
◯議 長（深沢達也君）  次に、低糖質食の推進で、市民のさらなる健康増進の実現等について、６番竹内まさおり

君。 

             （６ 番 竹内まさおり君 登壇）（拍手） 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  むさしの志民会議、６番竹内まさおりです。人事異動も行われ、武蔵野市議会に出席さ

れている女性部長も１人ふえました。非常に喜ばしいことだと私は思っております。女性が本気を出せば男性よりもす

ごい、私は本当にそう思っておりますので、女性が頑張れる環境づくりを行ってまいりたいと思います。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。今回のテーマは、低糖質食の推進で、市民のさらなる健康増進の実

現等についてであります。 

 栄養学は日進月歩で進展しており、近年、これまでの常識が大きく覆され始めております。中でも、これまで脂質や

カロリーのとり過ぎは肥満や生活習慣病の元凶だと考えられてきましたが、気をつけるべきものは糖質のとり過ぎだと

判明してきたのです。生活習慣病がふえ続け、2,050万人もの国民が高血糖または糖尿病の疑いがある現在、果た

して人体にとってバランスのよい食事とはどのようなものなのでしょうか。 

 体内でエネルギーとなるのは、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素。そして炭水化物は、糖質と人体では吸

収できない食物繊維から成ります。厚労省の日本人の食事摂取基準 2015年版によりますと、生活習慣病の予防と

重症化を防ぐための三大栄養素のバランスは、たんぱく質 13％から 20％、脂質 20％から 30％、糖質 50％から

65％を総エネルギーの目標量としております。しかし近年、この国が推奨している炭水化物すなわち糖質の推奨割合

は大き過ぎるのではないかと指摘され始めているのです。調べてみますと、三大栄養素バランスは、必ずしも最適で

あるかどうか、科学的に効果が立証されたものではなく、日本人の平均的な食事をベースに、栄養素が過不足なくと

れる指針として導き出されているとのことです。また、食の欧米化が自国農産物の消費減につながるとして、農林水産

省らが食糧自給率の向上も意図し食生活指針を作成したとのことでした。つまり、国が推奨する栄養バランスは、曖

昧さや経済的側面も含まれているのです。 

 日本食はヘルシーだ、お米は主食だといった常識を疑ってみますと、おもしろいことが見えてきました。そもそも主食

という概念が生まれましたのは、人類が農耕を始めてからで、農耕を行わないイヌイットにはないといいます。農耕の

歴史は、およそ１万年ほど前で、チグリス川・ユーフラテス川付近で麦の栽培が、そして中国・長江流域では稲の栽培

が始まりました。日本には縄文時代の終わりから弥生時代にかけて米が伝わったとされます。すなわち、およそ

3,000年ほど前となります。それ以前の食生活は、湿地帯である福井県の鳥浜貝塚から、縄文時代からのタイムカ

プセルと言われるほどの保存状態のよい遺物が発掘され、明らかになりました。それによりますと、当時の人の摂取

エネルギー割合は、魚類 30％、クルミ 19％、ドングリ 15％、獣類 15％、貝類 13％、ヒシ４％、クリ４％であり、三大

栄養素割合としては、たんぱく質と脂質でおよそ 80％が占められていたとのことです。つまり、現代の食事よりも炭水

化物、糖質の摂取量は少なかったのです。そもそも、明治時代の地租改正までお米が貨幣として利用されてきたよう

に、庶民にとってはまだまだお米は貴重なものであり、実際に誰もが穀物を十分に食べられるようになったのは太平

洋戦争後のことになります。つまり、人類が誕生してから 500万年から 700万年という長い期間で考えてみますと、

穀物を主食とした食生活は非常に短い歴史だということがわかります。 

 穀物の栽培は、狩猟や採取よりも経済的な食糧確保の手段であったため広がり、多くの人口を賄えるようになりまし

た。しかし、人間の体は必ずしもその食生活の変化のスピードに追いついてきたわけではありません。具体的には、
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穀物、特に血糖値の上昇が高い精製炭水化物を主な食料とするような体の構造にはなっておらず、血糖を上げるホ

