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平成２８年度千葉県農政審議会議事録（概要） 

 

１ 日  時 平成２８年１１月１６日(水) 午前１０時から１２時まで 

２ 場  所 千葉県教育会館 ２０３会議室 

３ 出 席 者［審議会委員］※敬称略 

       酒井 茂英  松下 浩明  五十嵐 博文  プリティ長嶋 

水野 友貴  相川 勝重  小泉 勉  林 和雄  間渕 誠一 

 斎藤 昌雄  浅井 悦子  小倉 朋子 大江 靖雄 

      ［県職員］ 

       農林水産部長 農林水産部流通販売担当部長 農林水産部次長  

農林水産部次長 農林水産政策課長 団体指導課長 生産振興課長 

流通販売課長 担い手支援課長 農地・農村振興課長 安全農業推進課長 

耕地課副課長 畜産課長 森林課長 

 

４ 議  題 （１）第３次千葉県食育推進計画の策定について 

  （２）その他 

５ 審議内容 

発 言 者 発 言 内 容 

司会 

（農林水産政策課副課長） 

【開会】 

 定刻となりましたので、ただいまから「平成２８年度 千葉県農

政審議会」を開会いたします。 

 私は、しばらくの間、進行を務めさせていただきます、農林水産

政策課の藤井でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、お手元に配付しております資料の御確認をお願いいた

します。 

 （資料の確認） 

 続きまして、本日は、委員数１６名のうち、１３名の委員の御出

席をいただいております。 

「委員の半数以上が御出席」されておりますので、本審議会の設置

根拠である千葉県行政組織条例の第３２条第２項の規定により、本

審議会は成立していることを御報告いたします。 

 それでは、はじめに、伊東農林水産部長から挨拶を申し上げます。 
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発 言 者 発 言 内 容 

農林水産部長 

 

（あいさつ） 

おはようございます。農林水産部長の伊東でございます。 

よろしくお願いいたします。 

千葉県農政審議会の開催にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方には、農政審議会委員の改選にあたり、御就任につ

いてお願い申し上げましたところ、快くお引き受けいただきまし

て、心より御礼申し上げます。 

また、本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

本県農業においては、ＴＰＰなどによる国内外の産地間競争の激

化、担い手の高齢化の進展など農業者の経営を取り巻く環境は厳し

さを増しております。 

このような中､高収益型農林水産業への転換に向け、農地中間管

理機構を活用した担い手への農地集積、施設化や省力機械等の導入

による規模拡大を推進するとともに、東京オリンピック・パラリン

ピックの開催を好機と捉え、県産農林水産物の魅力を国内外へ発信

し、より一層の販売力強化を図り、「農林水産王国・千葉」の復活

を目指してまいります。 

本日、御議論いただく内容につきましては、「第 3 次千葉県食育

推進計画（案）」につきまして、御意見をお伺いするとともに、千

葉県農林水産業振興計画の主な取組状況及び東京オリンピック・パ

ラリンピックに対応する県産農林水産物生産・販売対策について御

報告申し上げますので、忌憚のない御意見を頂戴できますようお願

い申しあげまして、御挨拶といたします。 

以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司会  ここで、御出席の委員の皆様を御紹介させていただきます。 

 委員の皆様方には、平成２８年８月１日付けで委員への御就任を

お願いしたところでございます。  

 それでは、委員の御紹介をさせていただきます。 

（委員を紹介） 

続きまして、県職員を御紹介いたします。 

（県職員を紹介） 

司会 それでは、本審議会の会長、副会長の選任に移りたいと思います。 

皆様には平成３０年７月３１日まで２年間、委員を委嘱させてい

ただいておりますが、今回は委嘱後初めての審議会開催となります

ので、改めて会長、副会長の選任が必要となります。 

 千葉県行政組織条例第３２条第１項で会長が会議の議長となる

旨規定しておりますが、会長、副会長が選任されるまでの間、仮議

長を選任していただき、進行をお願いしたいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 

それでは、仮議長の選任について、委員の皆様にお諮りいたしま

すが、いかがでしょうか。 

委員 事務局一任 

司会 事務局一任でよろしいでしょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

事務局 

（農林水産政策課 

主幹(兼)政策室長） 

事務局でございます。事務局一任とのことでございますので、仮

議長につきましては、大変恐縮ですが、斎藤委員にお願いしたいと

存じますが、皆様いかがでございましょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

司会 それでは、斎藤委員に仮議長をお願いしたいと存じます。 

 恐れ入りますが、斎藤委員には議長席にお移りいただき、進行を

お願いいたします。 

仮議長 ただいま仮議長に選任された斎藤でございます。 

しばらくの間、仮議長を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、当審議会の会長、副会長の選任を行いたいと思います。

まず始めに、選任方法について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

事務局 会長、副会長の選任について御説明いたします。 

 千葉県行政組織条例第３０条第１項により、会長、副会長は委員

の互選により定める旨規定されております。 

以上でございます。 

仮議長 事務局から、会長、副会長は委員の互選によると説明がありまし

たが、いかがでしょうか。 

委員 会長には千葉大学大学院教授の大江委員に、また副会長には千葉

県農業協同組合中央会の小泉委員にお願いしてはいかがでしょう

か。 

仮議長 ただいま、会長に大江委員、副会長に小泉委員との御提案があり

ましたが、いかがでしょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

仮議長 「異議なし」とのことですので、当審議会の会長は大江委員、副

会長は小泉委員で決定いたします。 

それでは、会長、副会長が選任されましたので、これをもちまし

て仮議長の任を降ろさせていただきます。 

御協力ありがとうございました。 
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発 言 者 発 言 内 容 

