を書く人がいるかもしれないし、それ以外のことを書く人もいるし、家に帰ってきてか

らの時間を書く人もいると思います。10 年前はこういう聞き方をしているということですが、注釈が

あるほうがよいのではないかと思います。 

■事務局 

10 年前はこの聞き方で聞いています。同じ聞き方のほうが単純に比較できるのかなと思い、その

ままにしています。統計学が専門ではないのですが、注釈を加えると変わってくるのかなと思い、

そのままにしました。 

○平尾委員 

比較であれば、基本的に条件はそろえるほうがよいですね。 

○橋本議長 

では８ページはいかがですか。 

○山根委員 

問 38 の「同居しているご家族の中にタバコを吸う人はいますか」で「1．いる」に○をつけた父親

はその瞬間、もう出さないと思います。 

○安部委員 

問 39「ここ１ヶ月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか」の設問ですが、10 年前と同じ

設問でということでしょうが、「Ⅳ 生活習慣や家庭環境」ということで、お子さんについてずっと聞
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いて来て、ここで親御さんに聞くのですか。 

■事務局 

これは評価項目ではなく次の計画で必要な項目となります。「睡眠で休養が十分にとれている国

民の増加」が指標となっています。ついつい欲張って親に聞いている項目になります。10年前は

たしか聞いていないと思います。 

○山根委員 

うつ病の判定では、睡眠が十分でないというのが最も頻度が高いです。食事が取れないというの

は食べ過ぎるというのもあるので、あまり材料になりません。まず睡眠がダメージを受けるので、こ

ういう聞き方になると思います。逆に言えば、睡眠をとれていない人が○をつけて出すというのは

考えにくい。これもアンケートの限界かもしれないと思います。 

○安部委員 

「Ⅳ生活習慣や家庭環境」の中の設問というのはよいと思いますが、ずっと子どものことできて、

「えっ、あたし?」と思いました。 

○山根委員 

私だったら、「朝早く目が覚めてしまって、そのあと眠れますか」と聞きます。早朝覚醒があり、そ

のあと眠れないのが特徴。それだと「ときどきある」「結構ある」と答えやすいと思います。 

○中島委員 

睡眠時間は５時間で十分な人、そうでない人いろいろなので、時間ではなくその人なりのでよい

のではないですか。 

○安部委員 

私が４歳児の母親だったら、この設問によって子育ての疲れが取れているのか、いないのかを聞

かれていると思いますが、それでよいのですか。 

○山根委員 

育児うつや産後うつをターゲットにするのであれば、睡眠が１番の材料になります。育児疲れの

臨床の表現系としはてうつ状態が出やすい。 

○棚橋委員 

４歳児の親は下に赤ちゃんがいることが多く、夜中に授乳する人もいるので、そういう意味で眠れ

ない人も「とれていない」に○をつけると思います。 

■事務局 

実態の把握は難しいかもしれないですね。 

○中島委員 

家庭環境を問う設問だから、そういう状態のお母さんに育てられている４歳児というのでよいので

はないですか。 

○橋本議長 

では９ページはいかがですか。 
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○山根委員 

問 46 の「お子様を妊娠したとき、どのように思いましたか」は必要ですか。「4．まったく嬉しくなか

った」に○をつける女の人はどういう人でしょうか。 

■事務局 

問 47 の「出産後に抑鬱状態になったかどうか」は現行計画の評価指標。いきなり問 47 にいくの

もどうかと思い、問 46 でワンクッションおいてみましたがどうでしょうか。 

○安部委員 

お父さんが○をつけることもあるので、これでよいのではないですか。お母さんはうれしかったけ

ど、お父さんは…など。 

○吉武委員 

その前に『※』で、「お母さんが、妊娠・出産されたときの状況についておうかがいします」と書い

ているので、お母さんのことを答えますよね。 

