
 

 

 

海外調査質問事項 

 

 

（共通の質問事項） 

 

「和食」の保護・継承に関する貴国での調査について 

 

昨年、「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたところである。「和食」の保護・

継承の対象範囲の検討、さらには今後の活動の重点化等の検討を行うにあたり、2014

年 11月、『「和食」の保護・継承に向けた検討会』を立ち上げたところである。 

本検討会における議論の参考とすべく、先行して登録された「フランスの美食術」（or

「地中海の食事」）に関する保護・継承措置の状況について調査を実施したい。 

 

我が国の主な関心事項は以下のとおり。 

これらの基本的な関心事項を軸に、各機関の関係性、保護・継承の考え方等の全体像

を把握したい。 

 

[国内における保護・継承の役割分担、行政の取組] 

① 食文化の保護・継承活動を行うにあたり、国、地方、民間はそれぞれどのような役

割を果たしているか。また、互いの連携はどのように図っているのか。国や自治体で

は、どのような保護・継承策を実施しているか（制度、組織、予算等の具体的な内容

を含めて御教示いただきたい）。 

 

[民間組織の取組] 

② 食文化の保護・継承に中心的な役割を果たす民間の組織では具体的などのような活

動を行っているのか（組織、予算等の具体的な内容を含めて御教示いただきたい）。 

 

[ユネスコに登録された食文化の保護・継承の対象範囲に対する考え]  

③「フランスの美食術」(or「地中海の食事」)を保護・継承するにあたり、定義やその

対象範囲等を定めているのか。また、定めているとすれば、いわゆる食事に関するも

の、食文化に関するもの、あるいは双方について検討がなされているのか。対象範囲

を定めていれば、どのようにこれを保護・継承しているのか。 

 

[若い世代に対する保護・継承の取組] 

④ 食の多様化が進む中で、ユネスコに登録された食文化の保護・継承に向けて、子供

や妊婦、子育て世代の親など、特に若い世代に対して、どのような取り組みを行って

いるのか。また、ユネスコ登録後の新たな動きとして特筆すべきものはあるのか。 

 

参考資料 ４ 



 

 

[家庭での食文化の保護・継承の取組] 

⑤ 食文化の保護・継承に当たっては、特に家庭の食が重要であると考えているが、貴

国では家庭における食文化の継承はどのような状況にあるか。また、家庭において食

文化を継承していくため、どのような取組を行っているか。 

 

[過度の商業化への対応状況]  

⑥ ユネスコの無形文化遺産保護条約（フランス語/スペイン語）及び運用指示書（フ

ランス語/スペイン語）では、文化の本質を変性させるような過度の商業化を禁じて

いるが、まず禁止されている「過度の商業化（フランス語/スペイン語）」について、

どのようなことだと認識されているか。また、これに対して、貴国では、誰がどのよ

うな基準を設け、どのような対応をとっているか。また、現時点で特にこれについて

対応されていないとすると、何らかの社会システム上、商業化が行われないことが担

保されているためか。 

 

 

 

  



 

 

（個別の質問事項） 

フランス政府 農務省 

 

（組織の概要） 

 農業、漁業、林業、食糧に関する政策を担当するフランスの政府機関。ユネスコ無形

文化遺産の登録にあたっては、文科省とともに取組をその先導した。登録後は「フラン

スの美食術」の保護・継承のため、MFPCA等への支援など複数のプロジェクトを主導し

ている。 

 

（保護・継承との関係） 

 日本に先立って、ユネスコの無形文化遺産に食文化を登録したフランスにおいて、農

業及び食糧に関する行政を担当する部署としてどのように関わり、保護・継承の活動を

推進しているのかについて調査を行う。 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○ 「フランスの美食術」では MFPCA がその保護措置に責任を持つ団体として位置付け

られているが、政府（特に農業省）として、この団体に対しどのような支援を行っ

ているか（組織面、資金面、運営面、活動に対するアドバイス等）。 

 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ フランスでは、食文化の保護・継承をどのように制度的に担保しているのか。 

 

○ 「フランスの美食術」の保護・継承の活動は、農務省の設置目的との関係で、どの

ように位置付けているのか（国産農産物の消費拡大や農村地域の振興等が目的か）。 

 

 [個別の保護・継承活動について] 

