
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

政策分野：望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

【政策分野全体の目指す姿】

食について自ら考え、判断ができる能力を養成する食育を推進し、望ましい食生活の実現を図る。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿

国民が、自らの食生活を見直し、栄養バランスの改善等に主体的に取り組むことができるよう、平成17年

6月に決定された「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組む。

また、地方における食育を着実に推進していくため、地域単位・草の根レベルで食育を推進する食育推進ボ

ランティアの資質向上と、その活動の拡充・強化に取り組む。

目標①：一般消費者の「食事バランスガイド」の認知度について、平成17年度は２０％、平成2

2年度は５０％を目標値とする。

目標値：２０％ 実績値：２６％ 達成状況：130 達成ランク：A

％

要因の分 (1)ポスター・パンフレットの配布、全国各地での説明会やシンポジウムの開催、実際のスーパ

析・改善 ー・コンビニの店舗を活用したモデル的な取組の実施などを通じ、「食事バランスガイド」の認

の考え方 知度は２６％となり、政策目標を達成した。

(2)バランスのとれた食生活の実現に向け、「食事バランスガイド」の普及・活用に一層積極的

に取り組むことととし、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における全国的な普

及活用の促進や、地域の郷土料理などを活用した「地域版食事バランスガイド」作成の促進など

を通じ、同ガイドの認知度や実践度を全国的に高めていく必要がある。

(参考指標）「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」を参考に

食生活を送っている人の割合について、平成17年度は１０％、平成22年度は６０％を

目標とする。
実績値：４１％（平成17年度）

目標②：食育推進ボランティアの延べ活動日数について、平成22年度は16年度実績の２倍増（4

0,000人日/年）

目標値： 23,300人日/年 実績値：37,335人日/年 達成状況：160 達成ランク：A

％

要因の分 (1)都道府県は、「食の安全・安心確保交付金」を活用して、食育推進ボランティアに対する講

析・改善 習会等による資質向上やその食育活動への支援等を実施した。その結果、食育推進ボランティア

の考え方 の延べ活動日数は36,332人日/年となり、政策目標を達成した。

(2)当事業については、地域の自主性に委ねることによって地方の創意工夫を活かした取組が期

待できることから、三位一体改革の趣旨等を踏まえ、18年度から廃止し、これに見合った税源を

都道府県に移譲することにより、都道府県等の裁量の下で、自主的に取組を進めることとされた。



【政策分野の総合的な評価】

食に関する知識と食を選択する力を習得し、望ましい食生活を実践することができる人間を育てる食育を

推進することが重要な課題となっていることから、国民が、自らの食生活を見直し、栄養バランスの改善等

に主体的に取り組むことができるよう、「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組むことが重

要である。

このことから引き続き、「食事バランスガイド」の普及・活用を図っていくとともに、来年度以降につい

ては、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における全国的な普及活用の促進や、地域版食事

バランスガイド作成の促進などを通じ、同ガイドの認知度を全国的に高めていくことが重要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/5.pdf
担当：消費・安全局消費・安全政策課 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３００６、３００７）



政策評価結果書
平成１８年３月３１日

（最終改訂同年７月７日）
実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：消費・安全局消費者情報官
及び関係課 関 係 課：総合食料局消費流通課、生産局野菜課、果樹花き課、牛乳

乳製品課、食肉鶏卵課、水産庁加工流通課

政策分野の全体 食について自ら考え、判断ができる能力を養成する食育を推進し、望ましい
の目指すべき姿 食生活の実現を図る。

重点的に取り組むべき課題（課 目 標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

国民が、自らの食生活を見直し、 ①指 標：食事バランスガイドの認知度 食育・食生活指針に

栄養バランスの改善等に主体的に 目標年次：平成２２年度 関する調査（(財）食

取り組むことができるよう、平成 目 標：一般消費者の「食事バラン 生活情報サービスセ

17年6月に決定された「食事バラ スガイド」の認知度について、平 ンター）

ンスガイド」の普及・活用に積極 成17年度は２０％、平成22年度は

的に取り組む。 ５０％を目標値とする。

また、地方における食育を着実 （基準：平成17年度２６％ →

に推進していくため、地域単位・ 平成22年度５０％)