○森山委員 

問 1 のアンケートの回答者で「父親」「母親」「その他」となっているので、父親が記入する場合も

あるし、祖父母が記入する場合もありますよね。だれが回答するかによって全然違ってきます。

父親はタバコを吸っているが母親は吸っていないとなれば回答した人で異なってきます。 

○橋本議長 

では 10 ページはいかがですか。 

○棚橋委員 

問 50-2 の乳幼児健診の不満理由の質問です。うちに来られる人は「車がないので健診はたい

へん」という人も多いんですが、そういう人は「その他」に○をつけるのですか。足がないのでお

父さんに会社を休んでもらって連れて来てもらったとか聞きます。 

■事務局 

会場までの交通機関ですね。 

○棚橋委員 

はい。それ（「会場までの交通手段がない」）も入れていただければと思います。 

○橋本議長 

では 11 ページをお願いします。 

○森山委員 

４歳児の子どもに対する質問と保護者に対する質問がごっちゃになっているので、お子様に対

する質問と育てている人に対する質問と分けるほうが答えやすい気がします。 

○棚橋委員 

子育て中の親が書くには設問数が多いと思います。PTA でも「それは誰に対する質問ですか」と

よく聞かれます。以前よりもどんどん臨機応変さがなくなってきていると思います。 
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【小学５年生用アンケート項目について】 

 

○橋本議長 

次は小学５年生用の１ページをお願いします。 

○森山委員 

確認させてください。小学５年生と中学２年生のアンケートは、各学校で配布回収という説明があ

りましたが、学校で記入して学校で回収するものなのか、学校で保護者に配って家庭で保護者

と子どもがいっしょに書いて学校に出してもらうものなのか、どちらでしょうか。 

■事務局 

決定ではありませんが、学校に私たちが持って行って学校で書いてもらう。全数調査をするため

には、学校で子どもたちに書いてもらって学校で集めてもらって、それを取りに行くということで協

議を進めているところです。そのことを踏まえて、教育委員会からもページ数など多くないほうが

よいとアドバイスをいただいています。協議会に提案させていただいたもので作り込んでいって、

最終的には教育委員会に見ていただいて決定する段取りで進めています。 

○吉武委員 

学校での記入になると、小中学生の回収率は 100％になるが、成人用等は 60％前後になり、回

収率も中身も差が出ると思う。50 問もある質問事項にきちんと回答してくれる人はそれなりの

方々だと思う。そういう矛盾はどうするのか考えているのですか。 

■事務局 

子どもは子どもの健康課題として見ていこうと思うので、そこを親とリンクはさせません。今の小学

５年生の子どもたちの生活の状況と健康に関する実態について、国や県の数値と比較します。

なるべく多く数を得たいし、子どもたちの実態を知りたいと思っています。 

○山根委員 

酒とタバコを答えさせるのであれば家に持って帰らせてはだめですよ。親の目に触れるから。 

○吉武委員 

担任がいる前で「タバコ吸っています」に○を付ける勇気のある子はいないと思いますよ。 

○森山委員 

学校で記入させるのは無理があるという気がします。学校で書かせる場合、まずどこの時間をさ

いて書かせるのか担任の先生方も困られると思います。いろんな子がいるので、学校で書かせる

のは難しいと思います。 

○吉武委員 

こういうアンケートはいっぱいある。全国アンケート調査でも、身体力調査でもこういう質問事項が

ある。中身がいっしょだから１つにしてくれと、担任から言われると思う。 

○山根委員 

（保護者との）突合ができないのであれば絞るほうがよいと思う。どの家庭の子どもが答えたかは

わからないわけだから突合はできない。提出したくない子どもは提出しなくてよいということにしな
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いと、書きたくない子どももいると思いますよ。書いたことを隣の子に見られたくない子どももいる