司会 斎藤委員、ありがとうございました。 

新会長に選任された大江会長には、議長席へお移りください。 

 

それでは、大江会長に御挨拶をお願いいたします。 

会長（大江委員） （あいさつ） 

おはようございます。只今、本審議会の会長に選出していただき

ました千葉大学の大江でございます。本日は、どうぞよろしくお願

いいたします。 

まず始めに、今回、私のこの審議会の出席に関しまして、海外出

張等の予定なども考えもあり、事務局そして関係の審議会委員に対

し、大変御迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。精一杯務め

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

今日のテーマについては、先ほど伊東部長からの御挨拶にもあり

ました、食に関わる大事な問題でございます。第３次の食育推進計

画で、このテーマは、いろいろ皆様が御関心あり、領域が広いとこ

ろでございますので、より良い推進計画の策定に向けて、皆様の御

協力をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

議長（大江会長） 【議事】 

それでは、議事を進めさせていただきます。 

まずは、議事録署名人の選任です。 

これにつきましては、千葉県農政審議会運営等規程第５条第３項

の規定に基づいて、私の方から指名させていただきます。 

議事録署名人には、斎藤委員と浅井委員の２名にお願いしたいと

存じますが、よろしいでしょうか。 

両委員 （了解） 

議長  よろしくお願いいたします。 

次に、傍聴人の入場について、千葉県農政審議会運営等規程第４

条第１項の規定により傍聴人の入場を許可いたしますので、傍聴希

望者がいましたら入室を誘導願います。 

司会  本日は、傍聴希望はありません。 

議長  それでは、審議に入ります。 

 本日の議題である第３次千葉県食育推進計画の策定について、事

務局から説明を受け、皆様から御審議をいただきたいと思います。 

安全農業推進課長  （資料により説明） 

議長 只今、事務局から、第 3 次の食育推進計画についての説明を受け

ました。３回目の推進計画になりますので、これまでの実績、ある

いは、不十分な点を踏まえて、改善を図ったことだと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 

２次計画がやや縦割り的だったところを、生産から消費、そして

各世代で、分かりやすくなったところは、非常に、県民にとっても

良い印象を受けました。 

さて、皆さまに御審議をいただきますが、説明をお聞きして、３

つくらいのポイントがあるかなと思いました。まずは、政策体系の

理念とか目標についてどうなのか、という全体的なお話しが一つあ

ると思いました。 

次に、目標に設定した指標値について、新しく入れ替えたものも

あると思いますが、その点についての御議論、そして 3 つ目は、各

施策の項目についての各論的なところがポイントになるのかと思

います。皆様、いかがでしょうか。 

委員 食育は、食に関する教育で、生活とか、健康、命にかかわる大変

重要なことだと思いますが、この言葉を私たちは簡単に使っていま

すが、実は、食育という言葉を分からない人が多いのではないかと

思います。 

実は先日、茂原のショッピングセンターで食育フェスタが行わ

れ、大勢の人たちが来て、賑わっていましたが、それは栄養士会の

主催で、健康に良いもの、体に良いもの、あるいは悪いものが何か

ということでクイズをやったり、体操をやったりいろいろやってい

ましたが、それだけが食育のような受け取り方をしている人が結構

多かったように思います。 

一方で生産者にしますと、安全で新鮮な農産物を作ることが食育

に寄与している、そのような受け取り方を持っているわけです。 

幅が広いことは分かりますが、もう少し、食育の定義みたいなも

のを、きちんと打ち出した方がよいのではないかと考えます。 

資料によりますと７１％が食育に関心を持っていると書いてあ

りますが、ちょっとその数字を見ますと、果たして、という気もし

なくはない。やっていることは、それぞれ説明がありましたように、

この取組が近年、非常に幅広く普及してきたと思います。 

言葉の定義が、もうちょっと浸透したらいいのではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

議長 はい、御意見ありがとうございます。今、委員から御指摘いただ

いたように、非常に、食に関する関心は、様々な観点でございまし

て、関係者もたくさんいるので、いろんな意見や見方があると思い

ます。御指摘の点は、言葉の定義についての御質問だと思いますが、

政策、それから目標、理念とか、総論的に関わると思いますが、い

かがでしょうか。 

安全農業推進課長 委員の言われたことは大変ごもっともでございまして、なかなか

幅が広くて難しいということがございます。 
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発 言 者 発 言 内 容 