○ フランスでは、ＭＯＦ（国家最優秀職人賞制度）により、優れた料理人や生産者を

顕彰する仕組みがあると伺っているが、これについて、具体的にどのような顕彰制度

となっているのか、また、農務省はどのような役割を担っているか。 

 

[個別の保護・継承活動について] 

○フランスでは学校での給食の提供の機会などに食文化の保護・継承のために行ってい

ることはあるか。また、ドキュメンタリー映画「未来の食卓」の様なオーガニック給

食を拡大するための取組などを行っているのか。 

 

○ 食文化の多様化が振興する中で、ユネスコに登録された食文化を保護・継承するに

当たり、正当なフランス料理と正統でないフランス料理を区別するなどの議論はある

のか。 

 



 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○フランスでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

 

（要望資料） 

○ 農務省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ その他質問の回答に関する資料 

  



 

 

フランス政府 文化・コミュニケーション省 

 

（組織の概要） 

 文化遺産に関する研究や政策を担当するフランスの政府機関、ユネスコ無形文化遺産

の登録にあたっては、ユネスコとの連絡・調整を担当し、無形文化遺産登録の審査・申

請を行っている。また、「フランスの美食術」を保護・継承する文化行政を推進してい

る。 

 

（保護・継承との関係） 

 日本に先立って、ユネスコの無形文化遺産に食文化を登録したフランスにおいて、文

化行政を担当する部署としてどのように関わり、保護・継承を推進しているのかについ

て調査を行う。 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○「フランスの美食術」では MFPCAがその保護措置に責任を持つ団体として位置付け

られているが、文化・コミュニケーション省として、この団体に対しどのような支援

を行っているか（組織面、資金面、運営面、活動に対するアドバイス等）。 

 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ フランスでは食文化の保護・継承をどのように制度的に担保しているのか。 

 

○ユネスコの無形文化遺産条約に基づき、締約国は定期的に無形文化遺産保護の措置の

状況について、ユネスコへ報告を行うこととなっており、貴国は 2014 年に報告を行

っているが、「フランスの美食術」の保護措置の報告の部分については、どの部署の

誰がどのように執筆したのか。 

 

[個別の保護・継承活動について] 

○フランスでは学校での給食の提供の機会などに食文化の保護・継承のために行ってい

ることはあるか。また、ドキュメンタリー映画「未来の食卓」の様なオーガニック給

食を拡大するための取組などを行っているのか。 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○フランスでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

 

 

 

（要望資料） 



 

 

○ 文化・コミュニケーション省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ 「フランスの美食術」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

  



 

 

 

フランス政府 経済・産業・デジタル省 

 

 

（組織の概要） 

 経済、産業を担当する政府機関。「フランスの美食術」の保護・継承のためのプロジ

ェクトの一つであり、フランスで「フランスの美食術」ユネスコ登録をきっかけとして

毎年開催されている「世界の食文化祭」の責任者。このイベントは今年も、MFPCA等と

連携し、９月 26日から 28日の３日間開催された。 

 

（保護・継承との関係） 

 食文化の保護・継承に当たっては、国民（又は地域住民）に対する食文化の普及啓発

や意識の向上を効果的に行うことが大変重要であるが、フランスにおいて、どのように

して普及啓発を行っているか、普及啓発活動に当たっての考え方や活動の際の工夫など

について話を伺う。 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○「フランスの美食術」では MFPCAがその保護措置に責任を持つ団体として位置付け

られているが、文化・コミュニケーション省として、この団体に対し政府からどのよ

うな支援を行っているか（組織面、資金面、運営面、活動に対するアドバイス等）。 

 

[個別の保護・継承の活動について] 

○ 経済・産業・デジタル省で開催されている「世界の食文化祭」は、具体的にどのよ

うな取組か。大会の規模、予算、運営方法（政府内の関係省庁との分担や民間との

役割分担）はどのようになっているか。また、フランス料理の専門家と一般市民の

交流や新しい料理を生み出す機会として開催されているが、「フランスの美食術」の

保護・継承に際して、どのような位置付けにあるのか。 

 

○商業活動が関わるイベントでは、ユネスコが懸念する商業的な濫用に繋がる危険性も

懸念されると思われるが、これについて、どのような配慮をしているか。 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○フランスでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

（要望資料） 

○ 経済・産業・デジタル省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 



 

 

○ 「フランスの美食術」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

  



 

 

 

