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第 11 回千葉県食育推進県民協議会 会議要旨 

 

１ 日 時 平成 27 年 3 月 17 日(火) 午後１時 30 分～3 時 30 分 

 

２ 場 所 県庁本庁舎５階大会議室 

 

３ 出席者 県民協議会構成員：15 名 県：44 名  

 

４ 結果概要 

（１）開会 

（２）あいさつ 

   麻生農林水産部長から挨拶 

（３）座長・副座長の選任 

柳谷委員から座長を明石氏、副座長を内山氏との推薦があった。 

他の構成員から異議はなく両氏に決定。 

 

《明石座長の御挨拶》 

・おままごと等のごっこ遊びは、昔お父さん役、お母さん役がいて、料理を   

作ることから始まっていたと思われるが、ここ最近、料理を作らず、    

テーブルを拭き、配膳するという方式に変わっているようだ。 

・晩ご飯は、買って来たものを配膳し、朝ごはんもできあがっていると子ども

たちは料理を作っているところを見ていない。子どもたちに対する影響を 

懸念している。 

・保育所では給食が多く幼稚園では週の半分給食、半分お弁当という所も多い

ようだ。お弁当箱を開けた際、良い匂いがしていたが、最近は匂いがしない

ことが多いという。冷凍食品をチンするだけだと匂いがしないこともあると

聞く。 

・川崎市で今回未成年による重大な事件がおきたが、川崎市では中学校の学校

給食がないとのことである。学校給食の設備等予算に 200 億かかるとのこと

だそうだが、食育における学校給食の役割としてのエビデンスを今後示せれ

ばと思う。 

・高校生から大学生、18 歳～22 歳で食生活が変わる。朝食の欠食等に繋がって
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いる。 

・保健医療大学の渡邊智子先生の情報提供のテーマだが、静岡県では健康寿命

が高いという結果があるようだ。お茶の産地ということが影響しているのか。 

・千葉県食生活改善協議会が協力した「～郷土の食材と料理～ちばのおかず」

を斎藤久子会長から見せていただいた。 

・地方創生の一環として、御宿町、大多喜町などで、地元の「食」」で健康寿命

を 10 年伸ばすような取組はできないか。 

 

（４）議題 

① 第２次千葉県食育推進計画に基づく取組の実施状況について 

② 指標の目標値と現状値について（中間評価） 

③ 第３次千葉県食育推進計画策定スケジュール 

   ①～③については、事務局から資料を用いて説明 

④ 情報提供 

「日本人の長寿を支える『健康な食事』のあり方に関する 

検討会報告書」の概要について 

県立保健医療大学 教授 渡邊智子氏 

⑤ 意見交換 

  概要については、以下のとおり。 

 

《意見交換の概要》 

＜松田氏＞ 

・食事に係る時間的な構成要素について、同じ物を食べていてもだらだら食べ

る子もいる。子どもの食事の観察をしたことがあるが、子どもたちの体格差

がない中で、ある子どもはずっと食べていて、ある子どもはすぐに食べて  

遊びに行く、このような時間的要素について、「日本人の長寿を支える『健康

な食事』のあり方に関する検討会」の中で検討があったか。 

 

＜渡邊氏＞ 

・検討会の中では食事をみんなで一緒に食べることは大切だ、ということにつ

いて検討はあったが、食べる時間の長さについての検討はなかった。 

・食事について、日本の農産物の半分以下しか家庭では使われてない。残り  
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半分は加工用として利用されている。食事の外部化については無視できない。 

 

＜松田氏＞ 

・野菜を食べたくても食べられない人もいる。例えば、60 代～70 代は口腔能が

落ちることによって食べられない。一方、前歯が重なりあっている子どもは

奥歯ですりつぶすことが上手にできないため、繊維性のものが上手に食べら

れない。好き、嫌いだけではない問題もある。 

 

＜明石座長＞ 

学校保健、教育分野ではどうなっているか。 

 

＜植草氏＞ 

・学校教諭も養護教諭と協力して、地域の方を集めた地域ミニ集会や学校保健

学会等で歯科医の先生をお招きし、歯の健康についての話や歯磨き指導、  

また歯に良い食べ物の研修を児童生徒や地域の方、保護者の方へ呼びかけ 

などを実施している。ただ、決められた給食時間内に食べるということもあ

り、子どもたちにはよく噛んで食べることを指導しているが、準備が遅れる

と早食いになってしまうこともあるようだ。 

 