先ほども御説明しましたが、法定計画でございますので、実際、

普通は法律の中に定義がありますが、この食育基本法の中には、食

育の定義が無くて、ものすごく幅の広い、健康から教育から、食の

伝統文化とか、その感謝の理念などが目的等にたくさん書いてござ

います。法律の中にない中で、ここはという風に絞って進めていく

のは、なかなか難しい状況でございます。 

議長 いかがでしょうか、なかなか難しいというお答えなのですが。 

基本目標のところで関わってくるような話になるのかと思います

が、キャッチフレーズとか。そういう風に、かなり見方が違ってい

ること自体が、やっぱり食育政策をやることの必要性を 1 つ裏付け

ている部分もあるのではないかと思っております。 

基本目標が、多少、抽象的なことを包括的にする場合にはどうし

てもぼわっとした言い方になってしまうかと思いますが、基本目標

についてはいかがでしょうか。 

委員 それは了解しております。 

議長 なかなか定義の問題と言うのは難しいところがございますが、関

連して、何かございますでしょうか。 

言葉の定義は、基本法自体も明確にされてないことですので、た

ぶん地域によっても、それぞれの重点が変わってくると思います。

農業地帯だったらより生産に重点を置くとか、いろいろ地域によっ

ても重要性が変わり得るという、そういう意味ではフレキシブルな

法律だと思います。ですから、地域の実情に応じた取組を実態に即

してやっていくことが大事なポイントであると思います。 

私自身も食育について、地元の松戸市でもう 10 年くらい関わっ

ていますが、議論が常にあって、いつも難しいなと思っております。

やはり、それは、やりながら少しずつ考えていくことになってくる

のかもしれないと思っております。 

それでは、次の御意見をお聞きしたいと思います。 

委員 指数、目標数で記載されておりますが、これは国と比較するもの

があるのでしょうか。これは県だけでしょうか。国との比較がある

かないか、教えていただきたいと思います。 

議長 指標に関しての御質問ですが、先ほど事務局の方からも御説明い

ただきましたが、違いと共通点など、もう一度ポイントを説明、補

足いただけないでしょうか。 

安全農業推進課長 国と県との計画の指標・目標の違いでございますが、国の 3 次の

基本計画では、指標が２１ございます。県の方は、先ほど御説明い

たしましたが、１４でございます。 

例えば、国が２１、県が１４で、７つ少ないですが、少ない理由
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発 言 者 発 言 内 容 

については、データが国で取れるものと、県でそのデータで評価す

るのが難しいものがあり、そういったものについては、県の方は指

標としなかったものが多くあります。 

例えば、食品中の塩分や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数

が現状値の６７から１００社にするものが国の計画にはございま

すが、厚生労働省の事業の中でやっているものでございますので、

県に馴染まないということで、県の方で抜いてございます。 

それから、１番にあります食育に関心を持っている県民の割合に

ついては、新たに国と合わせて指標を入れました。７１％から９

０％にするものについては、これは国の方でも同じものがございま

すが、この現状値は、国は７５％でございます。簡単に比較します

と約４％、全国よりも千葉県の方が関心を持っている割合が現状で

は少ないのかなというものであります。 

それから、２番の朝食を欠食する子供の割合でございます。これ

を２％から０％にするものですが、子供の割合を、県は小学５年生

と中学２年生とに分けましたが、国の方は１つにしており、４．４％

から０％にしていくことでございます。 

千葉県の場合、中学２年生の方が、現状値では４．５％ですので

国と近く、小学校５年生については２％ですので、簡単に比較はで

きませんが、低いのかな、いいのかなというところでございます。 

そのような形で、なるべく国のものに合わせられるようにしたと

いうような状況でございます。以上でございます。 

委員 国とか、比較するものがないと見てもなかなか高いのか低いのか

分からなかったので、質問させていただきました。 

今回、しっかりとまとまっていると考えておりまして、目標値を

定めて計画を進め、実行することになりますが、この計画を誰に届

けるかということが一番大事であり、資料の１－２のⅢの推進体制

が非常に大事だと思っております。 

それで、誰に届けるかだと思いますが、大事なことは、家庭に届

くような政策を打たなきゃいけないように思っています。 

このⅢだと、事業所とか、いろいろ団体に働き掛けて、従業員向

けの食育活動を推進することから、家庭という言葉が出ていません

が、こういうところで家庭ということが指せるのかなと思っており

ますが、実際計画が非常にいい計画で、進めていくために、本当に

一番大事なところは家庭で、親が子供にきちんとそういうことを育

てていくことが一番大事なところだと思います。一つ言わせていた

だければ、保育所とか、幼児教育に関わる方々の、食育に対しての

レベルアップが必要ではないかと思っています。 

非常に良くまとまっていると思います。要望でございます。 
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発 言 者 発 言 内 容 

議長 今の点は、最終的な目標は家庭が基本ですから、家庭に届く政策、

そして、計画の中でも触れており、世代間の施策の必要性もおっし

ゃっていましたので、保育、それから高齢者への問題も重要だと思

いますが、この点で何か補足していただくことはございますか。 

安全農業推進課長 大変貴重な御意見をいただきまして、有難うございました。 

県民の皆様が実践していただくことが大事だと考えております。

食育は、県がやるのは啓発的な所が中心になってしまいますので、

いろいろな啓発資料を作っていますが、そういうものが、実践され

る方に届くかどうかというところが、苦労しており、そこを一生懸

命やっていく必要があると認識しています。 

現在も、例えば、朝食を欠食している若い人たちに、食べてくだ

さいということをやるために、いろいろな大学とか専門学校とかに

ポスターとかチラシを配り、そこから学生さんとか、企業の若い従

業員の方々に、それが届くようにやっております。 

委員の方からございました高齢者施設等も対象になるような資

料も作りましたら、いろいろな形でそこまで届くようなことを努力

していきたいと思います。 

また、先ほども市町村に計画を作っていただくことがありました

が、市町村にも協力していただき、そこから末端に届くことが一番

効率的だと思いますので、今まで以上にやっていきたいと考えてお

ります。 

議長 ありがとうございました。 

それぞれの政策を組み合わせて、最終的な目標に到達できるよう

にしたいということでございます。あと、いかがでしょうか。 

委員 先ほどの委員の指標と目標値のところに関連して教えてくださ

い。現状値でいろいろ数字が出ていますが、恐らく朝食を欠食する

県民の割合、小学校、それから中学校でやっていると思いますが、

このアンケートの方法は、どういった形になっているのでしょう

か。 

議長 はい、一番枠外に出ているところですね。県の調査結果が出た時

点で、その県独自のデータでというところですが、私もそれを聞こ

うかと思っていたところです。よろしくお願いします。 

安全農業推進課長 お答えいたします。 

４番にあります、朝食を欠食する県民の割合については、「生活

習慣に関するアンケート調査」を、２年に１回行っており、この調

査によるものでございます。それからあと、学校の部分については。 

部長 資料１－３の、２３ページ、ご覧いただければ、この表の右側に

出典がございます。 

小中学生の朝食欠食は、出典３「学校給食実施状況調査」からの
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出典となっております。 

