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第９回千葉県食育推進県民協議会会議要旨 

 

１ 日 時 平成２４年１１月１２日（月）午後２時から４時 

２ 場 所 千葉商工会議所１２階研修室 A 

３ 出席者 委員１７名、県側２５名 

４ 結果概要 

（１） 開 会 

   渡辺農林水産部次長及び明石会長からあいさつがあった。 

（２）議 事 

議事１ 第２次食育推進計画（案）について 

議事２ 重点施策について 

 

事務局（議事１について安全農業推進課から、議事２について、健康づくり支援課、

学校安全保健課及び安全農業推進課）から説明。 

 

明石会長： 健康福祉のほうで千葉県の人々がお米を食べても野菜を食べない

というのがありました。ポーラ化粧品の女性の美肌の調査があり、一位が島

根県でしたが、ちばの野菜をたくさん食べると健康で肌もきれいになるとい

うようなことはありますか。 
健康づくり支援課： 

     先生がおっしゃたように、（「千葉の野菜をいっぱい食べよう」と働きかける

と同時に）、何かプラスアルファを提案できるような調査結果などがあれば企

業の方などと調べまして、検討していければと思います。 
明石会長：１１月は千葉の野菜がいいとわかったのですけども、例えば山形で

は１１月１日は里芋でいも煮会、四国の愛媛もやっています。北海道は鮭の

鍋、石狩鍋があります。千葉は何か鍋はあるんですか。 
健康づくり支援課： 

千葉県のセールスになるような食材とか、料理を考えたいというお話はしてい

るところです。例えば｢グー・パー食事実践ガイドブック｣の中でも、千葉県産

の野菜を使ったレシピ集を入れてPRして行こうというようなお話が出ており、

ぜひ実現させたいというふうに考えております。 
明石会長： 渡辺先生、千葉はなんとか鍋とかありますか。 
渡辺委員： 農林水産部の会議に出ていても、あまりにもいろんな物がよくと

れすぎて、何を前面に出したらいいのかよくわからないという話が出ています。 
うちの大学は千葉県の健康づくりという授業があって、４年生になると必修で

ゼミをうけているのですが、その時に県の方がいらしていろんな話をしますし、

私もさせていただくのですが、まず「ちば型食生活」自体を知っている学生は

入学した時はおりません。入学の時に一年生は聞くのですが、習う時になって

今まで知らなかったと言いますし、県から来た方が千葉県の農業がこんなに国
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内でも農産物が二位とか三位とかお魚もお肉もこうなのですよと話をしても、

