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特 集

❶

住まいの環境問題を考える

住宅の断熱と省エネルギー

住宅の省エネ基準とその推移

また，2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法

律」(品確法)が施行され，「住宅性能表示制度」※ 3がつく

られた際には，住宅の温熱性能を表示する指標として，

住宅の省エネルギー基準が用いられた(表 2 )。
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吉田兼好の随筆『徒然草』に，「家の作りやうは，夏を

むねとすべし。」※ 1とある。古来，日本の住宅は開放性を

重視した造りが主流だったが，1970年代のオイルショッ

クを契機に制定された「省エネ法」※ 2を皮切りに，わが

国の住宅においても，省エネルギー化の法的整備が始ま

ったといえる。省エネ法とそれに基づいた「住宅の省エ

ネルギー基準」は，今日までに数回の改正が行われてい

る(表 1 )。

2000年 住宅性能表示制度2001年 一部改正

1997年 地球温暖化防止京都会議1999年 改正(次世代省エネルギー基準)

・躯
く

体
たい

断熱性能の強化

・全地域を対象に気密住宅を前提

・計画換気，暖房設備等に関する規定の追加

1997年 改正

1991年 湾岸戦争1992年 改正(新省エネルギー基準)

・各構造の断熱性能の強化

・Ⅰ地域での気密住宅の適用

1993年 改正

1979年 第二次オイルショック1980年 制定(旧省エネルギー基準)

・建築主の判断基準制定

・設計及び施工の指針制定

1979年 制定

社会のできごと住宅の省エネルギー基準省エネ法

2009年 一部改正2008年 改正

2006年 一部改正2006年 改正

表 1 省エネ法と住宅省エネ基準の推移

※１ ｢家の作りやうは，夏をむねとすべし。」

『徒然草』第五十五段より。「家の作りやうは，夏をむねとすべし。

冬はいかなる所にも住まる。暑き比わろき住居は，堪へがたき事

なり。」

※２ 省エネ法

正式名称：エネルギーの使用の合理化に関する法律

※３ 住宅性能表示制度

外見からでは判断できない新築住宅の性能の違いを，以下の10分

野の性能項目について，等級や数値で表示する。

① 地震などに対する強さ(構造の安定)，② 火災に対する安全

性(火災時の安全)，③ 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)，

④ 配管の清掃や補修のしやすさ，更新対策(維持管理・更新への

配慮)，⑤ 省エネルギー対策(温熱環境)，⑥ シックハウス対策・

換気(空気環境)，⑦ 窓の面積(光・視環境)，⑧ 遮音対策(音環

境)，⑨ 高齢者や障害者への配慮，⑩ 防犯対策

2002年には，既存の住宅についても基準類が公布・施行された。

表 2 住宅の省エネルギー基準と省エネルギー対策等級

等級 1

等級 2

等級 3

等級 4

その他(旧省エネルギー基準を満たさない)

旧省エネルギー基準(1980年基準)相当

新省エネルギー基準(1992年基準)相当

次世代省エネルギー基準(1999年基準)相当

対策等級省エネルギー基準



3

2011年 4 月 1 日，改正『窓等の断熱性能に係る情報提

供に関するガイドライン』※ 4が施行され，窓の断熱性能

を示す「省エネ建材等級ラベル」が変わった。それまで

は，「ガラス」および「サッシ」，それと「窓」について，

それぞれのラベルがあり，星印による 4段階評価で断熱

性能を示していた。4月からは，「ガラスラベル」「サッシ

ラベル」が廃止され，「窓ラベル」に統一された表示にな

っている(図 1 )。

家の熱の出入りと断熱性能

家の断熱化は，冬の暖房時だけでなく，夏の冷房時に

おいても，省エネを進めるうえで重要な意味をもつ。家

の内部を暖房もしくは冷房するなどして室温と外気温に

温度差が生じると，壁や天井(屋根)・床などの建材や，

窓などの開口部，換気やすきま風によって，熱のエネル

ギーが移動する。家の部位ごとの熱の移動を見ると，開

口部が一番多くなっている(次頁・図 2 )。家の省エネル

ギー化を行う場合，開口部の断熱化を優先的に考えると

効率がよい，といえる。窓ラベルは，この開口部の断熱

性能を示すものである。

※ 4 窓等の断熱性能に係る情報提供に関するガイドライン

正式名称：住宅の窓を製造し，加工し，又は輸入する事業を行う

者が当該窓の断熱性に係る品質の一般消費者への情報提供のため

の表示に関し講ずべき措置に関する指針

住宅の省エネ性能を示す指標に，「住宅省エネラベル」

がある。これは，住宅の断熱性能だけでなく，冷暖房設

備や給湯設備など建築設備の効率について，総合的に評

価し表示するものである。

〔表示される内容〕

① 総合的な省エネ性能 ③ 評価方法

② 外壁，窓等の断熱性能 ④ 評価年度

① 総合的な省エネ性能

② 外壁，窓等の断熱性能

省エネ判断基準：1999年基準を満たす(適)か，満たさない

(−)かを示す。

④ 評価年度

③ 登録建築物調査機関による(第三者評価)か，建築主などによる自主的なもの(自己評価)か，を示す。

この区分は，マークの色によっても，あらわされている。→ 第三者評価：緑色，自己評価：青色

住宅省エネラベルの読み取り方

図 1 窓等の断熱性能表示ラベルの変更



図 2 暖房時，冷房時の熱の出入り

(次世代省エネルギー基準に基づく熱負荷シミュレーション)