と思います。 

○吉武委員 

おっしゃる通りで、問 3 の誰と住んでいるかなど、両親と住んでいない子などは、きょろきょろして

書くと思う。女の子はみんなの前で体重も書きたくないと思う。すごいストレスになると思う。 

■事務局 

まだこれから作り込みはしていきますが、こういう配慮が必要というご意見は反映していきたいと

思います。 

○安部委員 

タバコやお酒のこと、それに女の子は体重のことは 1 ページ目ではなく見えないところに移動す

るほうがよいと思います。表紙を裏表に付けるなどしたらどうですか。 

○森山委員 

プライベートなことも聞いているから、みんなの中で答えるのは厳しい子もいます。 

○吉武委員 

母子家庭、父子家庭の子で夕方から親がいないという暮らしをしている子も結構います。みんな

の中で「夕食は誰と食べるか」など聞かれるのは嫌がると思います。 

○森山委員 

聞かれるだけで拒否する子どもたちもいます。それでも、先生たちに書きなさいと言われれば書

くとは思いますが、子どもの気持ちも大事にしたいし、家に帰ってこういう調査があったと親御さ

んに話したときにも… 

○吉武委員 

不登校の子どもはこれをみんなの中で書いたら、また翌日から不登校に入ると思いますよ。アン

ケートは持って帰って、封筒に入れて提出できる子は提出するというのであればよいと思いま

す。 

■事務局 

学校で配布だけしていただき、返信用封筒をつけて返信は自由というのも難しいですか。 

○吉武委員 

持って帰って書く分はよいと思うんですよ。ただ 100％にはならない。 

■事務局 

はい。それは構わないです。100％と思い込んでいたところがありますから。始めの郵送料だけで

も学校でお配りさせていただき、そこだけ浮かせていただくと助かるという思いがあります。 

○吉武委員 

それでよいですよ。回収は学校でよい。ポストに入れといっても入れないですよ。封かんして学

校に提出できればよいと思います。 

○安部委員 

できれば折れば簡単にのり付けできる封筒だったらよいですね。先生に見られないという安心感
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があるから。 