草の根レベルで食育を推進する食 (参考指標）

育推進ボランティアの資質向上 「食事バランスガイド」を認知している人の

と、その活動の拡充・強化に取り うち、「食事バランスガイド」を参考に食生活

組む。 を送っている人の割合について、平成17年度

は１０％、平成22年度は６０％を目標とする。

②指 標：食育推進ボランティアの延べ 食の安全・安心確保

活動日数 交付金の実績報告か

目標年次：平成２２年度 ら、食育推進ボラン

目 標：食育推進ボランティアの延 ティアの延べ活動日

べ活動日数について、平成22年度は16 数を集計

年度実績の２倍増（40,000人日/年）を

目標値とする。

（基準：平成16年度約20,000人 →

平成22年度40,000人



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の１の（２）望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

目標年度 －

目標値 －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
最近の我が国における食生活については、健康・栄養についての適正な情報の不足、食習慣の乱れ、

食料の海外依存、食べ残しや食品の廃棄の増加等により、栄養バランスの偏り、生活習慣病の増加、食

料自給率の低下、食料資源の浪費等の様々な問題が生じており、食に関する知識と食を選択する力を習

得し、望ましい食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが重要な課題となって

いる。

平成17年6月に「食育基本法」が制定され、今後、この法律に基づき、内閣府、厚生労働省、文部科学

省など関係府省と連携しながら食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしており、農林

水産省においては、食生活の改善、食や農に関する正しい理解の促進、地域の優れた食文化の継承、食

品の安全性に関する情報提供の強化等の観点から、生産・流通・消費の各段階において食育を推進する。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
食生活は、基本的には個人の嗜好によるものであり、食生活の見直しは、強制されるものではなく、

国民一人一人が主体的に毎日の食生活の見直しに取り組むことが重要である。

国民各層の理解と実践を促進させ、望ましい食生活の実現を図るためには、食生活指針を実際の行動

に結びつけるものとして、食事の望ましい組合せやおおよその量を分かりやすくイラストで示した「食

事バランスガイド」の普及・活用や、地方における食育を推進するための食育推進ボランティア(栄養士、

食生活改善推進員、食品衛生関係者、指導農業士等「食」に関する見識を持つ方々）の活動の充実・強

化等に重点的に取り組むことが必要である。

「食事バランスガイド」は平成17年の6月に策定・公表されたものであり、その普及により、その認知

度を高めることが必要であることから、一般消費者の「食事バランスガイド」の認知度を目標とする。

また、参考指標として、「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」を参

考に食生活を送っている人の割合について、平成17年度は１０％、平成22年度は６０％を目標値とする。

なお、「食事バランスガイド」は平成17年の6月に策定されたところであり、現在は、その認知度の向上

を主要な目標に掲げているが、将来的には、本参考指標を、本指標として扱う可能性についても検討す

る必要があると考えている。

食育推進ボランティアの資質向上とその活動の拡充・強化を図ることが必要であるため、その延べ活

動日数を目標とする。

〔目標値の算出方法〕

目標① 食事バランスガイドの認知度
現状値及び算出方法

(財）食生活情報サービスセンターが毎年度実施している「食生活指針・食育に関する認知度調査」に

おいて、平成17年度から「食事バランスガイド」の認知度調査を実施し、その数値を用いて施策の効果

を把握・評価する。



達成状況の判定方法

当該年度の目標と現状値とのかい離を比較する。

達成率の計算方法

・達成率 = (当該年度実績値)÷(当該年度目標値)×１００(％)

