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第８回千葉県食育推進県民協議会 会議要旨 

 

１ 日 時 平成２４年５月２４日（木） 午前１０時から１２時 

２ 場 所 千葉商工会議所１２階研修室Ａ 

３ 出席者 （委員）１６名 （県側）３１名 別紙のとおり 

４ 結果概要 

（１）開 会 

永妻農林水産部長及び明石会長からあいさつがあった。 

（２）議 事 

議題１ 第２次食育推進計画の方向（案）について 

 

事務局（健康福祉部健康づくり支援課、教育庁教育振興部学校安全保健課、農林水産

部安全農業推進課）から説明。 

 

明石会長 ３つの分野と運動の展開について骨子素案が示された。時間が押している

ので、１２時をめどに御質問や御意見をお願いしたい。 

 

明石会長 健康づくり支援課の説明の中で、栄養士のタマゴがつくったお弁当コンク

ールで知事賞をとった３つのお弁当を、セブンイレブンで販売したが、１箱何円で売

ったのか？コンビニのお弁当は安くなっている。あれだけいいボリュームがあって、

なんかその辺が、消費として受け入れられるか。 

 

健康づくり支援課 ５００円と記憶しているが、申し訳ありません。正確なところは、

わからなくて。 

 

明石会長 何食売れているか。 

 

健康づくり支援課 一番初めに売り出した「菜の花弁当」というのが約６万食。「あ

さり弁当」というのが５万食。「豚焼き肉弁当」４万食。トータル約１５万食。 

 

明石会長 そういう点から運動を展開していくと、健康づくりというか、県民がわか

りやすいと思う。ありがとうございました。もう１点、教育庁にお聞きしたい、新規

事業で高等学校に焦点を当てている。それは面白いと思う。そこで、千葉県の公立高

校で、給食を提供をしている学校はあるのか、ないのか、ないならば、高校生はどう

いう弁当を食べているのか、昔あった早弁は消えたというが、高校生の食生活ってい

うのは、小中は学校給食があって、かなり千葉県は有名だし、おいしい。高校生はブ
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ラックボックスであり、その辺の実態がわかったら、教えていただきたい。 

 

学校安全保健課 全日制の高等学校については、給食は実施されていない。実施して

いるのは、定時制高校で夜食というが、それからあと特別支援学校においては、すべ

て給食は実施している。 

 

明石会長 高等学校の場合、食堂を持っている高等学校と持っていない高等学校、パ

ンだけを販売している高等学校がある。その辺の実態がわかれば、教えてほしい。 

 

学校安全保健課 立派な食堂が設置されているのは主に私立の学校だと思われる。公

立の高等学校においては、購買のような形で、パンとか、簡単なおにぎり等とかは販

売しているところがあると伺っている。 

 

明石会長 そうすると高校生で、家から弁当を持ってくる高校生は何パーセントくら

いいるのか。 

 

学校安全保健課 割合まではわからない。 

 

イサニ委員 ほとんどみんな買い弁。私のまわりでは、お弁当をつくるのは大変なの

よとか、高校生のお母さんから聞いている。 

 

明石会長 そういうデータをぜひ取っていただきたい。それで高校生の食生活という

のはこのままでいいのだろうか、ということが大事かなと思いました。おっしゃると

おり、弁当は減っていると思う。自分でつくる、中学生の場合は、１日「弁当の日」

を用意しているが、高校生の場合、どれだけ自分で弁当をつくっているのか、それさ

えも衰退したかなという感じがしている。 

 

