
資　　料　　編
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委員名簿

千葉市健康づくり推進協議会食育推進部会１

所　属氏　名

（一社）千葉市医師会　副会長大濱　洋一（副部会長）

（一社）千葉市歯科医師会　副会長水谷　哲夫

（公社）千葉県栄養士会千葉支部　支部長杉﨑　幸子

（一社）千葉県歯科衛生士会　会長岡部　明子

千葉県立保健医療大学　教授渡邊　智子（部会長）

（公社）千葉市食品衛生協会　会長藤沼　照雄

千葉市食生活改善協議会　会長清水　葉子

（公社）千葉市幼稚園協会　会長畠山　一雄

千葉市小中学校長学校運営協議会（泉谷小学校 校長）木村　多恵子

千葉市小中学校長学校運営協議会（千城台西中学校 校長）木川　茂雄

千葉みらい農業協同組合　常務理事伊藤　和彦

千葉市畜産協会　会長斎藤　昌雄

千葉市保育協議会　副会長永島　玲子

千葉市ＰＴＡ連絡協議会　副会長斎藤　克信

日本チェーンストア協会関東支部　参与宮下　泰亘

生活協同組合コープみらい　理事緒方　奈々子

公募委員大友　信一

（平成２６年３月時点、順不同、敬省略）
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１．目的
国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総合
的かつ計画的に推進すること等を目的とする。
　
２．関係者の責務
　１　食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関係者、食品関連

事業者、国民等の責務を定める。
　２　政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書を提出する。
　
３．食育推進基本計画の作成
　１　食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。
　　①食育の推進に関する施策についての基本的な方針
　　②食育の推進の目標に関する事項
　　③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
　　④その他必要な事項
　２　都道府県は都道府県食育推進計画、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努

める。
　
４．基本的施策
　　①家庭における食育の推進
　　②学校、保育所等における食育の推進
　　③地域における食生活の改善のための取組の推進
　　④食育推進運動の展開
　　⑤生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
　　⑥食文化の継承のための活動への支援等
⑦食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流
の推進

　
５．食育推進会議
１　内閣府に食育推進会議を置き、会長（内閣総理大臣）及び委員（食育担当大臣、関

係大臣、有識者）25名以内で組織する。
２　都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を置くことができ

る。

食育基本法の概要２
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第２次食育推進基本計画の概要３
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食に関する現状値４

自分にとって適切な食事内容や量を知っているか

　自分にとって適切な食事内容や量を知っていると回答した者の割合は、約７割となって
います。

知っている知っている
72.972.9％

知らない知らない
25.625.6％

知っている
72.9％

知らない
25.6％

無回答　1.5％

外食時、もしくは食品購入時に栄養成分表示を参考にしているか

　外食時や食品購入時に栄養成分表示を参考にしていると回答した者の割合は、「いつも
参考にしている」（12.5％）と「時々参考にする」（49.2％）を合わせると約6割となってい
ます。

時々時々
参考にする参考にする
49.249.2％

参考にしない参考にしない
36.936.9％

いつもいつも
参考にする参考にする
12.512.5％

時々
参考にする
49.2％

参考にしない
36.9％

無回答　1.4％

いつも
参考にする
12.5％

＜資料＞
千葉市の健康づくり（生活習慣等）に関するアンケート調査（H23）

＜資料＞
千葉市の健康づくり（生活習慣等）に関するアンケート調査（H23）
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健康に悪影響を与えないための調理に関する知識

　健康に悪影響を与えないための調理に関する知識があると回答した者の割合は、「十分
にあると思う」（11.8％）と「ある程度あると思う」（61.3％）を合わせると約7割となって
います。

ある程度ある程度
あると思うあると思う
61.361.3％

十分に十分に
あると思うあると思う
11.811.8％

あまりあまり
ないと思うないと思う
20.520.5％

ある程度
あると思う
61.3％

不明　1.4％

十分に
あると思う
11.8％

あまり
ないと思う
20.5％

全くないと思う
5.0％

食品を選択する際に重視していること

　食品を選択する際に重視していることは、「価格」（71.3％）、「鮮度」（70.2％）、「おいし
さ」（68.0％）、「安全性」（56.3％）の順となっています。

（複数回答）

価格

鮮度

おいしさ

安全性

季節感・旬

好み

栄養価

産地

量・大きさ

天然素材・自然素材

生産者・食品メーカー

簡便性（手間がかからない）

見栄え

特にない

不明

71.3％

70.2％

68.0％
56.3％

52.9％

51.6％

49.0％
35.8％

30.6％

28.5％

22.9％

14.8％

3.8％
2.0％

0.4％
＜資料＞
市民の健康づくり（食育・生活習慣等）に関するアンケート調査（H24）

＜資料＞
市民の健康づくり（食育・生活習慣等）に関するアンケート調査（H24）
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よく噛んで、味わうように心がけて食べているか