＜渡邊氏＞ 

・検討会において、「歯と口腔内の健康と食事」については特別にお話があり、

そういった文章も盛り込まれている。 

・県内の栄養教諭の比率と今後の見込みについて教えていただきたいのが１点

と、運動会等で給食の時間を十分に確保できないという話も聞くが、給食  

時間の確保について、教育委員会の見解はどうか。 

 

＜学校安全保健課＞ 

・栄養教諭の割合は、千葉県内において人数は多いが、割合では全国的には  

あまり高くない。人数だと全国的には上位だが、割合的には下から数えられ

る。今後、学校栄養職員が栄養教諭を目指して食育に携われるよう、いろい

ろな機会で周知しているところ。 

・食べる時間について、以前から学校現場でも言われている。特に、小学校   
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１年生の給食が始まった時には、学校の決められた時間に対応できず、少し

時間がかかる。この時間については、どの程度の時間が最善なのか、という

のは現段階でなんとも言えない。各学校でも食べる時間を検討しながら、  

子どもにとって、１番いい時間を検討しているので、皆さま方の御意見を  

いただきながら、さらに検討していくことが大切だと思う。 

 

＜植草氏＞ 

・平成 22 年度に栄養教諭となり、職員会議等で先生方に提案しやすくなった。 

・給食時間については、学校の裁量で決められる部分もあり、５分長く給食  

時間を取ってもらったこともある。 

・運動会など学校行事で時間が押すと考えられる場合等は、簡単に配膳できる

献立など工夫したりしている。 

 

＜鈴木氏＞ 

・明石座長のお話にあったとおり、「おままごと」が「家族ごっこ」に変わり、

お父さん役や、お母さん役より犬役や猫役の方が人気になっている。 

・白菜の名前を知らない学生や、子育て中の家庭をなんとかしていかなければ

ならないと感じている。また、子どもの貧困、母子家庭・父子家庭のひとり

親家庭や、虐待やＤＶ、両親の精神的不安定など本当に複雑になっている。

多様な原因による食生活の乱れに懸念を感じる。 

・保育協議会としても細やかな指導をしていくための研修等を実施していきた

いと思っているが、地域の連携として栄養教諭の力を借りることはできるか。 

・栄養教諭が県内でどのような配置をされているのか。どのような地域にいら

っしゃるのか。といった情報をいただけるのか。各ブロックの研修に栄養  

教諭の方をお願いできるのか。 

 

＜学校安全保健課＞ 

・県内の教育事務所は、５つの事務所に分かれている。 

・学校数は地域により差があり、学校数の多い地域に栄養教諭が多く配置され

ている。 

・栄養教諭の研修については、初任者研修と５年経験者研修を行っている。 

・地域の方との連携も積極的に行うことが望ましいが、栄養教諭の負担になり
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過ぎないように取り組むことも必要であると思われる。 

 

＜植草氏＞ 

・私どもは学校安全保健課の御指導をいただきながら、学校、家庭、地域との

連携調整役としての仕事を務めていきたい。 

・そういうお話があれば、私自身はぜひやらせてください、という思い。 

・それぞれの地域の市町村教育委員会に問い合わせていただくことも可能だと

考える。 

   

＜松田氏＞ 

・平成 16～18 年頃、10 箇所程度だが、保育所と幼稚園で４～５歳位の子ども

の食事を観察する機会があった。保育所では充分調理された、前歯をあまり

使う必要がないすり潰した給食、幼稚園では大ぶりのリンゴなどを出してい

るイメージ。押し並べてそういう傾向があると思われるが、幼稚園と保育所

で何か基準等に違いがあるのか。 

 

＜鈴木氏＞ 

・平成 16～18 年頃というとずいぶんと前になってしまう。 

・保育園は、保育所保育指針や今年からスタートする幼保連携型教育・保育  

要領に基づいて保育をする。保育園の中では積極的に小さくするとか、柔ら

かくするとかではなく、手掴みから始まって、自分の口に入れることについ

て、一生懸命考え取り組んでいる。しかし、保育現場は身体のしくみや   

「かむ」ことについては知識不足もあるので、専門の先生方に教えていただ

きたいと思う。 

 