学生はただただ初めて知ったということがほとんどです。ですから、すごく

PR がうまくいってない事を実感しているのと、なんでもとれるという事は、

鮮度もいいし、色彩も綺麗だし、味も香りも良いということだから、日本で、

もしかしたら一番おいしい野菜をたくさん食べられる県かもしれないですよ

ね。そんなことを PR して季節ごとに具体的にこのお肉とこの野菜、そういう

事を提案して、千葉の四季折々の鍋みたいな感じで PR していくのがいいので

はないですか。 
長谷川委員： 千葉県栄養士会ですが、食育健康料理教室ということで、県内

10 ヵ所で、1 会場 20 名から 30 名ぐらいを対象、親子や主婦の生活習慣病を

中心とした移動教室をやっていますが、昨年から一日 350 グラムの野菜を摂

って、バランスのいい食事を摂る、“ちばの野菜で元気もりもり”をテーマに

やっています。 
明石会長： 350 グラムというのはどの程度でしょうか。 
長谷川委員： 350 グラムは、カレーを食べるお皿でちょっと山になるくらいの

量です。毎食、野菜の料理を１つか２つぐらいを入れようという感じです。あ

と安全農業推進課の課長さんに教えていただきたいのですが、今まで“ちさん

ちしょう”が千産千消と書いていたんですけれども、今回、地産地消になって

いて、先ほど、せんさんせんしょうと前は言ってましたけれどもという話だっ

たのですが、今はそういう言い方はしてないのですか？ 
安全農業推進課： 

     地産地消の関係のご質問ですが、千葉県の千の字をあてて、千産千消という

造語を作り進めていましたが、これ自体を否定するものではありません。ただ、

各市町村の皆様にも計画を作って頂き、その市町村の中でも地産地消をすすめ

るという考え方がございますので、そこにせんさんせんしょうと言ってしまう

と少し複雑になりますから、純粋に地産地消という言葉を今回入れさせて頂い

たということで御理解をお願いできればと思います。 
明石会長： あとは他に何かございますか。 
柳谷委員： ここのところに書かれている具体的な施策の内容というのは、た

だ左側の施策で終わってしまうのではないかという気がします。具体的に指標

を達成していくために、具体的に書かれている施策の内容の各項目の指標が出

ているのでしょうか。例えば野菜たっぷりメニューで環境整備を支援するとか、

推進するとか、いろいろありますが、具体的に整備をするとはどういうことな

のか。支援するとはどういうことなのか。次の具体的な行動として数値化する

とか評価されないと、なかなか左側の指標に達成できない、数字でうたってい

けないのではないか、という気がするのです。 
例えばボランティア活動を 1800 件年間やっていくとかだと、わかりやすい話

だと思う。 
安全農業推進課： 
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     ②の資料をご覧いただきますと、カラーで印刷してある赤の数字については、

アウトカム指標を念頭において設定をさせていただいております。ブルーの指

標はアウトプットです。視点としては、できるだけアウトカムの指標設定に努

めて、しかも指標が勝手に独り歩きするものではなく、施策と連動させるよう

に努めてまいりました。 
     支援する、整備する、推進するなど、本当にそういうふうになるのかと、そ

れをやって指標が達成されるのかというようなご質問でございましたが、ただ

いま予算要求中でございまして、一番右の施策内容は、予算事業を一応念頭に

おいて書き込みをしております。これがぴったり予算事業だというものではあ

りませんが、予定通り予算がとれる場合と県の財政が非常に厳しくて、なかな

かこちらの考え通りとれないような場合も出てまいります。そんなことで、若

干書き込みがファジーになっているところは否めないと思っていますが、今回

は①の資料で方向性を示させていただき、これを絵に描いた餅にしない為に、

具体的な施策はこういう方向いうことを説明させていただきました。 
衛生研究所技監： 

     柳谷委員が言われるのは、もっともでございます。県の施策でどこまででき

るか、具体的にどのくらいのアウトプットの事業を年次計画としてどうしよう

という、腹案がありつつ予算要求している事は確かです。それが県で出来る事

もあるんですが、どんどん市町村にいろいろな予算がいっている事もあって、

今回の重点に市町村計画があるというのがもう一つそこにあります。この３部

局の細かく分けて具体目標をあげ過ぎていない事のひとつには、一次計画では

あまり計画を立ててもらえなかった市町村計画ですが、立ててもらえるように

なって、より具体的な取組みをしてもらえるように、市町村でできる事はどん

どん情報提供していきながら、県費ではできないですが市町村費でできること

はアドバイスしながら、ということも視野にはございます。２次計画としては、

ここまでの書き込み、年々の協議会ではより具体的に、との整理と御理解くだ

さい。 
岡村委員： もっと前に聞けば良かったんでしょうけど、朝食を欠食する県民

の割合を調査する時は、要は朝食だったら、菓子パンをぽんとあげれば朝食に

なるのか、どのような調査なのか。 
健康づくり支援課： 

      県民健康・栄養調査という調査がございまして、朝食の欠食というのは定

義がございまして、欠食とは 
① 菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合 
② 錠剤などの栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合 
③ 食事をしなかった場合 

この三つの場合に欠食という事であると視野に入れて集計しております。 
岡村委員： 食パンは、菓子ではないので、構わないという事ですか？ 
健康づくり支援課： メロンパンは菓子になりますが、食パンは違う。また調
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理パンも違うところです。 
岡村委員： 朝食は非常に大切ですが、朝食の欠食というのは結構ありますが、