ＭＦＰＣＡ（食の遺産と文化のフランス委員会） 

 

 

（組織の概要） 

 ユネスコ無形文化遺産登録を目指し、検討・準備を行うために創設された非営利団体。

2007 年に設立(2008 年 2 月に NPO 法人として登録)。文化的多様性・創造性の要素とし

ての食の遺産・文化の普及のための活動等を実施。「フランスの美食術」のユネスコ無

形文化遺産への登録を主導し、各分野の研究者によって申請書を作成。ジャン・ロベー

ル・ピット氏が会長、ピエール・サネール氏が代表を務め、メンバーは歴史、地理、食

文化、農業、遺産、美食の世界の有識者から構成される。農業省や農業省関連団体

FranceAgriMerの協力を受け、ヨーロッパの食の歴史・文化機構（IECHCA）や食学部が

あるトゥール大学と密接な関係をもつ。 

 

 

（保護・継承との関係） 

 フランスにおける保護措置のモニタリングの中心的存在と推定される。申請時には関

係省庁からの資金的な援助を受けている。モニタリングの体制やその範囲、さらには運

営面について調査する。 

なお、ピット氏は申請時からの中心的人物であり、国や民間との関係について熟知し

ていることから、フランスの保護・継承に関する組織の全体的な関係性について把握す

る。 

 

（質問事項） 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ フランスでは、食文化の保護・継承をどのように制度的に担保しているのか。 

 

[民間組織の独自の取組内容] 

○ MFPCAは、「フランスの美食術」のユネスコ登録に際して、保護措置に責任を持つ組

織と位置付けられているが、本組織として独自に行っている事業の具体的な内容を

教えていただきたい。 

 

[食文化の保護・継承に関する研究機関等の位置付けと関与] 

○ （MFPCA の活動を中心に）行政の各機関＜農業省、文化・コミュニケーション省、

高等教育研究省、経済・産業デジタル省＞は、それぞれ、どのような役割で活動や

支援をしているのか。さらに、ユネスコの申請を発案した IEHCA とはどのような関

係になっているのか。 

 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 



 

 

○フランスでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

[組織の運営について] 

○ （2011 年に伺った際、）ユネスコ申請時には、農業省、高等教育省、文化省の資金

提供があったと聞いているが、現在の MFPCA はどのような形で運営しているのか（組

織面、資金面、運営面について具体的に御教示いただきたい）。 

 

（要望資料）  

○ ＭＦＰＣＡの組織及び業務の概要 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

  



 

 

 

ＩＥＨＣＡ（ヨーロッパの食の歴史・文化機構） 

 

（組織の概要） 

 国民教育省と高等教育省、サントル地方、トゥール市の協力により 2001 年にフラン

ソワ・ラブレ・トゥール大学に創設され、人間・社会科学において食を主要な文化、人

間の遺産として考える 400 人以上の研究者で構成されたヨーロッパの科学的開発組織

である。食でユネスコ文化遺産登録を目指すことを言い出した組織でもある。 

IEHCAの主な 3つの目的は以下となっている。 

－人間・社会科学の分野における食関連の研究の発展 

－文化遺産としての食・料理形態の重要性の喚起 

－フランソワ・ラブレ・トゥール大学を食の科学分野に関する研究と教育における最高

機関とする 

本目的に沿って、食に関する研究、講義、料理や食材のノウハウの発信、食関連のイベ

ント開催等を主な活動としている。 

 IEHCAの科学政策は、食文化の歴史に関する専門家からなる“ヨーロッパ科学委員会

（European Scientific Committee）”により規定される。 

 

（保護・継承との関係） 

 食文化を学問的見地で研究する国立のトゥール大学の一機関であり、保護・継承の活

動における科学的な研究機関との連携強化や成果の関係性や活用のあり方を検討する

際の実例として調査を行いたい。 

 

（質問事項） 

[民間組織の独自の取組内容] 

○ IEHCA は、食文化を学問的見地から研究する機関とされているが、本組織として独

自に行っている事業について具体的な内容に教えていただきたい。 

 

[食文化の保護・継承に関する研究機関の位置付けと関与] 

○ ヨーロッパの食の歴史・文化機構はどのような経緯でトゥール大学に設置されたの

か。本機構と国民教育省と高等教育省、サントル地方、トゥール市との関係はどのよ

うな関係にあるのか。 

 