＜明石座長＞ 

・私は専門家ではないが、幼児期の食育コンテストを開催した際、８割が保育

所で２割が幼稚園だった。保育所では給食があるため、栄養士と保育士の  

連携が取れているイメージがあった。幼稚園は 3 年保育で、基本的に給食が

無いのが前提だと思う。ただ、ここ最近の傾向として、幼稚園でも、週２～

３回給食を開始しているイメージがある。私の素人考えでは、保育所は０歳

～５歳まで６年かけて基本的に保育を通じて食生活を大事に考えてきたかな
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と、幼稚園もやっているが、幼稚園の場合はこれまでそれほど関心が    

なかった。これからは３年保育で、お弁当が半分、給食を半分。そして、   

来年度から「認定こども園」で幼保一体にという話だと思う。 

 

＜松田氏＞ 

・先程、奥歯で野菜をすりつぶす話をしたのですが、前歯を使うことを小さい

うちに覚えてほしい。「がぶり」とやるのは、前歯の使い方がわかって、   

一口大に噛みきるということが食生活の第 1 歩として大事だという考えが 

あったため、幼稚園で提供していた大ぶりのリンゴの方が良いのでは、  

と考えていた。 

 

＜鈴木氏＞ 

・おっしゃっていただいたとおり、現場ではとにかく、まず、食べさせるとい

うことに重きを置いていたが、食育の観点から間違った解釈もあり、食べさ

せるということだけでなく、前歯のことや、消化のことなど、食育に関して

学ばないといけないこともあるので、研修をたくさん行わなければならない

と考えている。また、いろいろと御指導いただきたいと思う。 

 

＜岡村氏＞ 

・当社はちば食育サポート企業として、工場見学や親子料理教室などを実施し、

楽しんでもらっている。料理を作る、見る機会が減ったとのことだが、是非、

親子での体験してもらいたい。 

「２」Ⅱ「生涯にわたり、心も体も健康な生活を送れる児童生徒の育成」に

ついて、親子での作業という部分で入れていただいてはどうかと考える。 

 

＜柳谷氏＞ 

・先程、安全農業推進課と健康づくり支援課からイベント等の情報について  

説明があったが、実施する直前ではなく、年度の始まりなどに情報提供して

欲しい。そうすると、ちば食育サポート企業としてもスケジュール化し、  

参加しやすいと思う。また、食育に関する意識がより活性化できると思う。 

・先程、栄養教諭の配置増の話は何年か前からがあったが、栄養教諭が少ない

から、また一方では学校参加型食育体験プログラムについてサポート企業と
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して協力したいが、なかなか学校からの要請が来ないという状況があったと

思う。現状は、栄養士が増えているにもかかわらず、学校参加型食育体験プ

ログラムの要請増にはつながってないように思われる。 

・先程、栄養士がやることがいっぱいあり、忙しいというお話と校長先生のリ

ーダーシップというお話があったが、我々も食育プログラムのリストをただ

出して終わり、ということにしたくないので、食育プログラムに参加してい

ただくシステムを組み立てていただきたい。また、栄養士の配置増と   

サポート企業との連携のあり方をうまくミックスできるよう依頼したい。 

 

＜明石座長＞ 

・私からもお願いしたい。私自身、ちば食育サポート企業がこんなにあるとは

知らなかった。校長先生でも知らない方も多いのでは。校長研修会で是非  

知らせていただきたい。 

・柳谷氏のおっしゃるとおり、学校では１年間の行事日程を全部決めるので、

年間予定を出したうえで、県としても「食育推進県民協議会」の意見を受け、

関係の部と課の連携をお願いしたい。 

 

＜学校安全保健課＞ 

・食に関する指導の「全体計画」をすべての学校に作るお願いをしているが、

学校の教育活動の中で食育を位置付け、授業の中でどういう取組をするのか、

企業と連携した取組も是非考えてほしいと、学校の方へもお願いしていると

ころ。 

・御意見のとおりだと思うので、学校でも具体的な位置づけができるように  

周知していきたい。 

 

＜吉田氏＞ 

・ちば食育ボランティアが年々減少しているとのことだが、県のホームページ

をみると、団体以外にも個人での登録があるが、特に個人の方にとって、  

資格や条件についてハードルが高いような印象を受けた。 

・個人でボランティア登録する場合、実際にどういった活動をされているか、

などの具体例が掲載されていると登録がしやすいのでは、と思った。 

・年々登録数は減っているが、活動回数は増えているとお聞きしたが、具体例
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があることでボランティア登録数も増加するのでは、と思った。 