○ 冬の暖房時に流出する熱の割合

○ 夏の冷房時に入ってくる熱の割合

日本建材･住宅設備産業協会

『住宅の省エネルギー基準 早わかりガイド』より

窓ガラスの構造と断熱性能

窓ガラスには，さまざまな材質を使った多くの製品が

あるが，構造に着目すると次の 3つに分けることができ

る(図 3 )。

・単板ガラス 1枚の板ガラスでつくられる，もっとも

一般的なガラス。

・合わせガラス 2枚以上のガラスを樹脂の中間膜で一

体化させたガラス。中間膜の種類や厚さによって，紫

外線をカットしたり防音効果を高めたり，割れたとき

に飛散しないなど，さまざまな機能を付加できる。

・複層ガラス 別名：ペアガラス。 2枚のガラスの間に

空気層(中空層)を設けている。

図 3 窓ガラスの構造比較(断面)
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近年，複層ガラスよりもさらに温熱性

能の高い窓ガラスとして，Low
ロ ー

- E
イー

複層ガ

ラス＝通称エコガラスが注目されている。

エコガラスは，複層ガラスの内側に

Low-E 膜とよばれる特殊な金属膜をコー

ティングしたもので，空気層による高い

断熱性に加え，金属膜による紫外線・赤外

線の遮断効果(遮熱効果)が特徴である。

7582日射熱透過率(％)

698290可視光透過率(％)

175671紫外線透過率(％)

エコガラス

(中空層 12mmタイプ)

一般的な複層ガラス

(中空層 12mmタイプ)

単板ガラス

(厚さ 5mmタイプ)

1.72.95.9熱貫流率(W/m･K)

37

一般的なガラスとエコガラスの比較

板硝子協会の資料より

エコガラス

エコガラスの断面模式図 エコガラスマーク

エコガラス

(カットモデル)



断熱性能に着目すると，複層ガラスが最も良い。それ

は，空気が熱を極めて伝えにくい性質をもっているため

である(表 3 )。

表 3 代表的な物質の熱伝導率

アルミニウム 236

鉄 83.5

ステンレス鋼 15

ガラス 0.55〜0.75

水 0.561

木材 0.14〜0.18

コルク 0.04〜0.05

空気 0.0241

(単位：W/m･K)

「理科年表 平成23年」より

また，冬の結露対策においても，断熱性能は重要であ

る。水蒸気を含んだ空気が冷たいものに触れると，その

表面で水蒸気が水滴に変化する。これが結露であり，カ

ビの発生や建材の劣化につながる恐れがある。断熱性能

の高い窓ガラスは，室内温度と室内側のガラスとの温度

差が小さいため，結露防止にも効果がある。

個人の生活のなかでできる省エネ

窓ガラスの交換など断熱化のほか，壁や天井・床下な

ど建材の断熱・気密化の工事は，いざやるには費用や手

間を伴い，誰でも気軽にやれるというものではない。ま

た，それらの処置を施せばあとは何も考えなくてもよい，

というものでもない。

そこで，断熱化工事に頼らなくても取り組めるよう，

また断熱化を施した場合も，その働きを最大限に活かす

ために，日常の生活のなかで行える省エネ行動を考えて

みよう。

図 4は，一般家庭の世帯ごとのエネルギー使用状況を

用途別・エネルギー源別に表したものである。

一般家庭のエネルギー使用状況を熱量で比較すると，

・エネルギー源別では，電力がもっとも大きく，その用

途は，動力他がほとんどを占めている。

・用途別に見ると，動力他に次いで暖房，給湯と続く。

そのエネルギー源別内訳は，都市ガスやＬＰＧ，灯油

などの化石燃料だが，比率は用途によって大きく異な

る。

などの情報が読み取れる。また，動力他には，ＴＶやＡ

Ｖ機器，パソコンなどが含まれると思われる。

実際には，居住する地域によって冷暖房などの事情も

異なるので，全国画一的な回答はないだろう。しかし，

これらの状況を勘案しながら，日々の営みの中でエネル

ギー使用を見直し，削減できる方法を考えたい。

◎ 夏の暑さ対策

・窓から入る日射を遮る。(遮光・遮熱)

すだれを取りつける。植物を育てる：一年草や落葉樹

にすると，夏は日を遮り，冬は日光を通す(図 5 )。

・冷房装置の効率を下げない。

フィルターをこまめに掃除する。室外機に直射日光が

当たらないようにしたり，風通しをよくしたりして，

熱交換の効率をあげる。

・打ち水を行う

水の気化熱を利用して，周辺の温度を下げる(空調を

使用せず，窓などから通気をしている場合)。

◎ 冬の寒さ対策

・窓から入る日射を取り入れる。

夜は厚手のカーテン・雨戸などで開口部を断熱する。

・空調と補助的な暖房器具を併用する

部屋全体を暖める空調だけでなく，コタツや電気ヒー

ター・電気カーペットなど部分的・集中的に温める暖

房器具を上手く使い分ける。

・暖房装置の効率を下げない。

フィルターをこまめに掃除する。

5

「EDMC/エネルギー・経済統計要覧」，2009年

杉並区役所で育てられ

たヘチマのカーテンの

例(2010年)。右下の人

物と比べるとその大き

さがわかる。

図 4 家庭のエネルギー使用状況

図 5 緑のカーテン(東京都杉並区)
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シリーズ

調理の基本事典 テーマ❹

「肉の下ごしらえ｣
元女子栄養大学 助教 千葉宏子
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今回は「肉の下ごしらえ」です。一般的に購入できる

