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平成1９年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成20年３月、６月 担当部局名：消費・安全局消費・安全政策課

評価書公表時期：平成20年７月

【施策名】
望ましい食生活の実現に向けた食育注１の推進 政策体系上の位置付け Ⅱ－④

【施策の概要＜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。

【施策に関する目標】
① 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注２」の普及・活用に積極的に取り組む。
また、このような取組が、結果として食料自給率の向上に寄与することから、重点的に取り組む。

(参考：「食事バランスガイド」のコマの中の料理例についてカロリーベースの食料自給率を試算すると約50％)
目標 ① 「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

＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
「食事バランスガイド」を参考に食生活を送ってい 18％ 10.6％ 59％（Ｂ）
る人の割合の向上（平成22年度：30％） （対前年比2.8ポ

イント向上）
＜目標達成のための主な政策手段＞
① にっぽん食育推進事業費補助金 【2,560(3,945)百万円】

学校への出前授業等を通じた健全な食生活に関する普及・啓発、外食産業や小売店等における「食事バラン
スガイド」を活用した「日本型食生活」の実践活動の促進等を実施し、「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増加を推進。

② にっぽん食育推進事業委託費 【1,254(0)百万円】
ポスターやリーフレット、雑誌や車両広告・テレビ媒体を活用して、「食事バランスガイド」を通じた「日

本型食生活」の普及・啓発を実施し、「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増加を
推進。

＜目標に関する分析結果＞
「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（以下「参考度」という。）については、10.6

％となり、目標を下回る結果となった。
これは、「食事バランスガイド」の認知度については、約59％と前年の約41％から18ポイント増加したが、参

考度を高めるため、各種施策を講じたものの、
① 情報提供の方法に工夫が足りず、「食事バランスガイド」を参考とすることが面倒と考える等、健康という
問題に比較的関心が低い若者や子育て世代などの興味を十分に引き出すことが出来なかったこと

② 「食事バランスガイド」を実践するメリットに関する情報の提供が不十分であったこと
③ 「食事バランスガイド」を活用し、バランスが取れた食生活を実現する上で改善が必要な品目に関する情
報提供が不十分であり、かつ効果的に行えなかったこと

等によるものと考えられる。
なお、「食事バランスガイド」の認知度が18ポイント増加したのは、マスメディアの活用、ポスター、リーフ

レットの配布、スーパーマーケット、コンビニ、外食等の店舗におけるパネルやポップによる訴求、食材を利
用した食べ方の提案、学校給食や企業等の食堂におけるメニュー提案の取組の中で「食事バランスガイド」を
活用した情報の提供、シンポジウム等を通じた普及を行ってきた結果によるものと考えられる。
また、「食事バランスガイド」を普及する取組については、「食事バランスガイド」の普及に熱心に取り組も

うとしている事業実施主体に対し必要な支援を行い、その優良事例をモデルケースとして公表することによっ
て、民間団体などがこれを活用し、新たに「食事バランスガイド」の普及に取り組むなど、効率的に実施され
ている。
＜改善・見直しの方向性＞

「食事バランスガイド」の参考度については、より有効な方法で施策の展開を行う必要があり、若者や子育
て世代を主なターゲットとして設定した上で、国民の行動変容につながるような以下の取組を実施することと
する。
① 若者や子育て世代を主なターゲットとして設定した上で、「食事バランスガイド」に関する情報への接触率
を高め、かつ、効果的に参考度を高めるため、地域単位でモデル的に外食・小売業の店舗を活用したイベン
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ト、交通広告、学校給食や企業の食堂等のあらゆる場面で「食事バランスガイド」を参考にした食生活が送
れるようになるための仕掛けを行う。

② 国民の健康や食生活に強い影響力がある医師や栄養士等に対し、「食事バランスガイド」を活用した日本型
食生活のメリットについて科学的な根拠に基づく情報の提供を行う。

③ 世代別の消費動向や販売時期など米、野菜等の品目ごとの事情や特性を踏まえつつ、バランスの取れた食
生活を実現する上で改善が必要な品目に関する情報の発信を行う。

② 自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的とし、市町村、学校、農林漁業者
などが一連の農作業等の体験の機会を提供する教育ファーム注３の取組を推進する。
目標 ② 市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされて

いる市町村の割合
＜達成目標＞ <19年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞

市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主
体による教育ファームの取組がなされている市町村 － － －
の割合の増加（平成22年度：60％）

教育ファームを自らが実施又は支援している市
町村の割合の増加 68.1％ 49.1％ －79％（Ｃ）

（基準値：平成18年 57.5％ （基準値から （基準値から
→ 目標値：平成19年度：68.1％） 10.6％増加） 8.4％減少）

＜目標達成のための主な政策手段＞
食の安全・安心確保交付金のうち、地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進及び「教育フ