ルモンは複数あるのに対し、血糖を下げるホルモンはインスリン１つしか備わっておりません。それが脆弱性となり、

高血糖になりやすくなってしまうのです。 

 また、糖質の過剰摂取は肥満の大きな要因にもなっております。人体の構成割合は、およそ水分 60％、たんぱく質

18％、脂肪 18％、ミネラル 3.5％、炭水化物 0.5％であり、血液量はおよそ５リットル、平常時の血糖値は、およそ

デシリットル当たり 100 ミリグラム前後です。つまり、血中にある糖の量はわずか５グラム程度しかありません。糖質

が摂取されるとインスリンによって糖が細胞に取り込まれ、またグリコーゲンとして肝臓や筋肉に蓄えられますが、余

分な糖は中性脂肪となり、脂肪細胞に取り込まれます。そして、エネルギーの代謝は脂肪よりも構造が単純な糖から

先に行われますので、脂肪の代謝は糖の代謝の後になってしまうのです。これが肥満の要因となります。 

 さらに三大栄養素のバランスだけではなく、食事におけるカロリー計算に関しても曖昧さが指摘されております。例え

ば、たんぱく質、炭水化物は１グラムおよそ４キロカロリー、脂質はおよそ９キロカロリーと言われます。しかし、これら

は空気中で物質を燃やして得られた熱量であり、試験管に入った水が何度上昇したのかから導き出された値のことな

のです。人体のエネルギー変換効率が物理的に食べ物を燃やす場合と同様なのかは不明であり、また、吸収されず

に排出されるカロリーや、人体に残ったカロリーがどの程度脂肪になるかについても明確ではありません。また、カロ

リーがほとんど含まれない草を食物とする牛や馬がなぜあの大きな体を動かすエネルギーを得ているのかも考慮しな

ければなりません。それらの動物は腸内細菌や微生物が植物の主成分であるセルロースを分解することによって、そ

こから得られた脂肪酸を吸収し、また、細菌や微生物自体をも分解吸収し、エネルギーを得ているのです。これは人

間も同様で、便のおよそ３分の１は腸内細菌であり、人体においても、腸内細菌が嫌気発酵することによってセルロー

スが短鎖脂肪酸に変換されて、エネルギー源として吸収されることが確認されております。つまり、食事におけるカロ

リーとは曖昧な指標であり、そのためにＢＭＩ基準が使われる要因にもなりました。ＢＭＩ基準とは、死亡率が最も少な

い体格を基準値として設定しております。 

 昭和 56年、本市では、国民が健康で文化的な生活を営めるようにと、憲法を引用し、福祉都市宣言を行いました。

医療情報が刷新される中、受け身ではなく能動的に市民のための市政運営を行っていかなければなりません。そこ

で、市長、教育長に質問です。 

 １、本市の国民健康保険において高血糖による糖尿病腎症、人工透析、動脈硬化等、高血糖が主な要因となり生じ

ている医療費は、年間どれくらいなのでしょうか。市長にお伺いいたします。 

 ２、武蔵野市の特定健康診査の受診率は 52.2％と比較的高い状況であると言えます。しかし、被保険者１人当た

りの医療費は平成 27年度で２万 1,443円と、東京都の１万 9,799円よりも高くなっております。この原因はどのよ

うに分析されているのでしょうか。市長の見解をお伺いいたします。 

 ３、薬害エイズ問題は、行政の対応のおくれ、不作為が被害の拡大を招いてしまいました。もしエビデンスレベルの

高いデータがあるにもかかわらず国の対応がおくれている場合、注意喚起と市独自の対応は考えられるのでしょう

か。市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 ４、平成 17年に農林水産省が中心となって作成した食事バランスガイドでは、昭和 50年ごろの食生活をバランス

のとれた日本型食生活とし、１日に推奨する主食の量は、御飯普通盛りで４杯とあります。しかし、これに含まれる糖

質量は、およそ 220グラムにもなります。平成 22年、国立がん研究センターは、男女およそ６万人を対象とした、米

飯摂取と糖尿病と題する調査結果を発表しました。それによりますと、女性では１日に３杯の御飯を食べているグルー

プは 1.48倍、４杯以上のグループでは 1.65倍もの糖尿病リスクがあるとのことでした。本市では食事バランスガイ

ドをどのように取り扱っているのでしょうか。現状を市長、教育長にお伺いいたします。また、食事バランスガイドにて



推奨されている炭水化物や糖質量の適正についてあわせて御見解をお伺いいたします。 

 ５、2008年、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンという最高権威の臨床医学雑誌に肥満対策として糖