（参考指標）「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」を参
考に食生活を送っている人の割合

ア 現状値及び算出方法

（財）食生活情報サービスセンターが毎年度実施している「食生活指針・食育に関する認知度調査」

において、「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」を参考に食生活を

送っている人の割合の調査を実施し、その数値を用いて施策の効果を把握・評価する。

イ 達成状況の判定方法

当該年度目標と現状値とのかい離を比較する。

目標② 食育推進ボランティアの延べ活動日数
現状値及び算出方法

食の安全・安心確保交付金の実績報告から、食育推進ボランティアによる延べ活動日数を集計し、

その数値を用いて施策の効果を把握・評価する。

達成状況の判定方法

当該年度の目標と現状値とのかい離を比較する。

達成率の計算方法

・達成率 = (当該年度実績値)÷(当該年度目標値)×１００(％)



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 食事バランスガイドの認知度 ５０％（平成２２年度）
・現状値 ２６％（平成１７年度）

１７年度(基準) 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

目標値 20 30 35 40 45 50

実績値 26

達成率 130

（単位：％）

※実施機関 ：（財）食生活情報サービスセンター
調査対象 ：東京圏、近畿圏、地方圏の２０～７０歳の男女
調査対象者：２，１００人（有効回答数１，８３３人）
調査期間 ：平成１８年１月

（参考指標）
「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランスガイド」
を参考に食生活を送っている人の割合（目標） ６０％（平成２２年度）

・目標値 １０％（平成１７年度）
・実績値 ４１％（平成１７年度）

目標② 食育推進ボランティアの延べ活動日数 40,000人日/年（平成２２年度）
・現状値 約20,000人日/年（平成１６年度）
※平成１８年度以降は、当該事業が税源移譲の対象となったため、目標から除外す
る方向で検討する。

１６年度(基準) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

目標値 － 23,300 26,600 30,000 33,300 36,600 40,000

実績値 19,836 37,335

達成率 － 160

（単位：人日/年、％）



実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標①目標食事 目標値、実績値、達成状況
バランスガイド
の認知度 本年度の目標値 ２０％

本年度の実績値 ２６％

達成状況 達成ランク Ａ

基準値 ２０％（平成１７年度）

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・平成１７年度は、「食事バランスガイド」の認知度２０％を政策目標として設定した。