肉は下処理がされていて，すぐに調理しやすい状態にな

っていますが，特に鶏肉は骨付きの状態で購入できる部

位があります。今回は鶏肉の下ごしらえとして「ささみ

の筋とり」「骨付きもも肉のソテーおろし」「手羽の下処

理」にチャレンジしましょう。調理法により骨付きのま

ま料理することでおいしさが増す料理がたくさんありま

す。魚の「三枚おろし」につづき，高い調理技術になり

ますが，肉の構造がわかり，形が変化していく楽しさが

伝わることを期待します。

ささみの筋とり

ささみの筋がある方を上にしてまな板に置き，筋に沿

って両側に切れ目を入れます。このとき,切れ目を深く

入れすぎないように注意しましょう(写真 1 )。次に筋が

ある方を下にして横向きに置きます。片手で筋の端をし

っかりとつかんでおき，包丁を筋にそってこそげるよう

に右に動かします(写真 2 )。取り除いた筋とささみです

(写真 3 )。筋がついている状態で料理すると食感が悪く，

身がちぢむこともありますので，しっかりと取り除きま

しょう。

写真 1

筋がある方を上にし，筋に沿って両側に切れ

目を入る。

取り除いた筋とささみ。

写真 3

片手で筋の端をつかみ，包丁を筋にそってこ

そげるように右に動かす。

写真 2

骨付きもも肉のソテーおろし

骨付きもも肉は右足と左足があります(写真 4 )。向き

が違いますが，下処理の方法は同様です。

まずは身がほとんどついていない足首の部分を，関節

の間に包丁をあて，切り落とします(写真 5 )。皮側を下

にして置き，骨があるところを手で触りながら確認し，

骨にそって両側に包丁で切れ目を入れます(写真 6 )。切

れ目が入ると骨の位置が確認でき， 2本の骨があること

が分かります。 2本の骨の間(関節)を包丁で切ると，骨

がそれぞれに分かれます(写真 7 )。骨の上を包丁でこそ

げるように動かし，骨についている肉をはずします。も

う 1本の骨も同様に肉をこそげます(写真 8 )。しっかり

と骨が見えたら，もう一度骨の両側に切れ目を入れて，

肉を平らにします(写真 9 )。骨が見えるように肉を半分

に折り，骨の両端の盛りあがっている部分を包丁の刃元

を使って切り落とします(写真10)。この部分を切り落と

すことで，肉と骨の段差がなくなり，厚みが均一になる

ので，加熱がムラなく出来ます(写真11)。
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骨付きもも肉(右足と左足)。

写真 4

骨にそって両側に切れ目を入れる。

写真 6

関節の間に包丁をあて，足首の部分を切り落

とす。

写真 5

2 本の骨の間(関節)を包丁で切る。

写真 7

骨の両側に切れ目を入れて，肉を平らにする。

写真 9

骨の上を包丁でこそげるように動かし，肉を

はずす。

写真 8

骨の両端の盛りあがっている部分を，包丁の

刃元を使って切り落とす。

写真10

肉と骨，全体が平らになる。

写真11

手羽先の下処理

＊ 2本の骨を除く

手羽先は両端を持って骨のつなぎ目(関節)が外れるま

で前後に動かして折ります(写真12)。手羽先の切り口に

見える骨 2 本の間に包丁を入れて腱
けん

を切ります(写真13)。

切り離した骨を上にして，骨についている肉を押し下げ

るように指でしごきます(写真14)。包丁でさらに残って

いる肉を関節のところまでしごきます(写真15)。 2本の

骨を指で回しながらそれぞれ引き抜きます(写真16)。手

羽の骨 2 本を取り除いた状態です(写真17)。

切り離した骨を上にして，骨についている肉

を押し下げるように指でしごく。

写真14

切り口に見える骨 2本の間に包丁を入れて，

腱を切る。

写真13

手羽先の両端を持ち，骨のつなぎ目(関節)が

外れるまで前後に動かして折る。

写真12
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写真15

包丁でさらに残っている肉を関節のところ

までしごく。

練習した材料を料理に！

●ささみときのこのおろしあえ( 4 人分)

鶏ささみ(筋を除いたもの) 100g

塩 ミニスプーン 1弱

酒 小さじ 1

きゅうり 1本

塩 ミニスプーン 1

しめじ 60 g

酒 小さじ 1

大根おろし(軽く汁けを絞る) 200g

かぼす または すだちの絞り汁 小さじ 1

酢 大さじ 1

砂糖 大さじ
1
2

塩 小さじ
1
2

＊ 1 本の骨を除く(チューリップ形に整える)

手羽中と手指のつなぎ目(関節)に包丁をあてて，手指

部分を切り落とします(写真18)。手羽中を写真13〜写真

15と同様に下処理します。 2本の骨のうち小さい方をぐ

りぐりと回して引き抜きます(写真19)。もう 1本の骨を

持って肉をうら返して形を整えます。手羽の骨 1 本を取

り除いた状態(チューリップ形)です(写真20)。

① ささみは耐熱皿にのせて，塩と酒で下味をつけて 5分おく。

ラップをふんわりかけ，電子レンジ 500wで 2分〜 2 分30

秒加熱する。冷めたら手で細く裂いておく。

② きゅうりは縦半分に切り，斜めの薄切りにしてボールに

入れ，塩を全体によくまぶす。しばらくおき，しんなりし

たらかたく水けを絞る。

③ しめじは根の部分を切り落として水洗いし，アルミホイ

ルにのせて酒をふりかけ，空気が入らないように包む｡焼

き網を熱し，ホイルがふくらんでくるまで焼く。

④ ボールに大根おろしと調味料を入れてよく混ぜ合わせ，

ささみ，きゅうり，しめじを加えてふんわりと混ぜ合わせ

る。

2 本の骨を指で回しながら，それぞれ引き

抜く。

写真16

手羽の骨 2本を取り除いた状態。

写真17

手羽中と手指のつなぎ目(関節)に包丁をあ

てて，手指部分を切り落とす。

写真18

小さい方の骨をぐりぐりと回して引き抜く。

写真19

手羽の骨 1 本を取り除いた状態(チューリッ

プ形)。

写真20
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① 手羽先はボールに入れて下味をし，手でよくもみこんで