質制限の効果が発表されました。そして 2013年、アメリカ糖尿病学会は、食後高血糖や肥満対策になるとして糖質

制限食を糖尿病の治療法として認定しました。しかし、日本糖尿病学会ではまだ認めておらず、高糖質・カロリー制限

の食事療法が主なものとなっております。医学界のおくれに対し、食品業界は迅速に対応しておりますが、行政機関

としても対応が必要だと考えます。市長の見解をお伺いいたします。 

 ６、2015年、アメリカ政府はおよそ 40年ぶりに食事摂取基準を改定し、コレステロールや油の摂取量の上限を廃

止しました。これまでの 20世紀では、油の摂取量は食事全体の 30％ほどに抑えるよう提言しておりましたが、2005

年には 35％、そして 2015年には上限自体を撤廃しました。日本においても、厚生労働省が５年ごとに発表する日本

人の食事摂取基準において、2015年版ではコレステロールの摂取量基準は廃止、脂質割合の上限は 30％に引き

上げられました。これは、食事によるコレステロールの摂取量を変えても体内コレステロールに有意な変化がないこと

が判明したからであります。本市で行われた市民の健康づくりに関するアンケート調査の報告では、塩分のとり過ぎ、

カロリーのとり過ぎ、野菜不足、間食のとり過ぎ、油っぽいもののとり過ぎが市民が食生活で問題だと感じていること

の上位５項目であるということがわかりました。これらの結果に対する市長、教育長の見解をお伺いいたします。 

 ７、現在、医師や看護師、薬剤師、栄養士、調理師等には免許の更新制度はありません。中には最新の情報を持ち

合わせていない場合も考えられます。行政としてのチェック機能やフォロー体制のあり方について市長の見解をお伺

いいたします。 

 ８、昨年度より本市ではクックパッドにてレシピの掲載を行っております。この取り組みに関する効果や反響について

お伺いいたします。また、小麦ふすまを使ったレシピなどがございますが、材料で使用する砂糖を血糖値を上げない

天然希少糖のエリスリトールやラカントといったものにかえるなど、低糖質な代替品の食材を紹介するなど、さらなる

健康啓発が行えるのではと考えますが、あわせて市長の見解をお伺いいたします。 

 ９、昨年、アメリカ政府は、加工食品に義務づけられている栄養成分表示の改正案を発表いたしました。栄養成分表

示に糖類などを追加するとのことです。例えば現在、庁舎８階のさくらごはんのメニューにはカロリーと塩分の表示が

ありますが、今後は糖質の表示や低糖質メニューなどを設け、健康に関するさらなる啓発事業が行えるのではと考え

ます。また、さくらごはん以外にも公共施設内にある他の飲食サービス店にて同様なことが考えられますが、市長の

見解をお伺いいたします。 

 10、本市の学校で採用されている今年度の教科書には、年齢と妊娠率に関するグラフが見当たりませんでした。日

本産婦人科学会によりますと、2014年に国内で行われた体外受精の件数は 39万 3,745件とのことで、この 10

年間で３倍以上に増加しております。内閣府は、妊孕性の知識の普及について、先進諸国の状況を比較した国連の

統計によれば、日本は最低の水準となっている。妊娠・出産等に関する正しい医学的な知識を普及させ、若年のうち

からみずからライフプランを設計できるようにする取り組みが求められていると示しておりますが、本市の取り組みに

ついて、教育長の見解をお伺いいたします。 

 11、食育基本法にのっとり、現在本市では食育推進計画を策定中であります。市の独自性など何かお考え等があり

ましたら、市長の見解をお伺いいたします。 

 最後に皆さんに御紹介したいものがあります。市長、実はこちらは 1984年のアメリカのタイム誌の表紙となります。

コレステロールはよくないと。これは私たちも、卵は１日１個までだ、そういったことが言われてきたと思います。しかし

2014年、こちらをごらんください。またタイム誌の表紙なのですけれども、2014年では、イート・バターというタイトル

になりました。コレステロールは食事によって値が変化するものではない、むしろ脳みそも主成分はコレステロール、



脂質ですので、ある程度のコレステロールというのは必要だといった考えを示しております。医療データが刷新される

中、乗りおくれずに本市も政策をとっていただければと考えます。 

 以上、壇上での質問を終わります。よろしく御答弁お願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  それでは、竹内まさおり議員の一般質問にお答えしてまいります。低糖質食の推進で、市