・観光業をやっている視点から、千葉は山あり、海ありで、「グリーン・ブルー

ツーリズム」はニーズがある。観光という観点からも、漁業体験、収穫体験

を通した食育を取り入れてみてはどうでしょう。 

・県のホームページ「教えてちばの恵み」のサイトについて、今回の資料で   

初めて知った。ちばのお菓子やレシピ紹介など良い物がたくさん掲載されて

いるので、フェイスブックに料理をアップされている主婦の方たち、お母さ

ん方にも、もっとアピールすると取り入れやすいのではと思う。 

・次世代の啓発について、科学的根拠及びデータはないが、妊娠時に食べてい

たものが生まれてきた子どもの好きな物にも影響しているのでは、と思うこ

とがある。 

・２０代の女性について、朝食を抜いたり、ダイエットをしたり、すごく食生

活が乱れてくると思う。頭ではわかっていても行動に移すのが難しいと思う。 

・女性が結婚した時、共働きで忙しく働いている時は食生活も乱れていると  

思うが、妊娠した時は、食生活にも気をつける時期でもあると思う。 

・「母親学級」など、妊産婦を対象にする食育の啓発活動を産院などでも実施し

てはどうでしょうか。大人への食育では食の好みを変えることは難しいと 

思う。妊娠時にファーストフードばかり食べていたお母さんだったら、   

子どももファーストフード好きになってしまうのでは、と懸念している。 

 

＜明石座長＞ 

・小児科の先生と産婦人科の先生とチームを作っていただき、検討課題として

は非常に大事な視点だと思う。 

 

＜渡邊氏＞ 

・妊婦・授乳婦向けには、地域の保健所が市町村と連携して啓発している。 

・保健医療大学の「千葉県の健康づくり」という授業でも学科の枠を超えて  

チームを作り、リーフレットを学生とともにいくつか作っている。昨年の  

課題が妊婦・授乳期のためのリーフレット作成だった。それも健康づくり  

支援課に見ていただいている。おっしゃるとおり、確かに大事な時期なので、

私達も学生には話している。 

・将来お母さんになる可能性のある大学生たちに、特に食事に気をつけるよう
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に話している。 

・「食育推進計画」、「健康増進計画」について、まだ作成されてない地域につい

ては、その地域の行政の管理栄養士、学校の管理栄養士、栄養士、栄養教諭

にもお声かけしていただくと、その地域の実態を１番よく知っていると思う。

場を提供していただければ、そういった方が協力していただけると思う。も

し、人数が足りないようであれば、千葉県栄養士会にもお声かけしていただ

ければ、何か力になれるのでは、と思う。やはり、計画がないと困るのでは

ないかと思う。 

・先程、幼稚園と保育園のお話があったが、千葉県の市町村研修所で保育園の

保育士に向けた研修が年１回ある。そこで私も食育の講義をさせていただい

ているので、保育士の方にも届くようになっていると思う。 

・厚生労働省の管轄下に保育園があり食事も保育の一環。食事の基準はしっか

り決まっている。幼稚園は、文科省が管轄であり法令上、給食を行う必要が

ないので、その辺はゆるやか。ある幼稚園では、園長先生のお考えで牛乳は

出さないとか、専門家からみると工夫されたらどうかと考えられる献立の 

ところもあった。先ほど、食品摂取基準の話をしたが、大人については、   

食事摂取基準のための研究が人を対象に行うことができる。食べたものの 

調査、便や尿の分析、血液検査とか。子どもについては、そういった研究が

できないので、子どもの基準は大人の基準を基に体重や年齢等を勘案して 

決めている。特に、子どもについての基準は、国ではこう定めていますが、

子どもたちの実態をみて考えましょうという文章が書いてある。そこで、  

小中学校の栄養教諭・栄養職員の先生や保育園・幼稚園の栄養士、管理栄養

士はそういったところも考えて献立作成をしている。また、実際、こどもた

ちが食べる場面でも、こどもの実態に応じて配慮をしていると思う。そのあ

たりについて、実際には、各学校で違っているので栄養士、管理栄養士に  

聞いていただけると、「私はこういった意図でこういう献立を立てて、子ども

たちはこういう状況です。」というのをお話していただけると思う。 

 

＜長谷川氏＞ 

・千葉県栄養士会では、「栄養士会雑誌」を年３回発行している。「第２次食育

推進計画」が平成 24 年度にできた際、この中で計画を掲載し、周知した。そ

の他、いろいろな地区で健康づくりの催しがある時に食育のパネルを 6 枚作
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って周知を図っている。 

