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小児の食行動における社会的格差の要因同定と支援策の効果検証
: 自治体内の悉皆的縦断調査を通して

【研究の背景・目的】
近年、食生活などの生活習慣形成は人生の早期に形成されることを受け、生活習慣に対しても早
期介入の必要性が認識されるようになってきた。しかし、世帯や地域、学校の環境がどのように関係
しながら子どもの生活習慣を形成するかは、十分には明らかにされていない。また、近年の食育など
の教育的な取り組みについては、子どもの社会経済状況による定着の違いが指摘されている。そこで
本研究では、東京都足立区における野菜摂取に特化した食習慣変容を促す施策について、その効
果を食習慣の定着および小児肥満の予防の観点から定量化することを目的とした。
【方法】
調査対象者は、2015 年度 4月時点で足立区立小学校に在籍する全小学 1 年生、および 2016 年度
調査時点で足立区立小学校に在籍する全小学 2 年生とした。
2015 年 7 月に 6 校で先行調査を行い、実施上の課題を検証したうえで、同年 11 月に残る 63 校で
本調査を実施したまた、2016 年 10 月に 69 校全校で継続調査を実施した。対象児の保護者宛てに
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学校経由で質問票の配布・回収を行った。調査項目には、児童の食習慣、心身の健康、就学前の通
園状況、保護者年齢、学歴、所得、居住地域などを含み、さらに学校健康診断の情報を ID にて突
合した。就学前の通園施設別に、子どもの肥満予防施策の初期影響、さらに子どもの食習慣および
健康状態の差に関連する社会経済的な因子を検証した。また解析では、① 世帯年収 300 万円未満、
② 生活必需品の非所有、③ 経済的理由による支払い困難経験のうち、いずれかに該当する世帯を
「生活困難」として定義した。
【結果】
2015 年度調査では5,355 人に質問票を配付、4,467 人から回答票を回収し、このうち調査への同意
がない者と白票を除いた4,291 人を解析対象とした。
就学前の通園施設別に野菜摂取習慣を検証したところ、区立保育園出身の世帯では、野菜を含む食
事を朝夕 2 食以上摂取している割合、および食事の始めに野菜料理を食べる子どもの割合が高い傾
向が見られたが、統計的に有意な差は見られなかった（χ二乗検定、有意水準 5％未満）。
一方、野菜を含む食事を朝夕 2 食以上摂取する世帯に比べ、週に 2 ～ 3 回程度である世帯では子
どもが肥満傾向（ BMI が＋1SD 以上）になりやすく、この結果は父母の BMI や学歴、所得、就学前
の通園施設を調整しても変わらなかった。また、食事の始めに飯やパンなどの主食を食べる習慣があ
る子どもに比べ、始めに野菜料理を食べる習慣がある子どもは、肥満傾向となるオッズ比は低かった
ものの、統計的に有意な差は見られなかった。一方、食事の始めに主食を食べる習慣がある子どもに
比べ、肉や魚料理を食べる習慣がある子どもは、肥満傾向となるオッズ比が高く、この結果は父母の
BMI や学歴、所得、就学前の通園施設を調整しても変わらなかった。
本研究で定義した生活困難世帯の分布については、① 世帯年収 300 万円未満の世帯は 489 世帯
（ 12 ％）
、② 生活必需品の非所有世帯は 670 世帯（ 16 ％）
、③ 支払い困難経験がある世帯は 389 世
帯（ 9 ％）だった。これらの条件に一つでも該当する世帯（ = 生活困難世帯）は、1,047 世帯と解析対
象者の約 4 分の 1 にのぼった。生活困難世帯と非生活困難世帯では、生活習慣および健康の様々な
面において差が見られた。例えば、肥満の割合は、困難世帯の子どもの方が 4 ％多かった。むし歯が
5 本以上の割合も、非困難世帯では10％に対して困難世帯では20％と2 倍の人数となった。
【今後の展望】
初年度調査は、生活困難が子どもの食習慣や健康に与える影響の実態を把握する調査として実施
した。次年度以降、対象児童の発育や健康状態を継続的に把握するとともに、子どもの食習慣形成
や行動に影響する要因の分析を進める予定である。