民のさらなる健康増進の実現等についてということで、壇上でさまざまなことを教えていただいたのかなと、健康医学

や食事学の講義を聞いているようでございました。大変一部参考になりましたので、自身の健康につなげていきたい

というふうに思っています。 

 さて、お尋ねの御質問にお答えしてまいります。まず１点目で、本市の国民健康保険において高血糖による糖尿病

等の医療費は年間どれくらいなのでしょうかということでございますが、平成 27年度から導入した国保データベース

システムでは、各疾病についての医療費データはございますが、いろいろと要因も考えられるため、高血糖を主な要

因とした疾病というものはなかなか把握が難しい状況でございます。糖尿病の医療費につきましては、28年度累計で

３億 7,460万 5,230円、このような医療費となっているところでございます。 

 武蔵野市の特定健康診査の受診率は 52.2％と比較的高い状況であると言えます。しかし、被保険者１人当たりの

医療費は平成 27年度で２万 1,443円と、東京都の１万 9,799円よりも高くなっている、この原因をどのように分析

されているのでしょうかということでございますが、東京都の被保険者１人当たりの医療費１万 9,799円につきまして

は、公営国保、公営国保というのは市区町村の国保のほかに、これには医師とか弁護士などの国保組合も東京都の

中には含まれているということでございます。したがいまして、国保組合には医師、弁護士等を考えますと、加入者平

均年齢が低いために、全体として東京都のほうは医療費は低くなる傾向がある、このようなことであります。公営国保

の被保険者１人当たりの平均医療費は、平成 27年度２万 2,230円となっておりますので、本市の医療費２万

1,443円はそれよりも低いという数字でございます。都内の国保データベースシステム参加支部の 25市のうち、低

いほうから数えて２番目という数字であります。検診などの受診率も近隣に比べ高いことから見ても、被保険者の健康

意識の高さなども医療費の引き下げなどにも寄与しているのではないかというふうに考えているところでございます。 

 次に３点目、もしエビデンスレベルの高いデータがあるにもかかわらず国の対応がおくれている場合、注意喚起など

市独自の対応は考えられるのかといったようなこと、これは私からお答え申し上げます。専門的分野に関しましては、

市町村レベルで研究機関を持って独自に検査検証することは大変不可能だということでございます。さまざまなデータ

などを分析した上での国の方針に沿った事業を展開していくことは、市民の命を守るという自治体の責務であるという

ふうに考えております。今後もその方向で進めてまいりたいと考えておりますので、市独自の対応はなかなか難しいと

いうふうに判断しております。 

 ４番目で、本市では食事バランスガイドをどのように取り扱っているのかということでございます。本市では母親学級

において、食品をバランスよく選択する力を身につける知識を伝えるために、食事バランスガイドを講義の中で使用し

ているところでございます。また、健康づくり支援センターでは、親子体験型の食育出前型講座、食べ力のびのび教室

にて、親子で楽しく学べるツールとして食事バランスガイドを学ぶ講座を実施しているところでございます。食事バラン

スガイドは、どの食品をどれだけ食べるかというバランスを示したものでございまして、必ずしも食べなければいけない

という量を示したものではないとのことであります。必要な栄養量は、個人の体格や活動量によって異なるというもの

でございます。市では、日本人の食事摂取基準に基づいた食事バランスガイドにて推奨されている炭水化物量につい
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ては適正と考えておりまして、個々に合った食事内容のアドバイスを継続して実施をしていくこととしております。 