実際に必要なのは家庭で食べさせるということではないでしょうか。千葉県だ

けではなく日本で、子供から“おふくろの味”がなくなったらしいですよね。

そこで、お母さんの味をもっと大切にしていかなくちゃいけないんじゃないか

という事を思っているんです。パンをあげるだけも朝食なのか、そのへんをも

っと考える必要があるんじゃないかと思いますが。 
健康づくり支援課： 

     おっしゃる通りです。今回に関しましても共働きのご家庭が多いなかで、あ

まりにもお母様方にハードルの高いことを要求する事をしては、結果的に食事

の事に対して前向きな姿勢がなくなってしまうのではないか。まず、やれると

ころからやっていただきたいというところを念頭におきまして、先程も健康福

祉部の施策としましては、その人の今の食生活の一歩、ワンステップが無理で

あれば、０．１ステップでも確実に実践していただき、前向きに食習慣を改善

していくような働きかけをする、情報を提供する。というようなところを環境

の整備と捉えて提案をしていきたいと考えております。 
岡村委員： 決して文句をいう訳ではではないのですけど、今のお母様方って

学校の行事とか塾とかは出るんですよ、忙しくてもね。でも食べる事にそんな

に重きを置かないというかね、そういう事が教育よりもっと、勉強より大事な

んですよという事を知らしめる運動をしないと、これがなかなか家庭内の食事

というか、そこらへんのハードルが高いのではないかという気がします。 
学校安全保健課： 

     今、先生がおっしゃったように朝食という部分で、親が忙しくて、朝食を食

べずに学校に来るという子供達が確かに策定時に比べましたら減っておると

いうことですが。習慣化という部分のご指摘ですが、こちらは生涯学習課で家

庭教育支援をしております。家庭教育というのは、小さい子供達に小さい時か

らそういう習慣をつけるため、3 歳 4 歳 5 歳ぐらいのお子さんをお持ちの保護

者に、必ず朝食は摂りましょうという素地を作る努力をしています。 
衛生研究所技監： 

     今回の健康福祉部の①番の次世代の 1 の妊産婦に対するアプローチというの

が、実は重点としてあげたいと思っているところです。いわゆる妊産婦の検診、

そして市町村におけるパパママ学級を含めての教室というのは、各参加率が高

いので、そこできちっとした食育の時間を持っていこうというのは、施策とし

て一番のスタートかなと議論をして、ここに記載されております。それが市町

村事業であるがためにあまり県で言えないので、頑張ってくださいねという、

メッセージを主に出して行こうという事でございます。 
それ以降の幼稚園、保育園での施策等では、さらにこうやって作ったら比較的

簡単な朝食だよねと実践していただけるような提案をしていきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。 
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西牟田委員： 千葉県医師会でございます。大変良いご質問で、食育の問題で