【背

景】

生涯を通じた生活習慣病予防の観点から、食習慣が確立する小児早期からの、野菜摂取習慣の
定着が推奨されている［ Joint WHO/FAO Expert Consultation 2003 ］。しかし食育などの教育的
取組みでは、家庭や地域などの社会経済状況によってその子どもの習得度合いに差があり、食習慣
の格差を広げる恐れがあるため、支援の立案段階で、食習慣に影響する原因の把握とモニタリングが
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有効に活用されることが求められる［ WHO, Final report of Commission on Social Determinants
of Health 2008 ］。一方、日本ではこれまで子どもの食行動に関する継続的モニタリングは行われてお
らず、食習慣の定着に関連する要因や、各自治体により実施される食育の長期的効果は殆ど検証さ
れていない。
本研究協力自治体である東京都足立区では、区民の健康寿命
が東京都平均よりも約 2 歳短いことや、医療費を圧迫し、区民の健
康寿命を引き下げている大きな要因が糖尿病であるなどの調査結
果（平成 24 年国民健康保険医療費）に基づき、偏った食生活や生
活習慣を改善する取組みが行われている。特に、子どもの頃から
の野菜摂取習慣に着目した政策にいち早く取り組んでいる【図 1 】。
例えば、区立保育園の保護者に対し野菜レシピを案内したり、区
内で育った野菜を用いて園児に簡単な調理を体験させたりなどで
ある。特に、区立園では食事のはじめに野菜を食べる習慣づけを

【図 1 】野菜摂取習慣に着目した政策
「あだちベジタベライフ」のロゴ

積極的に行っている。
一方、区では、平成 27 年度を子どもの貧困対策元年として位置
づけ、家庭環境によらない、すべての子どもが健康をはじめあらゆ
る機会を享受できる地域にするための政策の実施計画を立ててい
る【図 2 】。子どもの貧困対策を策定し、子どもの貧困の影響を断
ち切る政策を行うためには、まず今の子どもの健康と貧困の実態を
把握すること、そして子どもの健康が家庭環境や生活習慣から受
ける影響を明らかにすることが必要である。
この子どもの貧困対策の一環として実施したのが「子どもの健
康生活実態調査」である。本調査は、足立区・足立区教育委員
会、国立研究開発法人国立成育医療研究センター社会医学研究

【図 2 】子どもの貧困対策実施計画
「あだちプロジェクト」のロゴ

部の協働で、下記を目的として実施された。
① 足立区の子どもの健康と貧困状態の実態を把握する
② 子どもの健康が家庭環境や生活習慣から受けている影響を明らかにする
③ 子どもの健康と世帯の経済状態にどのような関連があるかを明らかにする