　よく噛んで、味わうように心がけて食べていると回答した者の割合は、「心がけている」
（19.7％）と「どちらかと言えば心がけている」（36.6％）を合わせると約６割となっていま
す。

どちらかと言えばどちらかと言えば
心がけている心がけている
36.636.6％

心がけている心がけている
19.719.7％

どちらかと言えばどちらかと言えば
心がけていない心がけていない
28.928.9％ どちらかと言えば

心がけている
36.6％

無回答
1.6％

心がけている
19.7％

どちらかと言えば
心がけていない

28.9％

わからない
3.3％

心がけていない
9.9％

＜資料＞
千葉市の健康づくり（生活習慣等）に関するアンケート調査（H23）

６月が「食育月間」で、毎月１９日が「食育の日」と知っているか

　６月が「食育月間」で、毎月19日が「食育の日」と知っていたかということについては、「両
方とも知らなかった」が86.9％と８割を超えており、あまり認知されていないことがうかが
えます。

両方とも知っている

「食育月間」のみ知っている

「食育の日」のみ知っている

両方とも知らない

4.4％

4.2％

4.5％

86.9％

＜資料＞
インターネットモニターアンケート（H25）
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疾病の状況

　国民健康保険加入者の受診件数の割合は、「歯及び歯の支持組織の障害」（18.4％）が最
も多く、次いで「循環器系の疾患」（15.9％）、「内分泌、栄養及び代謝疾患」（9.3％）、「筋
骨格系及び結合組織の疾患」（9.2％）の順になっています。

新生物
3.5％

精神及び行動の障害
4.5％

歯及び歯の支持組織の障害
18.4％

循環器系の疾患
15.9％

内分泌、栄養及び
代謝疾患
9.3％筋骨格系及び

結合組織の疾患
9.2％

呼吸器系の疾患
8.5％

眼及び付属器の疾患
7.3％

皮膚及び
皮下組織の疾患

4.9％

消化器系の疾患
4.8％

その他その他
13.613.6％
その他
13.6％

＜資料＞
千葉県国民健康保険病類別疾病統計表（平成24年６月分）の千葉市分

国民健康保険加入者の疾病別件数割合
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農家数、農地面積（千葉市）

　都市化の進展や高齢化等による担い手不足により、農家数や農地は減少しています。

＜農家数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

総　　　農　　　家　　　数区　分　
　年

兼業農家専業農家計

3,7506774,427平成  　2

3,2275203,747　　　7

総　　　農　　　家　　　数
区　分　

　年・区名
自給的
農家

販　　売　　農　　家

兼業農家専業農家計
（Ａ）計

8961,8054852,2903,186平成　12

1,0511,3854741,8592,91017

1,0921,1653811,5462,63822

93431154147中 央 区

18220865273455花 見 川 区

134461460194稲 毛 区

3925241706941,086若 葉 区

291344121465756緑 区

－－－－－美 浜 区

＜経営耕地面積＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ha）

＜資料＞平成２年、１２年、２２年は「世界農林業センサス」、平成７年は「農業センサス」、
　　　　平成１７年は「農林業センサス」による

＜資料＞平成２年、１２年、２２年は「世界農林業センサス」、平成７年は「農業センサス」、
　　　　平成１７年は「農林業センサス」による
　　　　平成１７年の、田、畑、樹園地の区分は販売農家数のみ集計される

一戸当りの
経営耕地
面積：（a）

樹 園 地畑田総 面 積
区分　

　年・区名

79.01442,3351,0203,499平成　 2

81.41362,0049103,0507

82.11131,6888142,61512

81.0－－－2,35817

81.7－－－2,15622
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農業産出額（千葉市）

　平成１８年の農業産出額は１０９億円のうち、野菜が４７億５千万円（４３.６％）と最も多く、次
いで乳用牛１５億５千万円（１４.２％）、鶏１４億２千万円（１３.０％）となっています。