すから、食事の内容の問題、摂取量の問題、そして、どのように摂取するかと

いう問題もあります。それを各ライフステージにおいて、指標を示す必要があ

ります。例えば塩分摂取の問題ですが、参考資料の中には塩分の問題を、減塩

1 グラムを含めて扱ってらっしゃるのが、この計画案の中では、塩分の問題が

触れられていません。 
健康づくり支援課： 

      減塩の展開についてですが、今回私達の考えとしては、減塩ということに

なりますと、まず農林水産部と教育庁と 3 局で一緒になって何か取り組んでい

けるかというところを中心に考えたところ、野菜の摂取量についてみんなで取

り組めるのではないかと考えております。 
      先生のおっしゃっていただいた減塩の取組と言うのも、もう何十年という

ことで市町村での妊産婦等への取組みとして県も支援してきたところです。今

回、取組み事例にも載せさせていただいたのは、海匝地域で減塩一日１グラム

運動ということで、どうしても循環器疾患等の死亡率が高いというところを企

業と関係団体等が中心になって、佐藤先生等の研究等も一緒になって建国福祉

センター、関係団体が連携して取り組んだ特徴的な事例となっておりますので、

参考資料に掲載させていただきました。 
能城委員： そんな高尚な質問ではないのですが、Ⅲの千葉の豊かな農林水産

業の振興による食育の推進の赤い目標ですが、｢千葉県産農林水産物｣を購入し

たいと思う県民の割合の増加というのは、ちょっとおかしいのではないか。購

入したい人を増やすというのは、購入したくない人がいるととられてしまう。

外に向かって、県民以外に向かって言うのなら別ですが。生産者側から言えば、

県が、農林水産物を購入する県民を増やすほうがいいのではないか。 
安全農業推進課： 

     貴重なご意見ありがとうございました。目指すところは、同じでありまして、

よく相談させていただきたいと思います。ありがとうございます。 
平野委員： 今日は学校の代表ということで参加させていただきましたので、

少しお話をさせていただきたいと思います。今回の資料を繰り返し読ませてい

ただいて、学校の果たす役割はすごく重いなと正直感じたところではあります。

また学校かと正直思いました。先生方にも読ませていただいて、やっぱり学校

ねって、なんでも学校ねっていうのは、先生方も正直思っております。ただ仕

方ないなとも思いました。というのは今の親の世代を育てたのも我々であるわ

けです。もちろんその時も学校給食があって、美味しい給食を食べながら育っ

ていって、今の子育ての年齢に達して、ところが欠食児童も残念ながらおりま

すし、そういう子供達のために保健室や職員室ではおにぎりが用意されていた

りとか、そういうふうな工夫もしているわけですけれども。そういう中で、や

っぱり学校給食の果たす役割の重さ。前回も申し上げたのですが、ぜひ教育委

員会、教育庁の関係では栄養職員を増やすのは大いに結構ですし、もっともっ
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と増やして欲しいのですが、だからと言って栄養士の数も増えて欲しいと。つ