○ 本機構が食を無形文化遺産登録することを提案した機関と聞いているが、後に設立

され、申請の中心の役割を担った MFPCAとの関係はどのようになっているのか。 

 

 

 

 

○ 「フランスの美食術」の継承や発展と科学的な研究との関係性の中で、IEHCA はど



 

 

のような位置付けとなっているのか。フランスの食文化の発展もしくは具体的な

IEHCA の貢献として、これまでどのようなものがあり、今後、何が課題と認識して

いるか。 

 

○ フランス国内の他の研究機関との連携等、フランス国内における食関係の知の集積

という観点で IEHCA が中心的となり研究成果を集約する等の役割を担っているのか。 

 

[組織の運営について] 

○ 本機構はどのような形で運営しているのか（組織面、資金面、運営面について具体

的に御教示いただきたい）。 

 

 

（要望資料）  

○ IEHCAの組織及び業務の概要 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

  



 

 

ＣＦＰＣＩ（フランス無形遺産文化センター） 

 

 

（組織の概要） 

 無形文化遺産や文化的多様性に特化した情報、調査、教育、考察のための機関。地域

や地方の機関と協力してイベントや教育などの活動を行ったり、無形文化遺産保護のた

めの研究活動を推進している。 

 

（保護・継承との関係） 

 食文化に限らず、フランスの無形文化遺産の保護・継承に関する幅広い取組を担う民

間組織として、食文化の保護・継承に向けて具体的にどのような活動を行っているか等

を調査する。 

 

（質問事項） 

[民間組織の独自の取組内容] 

○ CFPCI は、無形文化遺産や文化的多様性に特化した情報、調査、教育、考察のため

の機関と伺っているが、本組織として独自に行っている事業の具体的な内容を教え

ていただきたい。 

 

[食文化の保護・継承に関する研究機関の位置付けと関与] 

○ 「フランスの美食術」の継承や発展と科学的な研究との関係性の中で、CFPCI はど

のような位置付けとなっているのか。フランスの食文化の発展もしくは具体的な

CFPCI の貢献として、これまでどのようなものがあり、今後、何が課題と認識して

いるか。 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○フランスでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

[組織の運営について] 

○ CFPCI はどのような形で運営しているのか（組織面、資金面、運営面について具体

的に御教示いただきたい）。 

 

 

（要望資料）  

○ CFPCIの組織及び業務の概要 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「フランスの美食術」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ その他質問の回答に関する資料  



 

 

スペイン政府 農業省 

 

（組織の概要） 

 スペイン政府の農業、食糧政策を担当する機関。「地中海の食事」の保護・継承活動

の中核を担う地中海ダイエット財団を政府としてサポートする役割を果たしている。 

 

（保護・継承との関係） 

 「地中海の食事」については、特定の都市（スペインの場合はソリア市）がその保護・

継承の地理的範囲として定められており、保護措置に責任を持つ組織に国の機関を直接

指定している。スペインは、地域ごとの多様な食文化があり、政府、地方自治体、民間

組織が連携して保護・継承の取組を進められているが、政府の中心的な機関として、ど

のように保護・継承を行っているかについて調査する。 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○ 「地中海の食事」では、「地中海ダイエット財団」が保護・継承の民間において中核

的な取組を行っていると聞いているが、農業省としてこの団体とどのように連携し

ているか。また、この団体に対し政府からどのような支援を行っているか（組織面、

資金面、運営面、活動に対するアドバイス等）。また、スペインの食文化全般の保護・

継承のため民間組織等へ支援を行っていれば、これについても教えていただきたい。 

 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ スペインでは、ユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継承をどのように制

度的に担保しているのか。また、スペインの食文化全般の保護・継承について、何ら

か制度的に担保しているのか。 

 

○ ユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継承の活動は、農務省の設置目的

との関係で、どのように位置付けているのか（国産農産物の消費拡大や農村地域の振

興等が目的か）。 

 

[「地中海の食事」の他の登録国との関係、連携状況] 

○「地中海の食事」はイタリアなど他の国の都市とともに登録されているが、どのよう

な経緯でこの申請に至ったのか。また、登録された食文化、保護・継承登録後は登録

された各国が独自に保護・継承の範囲や活動内容を定めて活動しているのか、各国で

連携し共通した取組を行っているのか。 

 

[個別の保護・継承活動について] 