○橋本会長 

では２ページめ「食事について」いかがですか。 

○山根委員 

子どもに送るということは同時に親にも送るということになるのですか。 

■事務局 

時期は同じ頃になりますが、アンケート対象者は親は無作為抽出で、子どもは学校で配布なの

でルートは全く別です。 

○山根委員 

もし、同じ封筒に入れて送り返してきたら、同じ家の子と特定されないかなと思ってたずねまし

た。 

■事務局 

もしかしたら重なる世帯もあるかもしれないけれど、ルートとしては全く別です。 

○森山委員 

問 6「家族や友人等と楽しく食事をとっていますか」の「楽しく」は要りますか。 

■事務局 

前回の調査ではこういう聞き方をしていました。ただ、色がついていませんので評価指標でも次

期計画に必要な項目でもありません。ただ、楽しく食事を食べるということを、大人では評価指標

としているがために、子どもの実態も把握し前回との比較ができるのかなということで残しておりま

す。事務局としては切れなかったという感じです。 

○吉武委員 

「家族や友人等と～」いうことは学校給食も含まれているのですか。 

■事務局 

はい。 

○吉武委員 

給食が含まれるのであれば、そう書いておかないとわからない。 

○森山委員 

５年生くらいでは意味がわからない可能性があると思います。食事は３食あるので、どの食事を

指しているのかとり方が違うと思います。答えづらいと思います。 

○吉武委員 

「家族や友人等と楽しく～」と「家族」が入っているので、子どもたちは給食は考えないと思います。

家族と食事するのは朝と夕しかない。問６-１は「朝食を家族と一緒に～」、問６-２では「夕食を家

族と一緒に～」となっている。問６-１と問６-２はわかるが問６は子どもたちにはわからないと思う。 

■事務局 

国の食育の計画で「いっしょに食べる」というのがあります。どちらかといえば問６-１と問６-２を聞

きたいと思います。 
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○森山委員 

問６-１と問６-２があれば問６はなくてよいと思います。かえって混乱するかなという気がします。 

○橋本議長 

では３ページをお願いします。 

○平尾委員 

問 15「マナーを守って食べていますか」というのはどういうことですか。どういう背景があるのです

か。 

■事務局 

まずご飯を食べるときに「いただきます」「ごちそうさま」を言うかとか… 

○吉武委員 

「いただきます」「ごちそうさま」を言うかは問 14 になるでしょう。子どもは三角食べを思い浮かべる

と思いますよ。 

○中島委員 

座って食べるかとかになるのですか。 

○平尾委員 

テーブルマナーを思う子もいると思います。マナーという言葉を小学生はどう受け取るだろうかと

思います。 

○平尾委員 

問 10 と問 12 と問 13 は「～～をとっていますか」ではなく、子どもたちには「食べていますか」でよ

いと思います。大人は「摂る」の意味がわかると思いますが、子どもには食べていますかがよいと

思います。 

○吉武委員 

どっから取ってくるのかと思うかもしれない。 

○棚橋委員 

問 14 からは「食べていますか」になっています。 

○山根委員 

問 14 の「あなたは、食べ物に感謝していますか」ですが、食べ物に感謝しないといけないのです

か。食べられることに感謝しても食べ物に感謝しないといけないのですか。子どもたちに伝わりま

すか。 

○平尾委員 

それが「いただきます」と言うことにつながりますよね。命をいただくという感謝の気持ちは、子ども

たちのほうが素直にあると思います。 

○安部委員 

問 11「ジュースや清涼飲料水（スポーツ飲料など）～」とありますが、炭酸のコーラはどうなのかと

いう質問が出ると思います。炭酸も加えるほうがわかりやすいと思います。 
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○山根委員 

ゼロキロカロリーはどうなのか。『アクエリアス０』等はカロリーないから水を飲んでいるのと同じで

すよ。 

○安部委員 

チューチュー棒は含まれるのかとも聞いてくるような気がします。 

○室屋委員 

問 17「宗像市でとれた野菜、肉、魚などを買ったり、使ったりしていますか」とありますが、子ども

が直接買ったり、使ったりするでしょうか。 

○安部委員 

問 18は「あなたは、宗像市内で野菜、肉、魚などが収穫、生産される場所に行ったことがあるか」

だからよいと思いますが、問 17 は「あなたのおうちでは～」という聞き方がよいと思います。 

○橋本議長 

他にご意見がなければ４ページをお願いします。 

○棚橋委員 

問 22 の意味がわかりません。 

○安部委員 

「あなたは、ダイエットをしていますか」の『か』が抜けていると思います。 

○山根委員 

問 22 は選択肢もおかしい。「ダイエットしていますか」なのに、回答は「やせている」という選択肢

になっています。 

■事務局 

すみません。間違っています。「している」か「していない」かです。 

○吉武委員 

「したことがある」は要らないですか。 

○棚橋委員 

この設問は 5 年生に聞く必要がありますか。 

○安部委員 

今は小２くらいからダイエットしますよ。 

○山根委員 

太っているのにダイエットしていない人を探すのか、それともやせているのにダイエットをしている

人がほしいのか、趣旨はどうなんですか。 

■事務局  

若い女性のやせについていろいろ言われているので、宗像市の女の子の現状を知りたいと思っ

ています。 

○山根委員 

では問 21 と問 22 は女の子に限定したらどうですか。 
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○中島委員 

病気でダイエットしないといけない子もいます。 

○森山委員 

小学生にダイエットの概念は難しいと思います。それを聞くというのはさらに難しいことだと思いま

す。ダイエットもどきみたいなことを勘違いしてやっている子もいるかもしれませんけど、健康につ

ながるダイエットもあります。そもそも小学生にダイエットは必要ないと思っています。学校の中で

は、小学生にダイエットは必要ないと言っています。こういう質問をされるとあおる感じがします。 

○棚橋委員 

みんながやっているなら私もしないといけないと思わせる感じがします。問 21 と問 22 は要らない

のではないですか。 

○安部委員 

「やせたいと思っていますか」という聞き方はどうですか。 

○森山委員 

やせることが健康と思わせることが間違いだと思います。 

■事務局 

問 21 と問 22 はやめたいと思います。 

○山根委員 

BMI は計算できますよね。 

■事務局 

実態はみられます。ただ、体格と意識のズレがあるのかどうか、やせているのにさらにやせようと

思っているのが問題ではないかというので、実態と意識をクロスさせようと思っていました。 

○山根委員 

中学生だけに聞けばよいのではないですか。 

○棚橋委員 

問 26 で「学校が休みの日に、どのくらいの時間、外で遊んだり、運動をしたりしていますか」と小

学生に聞くんだったら、乳幼児もこういう聞き方をしたらいかがですか。 

■事務局 

先ほど、平尾先生からもありましたように、乳幼児のほうはそのままでお願いします。すみません。

小学生は次期計画でも必要な指標となっています。 

○棚橋委員 

問 27 の「１日平均どのくらいテレビやビデオをみていますか」ですが、5 年生になると電子ゲーム

を入れてよいと思います。 

○森山委員 

テレビやビデオよりもパソコン、ケータイのほうが多く使われていると思います。 

■事務局 

指標としてはテレビとビデオで見るようになっています。電子ゲームについては 10 年前もデータ
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を取っています。パソコンと携帯電話は新しい数字となりますが、実態としては多く使われていま