まり栄養士が栄養教諭になっただけで、全体の枠は大きく変わってないんです

よね。これはやっぱり物の言い方だと思うんです。栄養職員が増えました、で

も栄養にかかわる全体の職員の数はさほど増えていません。というのが現状な

んです。そういう足元を固める事からスタートすべきではないかと思います。

特に旭で栄養職員、栄養士、という立場で、食育をなさっているみなさんは本

当によくやってくださっている事実もございますし。さっき地産地消の話もあ

ったし、今日の給食の献立表を持って来たんですが、19 日に千産千消デーと

いうのがあって、こういう食材で給食を作っていますと、きちっと出ているん

ですね。そしてその裏には放射能の関係で、こういう場所のこういう物を使っ

てますよというようなところまで出ているわけです。そういう中ではそういう

果たす役割が大きくなれば大きくなっただけの予算を取っていただいて、やは

り人を増やしていただけたらと思うところではあります。それから食育ボラン

ティアの方、さっき 5,319 人いて、延べの回数が千何百回とあって、うちの学

校に去年何回来てもらっていたか考えたら 3 回か 4 回来て、その時の資料を持

って来ていますけれども、ということはうちの学校の果たす役割はすごく大き

いなと全体の中では感じたところです。もちろんお米も作っていますし、もち

米も作って餅をつくわけなんですが、それをみんなで地域の人も一緒になって

美味しく食すということもいますが、なんでも学校というところに不満がいく

のではなくて、なんでも学校が関わらなくちゃいけないんだからこそ、予算を

充当していただきたいと申し上げたい。最後に大変恐縮ですが、先程の｢いき

いきちばっ子｣学習ノートの件、本校でもダウンロードして使っているのです

が、ダウンロードして学校の輪転機はモノクロです。県で準備してくださった

カラー刷りの、もっと綺麗な物で、子供達に提供する事ができないんですね。

もちろん市にはお金はありませんし、そういう点では子供を育てなくちゃいけ

ないようなところでは、やっぱりそういう部分では、きちっと予算をあててい

ただくと大変ありがたいなと思います。大変、失礼な言い方をして申し訳ない

のですが、そういうことを感じながら、メモをとり資料を見させていただきま

した。 
溝口委員： 歯科からですが、欠食ということを取り上げられましたが、食事

に関してよく噛んでということを付け加えていただきたいと思います。幼児期

におきまして、良く噛むということは、顎の発達に影響しますし、成人になり

ましてからは噛むということが成人病予防に非常に大きな影響を与えます。野

菜の摂取量を増やすことは必然的に噛む回数が増えるということで、非常に良

いと思いますが、噛むということを入れていただきたいと思います。 
学校安全保健課： 

 先生、ありがとうございます。今の先生から御指摘の噛むということが大事

だということを私も認識しております。教育の分野で 3 つ項目がありまして、

3 番の食育を通じた健康状態の改善等の推進の①生活習慣・食習慣の改善等の
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推進のⅱ学校歯科保健活動における食育の推進という項目で、ここで先生のお