委員 はい、ありがとうございます。 

これはだいたい何名くらいですか。というのも、ちょっと気にな

ったのが、市町村計画を作成・実施している市町村数が３０で、５

４市町村あるなかで２４が作っていないので、恐らく地域によって

非常に食育に力を入れている地域とそうではない地域があるのか

なと思いました。地域間の差とか、そういった部分で、一概にアン

ケートの数字が正確だと言いづらいのかと思ったので、そのあたり

をお伺いしたいと思います。 

安全農業推進課長 市町村計画については、策定している市町村が３０市町村でござ

いますが、こちらの状況については、大まかに言いますと、作って

いないところが、香取地域、長生地域、夷隅地域について策定率が

あまり芳しくございません。 

それ以外のところは、作っていただいているところです。 

「学校給食実施状況調査」については、毎年やっている調査でご

ざいます。 

先ほどの４番にあります「生活習慣に関するアンケート調査」に

つきましても、これは特に計画を策定しているかいないかに関わら

ず調査をしております。調査については、約６千件に調査書を送付

し、調査を行っている状況ですので、特に市町村が計画を策定して

いるか、していないかで違ってくることはないと考えております。 

委員 ありがとうございます。全域でやっているということですね。 

そういった中で、今回、子供から高齢者まで、各世代に応じた食育

の推進について、小学校、中学校で欠食する子供が増えている中で、

非常に重要なことだと思いますが、この計画に対し、どういった効

果が出るのか、フォローアップ体制みたいなものを県として何か考

えているでしょうか。 

議長 欠食問題の更なる改善への対応だと思います。かなり改善はして

きているとは思いますが、食育基本法が出来てから、いかがでしょ

うか。 

安全農業推進課長 こちらについては、指標を見ていただくとなかなか簡単には達成

できないなと言うものも。先ほどもお話しましたが、小中学生の欠

食の割合をゼロにするのはなかなか難しいと思うものもあります

し、現実的な目標を組んでいるものもございます。目標といっても、

いろいろありますので、それぞれの目標について、どこまで目標が

達成できているのか進捗状況を把握していくことが大事だと思っ

ております。進行管理については、例えば中間年とかで、市町村と

も連携しながら、把握していきたいと考えております。 
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議長 ありがとうございました。 

５年間ありますので、中間評価などの結果を見てということです

ね。 

委員 では資料１－２にあります「Ⅰの生産から食卓まで食のつながり

を意識した食育の推進」のなかの１と３についてお聞きします。 

この中で１と３に共通するのが「オリ・パラを好機とし」とあり

ますがそれをまとめたものが資料３だと思います。オリンピック・

パラリンピックで海外からたくさんのお客さんがみえる、インバウ

ンド等を含めれば、絶好のチャンスだということは非常によくわか

ります。その中で今、食の多様化、食育の多様化があり、自分たち

が食べることも大切だが、海外の人たちが何を食べるのかというこ

とも重要なポイントなのです。その中で一つだけ絞れば、ムスリム

の方たちのハラール認証に対して、この資料３には一言も書かれて

いないのですが、お考えのことと思いますが、いかがでしょうか。 

資料３の２ページ目のタイムスケジュールを逆算しますと、多

分、ロンドン、リオ大会の２年前には、この食の基本戦略が作成さ

れなければならないとなっていますが、あと１年半ぐらいで２０１

８年、飲食提供に係る基本戦略を策定しなければならない時に、生

産者の皆様、生産地、運送、調理、販売のハラール認証が非常に厳

しいと聞いていますが、短期間の中で可能なのか心配しています

が、どのように考えているのか２点お伺いします。 

議長 ハラール認証とオリ・パラに向けたタイムスケジュールについて

ですが、いかがでしょうか。 

農林水産政策課長 オリ・パラについては、この後、報告事項の方で御説明させてい

ただきますが、委員からお話があったようにオリンピック・パラピ

ンピックを踏まえて、県内外、国外の多くの方々に、本県の農林水

産物をＰＲする格好の機会と捉えております。その中で資料３の話

になりますが、県の農林水産部として、この機会を捉えて県の産物

をＰＲするための取組として、この７月に庁内の農林水産部、農林

関係団体も含めて、この検討会を作ったところでございます。 

委員がおっしゃるとおり時間に余裕があるとの認識は持ってい

ませんので、このスケジュール感を持って、さらにオリンピック以

降に繋げていくため、準備を進めていきたいと考えております。 

議長 いかがですか。 

委員 あの冒頭に申したように、食育は自分たちが何を食べるかだけで

はなく、海外、特にこれからの将来を見据えた子どもたちは、自分

の国以外の子供たちが何を食べているのかという教育も必要だと

思います。特にその中で、ムスリムの皆さんが多くなる中で、ハラ
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ール食ってどういうものだろう。子供たちに教育するのも、これか