渡邊委員 わかりやすい計画をつくっていただき、ありがとうございました。１つ質

問と意見ですが、現在、栄養教諭が食育を推進する主たる担当。千葉県は、栄養教諭

の数が確かに増えているが、全国的に栄養職員が栄養教諭に全員移行した県もある。

千葉県はこれだけ食育を一生懸命推進しているのであれば、病気予防という意味で増

員してほしい。栄養職員と栄養教諭では役割が全く違う。小中学校では、栄養教諭が

いない場合は、栄養職員がそれに代わるとなっているが、栄養職員はあくまでも給食

管理が目的の職種である。栄養教諭は、給食管理に加え食育を行うことが職務である。

ですから、ぜひ栄養教諭を増やしていただきたい。そうすれば、食育が小さい時から

充実すると思う。今後の栄養教諭の採用計画を教えていただきたいということが質問
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である。次にお願いであるが、学校における食育は、科目がないので、どの教科でや

るかというと、体育、保健体育が１番目で、次が家庭科。そうすると体育の先生や家

庭科の先生が、食に対してどれくらいの学び、研修があるのかというところがわから

ないし、栄養教諭との知識の差があると、子ども達にやはり教諭の方が影響力がある

ので、食育に混乱を招く。ぜひ、体育や保健体育、あるいは家庭科の先生の食に関す

る研修を充実させていただきたい。その研修が高等学校の先生方にも充実できれば、

かなり高校生に対しての食育が変わってくると思う。なぜなら、高校の家庭科の先生

は、私たちの世代だと、被服を中心に学んでいる方がかなり多い。そうすると、食事

摂取基準や食品成分表等がかなりの頻度で改訂されているが、それらの情報が不足し、

うまく伝達ができていない場合がある。ぜひ、教育委員会で、保健体育、家庭科の先

生の研修の充実をお願いしたいと思う。 

それから、この６次産業であるが、食品成分表でも総菜分野を充実させるという方

向になっており、家庭の中で購入してものを食べている家庭が、いろんな統計を見る

と増えている。実際に自分で手作りすることを推進することも大事だが、現状を見る

と共働きの方が非常に多い。したがって、より良い総菜類を地域の方々につくってい

ただきたいし、そういうものがあるということを発信していくことも大切ではないか

なと思っているので、その辺も含めてお願いしたいと思う。 

 

明石会長 教育庁の方で栄養教諭を８６人に増やしていただき、あと５年間で何人増

やすという計画があるのでしょうか。 

 

学校安全保健課 具体的な数字の計画はないが、最初の３年間は５人、５人、５人と、

当初研究という形で増やしてきたが、栄養教諭を配置したことによる効果、成果とい

うものがいろいろみられたので、積極的に人数を増やして、今現在８６という数にな

ったが、今後については、我々は学校安全保健課だが、人事の方も関わりがあるので、

教職員課とも協議しながら計画的に、はっきり数字は申し上げられなしが増やしてい

く方向で考えている。 

 

平野委員 今の栄養教諭の件で、実態といったら、栄養士を代表される先生もおいで

ですので、しかられるかもしれないが、栄養教諭が増えてきたというのは、学校現場

としてもありがたいことで、昨日も給食の時間に栄養教諭が子ども達と食事をとりな

がら、例えば大きなしゃもじを持ってきて、「これ何か知ってる」とやりながら、い

ろいろ指導をしてくれている。旭の実態でいうならば、私は旭市だが、確か私の記憶

では、1500 食以上つくる給食センターに２人の栄養士さんが配置されていて、そのう

ち１人が栄養教諭である。つまり、栄養教諭は栄養士の数の内数に入っていると、私

は理解しているが、これが外の数になっていくと、ぐっとそういった部分で、栄養教
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諭の活躍も増えていくのではないかなと思う。これはぜひ、お願いだが、栄養教諭を

増やすことに、これからも取り組んでいくとありがたい。余談で大変恐縮だが、今日

は本校１年生から４年生まで遠足。朝、子ども達の前で話をしてからこちらに出てき

たが、お弁当をおうちの人がつくってくれた人と聞いたら、全員が手をあげた。非常

にうれしかった。なぜ今そういうことをお話しするかというと、今年の入学式で、式

辞の中で、これが残念なことだなと思いつつ話をしたのは、保護者、地域の人の代表

者を前に、子ども達に話しかけたのは、朝ご飯をしっかり食べて、学校へ元気に登校

しようねということを、呼びかけた。したがって、今日は朝ご飯を食べてきて、おう

ちの人がつくってくれたお弁当を食べて、これ以上の食育はない。 

 