昨年６月の同ガイドの決定以来、専用ホームページの開設、ポスター・パンフレット

の配布、全国各地での説明会やシンポジウムの開催等を通じ、その普及を図ってきた。

また、実際のスーパー・コンビニの店舗を活用したモデル的な取組の実施や、スー

パー・コンビニ、外食産業等での同ガイドの活用を促すためのマニュアルの作成・公

表などを通じ、その活用を図ってきた。その結果、同ガイドの認知度は２６％となり、

政策目標を達成したことから、本目標の政策手段は有効であると考えられる

更に参考指標についても目標を達成していることから、本政策分野の目指すべき姿

である「食について自ら考え、判断できる能力を養成する食育を推進し、望ましい食

生活の実現を図る」という施策が確実に遂行された結果であると考えられる。

改善・見直しの方向

「食事バランスガイド」は、多くの国民が自らの食生活を見直し、健康づくりや栄

養バランスの改善等に主体的に取り組むことができるようにするためのツールとして

作成したものであり、この普及活用を更に進めていくことが、バランスのとれた食生

活の実現につながるものである。

このため、「食事バランスガイド」の普及・活用に一層積極的に取り組むことととし、

来年度以降については、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店における

全国的な普及活用の促進、地域の郷土料理などを活用した「地域版食事バランスガイ

ド」の作成の推進などを通じ、同ガイドの認知度や実践度を全国的に高めていく必要

がある。

目標② 目標値、実績値、達成状況

食育推進ボラ
ンティアの延べ 本年度の目標値 23,300人日/年

活動日数 達成状況 37,335人日/年 達成ランク Ａ

基準値 19,836人日/年

政策目標を達成するための政策手段の有効性

平成17年度は、食育推進ボランティアの延べ活動日数23,300人日/年を政策目標とし

て設定した。都道府県は、「食の安全・安心確保交付金」を活用して、食育推進ボラン



ティアに対する講習会等による資質向上やその食育活動への支援等を実施した。その

結果、食育推進ボランティアの延べ活動日数は36,332人日/年となり、政策目標を達成

したことから、本目標の政策手段は有効であると考えられる。

改善・見直しの方向

「食の安全・安心確保交付金」における食育推進ボランティアの資質向上とその活

動の拡充・強化の取組に対する支援については、地域の自主性に委ねることによって

地方の創意工夫を活かした取組が期待できることから、三位一体改革の趣旨等を踏ま

え、18年度から廃止し、これに見合った税源を都道府県に移譲することにより、都道

府県等の裁量の下で、自主的に取組を進めることとされたところである。

なお、目標②については、実績データの基礎となる事業が税源移譲となったため、

目標から除外する方向で検討する必要がある。

総合的な所見 目標①、②については、目標を達成している。

（各局政策評価 しかしながら、今後も 食に関する知識と食を選択する力を習得し、望ましい食生活

担当課長） を実践することができる人間を育てる食育を推進することが重要な課題となっている

ことから、国民が、自らの食生活を見直し、栄養バランスの改善等に主体的に取り組

むことができるよう、「食事バランスガイド」の普及・活用に積極的に取り組むことが

必要である。

このことから、引き続き、「食事バランスガイド」の普及・活用を図っていくととも

に、来年度以降については、地方や中小規模の店舗での活用を含め外食や小売店にお

ける全国的な普及活用の促進や、地域版食事バランスガイド作成の促進などを通じ、

同ガイドの認知度を全国的に高めていくことが必要である。

なお、平成18年3月31日に食育推進基本計画において「「食事バランスガイド」等を

参考に食生活を送っている国民の割合を22年度までに60％以上とする」とされたこと

や、「食事バランスガイド」の実践を促すことが重要であること等も踏まえ、現在、参

考指標としている「「食事バランスガイド」を認知している人のうち、「食事バランス

ガイド」を参考に食生活を送っている人の割合」を目標値（本指標）とする方向で検

討する必要がある。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であり、改善の方向を踏まえて、施策への見直し、反映に努めるべきである。

また、食育を国民運動として、国民一人一人が自ら健全な食生活を実践できるよう、今般、食育基本法

に基づき食育推進基本計画が策定され、食育に関する指標が初めて示されたところである。今後これらの

指標を活用し、例えば、教育ファームの取組など新たな目標を設定する必要がある。なお、「食事バランス

ガイド」については、その認知度が目標となっているが、より効果を適切に把握できるよう見直しを行う

必要がある。

【評価会委員の意見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

①

食の安全・安心確保交
付金のうち
食育の推進

- 2,742の内数実施計画書に基づき実施

にっぽん食育推進事業 - 588

・「専用ホームページ」の設置
・ポスター等の「食事バランス
ガイド」の普及資材を配布
・全国９ヶ所での「食事バラン
スガイド」についてのブロック
説明会の開催
・ニッポン食育フェア（来場者
数約27,000人）をはじめとす
るイベント、シンポジウム等の
開催
・スーパー、コンビニでのモデ
ル事業の実施
・スーパー・コンビニ、外食産
業向けの「食事バランスガイ
ド」活用マニュアルの作成
等の取組を通じて、食事バラ
ンスガイドの認知度の目標の
達成に寄与したと考えられ
る。

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する食育の推進を目的とした取り
組みを支援し、我が国の食の安全と
消費者の信頼の確保を図る。(②、参
考指標）

・全国各地でのシンポジウムの開催
・ニッポン食育フェアの開催
・民間団体等による食育活動への支
援
・研究者による食育の推進方策に関
する研究への支援
・その他リーフレットの印刷、コンクー
ルの開催、マスメディアによる普及・啓
発活動の実施等。(②、参考指標）