ら国際社会に向かっての大きな点だと思います。これは凄く良いチ

ャンスだと思いますので、子供たちへの教育の中で、食育の中で取

り入れていただけたら嬉しく思います。以上です。 

議長 ありがとうございました。 

オリ・パラは単に売るだけでなく、食文化への交誼も大事であり、

広く視野を構えて取り組んだらどうかとの貴重な御提言だと思い

ます。 

委員 １点要望と３点の質問をさせていただきます。 

まず、要望の方ですが、第２次、第３次を比較して、本当によく

まとまっていると思います。ただし、第２次はどちらかというと主

に周知が大きな点であったのかと受け取れます。そう考えますと３

次は先ほど説明にもありましたとおり、この実践が非常に重要にな

ってくると思います。この実践に際しては、これから２４の市町村

が作っていく時に、県あるいは国の計画に基づいて策定いたします

ので、当然、県の助言等が入りますから市町村に対して、具体的に

助言していただきたいということを要望させていただきます。 

あと３点、指標について確認を含めてお伺いします。まずは、朝

食を欠食する県民の割合については、小学生、中学生、そして２０

歳代～３０歳代という形で載っていますが、特に２０歳代～３０歳

代ぐらいの欠食率が一番高いということを理解しております。そし

て次に高いのは４０歳代、そして５０歳代と徐々に下がる傾向にあ

りますが、特にこの５年計画を考えますと、子どもたちの欠食率を

下げていくためには、やはり家庭が非常に重要であり、そう考える

と子育て世代が目標設定されていないのがどうか。例えば３０歳

代、４０歳代、そして４０歳代から５０歳代の欠食率をどんどん減

らすことにより、自然に子どもたちにも移行してくると思いますの

で、そう考えますと、ここにせっかく２０代、３０代を載せるので

あれば、そのあたりをもう少し考えてはどうかというのが１点ござ

います。 

２点目は、主食、主菜、副菜をそろえた食事で表現されています

が、いうまでもなく自給率と食育推進計画とは、非常に関連性が高

いものでございます。千葉県調べは、カロリーベースだと全国平均

よりも大きく下回っております。そうした中で、特に数値の目標が

明確になっている中に野菜の摂取量があり、これは厚生労働省が１

日３５０ｇという流れのなかで、都道府県の順位では、千葉県は上

位ですが、男性・女性とも３００ｇ前後という結果だったと思いま

す。そう考えますと、この計画自体が健康増進計画との関連性が強

いことを考えると、この野菜摂取量を指標に載せる・載せないとい
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う議論ももちろんあったかと思いますが、そのあたりをどのように

考えているかお伺いしたいと思います。 

そして最後にもう１点ですが、この市町村計画を作成・実施して

いる市町村数が指標にあり、これは当然望まれることかと思います

が、実は法的に作らなければいけないことではなく、あくまでも努

力目標として定まっております。しかも市町村のおそらく財源は単

独費という形にもなり、また人口ベース、人口割合においては、乱

暴な言い方ですが、市町村の食育推進計画がないと必ずしもできな

いことはないと思います。もう一つは健康増進計画との関連性があ

り、市町村によっては、健康増進計画と食育推進計画を１つで作っ

ているところもあるかと思います。そうなると健康増進の推進との

整合性はどうなのかというのもあります。今回このような目標を設

定することは、当然、健康増進の方とも同じようにやっていくのか

なと思います。それと以前に確認した時に、食育推進計画がないと

ころの市町村はやっていけないのかということになると、これは全

く別問題で、実際やってらっしゃることも確認していますので、こ

れが本当にその指標に馴染んでくるのかという点がございますの

でそれを確認させてください。以上です。 

議長 ありがとうございました。 

指標に関しての御質問があって、御要望は３点目の市町村の推進

計画を作って頂いていないところに対するきっかけの話かなと思

いますが、この点、健康増進計画と一体として、やっているところ

もある。その辺の指標との兼ね合いがどうかということが一つ。そ

れから野菜の摂取量の問題です。これは指標として必要があるか否

や。欠食率について、特に子育て世代の問題についてはどうなのか

ということです。いかがでしょうか。 

安全農業推進課長 朝食欠食の関係でございますが、子どもの年齢を細かく分けて設

定したのですが、国に合わせる形で、子供については小学生、中学

生で分けましたが、大人の方については、比較できるように２０歳

代、３０歳代、子育て世代といいますと今かなり上まであがってお

りますので、４０歳、５０歳というところもあると思いますが、２

０歳代、３０歳代というところで設定いたしました。 

それから野菜の関係ですが、３５０ｇというのがでております

が、こちらの方は先ほど委員の方から３つ目の御質問で、健康増進

計画との兼ね合いがありましたけれども、健康増進計画の目標値で

設定されております。その関連性も含めて、目標には設定していな

いが、３５０ｇ、手のひらいっぱい野菜を食べましょうとのリーフ

レットを作って啓発をしているところです。 

 あと、市町村の計画ですが、委員から言われたように作っていな
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い市町村も、実際やられていることも承知しています。ただ、農林、