○スペインでは学校での給食の提供があるか。あれば、これに関して食文化の保護・継

承のために行っていることはあるか。 

 



 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○スペインでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

（要望資料） 

○ 農業省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「地中海の食事」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ 「地中海の食事」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 



 

 

スペイン政府 教育・文化・スポーツ省 

 

（組織の概要） 

 スペイン政府の教育、文化、スポーツを担当する機関。ユネスコ無形文化遺産に登録

された「地中海の食事」の保護・継承において保護措置に責任を持つ組織とされている。 

 

（保護・継承との関係） 

 「地中海の食事」については、特定の都市（スペインの場合はソリア市）がその保護・

継承の地理的範囲として定められており、保護措置に責任を持つ組織に国の機関を直接

指定している。スペインは、地域ごとの多様な食文化があり、政府、地方値自体、民間

組織が連携して保護・継承の取組を進められているなど「和食」の保護・継承にあたっ

て参考となると考えられる。政府の中心的な機関として、どのように保護・継承を行っ

ているかについて調査する。 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○ 「地中海の食事」では、「地中海ダイエット財団」が保護・継承の民間において中核

的な取組を行っていると聞いているが、教育・文化・スポーツ省としてこの団体と

どのように連携しているか。また、この団体に対し政府からどのような支援を行っ

ているか（組織面、資金面、運営面、活動に対するアドバイス等）。 

 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ スペインでは、ユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継承をどのように

制度的に担保しているのか。また、スペインの食文化全般の保護・継承について、

何らか制度的に担保しているのか。 

 

○ユネスコの無形文化遺産条約に基づき、締約国は定期的に無形文化遺産保護の措置の

状況について、ユネスコへ報告を行うこととなっており、貴国は 2014 年に報告を行

っているが、「地中海の食事」の保護措置の報告は、どの部署の誰がどのように執筆

したのか。 

 

[「地中海の食事」の他の登録国との関係、連携状況] 

○「地中海の食事」はイタリアなど他の国の都市とともに登録されているが、どのよう

な経緯でこの申請に至ったのか。また、登録された食文化、保護・継承登録後は登録

された各国が独自に保護・継承の範囲や活動内容を定めて活動しているのか、各国で

連携し共通した取組を行っているのか。 

 

 

 

[個別の保護・継承活動について] 



 

 

○スペインでは学校での給食の提供があるか。あれば、これに関して食文化の保護・継

承のために行っていることはあるか。 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○スペインでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

 

（要望資料） 

○ 教育・文化・スポーツ省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「地中海の食事」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ 「地中海の食事」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 

  



 

 

 

カタルーニャ州農業、畜産、漁業省 

 

 

（組織の概要） 

 無形文化遺産登録されたソリア市を管轄するカタルーニャ州の農業担当部署。スペイ

ン政府やソリア市と連携し、食文化の保護・継承に取り組んでいる。 

 

（保護・継承との関係） 

 無形文化遺産の登録に際しては、国の役割も重要だが、地域に根差した実際の食文化

の保護・継承活動においては、自治体が大きな役割を果たしていることが予想される。

地域において中心的に活動を行う財団がある中で、州政府がどのように関与し、活動を

支援しているかについて調査する。 

 

 

（質問事項） 

[行政機関から民間組織等への支援の状況] 

○ 「地中海の食事」では、「地中海ダイエット財団」が保護・継承の民間において中核

的な取組を行っていると聞いているが、カタルーニャ州農業、畜産、漁業省として

このような民間組織とどのように連携しているか。また、このような民間組織に対

し政府からどのような支援を行っているか（組織面、資金面、運営面、活動に対す

るアドバイス等）。 

 

[食文化の保護・継承に関する制度的な仕組み] 

○ カタルーニャ州では、ユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継承をどの

ように制度的に担保しているのか。 

 

○ ユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継承の活動は、カタルーニャ州農

業、畜産、漁業省の設置目的との関係で、どのように位置付けているのか（国産農産

物の消費拡大や農村地域の振興等が目的か）。 

 

[「地中海の食事」の他の登録国との関係、連携状況] 

○「地中海の食事」はイタリアなど他の国の都市とともに登録されているが、どのよう

な経緯でこの申請に至ったのか。また、登録された食文化、保護・継承登録後は登録

された各国が独自に保護・継承の範囲や活動内容を定めて活動しているのか、各国で

連携し共通した取組を行っているのか。 

 