佐藤技監 学校栄養職員と栄養教諭の関連でコメントをしたい。千葉県の栄養教諭の

数をどんどん増やすかというと、実は難しい部分が多々あるなと思っている、そのう

ちの一つは県と市町村との関係で、もう一つは質の担保の問題だと思っている。今現

在、千葉県の学校栄養職員の過半数ぐらいが県だが、あとは市町村の独自配置がある。

栄養教諭にするに当たって、一定費用は市町村も負担をする、県も負担をする、とい

うかたちで、実は私、市町村の計画づくりにも参加しているが、それだけお金を出し

た価値のある人がいるんですかというのが本質的な市町村の問題。その担保をしつつ

増やしてきて、今８６人というのが、千葉県の現状。大阪府の現状は、私ずっとやっ

てきたので知っているが、学校栄養職員に一生懸命研修をして、いっぺんで栄養教諭

になってもらった。結果として、学校現場とてもよくなっていったかというと、なっ

てもらったけど何が変わったのか感がある。ちゃんと研修をして、ちゃんと経験をし

て、それをフィードバックして、今少しずつ進んでいるので、頑張って進めるが、な

ってもらったのにあの人は何と言われないような人づくりをしつつ、協調してやって

いけるような仕組みづくりを全体計画の中でも位置づけを含めてやっていくという

ことでご理解を。市町村との関係だが、この計画全体が、皆さん聞いていてわかるよ

うに、どこ突っ込んでいいかわからないくらいきれいだが、なんとなく不全感がある

気がする。言葉はきれいでしっかりできているが、実効性がどこまで伴うか、予算的

なものを含めて考えると、今時期的には非常に難しい時期である。地方分権への完全

移行に伴って、県が持っていたものが市町村にいっている。権限も動いている。そう

いう中で、きっちり書き込んでしまっているが、どこまで県が独自にできるか、なか

なか難しい。そのあたりが、皆様方ぜひ、これはどこまでできるの、これは市町村に

やってもらうの、ということを現場でどんどん言っていただきたいと思う。栄養教諭

だけの問題ではなくて、いわゆる計画の話をしたころだが、市町村計画は１６、全国

の中でも少ないです。実は、食育の計画だけではなくて、「健康ちば２１」に関わる

健康増進計画も市町村計画、全都道府県の中で、設立しているのは下から２番目、少

ない。なぜかと考えてみたら、私ども県が頑張りすぎ。あれもやる、これもやると書
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いてしまって、じゃあ私たち何にもやらなくていい感が、市町村の感覚にしてしまっ

