
*1 ［用語の解説］を参照
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（米の消費量は半減、畜産物や油脂類の消費量は大きく増加）

これを品目別の食料消費量の変化でみると、米の消費量は1962年度のピーク時から2006年

度には半減している。その一方で、畜産物と油脂類の消費量が大きく増加し、1960年度に比

べて、それぞれ4.3倍、3.4倍にまで増加している（図Ⅱ－19 。）

また、食の外部化が進展するなかで、外食・中食 や食品加工業等の実需者における加工*1

・業務用需要の高まりに、国内生産が十分に対応できていなかったことも、食料自給率の低

下に影響していると考えられる（図Ⅱ－20 。）
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図Ⅱ－20 食の外部化率の推移

資料： 財）外食産業総合調査研究センター調べ（

外食産業市場規模

＋料理品小売業市場規模
食の外部化率＝

(家計の食料・飲料・たばこ支出

－たばこ販売額)＋外食産業市場規模

過去30年の食料の消費形態と国民生活の変化

1975年以降の30年間の食料の消費形態の変化を、総

務省「家計調査」でみると、食料全体（調理食品や外

食を含む ）の支出が伸び悩むなか、調理食品や外食へ。

の支出が大幅に増大していることがわかります。この

うち、外食への支出は、近年、横ばいないし減少傾向

となっている一方、調理食品への支出は近年も緩やか

に増加しています。

また、同じ期間には、国民の１日の時間配分も変化

してきました。仕事や家事に従事する時間が減少し、

レジャー・教養といった自由時間が増加しています。

また、共働き世帯や単身世帯の増加といった世帯構造

の変化もみられました。

今後、少子高齢化の進展に伴う国民生活の変化が予

想されますが、それが食料の消費形態にどのように影

響するのか、大いに注目されます。

食料関係支出の推移（1975年＝100）

資料：総務省「家計調査」
、 、 、 、注：調理食品には 弁当 おにぎり 調理パン

そう菜のほか、冷凍調理食品（冷凍コロッケ
等 、レトルト食品等が含まれる。）
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たりの供給純食料とした。
2) グラフ中の数値は、米、畜産物、油脂類の1960年
度、1985年度、2006年度の数値である。

図Ⅱ－19 国民１人１年当たりの品目別
消費量の推移
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（食の外部化の進展とともに食料品等の輸入が増加）

1985年ごろからの食の外部化の進展に伴い、安価で、品質が均一であり、年間をとおして

安定した供給がなされるものを確保したいという加工・業務用需要が高まった。また、日本

の購買力が大きく向上したことに加え、円高の進行により輸入産品が国内産品に対して価格

面で有利になったことも影響し、1985年ごろから果実、肉類、牛乳・乳製品、野菜の輸入率

が上昇した（図Ⅱ－21 。例えば、野菜の生産・需要動向をみると、1985年ごろから国内生）

産量と国内消費仕向量の間のかい離が拡大する状況がみられ、国内産地が加工・業務用需要

に十分に対応できていなかったことがうかがわれる（図Ⅱ－22 。）

また、生鮮食料品以外にも多くの加工食品が我が国に輸入されており、これらを含めた食

料品等 の輸入額は2005年には５兆５千億円と、国内の農業・漁業生産額 の半分に相当す*2 *1

る額が輸入されるまでになっている（図Ⅱ－23 。）
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図Ⅱ－21 主な食料の品目別輸入率の推移

図Ⅱ－22 野菜の国内生産量と
国内消費仕向量

資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水産省で作成
注：1) 輸入率＝輸入量/（国内生産量＋輸入量）×100

2) 輸入量については、生鮮換算等された数値である。

資料：農林水産省「食料需給表」
資料：(独)日本貿易振興機構が財務省「貿易統計」を編

集・加工した資料を基に農林水産省で作成

*1 農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算（速報 」によると、2005年の農・漁業分野の国内生産額は）
11兆5,200億円である。

*2 食料品等には、肉類、魚介類、野菜・果実類、穀物、加工穀物、コーヒー、茶、香辛料、加工食品類、
その他の動植物生産品（生きている動物、乳製品、卵、はちみつ、非食用くず肉、各種かす類、飼料）が
含まれる。

図Ⅱ－23 食料品等の輸入額と
うち加工食品類の割合
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（海外現地法人からの輸入が増加）