 次に５点目でございます。アメリカ糖尿病学会は、食後高血糖や肥満対策になるとして糖質制限食を糖尿病の治療

法として認定しました。しかし、日本糖尿病学会ではまだ認めておらず、高糖質・カロリー制限の食事療法が主なもの

となっております。医学会のおくれに対し、食品業界は迅速に対応しておりますが、行政機関としても対応が必要だと

考えるが見解をということでございます。先ほどお答えしましたとおり、市が専門的な研究をすることはなかなか不可

能でございますので、医学界の見解については、市が関与できることではないというふうに考えております。市として

できることは、医学的根拠とされる情報を市民に伝えることと、一人一人に合った食事内容をアドバイスすることだとい

うふうに考えているところでございます。 

 次に６点目で、市民の健康づくりに関するアンケート調査の報告では、塩分のとり過ぎ、カロリーのとり過ぎ、野菜不

足、間食のとり過ぎ、油っこいもののとり過ぎが市民が食生活で問題だと感じることの上位５項目であるということがわ

かりました。これらの結果に対する見解をということでございます。アンケート調査結果から、油っこいもののとり過ぎ

が市民の食生活で問題であると感じていることについては、脂質摂取量を制限することで低栄養などの弊害が生じる

可能性があることや、一人一人に合った栄養指導が不可欠であることを踏まえ、健康課で実施している医師、保健

師、栄養士など専門職による健康相談などの相談事業や特定保健指導において、個々の特性に応じた支援を継続し

て実施していく方向であります。また、健康講座やおいしく元気アップ教室、高齢者食事学などの事業の中で、今後も

テーマに応じて周知をしていきたいというふうに考えています。 

 次に７点目、現在、医師や看護師、薬剤師、栄養士、調理師などには免許の更新制度はありません。行政としての

チェック機能やフォロー体制のあり方について見解をということでございます。御指摘のとおり、専門職には免許の更

新制度はないというふうに認識してございます。市が行う事業の委託先や民間業者の専門職の知識等については、

行政がチェックすることはなかなか難しいと考えておりますが、受託民間事業者の責務として、必要な研修を行い、専

門性の担保を行っているもの、このように考えております。市の管理栄養士で言えば、年間を通して東京都市栄養士

連絡会に参加することにより、東京都からの情報提供、他市との情報交換や研修を行っているほか、圏域の六市行

政栄養士業務連絡会や市と保健所の栄養士連絡会への参加、また、市町村職員研修所が行う専門職研修や、東京

都や保健所が行う研修に参加することなどにより、常に最新の情報を得られるような体制をつくっているところでござ

います。 

 次に８点目、クックパッドにてレシピの掲載を行っているが、この取り組みに関する効果や反響について伺うというこ

と、また、低糖質な代替品の食材を紹介するなど、さらなる健康啓発が行えるのではないか、市長の見解をということ

でございます。クックパッドは、昨年８月より開設しており、市で取り組むさまざまな食育事業について発信をしていると

ころでございます。１つとして、市が提供する手づくりのこだわり給食などを紹介し、家庭での実践に生かしてもらうこ

と、２として、市内産新鮮野菜の直売所紹介など武蔵野市が行っている安心・安全な食の実践を伝えていること、３点

目として、食育事業のイベントを周知する、このようなことで食育事業を紹介しているところでございます。武蔵野市の

公式キッチンへのアクセス数は、毎月１万 8,000から２万件程度でございます。全体のランキング上位は離乳食の

おかゆでございまして、スマートフォンなどの利用が多いことから、若い子育て世帯のニーズが高いというふうに思わ

れます。反響としては、レシピが非常にわかりやすく役に立った、おいしくできた、家族に喜ばれたなど、直接的な効果

が寄せられています。 

 低糖質代替品の紹介ということでございますが、例えば本市の給食では、血糖値の急激な上昇を抑制させるため

に、精製されていない粗製糖や食物繊維の多い雑穀、分つき米、野菜を積極的に取り入れているところでございま

す。また、クックパッドに掲載するレシピは、家庭で実践してもらえるよう、食材の選出、つくり方の表現などを工夫して



いるところでございます。そのため、砂糖など調味料は特殊な表現を避け、手に入りやすいもので掲載しているため、

レシピの中で低糖質代替品の使用については紹介していない状況でございます。給食で取り入れている食材などに

ついては、クックパッドの中のトピックなどで取り上げたいと考えておるところでございます。 

 ９点目、さくらごはんなど公共施設内の飲食サービス店で、糖質の表示や低糖質メニューなどを設け、健康に関する