望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

実績評価（政策手段シート）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

一般消費者の
「食事バランスガ
イド」の認知度に
ついて、平成17
年度は２０％、平
成22年度は５０％
を目標値とする。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

果実等消費拡大特別対
策事業

-
474

（うち食育関
連は384）

・「毎日くだもの２００ｇ運動指
針」、パンフレット、くだもの絵
本において、「食事バランス
ガイド」を掲載
・朝日新聞「くだもの通信」等
において、「食事バランスガイ
ド」を紹介
・毎日くだもの２００ｇ運動講演
会（全国６カ所）において、
「食事バランスガイドにおける
果物の位置付け」等の講演
及びパンフレットの配布
・「みかん祭り」、「りんご祭り」
等のイベントにおいて、「食事
バランスガイド」のパンフレット
を配布
等の取組を通じて、食事バラ
ンスガイドの認知度の目標の
達成に寄与したと考えられ
る。

・「果実の機能性成分」等を訴求ポイ
ントとした国産果実の消費拡大活動の
推進
・学校給食への地場産果実の利用促
進。(②、参考指標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

野菜消費拡大特別対策
事業

- 207

・産地で栄養・機能性成分を分析
し、農産物の包装にシールを貼付
するとともに、量販店店頭に栄養・機
能性成分を分析したデータを掲示
する取組を実施。
・外食・中食モデル店舗において、
提供されている野菜料理が何皿分
にあたるのかをメニューに記載した
り、外食店舗等を利用したイベントを
開催。
・普及啓発用の資材作成や「食事バ
ランスガイド」を使い「バランスのとれ
た食生活の重要性」「野菜５皿程度」
等をイベント開催時にＰＲ。
等の取組を通じて、食事バランスガ
イドの認知度の目標の達成に寄与し
たと考えられる。

学校給食用牛乳供給事
業交付金

- 3,167

・学校栄養職員。調理員を対
象とした牛乳料理講習会の
開催
・給食副読本の作成・配布

国産生乳需要基盤確保
対策事業

- 1,099
・学校での骨密度測定を通じ
た牛乳乳製品の普及

・産地における野菜の栄養成分・機能
性に係る情報提供
・外食・中食における野菜利用増大及
び普及啓発活動の取組推進等。(②、
参考指標）

・保護者も含めた普及啓発教材の配
布
・研修会等の開催、未実施校に対す
る説明会等の開催
・上記取組等を通じた牛乳等の栄養
価値についての啓発・普及
・学校における牛乳の衛生管理の確
保を図るための機器整備。①②参考
指標

国産生乳の需要を維持・拡大させるた
めの調査及び情報提供、栄養的価値
のＰＲ等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

国産食肉等消費拡大総
合対策事業

- 896

・食肉の機能や栄養等の情報
発信
（１）中高年層をターゲットにし
た新聞雑誌等への広告掲載
（２）ラジオ番組での食肉消費
の効用や話題提供
（３）小・中学生向け新聞での
食の意義等の記事掲載
・国産食肉等への関心の醸成
（１）食肉と健康に関連したシ
ンポジウムを開催（２回）
（２）国産食肉の流通（畜産農
家から食卓まで）に関する冊
子、ＤＶＤの作成・配布等

米穀消費拡大宣伝事業 - 1,770

・栄養士を対象にした講習会を全国
９ヶ所で開催し、食事バランスガイド
の解説を講義の一部とした。会場内
においては、食事バランスガイドの
ポスターの掲示やリーフレットを配布
・医師・栄養士を対象としたシンポジ
ウム「お米・健康サミット」を全国４ヶ
所で開催し、食事バランスガイドの
リーフレットを配布
・「ごはんで作る健康な体」等のパン
フレットを作成し、食事バランスガイ
ドの活用方法などを取り上げた
・テレビ番組「いまどき!ごはん」（全
国平均視聴率8.2％）において、食
事バランスガイドを紹介
等の取組を通じて、食事バランスガ
イドの認知度の目標の達成に寄与し
たと考えられる。