 

 

（要望資料） 



 

 

○ カタルーニャ州農業、畜産、漁業省の担当部署及び関連部署の組織体制 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ 「地中海の食事」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ 「地中海の食事」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

 

  



 

 

 

ＦＤＭ（地中海ダイエット財団） 

 

（組織の概要） 

 地中海ダイエット財団は、無形文化遺産の要素としての地中海食の促進や調整役とし

て、様々な段階における地中海食の促進に大きな社会的な影響を及ぼす科学の普及・研

究を通じ、要素の保護と促進のための活動を行っている。 

 会長（President）は、Josep Maria Pelegri Aixut氏、事務局長（Executive Director） 

は Domingo Valiente Llauradó 氏であり、そのほか科学委員会（Scientific Committee）

が設置されている。 

 子供の肥満との戦いや地中海の住民と共有するライフスタイルの価値を伝えるため、

2006年から 2010年までにスペイン国内の８万人以上の小学生を対象に取組を行ってい

る。また、FDMは地中海食に関する包括的かつセクター横断的なプロジェクトを提示し

ており、その目的は、社会及び健康分野や教育界の間における研究や対話を促進するこ

とにある。 

 

（保護・継承との関係） 

 活動については、「地中海の食事」の実践という面では、子供の食に焦点をあて、科

学的根拠に基づいた活動を重視して展開しているように見受けられるが、「地中海の食

事」の食文化としての保護・継承といった側面での取組については、現段階ではその役

割についての情報は不十分であるため、これらについては現地ヒアリングにて情報収集

する必要がある。 

 

（質問事項） 

[民間組織の独自の取組内容] 

○ FDM は「地中海の食事」の保護・継承に重要な役割を果たしていると伺っているが

組織の概要と役割について教えていただきたい。本組織として独自に行っている事

業について具体的な内容に教えていただきたい。 

・財団が設立された経緯（目的、設置年） 

・ユネスコ登録時及び保護措置の実践での位置付け 

・運営体制：科学委員会の位置付け、会長・事務局長以外の役員等。 

・スペイン全体の食文化の保護・継承を担う組織なのか、もしくは、カタルーニャ

州等、ある程度地域を絞った食文化の保護・継承活動を行っているのか。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[「地中海の食事」の他の登録国との関係、連携状況] 

○「地中海の食事」はイタリアなど他の国の都市とともに登録されているが、どのよう

な経緯でこの申請に至ったのか。また、登録された食文化、保護・継承登録後は登録

された各国が独自に保護・継承の範囲や活動内容を定めて活動しているのか、各国で

連携し共通した取組を行っているのか。 

 

[地域の食文化の保護・継承に向けた対応] 

○スペインでは、地方の伝統的な食文化を守る地方の小規模な民間組織などに対し

て、何らかの支援や働きかけを行っているか。 

 

[組織の運営について] 

○ 現在、FDM はどのような形で運営しているのか（組織面、資金面、運営面について

具体的に御教示いただきたい）。 

 

 

（要望資料） 

○ ＦＤＭの組織及び業務の概要 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ ソリア市や州政府、政府等との関係が分かる資料 

○ 「地中海の食事」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ その他質問の回答に関する資料 

 

 

  



 

 

ソリア協同組合銀行科学財団 

 

（組織の概要）  

 ソリア市における「地中海の食事」の保護・継承活動の推進役を担う機関。 

 

（保護・継承との関係） 

 ソリアは、「地中海の食事」の要素の象徴として特定された４つの地域のうちの一つ

である（スペインはソリアのみ）。 

2014年のユネスコの無形文化遺産政府間委員会において、「地中海の食事」の保護・

継承活動として、2011 年にソリア市の学校で開催した「地中海ダイエット学校」のイ

ベント、2013 年に同市で開催した「地中海ダイエットマーケット」イベント等が報告

されている。一方、報告書には、当該財団の役割等については記載されておらず、保護・

継承における自治体であるソリア市と同財団との関係についても調査を行いたい。 

 

（質問事項） 

[民間組織の独自の取組内容] 

○ ソリア市は、ユネスコへの申請書において、「「地中海の食事」の要素の象徴として

特定された共同体（スペイン語）」との位置付けであるが、どのような経緯、理由で

ソリア市がそのような位置付けとなったのか。 

 