10分おく。

② ゆでキャベツはみじん切りにして水けを絞る。

③ ボールにひき肉，しょうが汁，しょうゆ，酒を入れてよく

混ぜ合わせ，肉にねばりが出たら，キャベツとねぎを加え

て混ぜ合わせる。

●鶏肉のクリーム煮( 4 人分)

鶏骨付きもも肉(ソテーおろししたもの) 4本

塩 小さじ
2
3

こしょう 少量

バター 30g

玉ねぎ 150g

にんじん 60g

マッシュルーム 120g

白ワイン 100ml

水 150ml

ブイヨンキューブ
1
3 個

塩 小さじ
1
4

こしょう 少量

生クリーム 100ml

ブロッコリー 200g

① 鶏もも肉の両面に下味をして5分おき，キッチンペーパー

で水けをふく。玉ねぎは薄切り，にんじんは半月の薄切り

にする。

② フライパンにバターを熱し，鶏もも肉の皮を下にして入

れ中火で焼き，焼き色がついたら裏返して同様に焼き色を

つける。

③ ②に玉ねぎ，にんじん，白ワイン，水，ブイヨンキューブ

●手羽先餃子のから揚げ( 8 本分）

鶏手羽先(骨 2 本除いたもの) 8 本

しょうゆ 大さじ 1
1
2

酒 大さじ 1
1
2

豚ひき肉 50g

ゆでキャベツ 100g

長ねぎ(みじん切り) 5cm分

しょうが汁 小さじ
1
2

しょうゆ 小さじ 1

酒 小さじ 1

小麦粉 大さじ 2

揚げ油 適量

つま楊枝 8 本

ゆでたブロッコリー・レモンのくし型 各適量

を加えてフライパンにふたをし，沸とうしたら弱火にして

10〜15分，汁けがほぼなくなるまで蒸し煮にする。

④ マッシュルームは根の部分を切り落として水洗いし， 4

〜 5 mm厚さの薄切りにする。

⑤ フライパンから鶏肉を取り出し，マッシュルームを加え

て混ぜ合わせ，マッシュルームがしんなりしてきた生クリ

ームを加え，弱火でとろみがつくまで煮る。

⑥ ⑤に調味をし，鶏肉を戻してひと煮立ちさせ，火を止めて

盛りつける。

⑦ ブロッコリーは小房に分けて，塩湯でゆでて，熱い状態で

一緒に盛りつける。

④ ①の手羽先の汁けをふきとり，③の具を 8 等分して骨を

取り除いた部分に詰め込み，つま楊枝で止める。残りも同

様に詰める。

⑤ ④の全体に小麦粉をまぶし，余分な粉をはたき落とす。

⑥ フライパンに揚げ油を深さ 2 cm位入れて170度に熱し，

⑤を入れ途中で裏返しながら 3〜 4分かけてきつね色に揚

げる。

⑦ ブロッコリーと一緒に盛り合わせ，レモンを添える。



データを読む

授業に活用できる更新データ

10

人の一生と家族・家庭

図1 物の豊かさ・心の豊かさに関する価値観の変化

(家庭基礎 p.22，家庭総合 p.24）

（内閣府｢国民生活に関する世論調査｣，2010年）

図 3 社会保障給付費の推移 (家庭基礎 p.21，家庭総合 p.22）

カッコ内は第一学習社教科書の

掲載ページや関連ページを示す。

保育と福祉

(国立社会保障・人口問題研究所｢社会保障給付費｣，2008年)

図 2 将来に備えるか，毎日の生活を充実させて楽しむか

(家庭基礎 p.22，家庭総合 p.24）

（内閣府｢国民生活に関する世論調査｣，2010年）

図 4 男女の育児休業取得率 (家庭基礎 p.45，家庭総合 p.49）

2009年度の育児休業取得率は，女

性が85.6％で調査開始以来初の減

少となっている。一方，男性は

1.72％と上昇する結果となったも

のの，取得率水準は低いままであ

る。

(厚生労働省｢雇用均等基本調査｣，

2009年)

200814.1ウクライナ

200914.0イタリア

200813.6ドイツ

201013.3日本

調査年度割合(％)国名

中国

201018.3フランス

200817.5イギリス

200916.8韓国

201014.9スペイン

200814.7ロシア

26.9ブラジル

200926.0トルコ

200625.1イラン

200722.0タイ

200920.0アメリカ

200918.5

200432.6ミャンマー

200931.4南アフリカ

200730.1コロンビア

200730.0メキシコ

200727.5インドネシア

2007

200135.3インド

＊総人口に占める子どもの割合

（総務省資料より，2010年）

表 1 諸外国における子どもの割合

(家庭基礎 p.44，家庭総合 p.48）
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厚生労働省｢保育所関連状況取りまとめ｣,

2010年 

図 6 被保険者の要介護度別認定者数の推移

(家庭基礎 p.54，家庭総合 p.62）

(厚生労働省｢介護保険事業状況報告｣，2008年)