＜農業産出額＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千万円）

1817161514年

1,0901,1211,0951,1251,151産出額
総額

118877県内順位（位）

86919713097米

01111麦類

7872719177雑穀・豆類

3330293027いも類

475481476467515野菜

1916151218果実

7585887987花き

11210工芸農作物

67777種苗・苗木他

45×68肉用牛

155164157168166乳用牛

140148143155154うち生乳

1617141012豚

142×130123136鶏

75×686071うち鶏卵

1××11その他の畜産物

＜資料＞「千葉県農業所得統計」
※「０」は1,000万円に満たないもの、「×」は秘密保護上数値を公表できないものを表示
※産出額の合計は四捨五入等の関係で、各項目の数字を足したものと一致しない場合がある
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主な野菜の生産品目（千葉市）

　作付面積は、水稲、落花生が大きく、その他は、ほうれんそう、にんじん、さといも等
の野菜類が上位を占めています。

＜主要品目の作付面積・収穫量＞

ごみの状況

　家庭から排出されるごみのうち、生ごみ類が最も多く、約４割を占めています。

＜家庭から出された可燃ごみの組成分析結果＞
その他
1.6％繊維類

3.0％
木・草類
13.0％

プラスチック類
13.5％ 生ごみ生ごみ

43.643.6％
生ごみ
43.6％

資源化できない
紙類
14.8％ 資源化できる紙類

10.5％

収穫量（ｔ）作付面積（ha）品　　目作付面積順位

3,920788水 稲１　位

1,880779落 花 生２　位

2,770173ほうれんそう３　位

5,850155に ん じ ん４　位

1,430101さ と い も５　位

2,61090ね ぎ６　位

1,37075ばれいしょ７　位

3,76062だ い こ ん８　位

1,39061か ん し ょ９　位

2,43050キ ャ ベ ツ１０　位

＜資料＞平成１８年「青果物生産出荷統計」

＜資料＞
平成24年度　千葉市ごみ組成測定・分析
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用 語 解 説５

【あ】
●インターネットモニター（制度）：市政の各分野における課題等について、インターネッ

トモニターとして登録していただいた方に、インターネットによるアンケート調
査に回答していただき、その調査結果を市の施策の企画立案等に活用していくも
の。

●栄養教諭：学校における食育の推進の中核的な役割を担う立場として、平成17年に設け
られた。職務として、食に関する指導（児童生徒の個別指導、学級担任等と連携し
た集団指導、職員、家庭、地域の連絡調整）と給食管理（栄養管理、衛生管理、検
食、物質管理等）を一体のものとして行う。

● 嚥 
えん

 下 ：食べ物や飲み物を口に入れ、咽頭から食道、胃へ送り込む過程。
げ

【か】
●学校栄養職員：学校に勤務する栄養士であり、学校給食指導、調理従事員や施設等の衛

生管理、学校給食の検食、学校給食用の物資の選定、購入、検収、保管、及び学校
給食の食事内容や児童生徒の食生活の改善に関わる調査研究等を行うことを職務
とする。

●給食施設：病院や学校、保育所など特定多数の人を対象に食事を提供する施設で、本市
では、保健所に届け出のある１回50食、１日100食以上の食事を提供する給食施設
を指導対象としている。

●郷土食：それぞれの地域の産物を上手に活用し、その風土に合った食べ物として創られ、
伝えられてきたもの。

●欠食：食事をとらないこと。
●口腔機能：食べ物を味わう（口に取り込む、噛む、飲み込む）、話す、笑う（豊かな表

情）、息をするなどの口が担う機能の総称。
● 誤  嚥 ：本来気管に入ってはいけない物が気管に入ること。

ご えん

【さ】
●歯周疾患：細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯と歯ぐきの間から入っ

た歯周病菌が、歯肉に炎症をひき起こし、さらには、歯を支える骨を溶かしてしま
う病気。

●主菜：たんぱく質の供給源である肉、魚、卵、大豆及び大豆製品等を主材料とする料理。
●主食：炭水化物等の供給源であるごはん、パン、麺、パスタなどを主材料とする料理。
●食品関連事業者：食品の製造、加工、流通、販売、食事の提供等を行う事業者及び関係