すか。 

○委員（複数） 

はい。 

○平尾委員 

問 24 に「運動部やスポーツクラブに入っていますか」とありますが、小学校にも「運動部」がある

のですか。 

○吉武委員 

小学校に「運動部」はないです。社会体育部はあります。 

○安部委員 

「学校以外の習い事でスポーツをしていますか」と聞いたらわかりやすいと思います。 

○棚橋委員 

スポーツクラブと言ったら野球やサッカーかなと思いますが、水泳教室や体操教室はどうなんで

すか。 

○吉武委員 

私は水泳教室や体操教室がスポーツクラブだと思いました。運動部は社会体育でやっているサ

ッカーやバスケット、バレーや野球などが入るのかなと思います。 

■事務局 

この聞き方で子どもたちは答えられますか。 

○吉武委員 

安部さんが言われた聞き方でよいのではないですか。 

○森山委員 

問 25 の設問も言葉を揃える必要がありますね。 

○橋本議長 

問 24 と問 25 の聞き方を揃えるということですね。 

○吉武委員 

問 26 もです。純粋に遊びなのか、休みの日ほどスポーツクラブなど練習していますからね。 

■事務局 

問 26「あなたは、学校が休みの日に、どのくらいの時間、外で遊んだり、運動をしたりしています

か」は、スポーツクラブに限らず、外で身体を動かしているのかどうかをおたずねしています。 

○吉武委員 

それを含むということを書くのか書かないのか。 

○森山委員 

朝から晩までやっている子とそうでない子とすごく差が出る項目ですね。 

○棚橋委員 

最近は家の中で身体を動かしている子もいますよね、ゲームとか。それはそれでもよいのかなと
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思います。公園ではボールを使ってはいけないと言われるところもあるでしょ。 

○森山委員 

「運動をしたり～」は「身体を動かしていますか」でよくないですか。 

○橋本議長 

では５ページ「睡眠や学校生活について」お願いします。 

○棚橋委員 

問 28 の「何時ごろ寝ますか」で「９時１分」というのは何なのですか。 

■事務局 

逆に学校の先生方におたずねしたかったのですが、寝る時間と起きる時間を聞くときに、成人や

中学生などは何時何分と書いてもらうようにしていますが、小学５年生では○をつけてもらうよう

にしました。子どもたちの特性としてどちらがよいと思われますか。 

○吉武委員 

これでよいと思います。 

○森山委員 

時間記入より○をつけるほうが答えやすいと思います。 

○安部委員 

細かいのですが、問 28 と問 29 の文字の頭が揃っていません。 

○森山委員 

「１分」は要らないと思います。 

○山根委員 

「2．６時半まで」「3．７時まで」…で最後が「８時以降」にすると文字も減りよいんじゃないですか。 

○平尾委員 

問 31 の質問は「毎日、楽しく過ごしていますか」で、選択肢は「送れている」「送れていない」とな

っています。 

○棚橋委員 

「送れている」ではなく「過ごしている」ではないですか。 

○吉武委員 

問 30「あなたは、朝、自分で起きますか」は「自分で起きる」「誰かに起こされて起きる」「起こされ

ても起きない」ではないですか。起こされても起きない人もいます。 

○山根委員 

目覚まし時計で起きるのはどこに入るのですか。 

■事務局 

「自分で起きる」ですかね。 

○安部委員 

では、目覚まし時計で起きる人は「自分で起きる」に○を、と説明しておく必要がありますよね。 
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○森山委員 