2008年度の要介護認定者数は467万人で，そのうち，第 1号被保険者は452万人

で，前年度に比べて15万人増となっている。また，要介護度別にみると，要介

護度が軽度(要支援 1〜要介護 2 )の認定者が，全体の約60％をしめている。

高齢社会と福祉 消費・環境

(食の安全・安心財団｢外食率と食の外部化率の推移｣，2009年)

図 5 保育所待機児童数および保育所利用率の推移

(家庭総合 p.44）

食生活

図9 食の外部化率と外食率

(家庭基礎 p.86，家庭総合 p.100)

2010年の保育所定員数は2,157,890人で，利用児童

数は2,050,114人である。また，利用する児童の年

齢区分別は，3歳未満が22.8％，3歳以上が41.7%

となっている。

待機児童数は，前年度より891人増え，26,275人と

なり， 3 年連続の増加となっている。

図 8 振り込め詐欺被害件数の推移

(家庭基礎 p.74，家庭総合 p.86）

(警察庁｢振り込め詐欺(恐喝)｣の認知・検挙状況等について，2009年)

振り込め詐欺の被害は，さまざまな対策が講じられたため，減少している。

2010年の被害総額は約82億1,361万円となっているが，事後 ATMから引き出さ

れた約18億7,000万円を加えると，実質的な被害総額は約100億8,800万円となる。

図 7 消費生活相談の年度別総件数の推移

(家庭基礎 p.71，家庭総合 p.83）

(国民生活センター｢消費生活年報｣，2009年)

2009年度に全国の消費生活センターが受け付け，登録された消費生活

相談情報の総件数は，899,433件であった。2004年度以降は減少傾向

にあるものの，登録を開始した1984年からの累計件数は14,447,583件

に達している。



時代を読み解くキーワード

最新記事からピックアップ

ジョブ・カード制度見直し・存続

第 6回ジョブ・カード推進協議会，2010年12月 9 日開催

ジョブ・カード制度とは，フリーターや子育て後の女

性など，おもに正社員経験の少ない人に対する就職支援

制度であるが，2010年10月におこなわれた「事業仕分け

第 3弾」において，事業廃止と判定された。①関連予算

の大半が，すでに雇用関係にある労働者への訓練助成(雇

用型訓練)に投入されており，ジョブ・カードの取得が就

職に結びつく制度になっていない，②ジョブ・カード制

度の普及促進が，求職者のためという本来の目的に沿っ

ておらず，企業に対する助成金の紹介に力点をおいた普

及促進にとどまっている，③関連する助成金との整理が

必要，などが，おもな指摘内容であった。

内閣府｢ジョブ・カード推進協議会｣において，ジョブ・

カード制度の本来の目的に立ち返って見直しがおこなわ

れ，ジョブ・カード制度は2011年度以降も，引き続き実

施されることになった。2011年 4 月からは，職業訓練の

対象者が拡大され，新規学卒者も新たに対象となる。

非出会い系サイト被害が増加

警察庁｢2010年度の出会い系サイト等に起因する事犯の検挙状況について｣,2011年 2 月17日公表

警察庁は，出会い系サイトに起因する事犯の検挙状況

と，コミュニティサイト(出会い系サイトを除く，いわゆ

る非出会い系サイト)に起因する検挙状況を公表した。

それによると，出会い系サイトに起因する事犯の検挙

件数(2010年)は，1,025件(前年比－178件)であったのに

対し，コミュニティサイトを利用して犯罪被害にあった

事犯の検挙件数は，1,541件(前年比＋194件)で，出会い

系から非出会い系へ，被害が移ってきていることがわか

った。出会い系サイト規制法の改正により，2009年2月

から，出会い系サイトは年齢確認が必要となるなど，規

制が強化されていることも影響しているとみられる。

※出会い系サイト…インターネット異性紹介事業をおこなう

サイト。

コミュニティサイト…SNS(ソーシャルネットワーキング

サービス)，プロフィールサイトなど，多人数とコミュニケ

ーションがとれるWEBサイトのうち，出会い系サイトを

除いたもの。

親権停止制度児童虐待防止に向けて導入へ

法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会，2010年12月15日開催

親による子どもの虐待を防ぐため，法制審議会の親権

制度部会が，親権制度の見直しに関する要綱案をとりま

とめた。現行民法では，親権の乱用に関しては，無期限

で親権を喪失する制度しかなく，一度喪失した親権を回

復するのは難しいため，なかなか請求できず，親による

子どもへの虐待行為が繰り返される要因ともなっていた。

今回示された要綱案は，① 2年を超えない範囲で親権

を停止する制度を新設する，②親権停止の申し立ては，

親族，未成年後見人，未成年後見監督人，検察官のほか，

子ども本人にも可能とする，③児童養護施設などの法人

でも未成年後見人となることができる，などの内容をお

もな柱としている。

改正されれば，親権停止にふみきりやすくなるが， 2

年間の親権停止中の，親の改善支援も課題である。

ねんきんネットサービス開始

日本年金機構，2011年 2 月28日開始

インターネットで，いつでも新しい年金記録(加入記

録・未加入期間・未納期間など)を確認することができる

「ねんきんネット」サービスが， 2月28日から始まった。

アクセスキーのない場合は，登録後，約 5日程度でユ

ーザＩＤ・パスワードが届く。2011年 4 月以降に送付さ

れる「ねんきん定期便」に，アクセスキーが記載される

ので，それを使えば，わずか 5分で利用登録が完了し，

ただちに「ねんきんネット」が使えるようになる。

また，2011年秋以降，「年金をもらいながら働き続けた

場合の年金額は」などの情報を確認できるサービスも追

加される予定である。なお，インターネットが利用でき

ない場合は，年金事務所や郵便局などでも確認できる。

共同購入型クーポントラブル多発

国民生活センター，2011年 2 月 9 日発表

インターネットのクーポンサイトで，ほかのユーザー

と共同でクーポン券を購入すれば，通常よりも安い料金

で商品やサービスの提供を受けることができるという，
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「共同購入型クーポンサイト」に関する相談が，2010年10