健康、教育、その市町村の中でのお話を伺うとバラバラで取り組ん

でいるところもあると聞いており、計画を作ると連携しながらやれ

て良かったと聞きますので、そういった意味からも、予算や人の関

係とかいろいろあるとは思いますが、できれば作っていただきたい

と考えております。そのための支援とか、情報共有・提供について

は、現在も県で、どんどん出て行ってやっておりますし、今後も行

っていきたいと考えております。 

それから市町村の健康増進計画との兼ね合いについては、市町村

の健康増進計画の中に食育のこともだいぶ入っているものもあり

ます。健康増進計画の中に、食育基本法に規定されている食育推進

計画である程度入れていただければ、食育計画と見なすこともでき

ますので、そのような形で作ることもどうですかとお願いしていま

す。既に健康増進計画ができているところについては、その期間が

決まっておりますので、次の健康増進計画の見直しの時期を見計ら

って、そこに食育の内容も入れていただき、それを食育の計画でも

あると意思表示していただくことで、そういった形の計画もできま

すと説明をしているところです。以上です。 

議長 いかがでしょうか。 

委員 一点だけ、要望させていただきます。市町村計画です。当然、５

年の計画の中で、全市町村に何とか作っていただこうという目標値

を設定してやっていくわけですから、残りの２４市町村がなぜ作ら

ないのか、なぜ作れないのか、まず、この実態の把握を早急にして

もらいたい。中にはどうしても作れない市町村があろうかと思いま

すが、その中で流動的にそれに変わるものがしっかりと構築されて

いるのであれば、県としてどうするか御判断をしていただくよう、

よろしくお願いします。 

議長 ありがとうございました。 

市町村計画を実際に取り組んでいるところもありますので、見え

る化していくための具体的な御提言をいただきました。ありがとう

ございます。 

委員 私は、市川で梨を作っておりまして、食育という難しいお話です

が、食べるものということで、話をさせていただきます。現在、小

学校では、よく田植えの頃、あるいは収穫の頃に体験など行ってい

ますが、稲の花が咲いている頃を見たことがないと思います。田ん

ぼで稲の花が咲くことをほとんど知らなくて、稲も花が咲くんだと

感動すると思います。私の園にも、小学校３年生が梨の見学に来ま

す。４月の初め頃に花が咲いています。今、機械で交配しますが、
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昔と同じように 1 人 1 人に持たせて交配させると喜んでやります。

２週間もすると種がはいったものは、これぐらいになります。その

時、子供に、「交配されたものが大きいのや小さいのもありますけ

ど、この中で一番いいものを残すんですよ、これを摘果といってね。

その時に話を聞いていない子が当然います。「お前のようなやつは

落とされちゃうぞ」と話すと、たまげてね。形のいいものでも、ま

た振り落としがあり、いいと思っても、丸くならないもの、丸くな

っても虫が食べたり、病気になるものもあります。子供は自分が受

粉したところを覚えていて、良かったなと思う子供たちもいるみた

いです。千葉県の市町村の中で特徴のあるものを子供らに見せて、

基礎的なことを教えてやると大きくなるとびっくりする。「花はこ

れだよ」とか、基礎的なものだけど、こういうところから始めてい

ければありがたいと思います。 

議長 具体的な体験に関しての効果、非常に食育に対して大きいと思い

ますので、大事なポイントだと思います。 

委員 資料１－２の指標及び目標値の９番ですとか、１３番のような、

ゆっくりよく噛んで食べる県民の割合、伝統的な料理や作法等を継

承し、伝えている県民の割合と目標の達成は、どのように決められ

るのか。朝食の欠食などは数値化しやすいですが、達成の数値化が

難しい分野だと思っております。私は、食の提案をしており、売れ

るための食品や、メニューの開発など、コンサルもしております。

農林水産省の食育推進ネットワークの幹事を１０数年務めさせて

いただいておりました。噛むということですが、たかだかゆっくり

噛みましょうということが、かなり根深くて、今噛めない、チュー

インガムがとにかく売れないので大手企業が大変です。チューイン

ガムを噛むことが面倒くさい。３０歳代、４０歳代で、ガムを噛む

のが面倒くさいようです。そういうことは、例えば固い農作物を噛

むなんてとてもハードルが高いことになって、結局、青果の消費量

とか生産量に繋がっています。もちろん子供のころから柔らかいも

のばかり好みますので、高齢者の健康寿命にももちろん繋がってい

きますので、たかだか噛むことですが、ニッチなことではあります

が、スイカのタネを口から出すことが大人でも今できません。やっ

た経験がないのではなく、やろうと思っても口が動かなくて、でき

ない。お蕎麦をすすれない日本人もいます。ですから外食でお蕎麦

をすすることができなくて、ちょっと恥ずかしいと思う人は家でし

か麺類をすすらない。どうやって食べているかというと箸をフォー

クのように丸めて、くるくるとスパゲティーのように食べます。日

本で生まれて、日本で育った人が、例外ではなくなりつつあること

を顕著に感じます。そういうことで、なかなか数値化するのが難し
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いですが、私は、皆さんから嫌われている噛まなきゃいけない商品