さらなる啓発事業が行えるのではないかという御提案でございます。市の施設内にある食堂などでは、それぞれの運

営業者がその施設の特徴を生かし、さまざまな工夫を行い、運営を行っているところでございます。低糖質メニューの

設定など運営に関することは、基本的には運営業者に任せるものであると考えておりますが、糖質の表示など、いた

だいた御意見は運営業者に伝えていきたいというふうに考えています。 

 10番目は教育長から答弁があります。 

 11番目、食育基本法にのっとり、現在本市では食育推進計画を策定中であるが、市の独自性など何か考えている

点があるのか、見解をということでございます。現在、昨年行ったアンケート結果を分析しておるところで、第１回の策

定委員会でも頭出しをした程度でございます。本市の食育事業の全体調整は、始まったばかりでございますが、本市

では、食育に関しても多くの機関や人材がさまざまな活動をしておられる状況でございます。その方たちとどう連携し、

市の食育事業をどう展開できるかがポイントだというふうに考えております。今後、策定委員の方々にそのポイントも

含めて課題を御議論いただく中で、本市の特性を見きわめ、さまざまな機関、人と連携しながら、全ての市民に対し

て、生涯を通じての効果的な食育事業を進められるような計画策定を進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 私からは以上でございます。 

 

 

 

◯教育長（宮崎活志君）  私も大変多くの食物の歴史や栄養学的なことを教えていただきました。ありがとうございま

す。私のほうからお答えをさせていただきますが、まず４点目でございますが、本市における食事バランスガイドの取

り扱いと、推奨されている炭水化物や糖質類の適正についてお答えしたいと思います。 

 食事バランスガイドにつきましては、食事のバランスが視覚的にわかりやすく示されていますが、学習指導要領には

位置づけられておらず、現在、学校給食に関連する食育事業の実施に当たっては使用しておりません。学校給食は、

文部科学省が定めた栄養摂取基準に沿って提供しておりまして、また、食育の取り組みとして、給食・食育振興財団

の栄養士が各学校のクラスを訪問し、給食の献立の工夫や栄養バランスのよい食事をとることの大切さについて児

童生徒に指導を行っているところでございます。 

 次に、これは６点目でございますが、本市で行われた健康づくりに関するアンケートの結果についてということでござ

いますが、アンケート結果につきましては、市民の現状の認識が示されているものと受けとめております。学校給食は

文部科学省が定めた栄養摂取基準に沿って提供しておりまして、先ほど申し上げましたが、現在の献立は、栄養価と

塩分、糖質、野菜量などのバランスがとれているものと考えております。教育委員会では給食・食育振興財団と連携し

て児童生徒、保護者、市民を対象とした食育事業に取り組んでおりまして、学校給食の食材や栄養バランスについて

周知啓発も図っているところでございます。今回のアンケートは、18歳以上の市民を対象として行われたものです

が、アンケート結果については、今後の食育事業の参考にしていきたいと考えております。 

 次に 10番目でございますが、若年のうちから妊娠・出産に関する正しい医学的な知識を普及させ、ライフプランを

設計できるようにする取り組みについてのお尋ねでございます。小学校体育科の保健領域におきましては、小学校第



３学年より思春期の体の発育、発達について科学的な視点から学ぶ学習を行っております。また、中学校保健体育科

の保健分野では、生殖機能の成熟について、科学的に受精、妊娠の学習を行っています。中学校学習指導要領で

は、妊娠や出産が可能になるような成熟が始まるという観点から、受精、妊娠を取り扱うものとされ、さらに、高等学校

学習指導要領では、結婚生活と健康及び加齢と健康についての学習が位置づけられております。若年のうちから人

生設計につながるさまざまな知識や思考力、判断力などの資質や能力を育てることは大切なことでございまして、こ

れからの社会のあり方を考えたとき、女性の生き方や周囲の人がどのようにかかわっていくかなど、妊娠や出産を人

生設計という大きな視点で捉えていくことが必要であると考えます。したがって、保健体育科の授業のみならず、自己

の生き方やあり方について学ぶキャリア教育の充実を図っていくことが重要であると考えております。今後とも小・中

学校において発達段階に応じたキャリア教育に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。最近、糖質オフという言葉を非常に目にする機会が多いと思うの