月ごろから増えてきている。国民生活センターには，

「12,000円のコースが3,000円になるという格安クーポン

券を購入して食事にいったが，量は少なく，広告に出て

いたコース料理の写真とまったく違う内容だった」

「6,000円のコースを2,000円で受けられるエステのクー

ポン券を買ったが，予約が取れず，期限内に使用できそ

うにない」などの相談が寄せられている。

利用期限が決められているクーポン券もあるので，期

限内に使いきれるかをよく考えて慎重に購入すべきであ

る。また，解約や返品に対応してもらえるかどうかなど，

契約時の規定をしっかり確認することが大切である。

こんにゃくゼリー 改善要請

消費者庁，2010年12月28日公表

こんにゃく入りゼリーなどによる窒息事故の再発防止

を図るため，2011年12月22日，「こんにゃく入りゼリー等

の物性・形状等改善に関する研究会報告書」が公表され，

それを受けて消費者庁は，12月28日に事業者 7社や業界

団体などに，改善要請をおこなった。

報告書では，①子どもが吸引する可能性がある一口サ

イズの容器で販売する場合は，弾力性が小さく，破断さ

れやすいものへ改善する，②そしゃくが必要となるよう

な，吸引できない大きさや構造などへ容器を改善する，

③子どもの気を引く型やイラストを避ける，④気管の大

きさ(内径約 1 cm)よりも小さくする，⑤子ども向けの

菓子と誤認されない変更，菓子売場以外での販売，子ど

もの摂食機会低減につながる取り組みについてさらなる

改善を図る，などが具体的に示された。

鳥インフルエンザ大量の鶏が殺処分

農林水産省資料

2010年11月末に，島根県で高病原性鳥インフルエンザ

への感染が疑われる鶏が発見され， 1月から 2月にかけ

て，鹿児島県や宮崎県などで，感染の報告が相次いだ。

鳥インフルエンザは，A型インフルエンザウイルスが

引き起こす鳥の病気で，鳥に感染するA型インフルエン

ザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスという。

鳥インフルエンザウイルスのなかには，高病原性鳥イン

フルエンザウイルスがあり，病原性の強さによって，強

毒タイプと弱毒タイプに分類されている。

なお，感染した鶏の肉や卵を食べて，人が鳥インフル

エンザウイルスに感染することは，世界的に報告されて

いない。鳥インフルエンザウイルスは，加熱すれば感染

性がなくなる。万一，食品中にウイルスがあったとして

も，食品を十分に加熱して食べれば感染の心配はない。

加熱するときは，食品全体が70℃以上になるようにする。

根拠のないうわさで風評被害をもたらすことのないよう

注意したい。また，知らず知らずのうちに，鳥インフル

エンザウイルスを発生現場から他の場所へもち運び，感

染をひろげてしまうおそれもある。鳥インフルエンザの

発生現場を興味本位に見に行くのは慎むようにしたい。

もも肉のロース表示 改善要請

消費者庁，2010年10月 7 日発表

多くの焼肉業者では，メニューに「○○ロース」と表

示しながら，実際にはロースの部位でないランプやそと

ももなどのもも肉が使用されていることがわかった。

そこで消費者庁は，焼肉業者が加盟する団体に対し，

ロース以外の部位の肉を提供する料理に「○○ロース」

などの表示をおこなうことは，一般消費者に対して実際

のものより著しく優良であるとの表示をするものであり，

景品表示法に違反するとして，焼肉業者への周知と，表

示適正化の指導を求めた。今後，改善状況について注視

し，同種の景品表示法に違反する表示が続いていると認

められた場合には，違反事業者に対して厳正に対処する

としている。

トランス脂肪酸指針公表

消費者庁，2011年 2 月21日発表

消費者にとって，脂質に関する情報が食品選択の重要

な指標となりつつあるが，飽和脂肪酸やコレステロール

と異なり，トランス脂肪酸については，表示する際のル

ールが存在しなかった。

そこで，消費者庁は，トランス脂肪酸に関して食品事

業者が情報開示をおこなう際のルールとなる指針を定め，

食品事業者に対し，トランス脂肪酸を含む脂質に関する

情報を自主的に開示する取り組みを要請した。

表示名称は「トランス脂肪酸」とし，栄養表示基準に

おける一般表示事項で定められた，エネルギー，たんぱ

く質，脂質，炭水化物，ナトリウムの次に，飽和脂肪酸，

トランス脂肪酸，コレステロールの順に表示することと

された。食品 100gあたりのトランス脂肪酸の含有量が

0.3g 未満の場合には，0 gと表示してもさしつかえない。

この指針により，トランス脂肪酸に関する情報が，販

売する食品の容器包装，事業者のホームページ，新聞広

告などを通じて，広く開示され，消費者の適切な食品選

択に資するものとなることが期待されている。
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本校は，山梨県南部，静岡県との県境にある身
み

延
のぶ

山の

麓
ふもと

に位置し，近くを甲府盆地の水を集めた富士川が悠々

と流れる，自然豊かな環境にある全日制(普通科・理数科)