何を聞きたいためにこの問があるのですか。 

■事務局 

子どもたちの生活習慣として、自立した生活が送れているかどうかをこの項目で確認できるのか

と思いました。絶対必要な項目ではございません。 

○安部委員 

“早寝早起き朝ご飯”の取り組みの中でも、自分で起きられた＝◎という子どももいます。ダイエッ

トをすすめるようでよくないというのがあるのならば、逆にこれはあってもよいと思います。「自分で

起きること」が大事なことだと自覚させるため、モチベーションを上げるためにあってもよい質問と

思います。 

○吉武委員 

入学説明会で「必ず起きるようにしてください」と言うけど、親が起こしても起きない子もいます。

稀ではないです。 

○森山委員 

お昼くらいにしか起きられない子もいます。昼夜逆転している子もいるので、答えるのがつらい子

もいるかもしれないと思います。 

■事務局 

では「起こされても起きない」がやはり必要ということですか。 

○森山委員 

それはもっときついですね。 

○吉武委員 

この設問は要らないのではないですか。 

○橋本議長 

では６ページいかがですか。 

○山根委員 

問 34 の「あなたは、食べ物を食べるとき、よくかんで味わって食べていますか」の「よくかむ」とい

うのは 30 回かんでいますかということですか。30 回が基準だと思うけど、自分は 30 回かんでは

いないですね。 

○吉武委員 

「よくかむ」と「味わって食べる」という２つのことを聞いていますね。文章的に言えば３０回かんだ

ら味わっているのかということになります。 

■事務局 

聞きたいのは、味わっているのかどうかです。 

○山根委員 

歯だけに絞って聞くほうがよいかもしれないですよ。味がわからない子もいるでしょう。 
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○安部委員 

新しい項目として、２つに分けてはどうですか。 

○中島委員 

専門家からは問 34 は必要な質問です。同じ要素があるものを食べても、よくかんで食べるのとか

まないのでは取り込む量が全然違うというのがあります。よくかんで味わってもらいたいと思うので

私としてはほしい質問です。 

■事務局 

国の聞き方が「よくかんで味わっていますか」となっています。 

○中島委員 

よくかめば味も出でくるので一括りと思ってもらえればよいかと思います。 

○棚橋委員 

小学５年生に聞くんだったら「よくかんで食べていますか」でもよくないですか。 

○森山委員 

よくかんでの概念が難しい。 

■事務局 

検討します。 

○吉武委員 

問 35「あなたはどのくらい歯をみがいていますか」は家でのことですか。学校では昼は磨いてい

ません。 

○森山委員 

うちの学校は給食後、磨いていますが、全学年はできていません。低学年だけです。 

○吉武委員 

もし聞くならば「家で～」が必要です。 

 

【中学２年生用アンケート項目について】 

 

○橋本議長 

では小学５年生は終わりです。最後になりました中学２年生の１ページはいかがですか。 

○安部委員 

身長と体重の書き方の例は、おおむね標準ですか。女の子はこういうことにシビアだから。 

■事務局 

適正な数値にします。 

○吉武委員 

身長は知らないと思う。この時期、４月に測定した身長や体重とは全然違います。あまり当てにし

ないほうがよいですね。 
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○森山委員 

10 月や 11 月の調査になると身長はわからないと思います。学校によっては二学期の始めに計る

ところもあるけど、中学生は適当に書くかもしれないですね。 

○森山委員 

先ほども出ましたが、問 8「体格について」と問 9「ダイエットについて」は中学生はよりシビアだか

ら、はずすほうがよいと思います。 

■事務局 

はずします。 

■事務局 

問 10 は「朝食を食べていますか」ですかね。 

○吉武委員 

いや、朝食・食事は「とる」でよくないですか。「果物をとっていますか」は「食べていますか」だけ

ど。 

○安部委員 

中２になると「摂る」は習いますか。漢字にするとわかりやすいと思います。 

■事務局 

中学２年生は漢字で表わすほうがわかりやすいということですか。 

○森山委員 

全員がわかるとは限らないから、かえって難しくなるかもしれません。 

○安部委員 

その場合は「朝ご飯を食べていますか」がよいと思います。 

■事務局 

朝ご飯、晩ご飯、夕ご飯のほうがわかりやすいですか。表現は検討します。 

○橋本議長 

では３ページをお願いします。 

○森山委員 

小学生の質問と同じなので、小学生で出た意見に合わせていただけたらよいと思います。 

■事務局 

はい。では合わせます。中学生と小学生で違うのは、７ページの「生命と性について」。次期計画

ではこの部分には触れておりません。評価項目の中には触れてあり、中学生で「赤ちゃんを抱い

たことがある」が増えるようにという指標があります。ただ、いきなり問 42 の「赤ちゃんを抱いたこと

がありますか」と聞くよりも、問 41 を残した上で聞くほうがよいかなと思い問 41 を残しています。 

○山根委員 

質問数を減らすためには要らないと思います。大人が見ても多い。 

○竜口委員 

学校から保育所実習に行ったりしないのですか。 
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■事務局 