をわざとＰＲします。ある企業と噛まなきゃいけないことを全面的

に出した商品開発をさせていただきました。そこを強く打ち出した

ら売れました。飲食店さんでも噛まなきゃいけないことをわざわざ

出してメニュー開発させていただき、結構ヒットしたと聞いており

ます。打ち出し方によっては、どのくらい商品が売れたかによって

数値化をすることはありますし、家庭の中でどのように利点を繋げ

ていくのか。噛むことによって初めて人間は唾液がでます。唾液を

出して初めて脳に喜び物質がでます。ですから喜び物質を出さない

食べ方をずっとしていますと、まさに人生の喜びとか無気力感にも

繋がることと思います。農産物について、利便性と簡便性を食育の

どこに落とし込むかが、長年、懸案しているところです。みかんの

消費も下がっています。みかんの皮を剥くことがまず面倒くさい。

どこが面倒くさいかと思いますが、女性など特に、子育て中でも爪

のケアを良くしています。みかんの皮を剥くときにまず、親指を立

てるとネイルが汚れる。それをしたくないからみかんを買わない。

買おうとするのか、食べようとするのかは、すごくメンタルに関わ

ってくるところです。大衆がそうであるという現実がございますの

で、いろいろお話をさせていただきましたが、数値化し、目標値を

達成するのはどういったことで達成したと考えられるのか教えて

いただきたい。 

議長 ありがとうございます。実態に基づく喫緊の話かと思いますが、

９番と１３番という捉えづらい部分があるのではないか、実態を改

善するのはなかなか難しいと思います。この点について、簡単に補

足することが事務局であればお願いします。 

安全農業推進課長 指標でございますが、これらの新しく入れた指標については、国

の指標に合わせることで、入れたものです。調査については、本体

の２３ページのところに①で県政に係る世論調査で把握していく

こととしております。この調査の聴き方については、国の調査と同

じような形で考えています。先ほどもお話しましたが、発送するの

が、３千名の県民の方にお出しして、回収したもので見ていきたい

と考えております。 

議長 事態はかなり深刻化しているということですが、指標、特に９番

のゆっくり噛んでは大事な指標だと思います。ただ事態が深刻な状

況も生まれている点を踏まえ、食育の推進にあたっていただきたい

という御意見だと思います。ありがとうございました。 

予定した時間もきていますので、いかがでしょうか。簡潔に申し

訳ありませんがお願いします。 
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委員 この審議会で、有機農業推進も検討されたことがあるかと思いま

すが、食育という観点から、農業がどうなっていくか、私たち自身

が今何を食べているか、それから食品ロスが現在、日本国内全体で

１０兆円ぐらいの損失になっている。それは１人１人が食べ物を尊

重しないで、平気で捨てられている状況もあるかと思います。そう

いう農業の基盤から食べ物と向きあう。三食の食事だけではなく

て、それ以外に食べているもの、先ほどみかんも食べられないとの

状況があるお子さんもいるかと思いますが、どういうものを求めて

いるのかということも大事であろうかと思います。農業そのもの

が、生産から食卓までということですが、生産がどのように行われ

ているのか消費者はほとんど知識がないだろうと思います。学校で

教育されているのかどうかという点です。日本の農業の野菜は８割

がＦ１だそうです。それと、食品ロスが、学校給食でさえも捨てら

れており、廃棄しなくてもいいものの利用も考えないといけない。

それから最近の新聞で話題となった野菜が不作で高騰したから給

食を突然ストップする。こういう点も食育の点からも守っていただ

きたい。野菜が不作で提供できないから給食は止めてお昼で帰す。

突然そういうことをされますと共働きのお母さんは大変困ると思

います。食育も家庭が大事かもしれませんが、学校給食できちんと

食べられることも大事かと思います。学校給食にどうして影響がで

てきてしまうのか。そのようなことが起きるのか御説明いただけれ

ばと思います。 

議長 いろいろ御意見をいただきましたが、先ほど委員からも御指摘い

ただいたような、生産現場との連携、それから食品ロスの問題、環

境問題そういう意味で生産から消費までの学習を考えているので

はないかと思います。委員の質問は、給食の不測の事態が起きた時

などの給食の重要性をどう担保していくのかというお話かと思い

ますが、この点どうでしょうか。お答えできる部署があるかどうか

分からないのですが。たぶん今年は野菜の出来が悪いのでそういう

事態が起きてしまったのかという気がしますが、いかがでしょう

か。 

農林水産部長 正確なことは申し上げられませんが、千葉県の学校給食の方は、

栄養教育をしっかりやっているので、今のところそういうことは起

きないかと考えております。 

また、学校給食が抱えている問題として、１０円、２０円上げる

ことが、払わないという方も結構おられて、上げられないという問

題も内在していると考えております。教育委員会にはしっかりと学

校給食を提供してくださいということはお願いしたいと思います。 



 

- 17 - 

 

発 言 者 発 言 内 容 

議長 

 