ですけれども、例えば、ペットボトルに入ったコカコーラ 500 ミリリットル、あれに含まれる糖質というのは大体 55グラ

ムです。ペットボトルは透明ですので、その中に砂糖を入れてビジュアル化して、こんなに入っているのですよというの

は、どこかで目にする機会があると思うのですけれども、実はそれと同じぐらいの糖質が御飯１杯の茶碗に入っている

のです。でん粉なので、直接的な甘さはなく、非常に見えづらい、わかりづらい。このことが危険だというのがすごく今

実は出ておりまして、本日付だったと思うのですけれども、プレジデントという雑誌で、白米中心生活は必ずしもヘルシ

ーではないというのが出ていました。ぜひチェックしていただきたいと思います。 

 それで、この食事摂取基準は、５年ごとにつくられるということになっているのですけれども、実は 2020年度版には

糖類摂取量を盛り込む方針というのが発表されたのです。つまり、日本というのはアメリカの最新の医療におくれをと

っているのではないかというのを私は感じております。ですので、市独自の対応は何か考えられませんかといった質

問で、市長は、自治体独自で研究機関を持つのは難しいみたいなお話をされていたと思うのですけれども、私は、研

究機関を持ってくださいと言っているのではなくて、国が動き始めるのを待つのではなくて、もっと能動的に動けるので

はないかなと。特にリスクが高いことをやってくれ、お金がかかることをやってくれと言っているわけではなくて、こうい

った危険性が指摘されていますよということをもっと啓発していっていただきたいなと思います。 

 それで、例えば今の現代食は糖質、炭水化物のとり過ぎだよというのをやはりもうちょっと啓発していく必要があるの

かなと思うのですけれども、市では、例えば食育のしおりで、野菜不足ですよというのは結構全面的にやっておりま

す。こういったような感じで、やはり糖質の分量もちょっと考えましょうみたいな、そういった啓発活動も国が動く前に取

り組めないのかどうかというのをお伺いしたいと思います。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  基本的には、国のさまざまな動向を踏まえて自治体としてそれに取り組んでいるということ

でございますので、厚生労働省なり、あるいは東京都なりの情報を得て市はさまざまな啓発活動をしておりますので、

独自という判断はなかなか難しいかというふうに思っております。さまざまな情報をわかりやすく伝えていくというのが
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市の役割の一つではないかなというふうに思っております。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。ちょっと弱い答弁なので、残念に感じるのですけれども、糖尿病で