わくわくワークで職場体験はあります。あとは学校で妊婦体験などがあります。 

○棚橋委員 

日の里中と河東中はサロンがあるので、だいたい抱いたことがあると思います。今年から全中学

校の３年生が家庭科の授業で全員、妊婦経験をするようになりました。 

■事務局 

なるべく項目は減らしましょうというのがありましたので、それを踏まえて落せない項目だけに絞る

ということもありかと思います。再度、検討させいていただきます。 

○森山委員 

中学生も学校で配布して持って帰って記入し、学校に提出する方法ということでよいですか。そ

れと、小学生のアンケートの問 4 で「あなたの住んでいる地区はどこですか」とありますが、自由ヶ

丘南小の子どもたちは「自由ヶ丘」に○をつけるとは思いますが、自分の学校が載っていないと

思うかもしれません。よかったら、「自由ヶ丘（自由ヶ丘南）」としていただけないでしょうか。 

○橋本議長 

ならば河東もです。 

○吉武委員 

それを言うなら玄海もそう。 

○森山委員 

そうしたら「自由ヶ丘」でよいです。 

○棚橋委員 

小学校と中学校の校名にするのはどうですか。 

○安部委員 

通っている学校と住んでいる地区が違う子もいます。 

○森山委員 

学校名にすると学校でのかたよりが出てくると思います。 

○山根委員 

そもそも地区は必要ですか。宗像市の健康づくりと食育に関するアンケートだからどこに住んで

いても構わないじゃないですか。 

■事務局 

子どもに関しては全体的に見てもよいのかなと思いますが、大人と乳幼児の保護者については

地域の特性があるのかなと思います。街中と農村地帯では傾向が少し違うのかなと思います。子

どもについても地域をとり、分析まではしたいと思います。コミュニティに返したりするときに、あな

たの地域の大人は～、あなたの地域の子どもたちは～というのが出るかなと思っています。これ

も検討させていただきます。 

○安部委員 

子どもたちには、あなたの家の近くのコミュニティということで聞くのですか。 
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○吉武委員 

「あなたが住んでいる校区はどこですか」はどうですか。実は河東西校区に住んでいても、玄海

東小学校に通っているとかあります。 

■事務局 

校区だとわかりますか。 

○吉武委員 

校区だったら、玄海は玄海東小学校区と玄海小学校区の２つになります。それと、質問項目が

多いですよね。前回との比較ということであれば、10 年後もまた同じようなことになると思います。

10 年前と比較するために取るのではない。なんのためにアンケートを行うのかが明確になってい

れば、省ける項目、省けない項目が出てくるはず。単に 10 年前と比較するためだけのアンケート

じゃないと思います。 

○橋本議長 

では、今までのみなさんのご意見を事務局よろしくお願いいたします。では議題（４）に移ります。 

 

（４）今年度の食育研修会について 

 

■事務局 

今年度の食育研修会について説明 

 

（５）その他 

 

○橋本議長 

（５）その他 ありますか。では、これで議題はすべて終わりました。 

 

６．議長解任 
 

■事務局 

橋本会長ありがとうございました。 

 

７．その他 
 

（１）次期委員の委嘱について 

 

■事務局 

（１）次期委員の委嘱について説明 
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（２）健康づくり・食育啓発資料紹介 

 

■事務局 

（２）健康づくり・食育啓発資料紹介説明 

 

■事務局 

次回の会議の日程は９月中ということで日程調整させていただきたいと思います。 

 

８．閉会の言葉 
 

■事務局 

長時間に渡り、まだ事前に読んできていただき、アンケートについて貴重な意見をいろいろいた

だきました。みなさんのご意見、ご提案を集約させてもらい、またみなさまにご提案し、よりよいア

ンケートを取り、今後につなげていきたいと思います。これをもって第１回健康づくり推進協議会

を閉会させていただきます。ありがとうございました。 