高校です。山梨県峡南地域(身延町，南部町，富士川町，

早川町，市川三郷町)は，県内でも過疎化が進んでいます

が，その分，本校に寄せる地域の方々の関心は高く，大

正11年の創立で卒業生も 2万名を超え，多くの方に支え

られています。

昨年の赴任以来，生徒たちに，郷土の食文化や，地産

地消，旬のよさを知ってもらい，それを自分の食事に取

り入れてほしいと願ってきました。そこで，調理実習の

食材は，できる限り県内産の旬のものを使用しました。

アンケートでは，生徒の70％が調理実習に興味，関心が

あると答えています。しかし，外食(コンビニ弁当・購買

弁当を含む)で食事を済ませることが週に 1 回以上ある

と答えた生徒は44％で，週 1 回以上自分で食事をつくる

(弁当や手伝いも含めて)という生徒は半数以下でした。

食品の購入にあたって旬を意識する生徒は21％，居住地

の郷土食を認識している生徒は74％，それを食べる機会

がある・時々あると答えた生徒は59％でしたが，それは

小中学校の給食や，外食も含んでのことです。以上のこ

とから，生徒は食に関心はあるが，消費者レベルとして

の行動には結び付いていないことや，家庭における地域

の食文化伝承は危惧される状況にあり，学校教育で意図

的に学習する必要があることがわかりました。そこで，

地域の食がもつ心を豊かにする力を感じ，食材やそれを

つくってくれる人への感謝の気持ちや食文化伝承の意欲

を高め，食生活の改善につなげたいと，地域の方を招い

ての郷土料理実習を計画しました。昨年は，山梨県「食

育推進ボランティア」活動を利用し，富士川流域の郷土

食で，米かべぇ(米を大事に食いつなぐ)の代表「けえが

らぼうとう(＝すいとん)」を教えていただきました。今

年は，生徒の通学区内にある季節限定の伝統野菜を使っ

た料理を教えていただくことにしました。峡南保健所の

栄養士，管内食生活改善推進員(ヘルスメイト)の方々と

献立を検討し， 2年生 3 クラスの実習を実施，30名のヘ

ルスメイトの方々に，熱心に指導していただきました。

地域には自慢の野菜がたくさんあります。大塚にんじ

んは，八ヶ岳の火山灰が堆積した肥沃で非常にきめ細か

い土壌の，市川三郷町大塚地区で栽培されます。長さは

80cm前後，普通のにんじんに比べ，ビタミン Cが2.5

倍，カロテンが1.5倍，食物繊維が 3倍と栄養価が高く，

濃い鮮紅色で独特の風味と甘みがあります。南部茶は，

県最南端で雨と霧が多く温暖な気候に恵まれた南部町で

栽培されていて，甘くやわらかなうま味と香りが特徴で

す。あけぼの大豆は，身延町曙地区で昔から栽培されて

きました。一粒が 2 cmと大粒で，国産大豆では丹波黒

豆に次ぐサイズです。甘みも強く，熟した豆を炒って黄

な粉にすると，砂糖がいらないほどです。煮豆や豆腐，

門前町身延の湯葉，味噌として加工されます。お正月や

祝い事には地元産のあけぼの大豆からつくった，風味の

よい豆腐を用いた白あえがつくられます。

◎ 大塚にんじん飯

大さじ1
2

3

大さじ2
1

2

小さじ1
1

4

8 cm

2
1

2 カップ

しょうゆ

酒

塩

だしこんぶ

しいたけの戻し汁

2
1

2 カップ

170 g

50g

13g

1
1

2 枚

米

にんじん

ごぼう

干ししいたけ

油揚げ

材 料( 6 人分)

【つくり方】

① 米は洗い，30分くらいおく。しいたけは戻す。

② ごぼうはささがきにして水にさらしてあく抜きする。

③ にんじん，しいたけ，油揚げはせん切りにする。

④ 調味料(しょうゆ・酒・塩)と水としいたけの戻し汁と米を

混ぜ，③とだしこんぶ,ごぼうを上にのせて炊く。

◎ 抹茶ミルクゼリー

材 料( 6 人分)

粉かんてん

水

砂糖

4g
1

2 カップ

90g

抹茶

熱湯

牛乳

15g
1

4 カップ

2 カップ

【つくり方】

① 水に粉かんてんを加えて煮溶かし砂糖を入れて溶かす。

② 抹茶は熱湯で溶かしておく。

③ ①に牛乳を入れて混ぜ，火を消す。②を加えて混ぜ，水に

ぬらした型に流し入れて固める。
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◎ 大豆たっぷりコロッケ

材 料( 6 人分)