っしゃったことを謳ってございます。特に、繰り返し良く噛むということです

が、虫歯では物は噛めません。口腔衛生の重点としていきたいと思います。 
明石会長： 以前に歯科の先生から提案がありました、30 回噛めとおっしゃっ

ていましたね。そういうふうに数字を入れたほうがなお良いですね。もっとよ

くわかりますね。 
溝口委員： はい。そうですね。30 回噛んで下さい。 
菅澤委員： 皆さんのお話を聞いていて、もっともな事で、給食一つとっても、

学校給食会で単価を決めてあって、それを材料として、いくら以内に作ろうと

栄養士さんが考えてやっておりまして、大変なことなんです。それでその地域

の特徴のある農産物をとり入れようとすると、予算に合わなくなってしまう。

特産の多古米を使っておりますが、大変です。高校生が朝ごはんを食べて来な

いという状況もあり、朝パンをかじりながら部活に臨んで、昼もあまり食べて

ない。昼も食べられない子供達がいるので、とりあえずパンの販売はやってお

りますが、ちょっとバランスが良くないかと思います。 
それから、良い農産物がいっぱいあるんですが、やはりうまく PR できない

せいか、消費が伸びない。地元でも消費する努力は必要だと思っております。

野菜の摂取という問題については、PR の効果は大きいと思いますので、そこ

のところをうまくやっていきたいと思います。 
また、千葉県下でも多古町では、相当の数量を集乳して、各メーカーに納め

ているところですが、加工乳がほとんどない、生乳で移動していると。牛乳会

社も大きいものがありますので、これを利用して何か地域の特徴のある、例え

ばヨーグルトを作るなど交渉しておりますが、地元では消費されないという現

実があると思いながら、みなさんの話を聞いておりました。 
明石会長： 私も事務方に申し上げたのは、学校給食会で千葉県以外の中国系

の食材が何割占めるのか、そういうことを押さえておかないと地産地消とは言

っても、価格の問題で食べたくてもできなくなっている問題があるなと。前回

の一次策定の時にやはり高校生の朝ごはんの問題を考え、例えば私立高校は

53 校、県立は 120 数校ありますね、学校で学校食堂を持っていないところで

は、大抵はパンなど販売するところがある。その比率も出してくれて、結構そ

ういう施設がないのか。中学校までは学校給食はしっかりしていますけれども、

高校というのは案外ウィークポイントだと思います。そういうところも含めて

検討していただきたいと思います。 
綾部委員： 食育ボランティアとして参加をしたことで感じましたことを一言

伺いさせて頂きたいと思います。11 月 5 日の日に郷土料理を教えたいという

ことで、うちの近くの高校に出かけさせていただいたのですが、今までですと

太巻き寿司プラスお味噌汁の作り方とそれとその季節にあったお漬物という

事で出させていただいたのですが、先程も出ておりましたように予算の関係で、

今回は太巻き寿司だけという事になってしまったんですね。ですから野菜です



                    - 8 - 

と自分の畑から持って行けば済む事なのですが、それが度ごとですと、そうも

いきませんので、できましたらこの中に県民の皆さんに野菜をたくさん食べて

いただこうと謳われておりますので、主食プラス一汁一菜とか、食事の型の基

本を高校生とか小中学生の子供さん達にお伝えできるように考えていただけ

ればと思います。 
それともうひとつ、これは７月に全国大会に参加をした時に香川県の竹下和

男先生という方が子供達の作る“べんとうの日”を設定したというお話を聞い

て、やはり子供達もいつも与えられるだけではなく、どなたかに何かしてあげ

たいという気持ちを伸ばすためにも、そういうような取組みを千葉県でもして

いただければと感じました。 
細谷委員： いまのお弁当の件なのですが、県の方から“いきいきちばっ子”

ノートからお弁当コンクールはひき続きやっていただいております。本校でも

今年 6 年生が取組みまして、親御さんには秘密ということで、家族の為にお弁

当を考えて、5、6 時間目に作って持って帰って食べてもらうという取組みを

しております。中学生も物作りの方で弁当コンクールを県が主催してやってく

ださっておりまして、やはり継続したそういった事業をやっておりますとそれ

を目標として年間計画を立てやすく、大変やりやすくしております。今回の計

画につきましては、野菜ということで 3 課連携して押さえて頂けたことで、私

どもでも地元の野菜はこれだよと毎日紹介はするのですが、千葉県の料理で太

巻き寿司はありますけれども、千葉県にはこれっていう鍋料理がないのが残念

と思っています。今日は秋田のなべっこ汁を給食で出してきたのですけれども、

千葉は美味しい物はあるけれども、これというものが無いので、宣伝として美

味しいお醤油と美味しい野菜で、美味しいお味噌と美味しい野菜もいいんです

けれども、千葉は食が豊かとわかるように宣伝していただけると給食でも取り

上げられやすいと思います。 
イサニ委員： 保護者からでございますけれども、野菜を摂ろう、野菜はいい

はわかってはいるが、この野菜はどうやって食べたらいいのだろうというとこ

ろがなかなか、手間暇かかっちゃうというふうに思う保護者の方が多いのかな

と感じまして、家族ぐるみで出かける大型スーパーなどのイベントの中に、よ

くテレビで観るずぼら料理とかが物凄く人気があるような気がするんです。そ

れは家庭でも私もやったと言う人もたくさんいるので、学校でちゃんとした物

を食べさせていただいているのがとてもありがたいので、家庭はどうしてもず

ぼらなほうが人気なので、鍋がひとつあれば３品、４品重ねていって出来てし

まうとかっていうような、そこはおそらくご家庭でもご覧になってできるのか

と思うのですが。だから野菜をいっぱい摂ろう、お皿にこんな感じだとこれを

どうやって食べさせようかなというところが悩ましいので、6 次産業を期待し

てしまうのですけれども。例えば白菜だったらこうやって食べると、これくら

いで OK ですよとか、野菜を食べようを一歩進んで、こうやって食べてねって

いうものがついてくると手にとりやすいという気がします。その辺をなんとか
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出来ないかな。先程は便利な麹煮という、缶詰と麺つゆを使って簡単にできて