【調査方法】
調査対象は、東京都足立区立小学校に通う1 年生児童全員である。平成 27 年に区立小学校に在
籍していた児童のうち、1 学期に実施した学校健康診断対象者 5355 名を対象とした。対象児の保護
者宛てに、担任経由で質問票の配布・回収を行った。質問票は匿名性担保のため無記名で ID 管理
を行い、質問票とは別の回答票のみ回収した。また本研究では、学校の健康診査で測定された結果
を利用するため、学校より足立区へ提出された健診結果を匿名化して用いた。
保護者が回答した質問票では、調査項目には、児童の食習慣、心身の健康、就学前の通園状況
のほか、家族構成や保護者年齢、生活習慣、学歴、所得などの経済状況、居住地域などを含み、
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さらに児童の学校健康診断の情報（身長、体重、口腔衛生）をID にて突合した。また、保護者と子ど
もが普段どのようにかかわっているか、また保護者と地域との関係性などを尋ねた。
また本調査では、子どもの貧困状態は、必ずしも所得の低さだけからではとらえきれないと考え、子
どもやその家庭の生活の困難さをより広く把握するため、経済的困窮と物質的な剥奪状態の両面を示
す、以下いずれかに該当する世帯を「生活困難」と定義した。① 世帯年収 300 万円未満であること、
② 子どもの生活必需品を所有していないこと、③ 経済的理由によって、支払いが困難となった経験が
あることの3 条件である。
① 世帯年収 300 万円未満は、経済状況から「生活困難」を把握するものである。その根拠として、まず
生活保護基準を挙げる。生活保護を受給している母子世帯（母 30 代、子小学 1 年生）を想定した
場合、その年収は生活保護基準に基づいて算定すると272 万円相当となるため、300 万円未満の
年収層で経済的な生活困難を把握することが妥当と考えられた。また、同じく母子世帯（母 30 代、
子小学 1 年生）において、300 万円の年収がすべて給与収入と考えたとき、税や社会保障費を引い
て児童手当等を加味すると、世帯の可処分所得は 303 万円程度と類推される。世帯人数が増えれ
ば経済的困窮度はさらに増すため、300 万円を基準と設定することは妥当と考えられる。さらに、世
帯年収 200 万円と300 万円で生活必需品の非所有、ライフラインの支払い困難経験の割合を比較
したところ、ほとんど差が見られなかったため、200 万円を基準にすると多くの生活困難層を取りこぼ
すおそれがあると考えられた。これらの観点から、本調査では世帯年収から経済的な困窮度を把握
することとし、その基準を世帯年収300万円未満と設定した。
② 子どもの生活必需品を所有していないことも、子どもの貧困状態を捉える「生活困難」を定義する要
素の1 つとした。子どもの生活必需品には、子どもの生活に必要と思われる環境（自宅で宿題ができる
場所等）
、物品（本やおもちゃ等）
、いざというときに対処できるだけの貯金（5万円以上）等を含んだ。
③ 支払い困難経験は、生活に必要なものが途絶えかねない状況に陥っているかどうかを把握するた
めに、
「生活困難」を定義する要素の一つとした。水や電気、ガスなどのライフラインの支払い困難、
公的な健康保険の支払い困難などを含んだ。
分析ではまず生活困難の分布を算出し、また就学前の通園施設別に、子どもの肥満予防施策の初
期影響、さらに子どもの食習慣および健康状態の差に関連する社会経済的な因子を検証した。

【結

果】

対象児童 5421 名のうち、転出者や長期欠席者などを除いた 5355 人に質問票を配付し、4467 人か
ら回答票を回収した。このうち調査への同意がない者と白票を除いた 4,291 人を解析対象とし、有効
回答率は80.1％であった。また、回答者の約 90％が、対象児童の母親だった。
回答者のうち、世帯所得が 300 万円未満だった方は 11.6 ％だった。子どもにとって生活必需品と考
えられるもののうち、少なくとも一つを所有していないと答えた方の割合は15.6％だった。生活必需品の
うち、貯金 5 万円がないという世帯が11.6％と最も多かった。
また各支払いや出費について、過去 1 年間に経済的理由のために支払いができなかった経験があ
る方の割合は 9.2 ％だった。支払い困難の各項目のうち、保険料の支払いが困難だった経験がある方
が6.5％と最も多かった。
これらより、生活困難の定義に該当する世帯は、有効回答票のうち24.8％
（ 1047 世帯）だった。
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次に、生活困難世帯と生活困難ではない世帯（非生活困難世帯）に分け、子どもの健康状態な
どの分布について比較を行った【図 3 】。例えば、麻疹風疹ワクチンは就学前に接種することが推奨
されているが、生活困難世帯では非生活困難世帯と比べて未接種の子どもの割合が 2 倍近かった。
【図3 】
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また生活困難世帯では肥満である子どもも多く、虫歯の本数が 5 本以上である子どもは 19.7％だった。
また逆境を乗り越える力（レジリエンス）が低い群に該当する子どもは、生活困難でない世帯と比べ、
生活困難世帯では2 倍近かった。
また、子どもの健康にかかわる生活習慣についても、生活困難世帯と非生活困難世帯を比較した。
生活困難世帯では非生活困難世帯と比べて、子どもの朝食摂取や運動の習慣がない一方で、砂糖
入りジュースを飲む頻度が高く、またお菓子をでは自由に食べる傾向があった【図 4 】。子どもの生活習
慣や健康に対して、生活困難が影響を与えているとも考えられ、この影響を軽減できる対策と評価が
必要といえる。
【図4 】