一方、農産物輸入が増加した1985年ごろから食品産業、農林水産業での海外直接投資が増

加している(図Ⅱ－24)。海外現地法人は現地や第三国での販売に加え、我が国向けの輸出も

行っており、開発輸入品として我が国に輸出される食料品が増加している（図Ⅱ－25 。）

（飼料自給率の低下が畜産物の自給率低下にも影響）

食生活の変化に伴う畜産物の需要拡大により、畜産物の国内生産も大幅に増加したが、え

さとなる濃厚飼料の需要も大幅に増加した。しかし、国土条件の制約等からその多くを輸入

、 （ ）、に依存したため 特に1965年からの10年間で飼料自給率は大きく低下しており 図Ⅱ－26

同時期の畜産物の自給率（供給熱量ベース）の低下にも影響している 。これは、輸入飼料*1

により生産された畜産物は自給していると言えないため、畜産物自体は国内産であっても計

算上、国産熱量には算入しないことになっているためである。

また、粗飼料についても、粗飼料の自給による経営コストの引き下げよりも飼養規模拡大

により粗収益の増大を図る方が経営上有利であったこと等から、利便性が高く労働力負担の

軽減にもつながる輸入粗飼料が利用される傾向にあったものと考えられる。
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図Ⅱ－25 海外現地法人の日本向け輸出
の推移

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」
注：食料品とは食料品製造業、飲料製造業、たば
こ製造業、飼料・有機質肥料製造業である。

資料：農林水産省「食料需給表」
注：1984年度までの輸入はすべて濃厚飼料とみなしているため、便宜上、粗飼料自給率
を100％とした。

図Ⅱ－26 飼料自給率の推移

（ ） （ ） 。 、*1 1965年からの10年間で肉類 鯨肉除く の自給率 重量ベース は90％から77％に低下した なお
1985年からの10年間では、主に畜産物の輸入増加の影響を受けて81％から57％に低下した。

図Ⅱ－24 我が国の海外直接投資の推移
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資料：(独)日本貿易振興機構が財務省「対外及び対内
直接投資状況 、財務総合政策研究所「財政金融」
統計月報 、日本銀行「外国為替相場」から作成」
した資料を基に農林水産省で作成

注：食品産業は製造業のうち食糧の数値、農林水産
業は農・林業と漁・水産業の合計値である。
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（食料自給率は短期的には横ばい傾向）

我が国の食料自給率 供給熱量ベース は 長期的に低下してきたなかで 1998年度から2005（ ） 、 、

年度までの８年間は横ばいで推移した。横ばいの要因としては、国産熱量の多くの部分を占

、 、 、める米の供給熱量が減少傾向であったものの その減少幅が縮小傾向にあったことや 小麦

大豆をはじめとする品目の生産が増加したこと等により、米以外の品目からの供給熱量が横

ばいから増加傾向で推移したため、国産供給熱量の減少が緩やかであったことが考えられる

（図Ⅱ－27 。）

（低い食料自給率に対し国民は不安感）

我が国の食料の供給についての世論調査によると、我が国の現在の食料自給率水準につい

ては７割が低いと認識している 。また、将来の食料供給に対しても８割が不安と認識して*1

おり、８割が現状より高い食料自給率が望ましいと回答している。

図Ⅱ－27 国民１人１日当たり国産供給熱量と食料自給率の関係

資料：農林水産省「食料需給表」

*1 内閣府「食料の供給に関する特別世論調査 （2006年12月公表）」
*2 農林水産省「食生活とライフスタイルの定性調査 （2007年４月公表、速報 。首都圏に居住する15～79歳」 ）

までの40名を、男女別に10に分類し、各階層２名を対象として実施。
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○米消費量の減少推移