・平成 4 年の 7 月から毎週日曜日の千葉日報に「現代食事考」を連載している。

その中で学校給食の意義や食育月間の際には千葉県の食育推進計画を踏まえ

た学校給食での取組などについても触れたりしている。 

・先程、親子料理教室の話が出たが、千葉県栄養士会として「食育健康料理教

室」を行っている。1 つが「健康」をテーマに生活習慣病と日常について、

もう 1 つが「食育」という観点から実施。平成 26 年度から「ちば県民保健予

防財団」から助成を受けて、昨年度より５割増しくらいの県内 18 会場で実施

し、延べ 400 名位に参加していただいた。 

・「親子料理教室」としては県内 5 箇所で実施したが、先ほど「親子が一緒にな

って調理をすることの楽しさ」等のお話があったが、これからも「親子料理

教室」、「現代食事考」を含め実施していく方針。 

 

＜森氏＞ 

・小学校校長会としては、健康安全対策部会の一員として活動していた。 

・学校では、食物アレルギーへの対応などを県の校長会として進めてきた。 

・給食をいかにおいしく、子どもたちが残さず食べられるかということ、食生

活に関しては、朝食の欠食や家族で食事を共にできないことなど、食に関す

る問題はいろいろあるが、今後、保護者にも給食の献立や、給食試食会の  

開催、お弁当の日などで啓蒙していきたい。 

・たまたま私どもの学校では、近く田んぼを借りて米づくりをしている。田ん

ぼで取れたお米を各学年でおにぎりにしたり、太巻き寿司にしたりしている。

子どもたちは自分たちが育てたお米を使って、各学年でそれぞれどのような

料理をしようかと考えている。子どもたちは、自分たちが育てた米が、自分

たちの口に入るということを、すごく幸せに感じているようだ。 

・すべての学校でこういったことができるわけではないとは思うが、各地域の

特徴を活かしていければ可能なのかと考えている。 

・県の「お弁当コンクール」に親子で作った「お弁当」を応募するなど、先ほ

どお話にあった、親子で料理をする時間が少しでも増えているのかなと感じ

ている。 

・小学校では食育について、各学校でどういう取組をやっていくのか計画し、

年間を通して実施している。さらに頑張っていきたい。 
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＜明石座長＞ 

・１点目。渡邊先生にも御発言いただいたが、「食育推進計画」の未作成の市町

村、特に町レベルでは人材不足もあると思われるので、県として、どうやっ

てサポートしていくか。県のサポートを是非お願いしたい。今後 2 年間に、

どこまで達成出来るかを念頭においてほしい。 

・２点目。農林水産省、文部科学省、環境省では「農山漁村体験」について、

補助金を出していると聞く。75 歳を超えるとなかなか子どもの面倒をみるの

は大変だと聞く。そういうデータもある。「グリーン・ブルーツーリズム」に

ついて、吉田氏からの御発言もあったが、食育ボランティアを含めて周辺の

人材確保や、やりたいけれどなかなかできないというシニア層の意見も 聞

くので、その辺りを踏まえて、県としても協力体制づくりを考えていただき

たい。 

・３点目。2020 年のオリンピック、パラリンピックを見据えて、食のおもてな

しや、食生活改善協議会の良い資料もたくさんあるので、これをもう少し  

外国人向けにアレンジしてはどうかと思う。また、栄養士養成課程を持つ  

県内の大学の知恵を借りながら、この食生活改善協議会が作られた「ちばの

おかず」をアレンジして、５年後のオリンピック・パラリンピックで「食」

からおもてなしをするということを考えてほしい。 

・8 月にアジア大会が中国で行われる。成田ではアメリカが合宿を行うという、

ベルギーは千葉市で合宿を行うと聞いている。キャンプというのは長いので、

食生活が大事。例えば、日韓ワールドカップの時、ブラジルは決勝まで残っ

たが、食材はブラジルから持込み、調理は日本のシェフに任せたと聞く。 

・日本の「和食」を千葉の食材で提供していくこと、オリンピック・パラリン

ピックを視野に入れながら、この食生活を考えていくことも大事だと思って

いる。 

 

＜斎藤氏＞ 

・今年の 9 月 8～10 日に「全国食生活改善推進員協議会理事会・全国食生活   

改善推進員リーダー中央研修会・平成 27 年度全国食生活改善大会・第 46 回  

全国食生活改善推進員協議会大会」が千葉県で行われる。千葉の食材、千葉

県の良い所、おいしいものをたくさん知って欲しいと思っている。 