ァーム」の取組への支援 【2,513(2,702)百万円の内数】
地域の教育ファーム推進計画に向けた検討、教育ファームの取組の実態や優良事例の収集・提供等について

支援し、市町村等による教育ファームの取組を推進。
＜目標に関する分析結果＞

教育ファームを自ら実施又は支援している市町村の割合については、49.1％と目標値及び基準値を下回る結
果となった。
その要因としては、教育ファームのメニューを「食の安全・安心確保交付金」に19年度新たに設けるととも

に、教育ファームの今後の取組課題及び方策について、「教育ファーム推進研究会」の提言を取りまとめる等を
行ってきたところであるが、これらの取組の情報提供や理解していただくための働きかけ等が不十分であった
ことから、教育ファームの取組の広がりにつながらなかったばかりか、市町村や関係者に教育ファームの狙い
や意義などの理解が十分浸透しなかったこと、財政上の問題から市町村が自ら実施又は支援することが困難に
なってしまったことなどによるものと考えられる。
＜改善・見直しの方向性＞

教育ファームを自らが実施又は支援している市町村の割合を増加させることについては、効果が上がらなか
ったことから、市町村等の関係者に対し教育ファームの狙いや意義等の理解を高め、教育ファームに取り組む
ことの有効性を示し、全国的に取組を広げていくため、
① 教育ファームの実施主体に対する研修の実施や教育ファーム実施マニュアルの作成、教育ファームへ参加
する者の理解を助けるための教材の作成、教育ファームのＰＲの推進

② 市町村、教育関係者、農林漁業者等が連携して教育ファームに取り組むモデル事業を全国100地区程度で実
施し、教育ファームの効果的な展開手法を検証

等の取組を実施することとしている。

【施策に関する評価結果】
望ましい食生活の実現に向けた食育の推進を図るため、「食事バランスガイド」と「教育ファーム」の普及を

図ることは、自然の恩恵や食に関わる様々な活動への理解を深め、国民自らが食生活を見直しバランスの取れ
た食生活の実現につながるものであり、また、このような取組が、結果として食料自給率の向上に寄与するも
のとして重要である。
「食事バランスガイド」については、普及啓発に向けた様々な取組がなされているにもかかわらず、実践に

まで直接つながらない実態となっている。このため、きめ細かな普及活動に併せて、実践メリットに関する分
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かりやすい情報の提供を行うなど、国民の自発的な食習慣の改善が期待できる取組を強化する必要がある。
「教育ファーム」については、19年度実績が18年基準値を下回る結果となった要因を十分に踏まえ、市町村

等の関係者がスムーズに教育ファームの計画作りに取り組むことが可能となるよう、教育ファームのモデル事
例や具体的な運営手法等を提示していくなど、より実践的な取組を強化していく必要がある。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料・農業・農村基本計 H17.3.25 第３の１（２）望ましい食生活の実現に向けた食育の推進
画

食育推進基本計画 H18.3.31 第２の２ 食育の推進の目標に関する事項

２1世紀新農政２００７ H19.4.4 Ⅲ．２． 農林漁業体験活動を通じた食や農への理解

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
教育ファームの取組については、政策目標の実績値が基準値を下回り、達成状況がＣランクとなった要因とし

て、
① 情報提供や理解していただくための働きかけが不十分であったことから、教育ファームの狙いや意義などの
理解が十分浸透しなかったこと、

② 財政上の問題から市町村自ら実施又は支援することが困難になってしまったこと
を挙げているが、この目標達成のために講じている政策手段について、必要性、有効性、効率性の点で十分であ
ったかどうかについて、詳細な分析を行う必要がある。
また、その分析の結果、問題のある政策手段については、廃止を含めて抜本的に見直す必要がある。

【政策評価会委員の意見】
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（別紙）
１ データ、資料等

目標① 「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、食生活指針注４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・活用等に重点的に取り組むことが必要である。また、このような取組が、結果として
食料自給率の向上に寄与する。
「食事バランスガイド」は平成17年６月に策定・公表されたものであり、その普及により、それを参考に食
生活を送っている人の割合を増やすことが必要であることから、「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増加を目標とし、平成19年度は18％、平成22年度は30％を目標値とする。

＜目標値と実績値の推移＞
「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）30％（平成22年度）
・目標値 18％（平成19年度）

【参考】
これまでの調査によると、「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は、以下

のとおりである。 （単位：％）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

目標値 15 18 22 26 30

実績値 7.8 10.6

達成率 52％ 59％

※ 参考度を性別にみると、男性が5.7％に対して女性は15.4％となっており、年齢別にみると40
歳代以上では11％を超え、60歳代では18.6％となっているが、20歳代3.5％、30歳代8.6％と低位
となっている。認知度は年代別に大きな差がないものの、参考度は20歳代及び30歳代が低くなっ
ている理由として、「面倒だから」が最も多く、次いで「参考の仕方がわからない」があげられ
ている。