食料自給率を意識した食事を実践

都市住民（40名）に、食料自給率（供給熱量ベース）の高い食事をとることを意識した食生活を１週

間実践してもらいました 。*2

その結果、食料自給率は多くの参加者において、自分で予想した食料自給率に比べ低い値でした。例

えば、ある男性が１日の食事（朝：パン、みかん、昼：ラーメン、夜：パスタ、ポトフ）の食料自給率

を80％と予想したところ、実際の自給率は15％でした。また、米や野菜を多く取り入れた食事や、自宅

で調理した食事をとる回数が多いほど、１日の食事全体の食料自給率が高い傾向がみられました。

管理栄養士からは、３食食べることの大切さや、揚げ物と炒め

物を同じ日に食べることで脂質摂取量が多くなっていることなど

が指摘されました。

参加者からは 「自給率という事を初めて意識した」といった感、

想や 「自給率の高い食事にはお金や（調理に）時間がかかる」と、

いった自給率を意識した食生活の難しさを指摘する声もありまし

た。一方で 「手作りの方がおいしいし、健康にもいいし、自給率、

も高い 「産地の確認や表示にまで関心をもてるようになった」」、

といった自分の食生活等の変化を感じた参加者もみられました。

食料自給率の高い(75％)食事
（ご飯、豚汁、鮭の味噌漬け、煮物、
納豆、佃煮 ）、
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（2015年度の供給熱量ベース自給率の目標は45％）

食料自給率は国内の農業生産の状況だけでなく、食料消費のあり方にも左右される。この

ため、食料・農業・農村基本計画において、食料消費と農業生産の両面にわたる国民参加型

、 、の指針として 食料として国民に供給される熱量の５割以上を国産で賄うことを目指しつつ

当面の実現性を考慮して、2015年の食料自給率目標として供給熱量ベースで45％、生産額ベ

ースで76％とする目標が設定され、関係者が一体となった取組が推進されている。

（生産・消費の両面から集中重点事項を着実に推進）

特に、2006年度の食料自給率（供給熱量ベース）は39％と９年ぶりに低下したことから、

今後、食料自給率の向上につながるよう、すべての関係者が一致団結し、成果を意識した戦

略的な取組を強化することとされている。

具体的には、食料自給率の向上に向けて、食料自給率に大きく影響すると考えられる米、

飼料作物、油脂類、野菜の４つの重点品目に着目し、集中的に実施すべき追加的な取組とし

て、①自給率に関する戦略的広報の実施、②食育の推進、③米の消費拡大、④油脂類の過剰

摂取の抑制等、⑤飼料自給率の向上、⑥野菜の生産拡大の６つを集中重点事項と位置付け、

生産・消費の両面から国民運動として取組を強化するとされている（図Ⅱ－28 。）

（食料自給率に関する戦略的広報を実施）

このうち、食料自給率に関する戦略的広報については、世界の食料事情や我が国の食料の

約６割を海外に依存している状況等を国民に広く知らせるとともに、国民の食料自給率向上

への関心が高まるような情報を発信していくことが重要である。

このため、専門家のノウハウを活用しつつ、訴求対象等を明確化した上で多様なメディア

を効果的に組み合わせた広報（メディアミックス）の手法を活用するなど、戦略的な広報を

行うこととされている。

食料自給率に関する
戦略的広報の推進

○国民の食料自給率向上への関心が高まるよう、メディアミッ
クス（多様なメディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を
活用するなどの戦略的な広報活動を実施※

食育の推進 ○食事バランスガイドと教育ファームの展開による食育の一層
の推進

米の消費拡大

油脂類の過剰摂取
の抑制等

飼料自給率の向上

野菜の生産拡大

○米の消費拡大が期待される「朝ごはんビジネス」の支援等
（関連業界等と連携）

○油脂類の使用を大きく節約できる業務用フライヤーの普及に向
けた食品産業界への働きかけの実施

○緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地や水田裏作における飼
料作物作付けの普及・促進※
○リサイクル・ループの活用等によるエコフィードの増産※

○加工・業務用のモデル産地形成を促進、新たな品目の追加等に
よる対応の強化※
○加工・業務用野菜の需要に取り組む産地の共同利用施設の整備
等を強化

図Ⅱ－28 食料自給率向上に向けた戦略的取組の強化

資料：農林水産省作成
注：※は2008年度予算要求における新規・拡充要求中のものである。
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（米の消費拡大や油脂類の過剰摂取の抑制等につながる取組を実施）