ているので、書き込みましたが、ここまでは県が予算でできます、これは方向は示し

ましたが私たちではできませんというところを本音では言えないので、皆様方からも

つついていただいて、この部分は市町村頑張ってね、ということを書いていかないと、

きっとうまくいかないなという思いがある。それを一生懸命書いてしまった結果とし

て、私の関わってきた大阪府と千葉県では、市町村計画がきわめて少ない。県が何も

しないと書くと市町村が書いてくれる。その辺を意識して、コメントをいただきたい。

いろんなことをやると言っている。今学校の話なので、学校で言うと、「ちば ふる

さとの学び」使います。あるいは「いきいきちばっ子」を使いますと言っているが、

初年度に「いきいきちばっ子」配ったら、あとは WEB 上から市町村ごとに出す。配る

予算がないため。「ちば ふるさとの学び」も WEB 上にある。モデル校でやった。で

も、それを全員に配れるお金はない。どこまでやりなさいも決めていない。中学生版

を今度つくるが、一定の予算しかない。ここからは市町村がやってください、例えば、

市町村がサポート企業と一緒になって、あるいは公的機関、医師会や歯科医師会のバ

ックアップを受けて刷ってください、というところまで突っ込んでいかないと、もの

はあるから、皆さんから言っていただければ、そこの具体策を書き込みつつ、市町村

にお願いだったり、教育庁の、学校・地域・家庭連携に企業を巻き込む、これもスタ

ートしているので、個別具体的に、県ができることと市町村ができること、民間に頼

まなくてはいけないことがたくさん出てくるので、そういうところを書けなら書け、

キャッチフレーズにするならしろ、というところを是非いただきたいと思う。 

 

明石会長 菅澤委員、市町村の立場から。１６というのをもっと増やしたいが。 

 

菅澤委員 まさにご指摘のとおりだと思う。私、市町村の首長という立場で、それを

感じているが、県の方で計画にスタートはいろいろ組み込んでくれるが、それが持続

しないというのは、市町村に周知されていない、ということで、予算をどこが所掌し

てどこが具体的に進めるのかという認識が持たれていない、というのが現状。やはり、

行政は予算をもって事業を考えるから、交付金などで裏付けられているといっても、

色はついていないので、そこへ集中しないということになってしまうので、こういう

組織の中で、具体的にこうやってください、市町村にこういう方向に持って行ってく

ださいよ、というふうに具体的に言わないと、事業につながらないということだと思

う。都市と農村の交流を心がけながら、農産物のいい面を引き出して、特産品などで

十分地元で消費しようと、生産者は意欲を持ってつくっていこうという努力をしてお

り、農地・水環境などでは、千葉大学の学生さんにも来ていただいて交流もし、別の

交流では、千葉銀行新人の研修に、収穫など泊まり込みでやっていただくことになり、

方向性をもってきちっとやっていかないと、全く絵に描いた餅になってしまうと懸念
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しているので、県の方も３部あるが、地方財政に効果的に作用、並びに集約できる方

策を指導いただき、事業推進を図る努力をしていただけるといいなと思っている。 

 

明石会長 そのほか何か。 

鈴木委員 お願いという形で聞いていただければと思います。先ほど、高校生のお弁

当の話が出たが、すぐ母親になりうる年齢のお子さん、高校生達が買い弁で、お弁当

とか、お母さんの食事をしないという育ちをしている。その後結婚して、最近のデー

タの中で、赤ちゃんの出生の体重が、私たちの頃昔は、3,000g、3kg であったが、こ

こ数年のデータだと、それを下回った。正しいデータはないが、そういう中で、若い

お母さん達の食生活、やせすぎとか、そういうところが大きな影響を与えているとい

う話を聞いた。ということで、食、よく噛むことや、朝ご飯を食べることとか、目に

見えることが確実に行われること、それから、食べるという行為の中からコミュニケ

ーションであったり、言語の発達であったり、全体的な発達にも大きな影響を与える

ということを考えれば、本当に意識してほしいなと思う。事前の資料の中で、他県の

２次計画を読ませていただいたが、この中で、群馬県と大分県が、妊娠期からの食育

という項目がある。ぜひ千葉県も、健康づくりの項目に入ると思うが、妊娠期からの

というところ、あとは具体的に市や県、どの取組かはまだまだ模索していく価値はあ

るかと思うが、項目としてこれを入れるということをお願いしたいと思う。 

 

明石会長 ありがとうございました。そのほか。 

 

渡邊委員 栄養職員の研修について、佐藤先生の方からお話があった件だが、教育委

員会の方が栄養教諭になる認定講習をやってくださっているし、千葉県の学校栄養職

員、栄養教諭の方々はよく学んでいると思う。栄養教諭として採用していただいた場

合は、皆さんのお役に立てるような大活躍をなさると思う。学校栄養職員は、自己研

鑽はなさっているし、千葉県栄養士会も十分バックアップしている。ですから、ご心

配もわかるが、できましたらそういう方向に（できましたら、全栄養職員を計画的に

栄養教諭にする方向でお願いしたい）。 

 