ありがとうございました。 

他に御意見ございますでしょうか。 

それでは、欠席された３名の委員からも御意見を頂戴しておりま

すので、事務局から紹介をお願いいたします。 

事務局 事前説明の際に、頂戴した御意見等を御紹介させていただきま

す。 

委員から、計画に基づいて食育を推進した結果、成果がどうだっ

たのか検証することが重要である。例えば、食生活の改善により健

康になった数値や医療費の削減など成果が出せれば、波及効果が高

いのではないかとの御意見を頂戴しております。 

委員から、食育推進にあたり、各々が活動しており、市町村段階

で、農協と行政の連携が希薄であるように思われるとの御意見を頂

戴しております。 

委員から、朝食欠食について、朝、時間のない中、短時間で、朝

食が作れる具体的な提案があってもいいのではないか。また、簡単

に調理でき、栄養価も落ちない冷凍野菜やドライフーズの活用も有

効ではないかとの御意見を頂戴しております。 

以上でございます。 

議長 具体的な御提案をいただきました。 

頂いた御意見については、市町村レベルでの推進計画で取り組ん

だ方が相応しいような内容かと思われます。県の方も頂いた意見を

意識して、改善できることがあれば取り組んでいただければと思い

ます。 

他に御意見がございますでしょうか。 

委員 平成２９年度からの食育推進計画については、素晴らしいと思い

ます。しかし計画を全て実現することは、まず難しいと思います。

私もよく小学校の入学式で祝辞を行いますが、「早寝、早起き、朝

ごはん」結構言われる言葉なのですが、これもやっと５年、１０年

経って、定着してきた。これから２９年度から３３年度までありま

すので、配布されているリーフレットにも「グーパー食生活」がこ

れから実践されなければいけないのです。千葉県には、千葉テレビ

があるわけですから、「チーバくん」も活用し、映像を通して、子

供たちへ浸透し、全体的に波及されやすい方向づくりに取り組んで

いただくと推進しやすくなるので、提案をさせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

議長 マスメディアの活用についての、御提案でした。政策の一つのツ

ールとして御活用いただければと思います。 

農林水産部長 斯様に努力したいと思います。 
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議長 この辺で、時間も参りましたので、第３次千葉県食育推進計画の

策定について、議論を終了させていただきます。 

概ね御了解いただいたと思います。具体的な御意見をいただきま

したので、そういった点はさらに踏まえていただき、より実効性の

ある計画にしていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

その他の報告事項について２点ありますが、報告をお願いしま

す。 

農林水産政策課長 （資料により説明） 

議長 報告事項ですので、審議するわけではないですが、御質問や御意

見等ございましたらお願いします。 

委員 御礼と要望をさせていただきます。台風９号で私の地域など局地

的な被害がありまして、この後の悪天候により影響も大きく受け、

今年の秋は農家が大変でしたが、農水の方々には丁寧な対応をして

いただき、有難うございました。お陰様で、その後復旧も順調に進

んでいることを御礼申し上げます。 

もう一つは、振興計画の話がありましたが、特に新しい農政の推

進として、農地中間管理事業を大胆に進めているところですが、思

うには、出し手はこれからどんどん増えてくることが、どこでも予

測されるのですが、残念ながら逆に受け手が高齢化してきまして、

私の町の中だけを考えた時に、営農組合が５つほどありますが、そ

の平均年齢も６５．４歳で、水稲の大規模農家２３戸、その平均年

齢が６２．９歳で、残念なことにこれだけ高齢化しているところで

して、その担い手を、何とかもう少し出し手より受け手の方にウエ

ートを置いた対応もお願いしたいと思います。 

もう一つは、土地改良に関して、こういう施策を進めていくには、

どうしても土地改良の未整備なところ、老朽化したところがたくさ

んありますのでよろしくお願いしたい。特に平成２１年から政権が

代わって土地改良予算が大幅に削減されて、やっと元に戻ってきて

いるわけですが、国の予算が戻ってきた中で、是非、県の予算確保

をいただき、老朽化等の地域の要望を聞いて、加速をつけてこの整

備をお願いして、基盤をしっかりと作って、農業振興をお願いし、

目標であります産出額全国第２位を是非、早めに達成していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長 要望事項として２点ありました。 

農地中間管理機構の特に受け手に対しての対応、これはなかなか

難しい問題です。土地改良について、今後とも支援をお願いしたい。 

特に、県からコメントがありますか。 
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農林水産部長 今の御指摘は、全くごもっともでございまして、私の方としても

全力で取り組んでまいりたいと思います。 

議長 そのほか、いかがでしょうか。 

委員 食品ロスの話ばかりで申し訳ございませんけど、リオオリンピッ

クでは、食品ロスを出さなかった話を聞いております。それは残っ

たものを貧困家庭に配ることがなされた。千葉県の食材をＰＲする

のと同時に、ゴミも出さないこともＰＲしていただければ、有り難

いです。それと先ほどＦ１と申し上げましたが、固定種の種がある

ことを私は最近、知りましたが、栄養価も高くて、美味しいと書い

てありました。固定種を作れるかどうかわかりませんが、ＰＲする

ようなことができるのでしょうか。 

議長 ２点、御指摘、要望に近かったと思います。食品ロスの問題は、

単に振興だけではなく、食品ロスも意識した取組をしていただきた

い。ごもっともな御意見だと思います。Ｆ１は、栄養面の点は、実

際それぞれに検証していく必要があると思います。また、固定種が

必ずしも栄養価が高いわけではないので、科学的にエビデンスベー

スで、進めた方がいいのではないかと研究サイドの人間としては、

そう思います。 

食品ロスについて、特に何かコメントがあればお願いします。 

農林水産部長 特にございません。 

議長 当然のことだと思いますが、その点を意識してやっていただきた

いと思います。 

あと、最後、特に申し上げたい方がいらっしゃいますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

それでは、振興計画の進捗状況、そしてオリパラの戦略とも併せ

て進めていただければと思います。 

本日は、多方面から活発な御議論いただき、有難うございました。

御提案いただいた点を反映していただいて、より良い実効性のある

ものにしていただければと思います。 

それでは時間がまいりましたので、私の議長としての任は、これ

で終わらせていただきます。どうも御議論有難うございました。 

司会 大江会長ありがとうございました。 

最後に部長より御礼の挨拶を申し上げます。 

部長 委員の皆様におかれましては、長時間、御審議をいただき、有難

うございました。本日、いただきました御意見を、農林水産部他、

各部へも伝えまして、しっかりと施策の実行に努めてまいりますの

で、引き続き御指導の程、よろしくお願いいたします。 
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本日は、どうも有難うございました。 

司会 以上を持ちまして、「平成２８年度千葉県農政審議会」を閉会い

たします。どうも有難うございました。 

 