1980年ごろの我が国は、米を中心に栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現してお

り、このころの食料自給率（供給熱量ベース）は、52～54％と現在より高くなっていた。こ

のころと比較すると、現在は脂質の熱量比率が上昇し、炭水化物の比率が減少している（図

Ⅱ－29 。）

このようなことから、米の消費拡大、油脂類の過剰摂取の抑制等につなげるための取組が

行われている。具体的には、朝食欠食率の高い若年層を主な対象に、量販店、食品製造業者

等と連携し、テレビCMやWEB等を活用した「めざましごはんキャンペーン」等の広告活動が

実施されている。また、米飯学校給食の週３回の早期実現に向けた働きかけの強化、米粉パ

ン、米粉麺等の米加工品の普及・啓発に向けた取組、油脂類の使用を節約できる業務用フラ

、 。イヤーの普及のほか 食育の一環として日本型食生活の実践の促進等の取組も行われている

（国産飼料の生産拡大を促進）

飼料自給率の向上については、飼料原料を輸入に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜

産への転換が重要である。特に、近年では、バイオ燃料需要の高まり等を背景とした穀物・

大豆の国際的な価格の上昇等から配合飼料価格が上昇しており、このような点からも飼料自

給率の向上が重要である。このため、とうもろこし等高栄養な飼料作物の作付拡大や、耕畜

連携による稲発酵粗飼料の作付け拡大、多様な土地を利用した放牧の推進といった国産飼料

の生産拡大に向けた取組をはじめ、食品残さの飼料化（エコフィード）や飼料米の活用の推

進が行われている。

（モデル産地形成等により野菜の生産を拡大）

野菜の生産拡大については、加工・業務用需要に対応した新たなモデル産地の形成を促進

するとともに、加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備をはじめ、生

産拡大に取り組む産地への重点的支援が図られている。

また、食品産業と産地との連携強化を図ることが重要であり、そのため、例えば「加工・

業務用産地と実需者との交流会」を開催するなど、食品産業事業者と生産者とのマッチング

が図られている。さらに、実需者と生産者とをコーディネートしていく人材を育成するため

の研修も開催されている。
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　80

1965年度
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資料：農林水産省「食料需給表」

図Ⅱ－29 供給熱量のPFC熱量比率（1980年度＝100）
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我が国に持ち込まれる「窒素」と食料自給率