佐藤技監 市町村の首長さんたちが、「うん」と言えば。 

 

渡邊委員 そうですね。市町村の方にもお願いしたいし、市町村の方に食育推進計画

をたてるときは、私たちも、そこの地域の学校にお勤めしている学校栄養職員、栄養

教諭も全面的にバックアップをすると思う。そこで、ぜひ、市町村の食育推進計画の

策定をお願いしたいと思っている。地元の方でないとわからないことがたくさんある

ので、食育推進計画はやはり地元の栄養士の協力がないとできない。それで、地元の
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栄養職員、栄養教諭に協力を依頼することをお願いしたい。 

それともう一つ、歯のところで、しっかり噛み味わって食べるというところに加え、

ちゃんと歯磨きという言葉も入れて、ブラッシング指導も小さいときから行ってほし

い。高齢期になっても、「８０２０運動」がうまく推進できると思うので、それもお

願いしたいと思う。 

 

遠藤副会長 農林関係で新規で入ってきた、農山漁村コミュティの維持・活性化はと

っても大事だと思う。この間、平塚集落、大山千枚田のあるところ、１１集落に人が

住んでいるのは５００何人。それも６０から７０の高齢者。そうすると、食、食とい

いながら、実際に千葉県の食を供給する、本当の大事なところが弱くなっていく、こ

れを今どれだけみんながこれを食べて支援していくか、そういう仕組みをつくってい

かなければならない。その中に、体験をボランティアでやるのではなくて、やはりそ

れが農業者の収入になるような体験の仕組みをつくっていくということもとても大

事だと思う。ですから、ボランティアというのを、完全に無償ボランティアではなく

て、ボランティアを支える仕組みも、資金をつくる仕組みもつくりながら、同時に、

ボランティアではなくて有償で、農業者が生き続ける、高齢者でも農業をやり続ける

情熱を持てというような、そんな仕組みをこの食育の中でつくっていただきたい。そ

れが、「ちばの食を育む環境づくり」の中で、それが今日聞いていて、農業、福祉、

教育それぞれの部門でがちゃんこかな、と感じているが、それをがちゃんこではなく

て、それを連携・協働でやっていくという仕組みづくりを、「ちばの食を育む環境づ

くり」というところに、きちんと入れたら、すごく動けるのではないかと感じた。 

 

明石会長 その他にごさいますか。各委員の方にお知恵をいただきたいのは、行政用

語で、「周知から実践」は役員用語で、もっと柔らかい言葉に変えていきたいが、知

ってるつもりからなかなか実践できないというのがある。県民運動をどう起こせばい

いか、県が頑張ると市町村が頑張らないから困るかもしれないが、まず動きをつくっ

ていきたいと思っている。私個人は、やはり月間運動、例えば１１月は重点的に千葉

県の食育の月間をつくる、お隣の茨城では、１１月は生涯学習月間。２２０万の県民

が一月の中で、公民館に行ったり、図書館に行ったり、博物館に行ったり、生涯学習

をする人が一月で２００万を超える。ある意味では、食育月間を決めて、３つの領域

の方が、まさにみなさんおっしゃるように、連動しながら、つくったり、消費したり、

販売したり、６次産業を目指すといった、そういう月間をやっていかないと、ちまち

まやっても、大事だけど、運動をつくらないといけないのではと、県民によく知って

いただいて実践、という知恵がありましたらお願いしたい。 

 

大木委員 遠藤さんがおっしゃったが、食育というもので私も勉強させていただいて
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いるが、実際、食をつくる人がいなくなってきている。それをいかに増やすかという