・食肉に関する知識の普及・啓発、情
報提供、ＰＲ活動等

・テレビ等の対象に応じた広報媒体の
有効活用等によるごはん食健康情報
の提供
・医療関係者等との連携による、米を
中心とする日本型食生活の再認識・
普及の促進。(②、参考指標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

米消費拡大対策事業 - 1,889

・NPO、消費者団体等１１団体に
よるごはん食推進の取組を実施
し、そのうち４団体については
「食事バランスガイド」の普及を
テーマにしたセミナー等を実施
・児童・生徒を対象とした稲作体
験教室を全国492ヶ所(137,679
人)において開催し、「食事バラ
ンスガイド」を紹介
・ごはん料理教室・セミナーを全
国39ヶ所(9,853人)において開催
し、「食事バランスガイド」を紹介
・全国４ヶ所の情報発信施設に
おいてごはんの有用性と「食事
バランスガイド」を紹介した情報
誌、パンフレットを配布
・東京、神奈川、大阪、兵庫で米
飯学校給食推進フォーラム（参
加者約800名）とメニュー講習会
（参加者約300名）を開催し、「食
事バランスガイド」を紹介
・学校給食用パン製造業１１業
者に対して、炊飯設備を設置
等の取組を通じて、食事バラン
スガイドの認知度の目標の達成
に寄与したと考えられる。

・NPO等の独自のごはん食推進取組
提案を公募し、その活動を支援
・生産者団体等が行うお米・ごはん食
体験事業等への支援
・学校給食用パン製造業者等に対す
る米飯学校給食促進のための炊飯設
備等設置の支援。(②、参考指標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

②
食の安全・安心確保交
付金のうち
食育の推進

- 2,742の内数実施計画書に基づき実施

にっぽん食育推進事業 - 588

・「専用ホームページ」の設置
・ポスター等の「食事バランスガ
イド」の普及資材を配布
・全国９ヶ所での「食事バランス
ガイド」についてのブロック説明
会の開催
・ニッポン食育フェア（来場者数
約27,000人）をはじめとするイベ
ント、シンポジウム等の開催
・スーパー、コンビニでのモデル
事業の実施
・スーパー・コンビニ、外食産業
向けの「食事バランスガイド」活
用マニュアルの作成

地域が自主性・独創性を発揮しながら
推進する食育の推進を目的とした取り
組みを支援し、我が国の食の安全と
消費者の信頼の確保を図る。

・全国各地でのシンポジウムの開催
・ニッポン食育フェアの開催
・民間団体等による食育活動への支
援
・研究者による食育の推進方策に関
する研究への支援
・その他リーフレットの印刷、コンクー
ルの開催、マスメディアによる普及・啓
発活動の実施等。(①、その他）

食育推進ボラン
ティアの延べ活
動日数につい
て、平成22年度
は16年度実績の
２倍増（40,000人
日/年）を目標値
とする。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

果実等消費拡大特別対
策事業

-
474

（うち食育関
連は384）

・「毎日くだもの２００ｇ運動指
針」、パンフレット、くだもの絵
本において、「食事バランス
ガイド」を掲載
・朝日新聞「くだもの通信」等
において、「食事バランスガイ
ド」を紹介
・毎日くだもの２００ｇ運動講演
会（全国６カ所）において、
「食事バランスガイドにおける
果物の位置付け」等の講演
及びパンフレットの配布
・「みかん祭り」、「りんご祭り」
等のイベントにおいて、「食事
バランスガイド」のパンフレット
を配布

・「果実の機能性成分」等を訴求ポイ
ントとした国産果実の消費拡大活動の
推進
・学校給食への地場産果実の利用促
進。(②、参考指標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