我が国は多くの食料や飼料を海外から輸入しており、農産物貿易は大幅な輸入超過となっています。

そのため、輸入農産物により我が国に持ち込まれる窒素の量は増加しており、2003年には117万ｔ-N

と1975年の1.8倍となっています。

一方、我が国では環境への意識の高まり等から化学肥料

の投入量は減少傾向にありますが、我が国の環境中に供給

される窒素のうち、輸入農産物によるものの占める割合は

増加しており、2003年には５割を超えるまでになっていま

す。

土壌や地下水・河川中の窒素が過剰になると、人や家畜

の健康に悪影響を与えるとともに、河川等の富栄養化や温

室効果ガスの発生により環境に悪影響を与えます。このた

め、地下水や水道水について環境基準値、水質基準値が設

定され、水質の維持・改善が図られているほか、温室効果

ガスの発生抑制に向けた取組が進められています。

国内の農業生産の振興・拡大を通じて食料自給率の向上

を図ることは、海外からの窒素の持ち込みを減少させ環境

負荷の低減にもつながることから、このような面からも食

料自給率の向上の取組が重要です。

溶脱
地下水

飼料
農業を巡る窒素サイクル

農業における窒素と環境の関わり

資料：(独)農業環境技術研究所作成

＜事例：飼料自給率の向上に向けた取組＞

(1)農家によるTMRセンターの取組

北海道中標津町のTMRセンターは、会員の牧草地を一括管理して農地の有
なかしべつちょう

効利用を図るとともに、サイレージの一元化による良質粗飼料の確保、良質

飼料の給与による牛群成績の向上等を目的として、地域の２つの機械利用組

合が母体になり、2006年に設立された。

TMRセンターの設立により、個々の農家のほ場の管理作業や飼料の混合作

業が省力化され 労働時間の短縮や １頭当たりの乳量の増加 平均で年間500、 、 （

kg増加）とともに、生産資材の共同購入による生産コストの大幅な削減とい

った効果が得られている。

近年、輸入飼料価格が高騰しているなか、購入量を減らすために青刈りと

うもろこしの作付拡大にも取り組んでいるほか、サイレージの利用率向上に

よる余剰分をTMRとして、希望者に対する販売も行うなどの取組も行ってい

る。

TMR：total mixed ration（完全混合飼料。必要とされる飼料成分が均

一に配合された混合飼料）

(2)稲発酵粗飼料の生産の取組

福井県福井市の農業法人は、転作作物として生産した稲発酵粗飼料を市内

の畜産農家に供給している。

３年前に市内の畜産農家と稲発酵粗飼料の生産について協議を始め、2006年

４haで生産を開始したが、近年の飼料価格の高騰を背景に2007年度は20haに

拡大した。稲の栽培技術や機械をそのまま利用できるうえ、助成金を含める

と麦、大豆といった転作作物より収益性が高く、主食用米と同程度の収益性

を実現している。ユーザーである地元の畜産農家からも、牛のし好性が良く

、 。乳量も増加したとの高い評価を得ており 飼料自給率の向上に寄与している

現在は主食用品種を活用し生産しているが、2008年度からは飼料用稲品種を

導入する予定であり、さらなる収益性の向上を図ることとしている。

地 図

地 図

特注のTMR配送トラック

収穫作業の様子
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イ 食育の推進

（朝食をとらない国民は１割）

我が国では、ライフスタイルの変化や、単身世帯の増加をはじめとする世帯構造の変化等

により、食の簡便化志向や外部化が進展し、食生活が多様化している。このようななか、食

事の偏りや不規則な摂取時間、食の大切さに対する意識の薄れ等、健全な食生活が失われつ

つある。例えば、国民全体の朝食の欠食率は１割で、20歳代の単身世帯では５割となってい

（ ）。 、 、 。る 図Ⅱ－30 また 20～40歳代の６割の人が 現在の食習慣を改善したいと思っている*1

（保護者にふえる朝食の欠食）

他方、子どもの朝食の欠食は増加傾向に歯止めがみられるが、逆にその保護者の欠食は増

加傾向にある（図Ⅱ－31 。また、食生活の基本となる家庭において、家族とともに朝食を）

とる児童生徒の割合は、小学生で４割、中学生で２割に過ぎず（図Ⅱ－32 、一人で食事を）

とる孤食がみられるなど、食を通じた家族とのコミュニケーションの不足が懸念される。

家庭においては、子どもの発達段階に応じた食に関する基本の理解、知識と選択力の習得

等が期待されるほか、保護者自らも食についての意識を高め、子どもとともに健全な食生活

の実践に努めることが重要である。

総数
男性

女性

単身世帯

0
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20

30

40

50

総数 1～6歳 7～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上

％

図Ⅱ－32 平日の朝食を家族と一緒
に食べる小学生の割合
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％

小学生(5年生)

小学生の保護者

中学生の保護者

中学生(2年生)

0
＝

(
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食
率

)

資料： (独)日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等
実態調査」(2007年３月公表）

注：1) 児童・生徒12,648人、保護者12,618人を対象として
実施（回収率は、それぞれ96.3%、94.2%）

2) ここでいう｢欠食｣とは、①必ず毎日食べる、②１週
間に２～３日食べないことがある、③４～５日食べな
いことがある④ほとんど食べない、のうち④を選んだ
場合

資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状
況調査」

注：小学校第６学年、中学校第３学年の約225万
人の児童生徒を対象として実施（2007年４月
調査）

21.6%

18.9%

41.6%

17.8%
している

どちらかと
いえば、
している

あまりして
いない

全くしてい
ない

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成
注：ここでいう｢欠食｣とは、①何も食べない、②菓子、果物、乳製品、し好飲料等の食品のみ、③錠剤・カプセル
・顆粒状のビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみのいずれかに該当した場合

図Ⅱ－30 年齢別及び単身世帯の朝食の欠食率（2005年）

図Ⅱ－31 児童・生徒とその保護者
の朝食の欠食状況

厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）*1
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（朝食は学力と生活習慣の向上にとって重要）

朝食の欠食は、１回の食事の摂取量の増加や過食につながる可能性もあり、生活習慣病の

発症を助長すること、午前中のエネルギー供給が不十分となり、体調が不十分となること等

の問題点が指摘されている。毎日朝食をとる子どもは、学力調査の正答率が高い傾向が見ら

れ（図Ⅱ－33 、また、持久力が高いという調査結果もある 。朝食の欠食といった生活習） *1

慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されている。朝食の摂取

は、生活習慣の向上に資するものでもあり、食に対する考え方を形成する途上にある子ども

のころから朝食をとる習慣づけをしていくことが必要である。

（食習慣の改善意識に高まり）

近年、食生活の乱れや運動不足等による生活習慣病が増加しており、メタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群） が問題視されている。男性は肥満者の割合が20年前（1985年）*2