実施機関 ：農林水産省
（平成18～19年度は、（社）農山漁村文化協会が調査を実施）
（平成17年度は、（財）食生活情報サービスセンターが調査を実施）

調査対象 ：東京圏、近畿圏、地方圏の20～70歳の男女
抽出方法 ：平成17年度国勢調査の人口構成に合わせて、民間調査会社の調査モニターを対象地

域ごとに年齢で層化し無作為抽出
調査方法 ：郵送配布：郵送回収
調査対象者：2,500人（有効回答数2,336人）
調査期間 ：平成20年２月
質問内容等：『「食事バランスガイド」をご存知でしたか』と質問し、「内容を含め知っている」

と回答した者に限定して、『あなたは食事や買い物の際、「食事バランスガイド」
を参考にしていますか』と質問。回答は、『いつも参考にしている』と『時々参考
にしている』の合計が10.6％。
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【参考データ】
○一般消費者の「食事バランスガイド」の認知度

（単位：％）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

認知度 26.0 40.8 58.8

※実施機関、調査対象等は、上記アンケート調査と同じ

質問内容等：『あなたは「食事バランスガイド」をご存知でしたか』と質問。『内容を含め知っ
ている』が20.2％、『名前程度は聞いたことがある』が38.6％で合計が58.8％。

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成度合（％） = (当該年度実績値)÷(当該年度目標値)×100(％)

（本年度の達成度合）
59％＝10.6÷18×100

目標② 市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされてい
る市町村の割合

＜目標設定の考え方＞
教育ファームは、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけでなく、国民の食生活が自然の恩恵

の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深める上で重
要である。
このような教育ファームは、地域単位で計画を作成の上、単一の主体のみでなく、市町村、農林漁業者、教育

関係者等の異なる分野の関係者が連携して取り組むことで、より充実した活動を行うことができるとともに、参
加者の食や農に関する理解が深まると考えられる。
このため、「市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教育ファームの取組がなされている

市町村の割合」の増加を目標とすることとし、平成22年度は60％とすることを目標とする。
一方で、市町村等の関係者によって計画が策定され取組が行われている実態が皆無に等しい状況にあることか

ら、19年度は、計画の有無に関わらず、まずは実体的に教育ファームの取組を行っている主体の数を増やすこと
で、将来的に計画を策定できる環境を整えることが緊急の課題になっているため、実体的に計画策定を担うこと
になる市町村に係るものとして「教育ファームを自らが実施又は支援している市町村の割合」の増加を目標に掲
げることとする。
その上で、市町村等の計画策定を促進するための政策を更に充実することを予定している平成20年度以降の目

標は、計画が作成されていることを要件とする「市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教
育ファームの取組がなされている市町村の割合」の増加へ移行する。

＜目標値と実績値の推移＞
市町村等の関係者によって計画が策定され様々な主体による教育ファームの取組がなされている市

町村の割合（目標）60％（平成22年度）
・目標値 教育ファームを自らが実施又は支援している市町村の割合68.1％（平成19年度）

（単位：％）

18年 19年度
(基準)

目標値 － 68.1

実績値 57.5*1 49.1*2
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実施機関 ：*1 農林水産省大臣官房統計部、*2 農林水産省消費・安全局
調査対象 ：*1 平成18年２月６日現在の市区町村、*2 平成19年11月１日現在の市区町村
調査方法 ：*1 地方農政局統計・情報センターによる配布・回収、*2 地方農政局による配布・

回収
調査対象数：*1 2,042市区町村（回収数2,040市区町村）、*2 1,823市区町村（回収数1,815市区

町村）
調査時期 ：*1 平成18年２月、*2 平成19年11月

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（達成度合の計算方法）
達成度合（％） = (当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×100(％)

－79 =（49.1－57.5）÷（68.1－57.5）×100

２ 用語解説

注１ 食育

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てることであって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。

注２ 食事バランスガイド

平成17年６月に厚生労働省及び農林水産省によって決定されたもので、「食生活指針」を具体的な行

動に結びつけるため、食事の望ましい組合せやおおよその量をイラストを交えて分かりやすく示したも

の。

注３ 教育ファーム

「教育ファーム」とは、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的と

して、農林漁業者などが一連の農作業等の体験の機会を提供する取組をいう。なお、一連の農作業等の

体験とは、農林漁業者など実際に業を営んでいる者による指導を受けて、同一人物が同一作物について

２つ以上の作業を年間２日以上の期間を行うものとする。

対象作物としては、米、野菜、果実、農産物、魚介類、きのこなどとなるが、これらの作物と併せて、

情操教育の観点より花きも推奨する。

注４ 食生活指針

平成12年３月に文部省（当時）、厚生省（当時）及び農林水産省によって決定されたもので、国民の

健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るため、食生活に関する10の指針を示した

もの。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