しまうというのは、母にとってはありがたいなと思いながら聞いておりました。 
      地産地消なんですが、小学校でずっとせんさんせんしょうを使っていまし

たので、それがなくなってしまうのはとても残念で、せっかくの千葉の食育な

ので地産地消は千葉の千ではいけないかなと思って聞いていました。 
長田委員： 漁業水産業という立場でお話しさせていただきたいと思います。

千葉県産の野菜たっぷりということで、鍋というお話しだったのですが、皆さ

んご承知かと思いますが、千葉県の方では県の水産物、ブランド認定品という

物がございまして、そういった素材を使った鍋という案をださせていただきた

い。県知事トップセールスの水産物で、他にもいろいろありますので、そうい

う物を入れた取組みをしていただくと同時に、うちの方もなかなか牛、豚、鶏

と比較して海産物、魚の消費が夕飯のメニューのメインディッシュになりにく

いので、価格とボリューム、先程から出ている高校生の栄養摂取に水産物を使

って、摂取源というところでなんとか貢献したいなと考えております。食文化

では、うちの方としては野菜と水産物をコラボし、例えば、九州ではブリ大根

なんかが居酒屋でもあるというので、千葉県産の青魚を使った野菜漬だとか、

酢の物、あとは南蛮漬けなんかの働きかけ開発を推進しております。 
      もう片方として、今年は国連が定めた国際協同組合年ということで、先日、

日本生協連、JA 千葉中央会さんにもお世話になっていますけれども、県下で

も JA 千葉中央会、千葉県生協連、県森林組合、千葉県漁業協同組合連合会、

4団体と森田県知事と代表者が懇談会をして千葉日報さんにも掲載させていた

だきました。日本生協連さんの話のなかで面白いデータがあったので読みます。

日本生協連さん北海道から沖縄までの主要生協の、組合員さんをランダムに

6,000 人にアンケートをとった結果なのですが、食事に関わる優先すべき価値 
１．便利さ 
２．低価格 
３．もっと美味しくこだわった商品 
４．健康・カロリーに配慮した商品 
５．主原料、副原料の素状の明確さ 
６．もっと環境に配慮した商品 
料理は素材から作りたいという肯定的な方は 7 割、否定的な方は 3 割という

事です。しかし料理にじっくり時間をかけられるかどうかというのは、肯定

的な方は 3 割、否定的な方は 7 割という事です。食事は手作りだが手早くし

たい傾向が強くなっているようで、そういう事をふまえて今後の食育という

ところに結び付けていければなと思います。 
明石会長： 貴重なデータありがとうございました。皆さん、いろいろあるか

と思いますが、お時間がなくなってまいりましたので、先に進みます。その前

にぜひ事務方にお願いしたいのは、千葉県も 20 年前までは、行商のおばちゃ

んがいましたよね。そのおばちゃんの行商の中身の研究をして欲しいです。東
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京の方は千葉県産のお餅から、乾き物があり、あれをもうちょっと復元させて、