野菜消費拡大特別対策
事業

- 207

・産地で栄養・機能性成分を
分析し、農産物の包装に
シールを貼付するとともに、
量販店店頭に栄養・機能性
成分を分析したデータを掲示
する取組を実施。
・外食・中食モデル店舗にお
いて、提供されている野菜料
理が何皿分にあたるのかをメ
ニューに記載したり、外食店
舗等を利用したイベントを開
催。
・普及啓発用の資材作成や
「食事バランスガイド」を使い
「バランスのとれた食生活の
重要性」「野菜５皿程度」等を
イベント開催時にＰＲ。

学校給食用牛乳供給事
業交付金

- 3,167

・学校栄養職員。調理員を対
象とした牛乳料理講習会の
開催
・給食副読本の作成・配布

国産生乳需要基盤確保
対策事業

- 1,099
・学校での骨密度測定を通じ
た牛乳乳製品の普及

・産地における野菜の栄養成分・機能
性に係る情報提供
・外食・中食における野菜利用増大及
び普及啓発活動の取組推進等。(①、
参考指標）

・保護者も含めた普及啓発教材の配
布
・研修会等の開催、未実施校に対す
る説明会等の開催
・上記取組等を通じた牛乳等の栄養
価値についての啓発・普及
・学校における牛乳の衛生管理の確
保を図るための機器整備。①②参考
指標

国産生乳の需要を維持・拡大させるた
めの調査及び情報提供、栄養的価値
のＰＲ等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

②

国産食肉等消費拡大総
合対策事業

- 896

・食肉の機能や栄養等の
情報発信
（１）中高年層をターゲット
にした新聞雑誌等への広
告掲載
（２）ラジオ番組での食肉消
費の効用や話題提供
（３）小・中学生向け新聞で
の食の意義等の記事掲載
・国産食肉等への関心の
醸成
（１）食肉と健康に関連した
シンポジウムを開催（２回）
（２）国産食肉の流通（畜産
農家から食卓まで）に関す
る冊子、ＤＶＤの作成・配
布等

・食肉に関する知識の普及・啓発、情
報提供、ＰＲ活動等



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

米穀消費拡大宣伝事業 - 1,770

・栄養士を対象にした講習会を
全国９ヶ所で開催し、食事バラン
スガイドの解説を講義の一部とし
た。会場内においては、食事バ
ランスガイドのポスターの掲示や
リーフレットを配布
・医師・栄養士を対象としたシン
ポジウム「お米・健康サミット」を
全国４ヶ所で開催し、食事バラン
スガイドのリーフレットを配布
・「ごはんで作る健康な体」等の
パンフレットを作成し、食事バラ
ンスガイドの活用方法などを取り
上げた
・テレビ番組「いまどき!ごはん」
（全国平均視聴率8.2％）におい
て、食事バランスガイドを紹介

・テレビ等の対象に応じた広報媒体の
有効活用等によるごはん食健康情報
の提供
・医療関係者等との連携による、米を
中心とする日本型食生活の再認識・
普及の促進。(①、参考指標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）
実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

（関連する目標）

米消費拡大対策事業 - 1,889

・NPO、消費者団体等１１団体に
よるごはん食推進の取組を実施
し、そのうち４団体については
「食事バランスガイド」の普及を
テーマにしたセミナー等を実施
・児童・生徒を対象とした稲作体
験教室を全国492ヶ所(137,679
人)において開催し、「食事バラ
ンスガイド」を紹介
・ごはん料理教室・セミナーを全
国39ヶ所(9,853人)において開催
し、「食事バランスガイド」を紹介
・全国４ヶ所の情報発信施設に
おいてごはんの有用性と「食事
バランスガイド」を紹介した情報
誌、パンフレットを配布
・東京、神奈川、大阪、兵庫で米
飯

・NPO等の独自のごはん食推進取組
提案を公募し、その活動を支援
・生産者団体等が行うお米・ごはん食
体験事業等への支援
・学校給食用パン製造業者等に対す
る米飯学校給食促進のための炊飯設
備等設置の支援。(①、参考指標）