ゆで大豆

じゃがいも

豚ひき肉

卵

玉ねぎ

バター

高野豆腐

塩･こしょう

180g

250g

180g

1 個

180g

大さじ 1

15g

少々

衣 
小麦粉

パン粉

溶き卵

揚げ油

キャベツ

にんじん

ミニトマト

ウスターソース

トマトケチャップ

大さじ 3

60g

2 個

適量

300g

30g

18個

大さじ 3

大さじ1
1

2

【つくり方】

① ゆでた大豆をフードカッターでつぶしておく。

② 玉ねぎをみじん切りにして，ひき肉と一緒にバターで炒

めてさましておく。

③ じゃがいもをゆで，熱いうちにつぶし①②とあえる。

④ ③の中に高野豆腐をおろし器でおろして粉にし，塩，こし

ょう，卵を入れよく練っておく。

⑤ 食べやすい大きさにして，小麦粉，卵，パン粉をつけて油

でこんがりと揚げる。

＜生徒の感想＞

・ 地産地消をテーマにした今回の調理実習は，地元の旬

の食材を，地元の人に教わりながら調理したので，ま

さしくおふくろの味だった。地元の旬の食材を新鮮な

うちに食べることができて，とてもすばらしいと思っ

た。身近にこんなにおいしいものがあるとは思ってい

なかった。もっと食に関して関心をもとうと思った。

郷土の食材を大切にして，世代を超えて伝えていきた

い。家でもつくり，家族に喜んでもらった。

・おばあちゃんたちには，レシピには載っていない知恵

がたくさんあって，勉強になった。郷土の食材や自分

のつくった材料を使うと，余計においしく感じるので

はないかと思った。郷土料理のことをもっと知りたい。

・余った溶き卵や小麦粉を使って，ドーナツをつくり，

ご飯を炊くときに入れたこんぶを細かく切ってご飯の

トッピングにするなど，食材を一切無駄にせずに使え

たのがとてもエコで感心した。おばあちゃんたちは料

理もできるし，いろいろ知っていてとても素敵だと思

った。自分は好きなものばかりを食べているけれど，

これからは栄養のことや地産地消のことを考えて自分

で料理して食べるようにしたい。

・食材に何を使うかということを今まで気にしていなか

った。地域の食材に触れる機会はなくて，あんなに長

いにんじんを見たのは初めてだった。郷土の料理を見

直した。とてもおいしかったので，これからの自分の

食にもっと郷土の食材を取り入れていきたいと思った。

・とても楽しかった。地元の食材を使って料理をし，地

域の方と交流できて良かった。家族につくってあげた

いし，これからは地元の食材を使って料理をしたい。

・実習をして，三食きちんと食べようと思った。偏った

食事ではなく，栄養を考えて自分でつくって食べよう

と思った。郷土の食材は，とても自然で素朴な味がし

た。郷土料理はどれも自分たちの住む場所に関係があ

るもので，自分の地域に関心がもてるようになった。

・はじめは身近な食材を使うと聞いて，本当においしく

できるのかと思っていたが，新鮮で素朴な味で自分の

身近にこんなおいしいものがあるのかと思った。地元

で採れる食材はたくさんあると思うので，もっと知り

たい。

・あけぼの大豆や大塚にんじんは，名前は知っているが，

実際に見たことがなかった。地域のことをよく知らな

かった。これからは，地域を見直していきたいと思う。

自分でつくると毎回思うのだが，限られた時間の中で，

家族の分を毎日つくってくれているお母さんはすごい。

郷土料理は誰がいつごろ考えたのか不思議だ。自分も

料理をつくり出してみたい。

＜協力くださったヘルスメイトさんの感想＞

・ 昨年に続いて身延高校に来ました。自分の方から話

しかけてくれてとても安心しました。みんな礼儀正し

く挨拶をしてくれてとてもうれしいです。あれ以来高

校生に親しみを感じます。来年も来たいです。
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表紙写真 伝統野菜を使った

郷土料理実習

山梨県立身延高等学校における，郷土料理実習のようす(p. 14〜15参照)。『大塚にんじん』は，

長さ 80cm前後，濃い鮮紅色で独特の風味と甘みが特徴。

栄養計算できるWEBサイト
2010年日本人の食事摂取基準に対応！

●食品・料理の種類が充実！
日本食品成分表2010収載の1878品目全データ

のほか，市販食品・外食メニュー，生活ハン

ドブック｢つくってみよう！｣，一般料理など

を豊富に収録しています。

●栄養計算をサポートするオリジナル機能
食品の分量を入力するだけで，可食部の重量

は自動計算され(廃棄率の計算不要)，g(正味

重量)を入力する場合は，廃棄率は計算され

ません。グラム以外の単位でも入力可能です。

一人あたりの料理ごとの栄養摂取比率が計算

され，グラフで過不足を確認できます。

●調理手順を参照してレシピがわりに
収録の料理には，材料の分量だけでなく調理

手順も表示され，レシピ集として使えます。

各調理時間と合計時間が表示されるので，授

業時間に合わせて料理を選ぶことができます。

●学習に役立つコーナーも充実！
カロリー換算やリンク集・キーワード解説な

ど,家庭科学習に役立つ情報も収録しています。

郷土料理MAPでは，全国の｢郷土料理｣につ

いて，200点の料理写真を掲載しています。

●生活ハンドブックご採択校にはさらに！
「Myページ」の利用で，オリジナルレシピが

保存でき，授業でそのまま使えるワークシー

トが，ダウンロードできます(七訂版採用校

以降)。

●携帯電話で簡易計算ができます
簡易型として，10種類の栄養計算ができ，カ

ロリーと運動量の消費エネルギーも換算でき

ます。外出先でも，生徒さんでも，気軽に栄

養計算することができます。

※利用料は無料

パソコン韻 http://www.daiichi-g.co.jp/handbook/

携帯電話韻 http://www.daiichi-g.co.jp/handbook/mb/

日本食品標準成分表2010 準拠

料理手順と所要

時間が表示され

ます。

調理にかかる合

計時間が表示さ

れます。

グラム以外の単位でも

分量を入力できます。

スクロールして

全栄養成分を参

照できます。

食品名をクリッ

クすると食品に

関する詳細説明

が表示されます。

グラフ表示で栄養

摂取比率が一目で

確認できます。

食事摂取基準との比較

で過不足を色別表示。

㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇

㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇

▲栄養計算の画面イメージ 画面上：選択した食品ごとの栄養成分表示。

画面下：入力した食品･料理の栄養成分を一人あたりの食事摂取基準と比較。

http://www.daiichi-g.co.jp/handbook/
http://www.daiichi-g.co.jp/handbook/mb/
http://www.daiichi-g.co.jp/
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