千葉のこれが良いものよって東京の方に見せているわけだから、そのデータを

集めていただきたい。 
二つ目は、道の駅が 19 か 20 ありましたよね。そこでデータを集めて一番何

が売れているか。千葉県の中で、千葉県内と県外から見えますよね、どれが売

れ筋か、魚と肉と野菜と豚と鶏と何が売れているかというデータ。生協さんや

スーパーさんもあるけど、名産という観点から道の駅の方がよい。千葉の地産

地消の良さを出して行くのにその辺のデータを集めていただくといいと思い

ます。 
 
議事３ キャッチフレーズ（案）について 

 
明石会長： キャッチフレーズについてですが、新しい計画をわかっていただ

くのには、キャッチフレーズから、新しく使っていきましょうということで

す。説明をお願いいたします。 
安全農業推進課： 

      若干お時間をいただいて、説明をさせていただきます。④の資料をご覧く

ださい。本計画案について、県議会の関係する常任委員会の先生方や農政審議

会の委員の皆さんに説明をする中で、食育という言葉をなくして、この計画の

名前が作れないのかというような意見をかなりの方からいただきました。法定

計画だから食育計画としますが、表に出す名前としてはキャッチフレーズでわ

かっていただけるような、苦心をさせてもらったものが④の資料です。できる

だけ短い言葉でわかりやすく、言いやすい言葉でと、非常に注文が多く、私ど

も頭を悩ませて８つの案を出させていただきました。１番から４番まで千葉の

恵みというキーワードでキャッチフレーズを考えてみました。食の宝庫千葉の

食をいかした食育をという意味合いで作りました。４番から６番までは、食べ

ることは健康で生活の基本ですから、元気というキーワードでまとめたもので

ございます。７番はご飯をしっかり食べると一日のスタートということ。６番

と８番はよい食という言葉がありますが、JA グループさんのほうで、みんな

でよい食プロジェクトという食育の仕事をしておりまして、ここを意識して出

したキーワードになっております。こういうキーワードの中で、フランクにど

ういうものが受入られるのか、御意見をいただければと思っております。 
私どもの中で、事前に投票をしてみた結果をここで公表しますと、ちばの恵

みグループは結構高得点で票が入ってきております。一方元気グループは、票

の方は少ない。まず１番目の“ふるさとの恵みをいただきます！”これは食を

通してふるさと千葉という思いを持って欲しい。いただきますと元気に挨拶す

ること、感謝の気持ちを込めてということですが、語呂が少し言いづらいとい

う意見もありました。２番目は“ちばの恵みは未来の力”美味しい県産の農産

物を食べた子供達が、心も体も健康に育って未来を支えてくれるという期待を
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込めたキャッチフレーズです。３番目は“｢ちばの恵み｣でまんてん笑顔”食育

の目標とするところが非常にわかりやすいという意見で、お茶碗山盛りの白い

ご飯と子供の笑顔が浮かぶという印象で票を入れてくれました。４番目は８つ

のキャッチフレーズの中では長めですが、千葉県産の農林水産物をたくさん食

べてみんな元気になろうということで出しました。キーワードがいろいろあっ

てわかりやすいが、長いということです。“ちばはおいしい！だから元気”語

呂がいい、覚えやすいですが、ちばはおいしいとはどういうことだという意見

が出ております。６番目“レッツ！よい食キラッと元気”テンポが良いが、千

葉県産農産物をアピールできない。よい食とは何かという御質問がありました。

７番目は“１日のスタートは もりもり ちばごはん”で、私はこれを推して

いるので熱くなりますが、もりもりと重なる音の楽しさ、ちばごはんは地産地

消が子供にもわかりやすい、具体的で音の響きが良い、朝食を食べようと具体

的な点が良い、比較的長め。８番目は“ちばのよい食 明日への一歩”千葉の

食育を感じさせる。出来る事から一歩ずつスタートさせるイメージがある。 
それぞれいいところがある訳でございまして、この場で皆さんのご意見がい

ただけたら、大変有難いと思います。 
明石会長： 多分これは、議論しても結論が出ない事ですから、私からお願い

です。委員の方々２つ手を挙げてください。 
イサニ委員：１番のふるさとのところはちばの恵みにならないんですか？何故

ここだけふるさとが出てきたのか。ちばの恵みをいただきます！のほうがいい

のでは。 
明石会長： そういうふうに変えましょうか。 
イサニ委員： 変えてしまっても、いいですか。 
安全農業推進課： 

      ふるさとというのは、ふるさとが活性化されるような食育の仕事をしてい

きたいという意味もこめています。説明しないと伝わらないという欠点もござ

います。 
西牟田委員： 今回のキャッチフレーズで入っております、もりもり食べると

いう言葉は肥満ということを考えるとそぐわないと思います。「正しく」のほ

うが私はいいと思うのですが、そういう提案をさせていただきます。 
明石会長： そういうご意見を参考に、他にこれはちょっと困るよという言葉

がありますか？ では、２つ挙げてください。 
     （１番に６名、２番に４名、３番に５名、４番に５名、５番に２名、 

６番なし、７番５名、８番５名が挙手） 
     あとは事務方にお任せします。あくまで意見分布としてお伺いました。 

安全農業推進課：  

はい。十分参考にさせていただいて、最終的には決裁というような形でして

いきたいと思います。ありがとうございました。 
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議題４ 今後のスケジュールについて 

 

明石会長： それでは、今後のスケジュールについて事務局からご説明をお願

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：その他、特になければ、今日はどうもありがとうございました。 

 

閉会 

 

司会 閉会 