次に、足立区で行われている野菜摂取を基本とする食習慣指導に着目した分析を行った。就学前
の通園施設別に野菜摂取習慣を検証したところ、区立保育園出身の世帯では、野菜を含む食事を朝
夕 2 食以上摂取している割合、および食事の始めに野菜料理を食べる子どもの割合が最も高いことが

【図 5 】カイ二乗検定（有意水準５％未満）において有意な差は認められなかった
＊1 身長、体重、健診日までの月齢、性別情報より、The WHO Child
Growth Standards の基準に従って算出
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わかった。ただしこれらの結果は、有意水準χ二乗検定において有意な結果は認められなかった。
一方、野菜を含む食事を朝夕 2 食以上摂取する世帯に比べ、週に 2 ～ 3 回程度である世帯では子
どもが肥満傾向（ BMI が＋1SD 以上）になりやすく、この結果は父母の BMI や学歴、所得、就学前
の通園施設を調整しても変わらなかった。また、食事の一番初めに食べるものがごはんやパンなどの
主食である子どもに比べ、肉や魚料理を先に食べる子どもが肥満傾向となるリスクは 1.5 倍程度高かっ
た。一方、食事の始めに野菜を食べる子どもは、主食をはじめに食べる子どもと比べて肥満傾向が抑
えられていた（有意差なし）。
【図 6 】
【図6 】

【今後の展望】
本研究は 2015 年度より、足立区と他研究機関との協働で実施されている調査であり、初年度より
1 年ないし2 年ごとに継続的に調査を行う予定となっている。
足立区子どもの健康・生活実態調査では、自治体における小児の生活習慣改善に向けた政策の
実施結果を評価し、政策の効果判定や修正可否の検討などを、当研究機関との連携により実施し、
子どもの健康・食行動格差の縮小を実現するモデルの構築を目指している。本調査の結果を一つの
根拠として、区では朝ご飯を学校で調理して食べる日を試験的に設けたり、学校での歯科健診におい
て、歯の状態のフォローが必要な子に対して歯科衛生士が専門的なフォローを行ったりするなどの対
策への着手につながっている。また、野菜摂取の習慣に着目した食習慣指導は、区立保育園を中心
に地域で取り組まれており、2017 年度に再度実施される、小学校 1 年生に対する悉皆調査では、これ
らの取り組みがどれくらい住民に浸透しているかの結果に注目されている。
また、本調査の主な集計結果は、区ホームページを通じて公開された。データは区政に対して
フィードバックされるとともに、区内の健康づくり推進委員などを対象とした情報普及にも利用され、
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今後の子どもの健康・貧困対策の設計に資する基礎資料を提供するに至った。
（ https：//www.
city.adachi.tokyo.jp/kokoro/fukushi-kenko/kenko/kodomo-kenko-chosa.html ）
初年度調査は、生活困難が子どもの食習慣や健康に与える影響の実態を把握する調査として実施
した。今後の調査ではさらに、対象児童の発育や健康状態を継続的に把握するとともに、子どもの食
習慣形成や行動に影響する媒介要因の分析を進める必要がある。
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