○ ソリア協同組合銀行科学財団はユネスコに登録された「地中海の食事」の保護・継

承に重要な役割を果たしていると伺っているが、組織の概要と役割について教えて

いただきたい。本組織として独自に行っている事業について具体的な内容について

教えていただきたい。 

・財団が設立された経緯（目的、年） 

・ユネスコ登録時及び保護措置の実践での位置付け 

 

○ 同財団は、「地中海の食事」の保護・継承において、どのような役割を担っているの

か。ソリア市や地中海ダイエット財団などとはどのような関係にあり、どのような

役割を果たしているのか。 

 

○ 同財団の役割としては、子供の教育等における食事（栄養面）が中心にあるものな

のか、もしくはソリアに伝わる伝統的な食文化の保護・継承活動においても中心的

な位置付けにあるのか。 

 

 

 

 

 

 [「地中海の食事」の他の登録国との関係、連携状況] 



 

 

○「地中海の食事」はイタリアなど他の国の都市とともに登録されているが、どのよう

な経緯でこの申請に至ったのか。また、登録された食文化、保護・継承登録後は登録

された各国が独自に保護・継承の範囲や活動内容を定めて活動しているのか、各国で

連携し共通した取組を行っているのか。 

 

[食文化の保護・継承に関する研究機関の位置付けと関与] 

○ ユネスコに登録された「地中海の食事」について食文化の継承や発展と科学的な研

究との関係性の中で、ソリア協同組合銀行科学財団はどのような位置付けとなって

いるのか。「地中海の食事」の食文化の発展もしくは具体的なソリア協同組合銀行科

学財団の貢献として、これまでどのようなものがあり、今後、何が課題と認識して

いるか。 

 

[組織の運営について] 

○ 現在、ソリア協同組合銀行科学財団はどのような形で運営しているのか（組織面、

資金面、運営面について具体的に御教示いただきたい）。 

 

 

（要望資料） 

○ ソリア協同組合銀行科学財団の組織及び業務の概要（担当部署及び関連部署の組織

体制） 

○ 関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ ソリア市や州政府、政府等との関係が分かる資料 

○ 「地中海の食事」の普及啓発のパンフレット等の資料（作成されていれば） 

○ 「地中海の食事」に関する大臣等の発言内容 

○ その他質問の回答に関する資料 

  



 

 

フレシネ社 

（代表ホセ・ルイス・ボネット氏） 

 

（組織の概要） 

 ワイン会社で地中海ダイエット財団のスポンサー企業。スペインを代表するスパーク

リングワイン製造メーカーであり、スペインのスパークリングワインの約 70％を生産、

その半数近くを海外に輸出している。 

 

（保護・継承との関係） 

 食文化の保護・継承にあたって、食品製造業者としてどのように財団の活動に関わり、

これを支援しているのか。無形文化遺産の商業的な濫用に否定的なユネスコの考えがあ

る一方で、利益の追求が必要な企業がどのような考えの元に、保護・継承に関わってい

るのかついて調査したい。 

 

（質問事項） 

[民間組織の独自の取組内容] 

○地中海ダイエット財団のスポンサー企業として、具体的にどのように財団の活動の支

援を行っているのか（資金面、人材面、運営面、財団の活動等）。また、「地中海の

食事」の保護・継承に向けてフレシネ社が独自に行っている活動があれば教えていた

だきたい。 

 

○食文化の継承にあたっては、伝統的な食材や技法を守ることも重要である一方、国民

の嗜好や社会環境の変化に応じ、特に若い世代に対して新たな商品の開発や提案をし

ていくことも必要であると考えられるが、企業としてこれらのことにどのように取り

組んでいるか。 

 

○ユネスコは無形文化遺産の商業的な濫用に否定的な考えであるが、企業の営利活動

と食文化の保護・継承活動の関係をどのように整理しているか。 

 

[組織の運営について] 

○食文化には食材の生産から、加工、流通、消費まで多様な関係者が関連しているが、

他の食品製造業者や小売・流通業者、料理人、生産者、研究者などとどのように連携

して活動を行っているか。また、保護・継承に向けた活動を企画・立案・実施するに

あたり、資金を提供するスポンサー企業とその他の関係者の関係はどのようになって

いるのか。 

 

（要望資料） 

○ フレシネ社の取組と関連予算等の具体的な内容が分かる資料 

○ その他質問の回答に関する資料 