と比べて増加しており、女性は20～30歳代２割が低体重（やせ）となっている 。*3

食生活においては、脂肪からのエネルギー摂取割合が３割以上の者が２割を超えている一

方で、野菜や果物の摂取量はどの年齢層でも摂取目標量を下回り、特に若年層での不足が顕

著である（図Ⅱ－34 。）

このようななか、食習慣を改善したいという国民は５割程度で、その半数が「食品を選ん

だり、食事のバランスを整えるのに困らない知識や技術」を身につけたいと考えている 。
*4
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図Ⅱ－33 小学生の朝食の摂取と正答率

図Ⅱ－34 野菜類及び果物類の摂取量（2005年）

資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状況調査」
注：1) 図Ⅱ－32の注釈参照

2) 国語（算数）Ａは、身につけておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不
可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など（主として「知識」に関する問題）
を中心として出題
3) 国語(算数)Ｂは、基礎的な言語活動や言語事項に関する知識・技能（数量や図形についての基礎的・基本的な
知識・技能）を活用することができるかどうかをみる問題

*1 文部科学省「体力・運動能力調査」（2005年）
*2 ［用語の解説］を参照。
*3、4 厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2005年）
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」を基に農林水産省で作成
注：1) 野菜の目標値は、厚生労働省が策定した「健康日本21」(2000年)において2010年度目途に設定された値

2) 果物の目標値は、果物の食生活推進全国協議会が策定した「毎日くだもの200グラム運動指針」において、
１人１日当たり「可食部で200ｇ以上」とされている
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（食育の実践度は増加傾向）

食育は、国民一人ひとりが自らの「食」について考える習慣を身につけ、健全な食生活が

実現できるよう、国民運動として推進することが必要である。食育の実践度は増加傾向にあ

り、性別年齢別には、男性より女性の方が、また高い年齢層ほど高い割合で実践する傾向が

ある（図Ⅱ－35 。）

（ 食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の実践を促進）「

食育の推進にあたっては 「食生活指針 （2000年策定）をより具体的な行動に結び付ける、 」

ものとして、１日に「何を 「どれだけ」食べたら良いかをイラストで示した「食事バラン」

スガイド 」の普及・啓発が進められている。例えば、テレビCMの放映や、都市部でのキャ*1

ンペーンの開催等、より多くの人の食生活で「食事バランスガイド」を活用した「日本型食

生活」が実践されるよう積極的なPRが行われている。このようななか 「食事バランスガイ、

ド」を認知している人、参考にしている人の割合は増加傾向にある（図Ⅱ－36 。）

（食品関連事業者も普及活動を実施）

「食事バランスガイド」は認知されるだけでなく、広く実践されることが重要である。

近では、食品関連事業者による商品開発や、顧客に向けた食育の情報発信のなかで 「食事、

バランスガイド」を活用する例が増加している。具体的には、店頭でのポスターの掲示やリ

ーフレットの設置だけにとどまらず、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで販売す

る弁当・総菜や、外食店のメニューに「食事バランスガイド」が表示・活用されている。こ

のような取組は、各企業において、CSR（企業の社会的責任） 活動や販売戦略の一環等、様*2

図Ⅱ－36 食事バランスガイドの認知度及び参考度

図Ⅱ－35 食育の実践度
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資料：内閣府「食育に関する意識調査」(2007年５月公表）
注：全国20歳以上の男女3,000人を対象として実施（回収率61.0％）
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資料：(財)食生活情報サービスセンター「平成17年度食行動等実態調査」(2006年１月調査 、(社)農山漁村文化協会「平）
成18年度｢食事バランスガイド｣等の普及状況調査郵送モニター調査編」(2007年２月調査）を基に農林水産省で作成

注：1) 2005年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,100人を対象として実施（回収
率87.3％）
2) 06年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,500人を対象として実施（回収率
91.8％）

[用語の解説]を参照。*1、2

々な位置付けで行われている。