問題があって、この間うちの方で会議をやったが、どうやったら食べる物を作ってく

れる人が増やせるのだろうか、それが一番の問題。うちの方では究極の選択をしなく

てはいけないという問題になっている。若い人が農業をやらない、農業をやる基盤を

つくってやらないと、一生懸命食をやって、食育、食育と言いますけども、自分で地

域でものをつくって食べられる、これが貴重品になってくるのではないかと、この間

の会議で話をしたが、どこも日本国中そういう状態になっていると感じる。そういう

食のもと
．．

、私たちのようなもと
．．

の人たち、少しでも若い人たちを引き込みたいと思い、

活動しているが、若い人たちが１年に１人、２人しか入ってこない。だんだん年が進

んでしまう。そうすると、年をとった方が、俺たちがいるから大丈夫だよと言うが、

その俺らが生産力が低くて、だから若い人たち、生産できる人たちを増やす、これは

市でも問題で、そういう問題をしっかりと考えて、私たちの方では、トウモロコシと

落花生、サツマイモとかやるが、何よりやる人がほしい。これがなかったら、本当に

どうしようもない、と私は思う。食育はすばらしいが、もうちょっとその底辺を考え

てもらいたいと思う。 

 

明石会長 貴重な御意見ありがとうございました。まだまだ議論を進めたいが、時間

のため、この辺で終わりにしたいと思うが。 

 

篠宮委員 一つだけ。 

 

明石会長 はい、どうぞ。 

 

篠宮委員 千葉県医師会の篠宮でございます。医師の立場から、食育を受ける立場を

考えていただけたらと思う。さきほど、ビデオの中で紹介していたように、早寝、早

起き、朝ご飯を実践している子ども達は、学校が楽しいとか、自分にいいところがあ

るとか、家族は自分のことをわかってくれるとか、自尊感情が高い。同じ調査を、先

ほどのは小学校５年生だったが、八日市場、匝瑳市の方で、中学生でやった。小学生

では１０時だったが、中学生では１１時、１１時半に寝ざるを得なかったが、中学生

でも、早寝、早起き、朝ご飯が守られている生徒は、自尊感情が高い。やはり、自分

が大切だと思えない、自分なんていなくてもいいと思っている人に、食事は大切です

よ、家族が自分のことをわかってくれないと思っている人に、運動は大事ですよとい

っても通じない。ですから、やはり、医師の立場から申しますと、人間の体は実にう

まくできている。例えば、原始的な猿は、手はこういう風に向いているが、人間の手

は、親指だけが反対を向いているから、ものをつかむことができる、お箸も持てる、

字も書ける、こういうふうに自分の体のすばらしさを実感するということを、私ども
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一生懸命やっている。千葉県医師会、あるいは NPO 小象の会がやっているが、子ども

達に、この時代にこの日本に生まれたことがどれだけすばらしいかということを実感

していただくということを、私が子ども達にお話すると、子ども達はよくわかってく

れる。そういう基盤を高めたいということを、この施策にいれていただけないだろう

か。専門家の立場からお話しして、体のすばらしさをわかっていただき、それじゃあ

食事が大事だな、と思っていただけないと、というステップが必要かなということだ

け一言。 

 

明石会長 非常に貴重な御意見ありがとうございました。 

 

議題２ 今後のスケジュールについて 

 

明石会長 それでは、次の議題の、今後のスケジュールについて事務局の方からご説

明をお願いいたします。 

 

事務局 策定スケジュールについて説明 

 

明石会長 あと１１月にもう１回会議がある。それで、２次計画を策定していただく。

何か御意見はあるか。ないようなので、以上をもって、終了。時間がなくて十分な議

論ができなかったので、各委員から意見があったら、メールやファックス、手紙で事

務局へ御意見いただければよろしいかと思う。皆さんの御意見を策定の方にいかして

いただきたいと思う。お時間をいただきまして、みなさんありがとうございました。 

 

閉会 

 

司会 閉会 

 