団体。
● 咀 しゃく：食物を歯で噛み砕き、唾液を分泌させて食物とよく混ぜ合わせ、飲み込みや

そ

すい大きさにして、食物の消化吸収を高めること。
●ソーシャルメディア：SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）やブログに代

表される、ユーザによる情報発信と情報共有によるコミュニケーションを特徴と
する、インターネット上のサービス。 
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【た】
●低栄養：体を維持する「たんぱく質」と活動するための「エネルギー」が不足した状態。

高齢期は、食が細くなりやすく、また、咀しゃく機能や 嚥  下 機能が低下するなど、
えん げ

食事の量が少なくなり低栄養になりやすい。

【な】
● 中食 ：持ち帰りの惣菜や弁当、出前など、家庭外で調理された食品を家庭内でとる食事

なかしょく

形態。家庭で素材から調理する意味の「内食」、飲食店など外出先で食事をする意
味の「外食」との中間にある食事形態として、「中食」といわれている。

●生ごみ資源化アドバイザー：生ごみの減量及び資源化に積極的に取り組み、かつ所定の
要件を満たした方を、生ごみ資源化アドバイザーとして登録し、町内自治会等が行
う、生ごみの減量や資源化推進を目的とした学習会・研修会などの活動に派遣し、
助言・技術指導等を行う。

【は】
●パブリックコメント手続：市の重要な施策の意思決定の過程において、施策の案を公表

し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して施策の決定を行う
とともに、その意見に対する市の考え方を公表する手続。

●副菜：ビタミン、ミネラル、食物繊維等の供給源である野菜、いも、豆類（大豆を除
く）、きのこ、海藻等を主材料とする料理。

●保育所における食育に関する指針：平成16年３月に作成された保育所保育指針を基本と
した「食育の計画」作成のためのガイドライン。健康で質の高い生活を送る基本と
しての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを保育所の目標とし、子
どもの発達段階に応じた食育のねらい・配慮事項等が記述されている。

【ま】
●メタボリックシンドローム：内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のう

ちいずれか２つ以上をあわせもった状態。

【ら】
●ライフステージ：年齢にともなって変化する生活段階、年代別の生活状況のこと。
●６次産業化：農業者が生産（１次）・加工（２次）・販売（３次）まで主体的に行い、多

角化・高度化する取組み。
【わ】
●ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）：性別を問わずあらゆる世代が、

仕事と家庭生活の両方で、調和のとれた生活を送ること。　
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数値目標出典一覧（現状値）６

Ａ インターネットモニターアンケート（平成２５年８月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｂ 千葉市保育所 幼児の生活時間・食生活調査（平成２５年６月　千葉市こども未来局保育運営課）

Ｃ 幼児の食生活等に関するアンケート調査（平成２３年１１月～１２月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｄ 児童生徒の食生活実態調査（平成２３年１１月　千葉市学校栄養士会）

Ｅ 運動や健康づくりのためのアンケート （平成２３年１０月～１１月 千葉市教育委員会保健体育課）

Ｆ 児童生徒意識調査（平成２４年度　千葉市教育委員会指導課）

Ｇ たばこと酒類等に関するアンケート調査（平成２３年１０月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｈ 千葉市の健康づくり（生活習慣等）に関するアンケート調査

 （平成２３年１２月～平成２４年１月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｉ 定期健康診断結果　（平成２４年度　千葉市教育委員会保健体育課）

Ｊ 千葉市の健康づくり（食習慣）に関するアンケート調査

 （平成２３年１２月～平成２４年１月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｋ 千葉市食生活改善推進員数　（平成２５年４月　千葉市保健福祉局健康支援課）

Ｌ 保育所（園）における食育の計画づくりに関する調査（平成２５年度　千葉市こども未来局保育運営課）

Ｍ 千葉市教育委員会保健体育課調査　（平成２４年度）

Ｎ 千葉市経済農政局農政課調査（平成２４年度）

Ｏ 千葉市の健康づくり（食育・生活習慣等）に関するアンケート調査

 （平成２４年１１月　千葉市保健福祉局健康支援課）
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