
10 和食文化の保護と次世代への継承

提案名称

提案内容

「和食；日本人の伝統的な食文化」
－正月を例として－

「自然の尊重」という日本人の精神
を体現した、食に関する社会的慣習

・多様で新鮮な食材と素材の味
わいの活用

・健康的な食生活を支える栄養
バランス

・自然の美しさや季節の移ろい
の表現

・正月などの年中行事との密接
な関わり

平成25年12月

和食の特徴

平成27年10月1日より食料産業局に「食文化・市場開拓課」及び「和食室」を新設し、
関連施策と連携させつつ、和食文化の保護・継承を一層効果的に推進。

組織体制の強化
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和食給食提供機会の拡大
（平成27年度日本食・食文化の世界的普及ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

957百万円の内数）

学校給食における和食の提供機会の拡

大を図るため、和食料理人が全国の小学

校を訪問し、児童に対して和食給食を提

案・実演するとともに、栄養教諭等を対象

にしたセミナーを実施。

地域の食文化の保護・継承
（平成27年度消費・安全対策交付金 ２０６２百万円の内数）

都道府県等が実施する、食育推進リー

ダーの育成や地域のネットワーク作りな

ど地域の食文化の継承等を支援。

「和食」保護・継承推進検討会
（平成27年度「和食」保護・継承推進事業 4０百万円）

和食文化を今後、国民全体で保護・

継承していくため、国民の食生活にお

ける和食志向の維持・増大を推進し

ていく観点から、国民の和食摂取の

実態を明らかにした上で、和食文化

の保護・継承に向けた効果的な方策

の検討・明確化・発信等を行う。

検討会委員

任務

熊倉功夫静岡文化芸術大学学長

他９名

検討期間

平成27年９月～平成28年３月

○26年度実績
実施数：25校
効果：事業実施校における和食給食提

供回数の変化
実施前2.1回/週→実施後2.7回/週

○26年度実績
実施主体数：90件

○ 和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも踏まえて、和食文化の保護・継承を本格的に進める

ため、食料産業局に和食室を新たに設け、取組を推進。

○ 和食文化に関する国民の関心と理解が深まるよう、学校給食や家庭における和食の提供機会の拡大、和
食文化の継承に向けた地域における食育活動などを実施。

一般社団法人和食文化国民会議（和食会議）

連 携
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地産地消の取組・活動や地場農林水産物を活用している特色あ
る給食メニューの表彰の他、表彰された活動の事例発表や地産
地消活動に関する講演を実施。

地場産物を活用した
新メニューの開発

地場産物を活用した
新たな献立の導入

平成26年度 地産地消優良活動表彰
農林水産大臣賞

絵本の里けんぶち
ＶＩＶＡマルシェ
（北海道）

新潟県村上市での取組事例

学校給食等への地場産物の利用拡大に向けた取組

２．「地産地消推進全国フォーラム」の開催

11 地産地消の推進

１．学校給食等における地場産物の利用拡大に向けた取組の推進

認定こども園
置戸町こどもセンター
どんぐり （北海道）

平成26年度地産地消給食等メニューコンテスト
農林水産大臣賞

加工・直売の状況

ＪＡ静岡市
女性部販売所
アグリロード美和
（静岡県）

なかつがわ
農家民宿組合
（山形県）

直売所での地場農林水産物の
直接販売

地場農林水産物を活用した
加工品の開発

直売所や地場産物の加工等の取組

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」
※事業体数及び総販売額は農産加工場、農産物直売所、水産加工場、
水産物直売所の計

23年度 25年度

事業体数 54,970 56,400

総販売額
（億円）

17,344 19,465

食文化・市場開拓課

○ 地域の生産者と消費者の結びつきを強化し、消費者の需要に対応した生産を行うこと等を通じ、地域の農林

水産物の利用を拡大する地産地消の取組が全国で展開。
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２．教育ファームの推進

・ 日本型食生活などを普及する食育推進リーダーの育成や地域
のネットワークづくり、地域の食文化の継承等を支援

・ 消費者各層の多様なニーズ・特性を分析・把握した上で類型化
し、それぞれの類型に適した方策による取組を推進

国産農林水産物等の消費拡大の推進 食育による消費者の理解増進

・推進パートナー数の推移

12 国産農林水産物の消費拡大の推進や食育による消費者の理解増進

1,050 

3,017 
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（2015）

ロゴマーク

国産農産物等の消費拡大に取り組む民間企業等と連携し、ロゴマー
クを表示した商品の発売や、ポスター等を使った国産品販売フェア等
を開催。

１．日本型食生活の普及

幅広い世代を対象に食や農林水産業への理解増進を図るため
農林漁業者等による農林漁業体験を通じた食育活動（教育ファー
ム活動）を推進

推進パートナーによる
国産フェアの実施

ロゴマークを掲載した商品の販売

○ 国産農産物等の消費拡大に向けた国民運動により､民間事業者等と連携しつつ､具体的な消費拡大の取組を推進｡

また､国産農林水産物の消費拡大の前提となる食育を通じた消費者の食や農林水産業への理解を増進。
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