国民健康保険が３億 7,000万、8,000万かかっています。そういった答弁をいただきましたけれども、日本透析学

会の調査によりますと、例えば腎不全、透析患者のおよそ 44％が糖尿病性のものだといっています。つまり、このデ

ータヘルス計画にある腎不全、５億 2,000万とありますけれども、これも大体４割ぐらいは、では高血糖によるものと

した場合、およそ医療費だけで６億円なのです。 

 そしてお金の問題だけではなくて、やはり市民の健康がかかっているというのですか、それで、ちょうどこの一般質問

の仕上げをしているとき、先月の５月 24日、また新しい研究成果が発表されました。ニュース１面になっていたので

御存じの方もいらっしゃるかもしれないのですけれども、国立国際医療研究センターと国立がん研究センターが、欧米

型の食事パターンをすることによっても死亡リスクが１割低下した、そういった研究データが出ております。こちらは 15

年間にわたり８万人を対象にした研究データです。日本食はユネスコで無形文化財と認定されましたので、やはりす

ばらしいものなのだというのは言われてきていると思いますが、果たして必ずしも栄養学的に見てベストなのかどうか

というのも、やはり疑ってみる必要があるのかなと私は思います。 

 それで、日本ではエネルギーの 50％から 65％を糖質でとりなさいと言われていますが、これはアメリカでは、炭水

化物からのエネルギーというのは、三大栄養素バランスというのは定めていないのです。それで、国連の食糧農業機

関によりますと、日本人は１人当たり年間 48.8キログラムのお肉を消費しているということです。アメリカはどれくら

いだと思いますか。アメリカ人は 117.6キログラム、大体 2.5倍も、すごい量をとっているのです。そこまでとれとは

言わないですけれども、日本人は炭水化物をたくさんとり過ぎなのではないかと。もう少しお肉、乳製品もそうです、そ

ういったものもやはり摂取、（「質問してもらわないと困る」と呼ぶ者あり）真剣です。そうなのです、そういうものをとった

ほうが血糖値が上がらず、糖尿病にもつながりにくいというのは今非常に言われております。 

 それを考えていただきたいなというのと、あと、教育長にも質問ですけれども、例えば、生活習慣病とその予防という

ので、保健体育の教科書なのですけれども、こちらには脂肪のとり過ぎだ、塩分のとり過ぎだ、運動不足、寝不足、ス

トレス、喫煙や過度の飲酒、この６項目が挙げられているのです。探しても、糖質のとり過ぎだという項目は見当たら

ないのです。生活習慣病はちょっと前までは成人病と言われていました。非常に積み重ねが健康を害すると思います

が、授業において糖質の過剰摂取に気をつけようみたいな補足というのは必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

 

◯市 長（邑上守正君）  ちょっといろいろ御指摘をいただいているようですが、栄養学の専門知識を余り持っていな

いものですから、再質問に対しては大変苦慮するところでございます。しかし、総じて考えますと、日本食というのは非

常にバランスがいいのではないかというふうに思っていますし、つまり、料理などの品目も大変多いし、さまざまな栄養

バランスがとれている、いい食事ではないかなというふうに思っております。その成果としてというか、日本人自体は最

も長寿命の国民でもございますし、それはひとえにさまざま医学的な配慮もありますけれども、食事というものも大きく

貢献をして、日本人が健康で長生きできているという結果でもあるのではないかなというふうに思っております。 

 また、体格も違うし、外国人との体のつくり方も違うというふうに思っておりますので、必ずしもアメリカ人が肉をいっ
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ぱい食べているということと同様に日本人が食べて、果たしてアメリカ人のような強固な体になれるかどうかというの

はわかりませんが、それはやはり国民性、あるいは国民それぞれの特性にもよるし、それぞれの個人的な性質にもよ

るのではないかなというふうに思いますので、御指摘していただいた点も含めて、現在の我々が進めている取り組み

も含めて、必要な情報はぜひ市民には伝えていきたいというふうに思っておりますので、今後よく精査をしていきたい

というふうに思っています。 

 

 

 

◯教育長（宮崎活志君）  生活習慣病とその予防において、不健康の６項目に糖質のとり過ぎというのが出ていない

がということでございますが、基本的には、保健の授業の中で、病気というものを前提にしていろいろ食ということを教

えるときには、先生方は基本的には、何にしても、それに偏る、何々過ぎというものは、それは糖質ではないものであ

っても、それは避けるべきであると。まずはバランスのとれた食生活を基本的に維持していくための考え方だということ

を前提には話していると思います。糖質に限ってそれを補足しているかということはちょっとわかりませんけれども、少

なくともそうした姿勢で授業、指導に当たっているというふうに思っております。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ありがとうございます。世界保健機関も糖尿病患者に対して取り組んでいこうという声明

を出しておりますので、やはり糖質のとり過ぎだというのをもうちょっと意識するような教育をしていっていただきたいな

と思います。 

 最後に確認なのですけれども、質問 10番の妊孕性の知識に関してなのですけれども、こちらは今の市の教育では

グラフというビジュアル的なものは使われているのかというのを、年齢や妊娠のしやすさというのも具体性があるのか

というのをちょっと確認させてください。 

 

 

 

◯教育長（宮崎活志君）  先ほどのお答えでは直接にはそこに触れておりませんけれども、そういうグラフは使われ

ていませんけれども、こういう指導内容があるということをお伝えしたところです。グラフにつきましては、時には教員の

ほうの工夫でそういうものを加えることがあるかもしれませんが、ちょっと余り聞いたことがありません。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  グラフは使われていないということだと思うのですけれども、やはり一度出産の機会を逃

してしまったら取り返しがつかないことです。非常に重要な知識ですので、そのことは教えていっていただきたいなと思

います。 

 以上です。 
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