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地域における日本型食生活等の普及促進
【（消費・安全対策交付金で実施） ３５２（３５２）百万円】

対策のポイント
農林漁業に触れながら、食や農への理解を深める食育を実践する「教育フ

ァーム」や地域の食育関係団体のネットワーク化等、地域に根ざした食育活
動を支援し、食育を国民運動として展開します。

＜背景／課題＞
・消費者に対して、日本型食生活を始めとした健全な食生活の実践を促すとともに、食
や農林水産業への理解を深めるための食育を推進する必要があります。

・「日本再興戦略」において、食育を国民運動として推進するため、農林漁業体験を経
験した国民の割合を５年後に35％とすることを目標として食や農林水産業への理解増
進を図ることとしています。

・また、｢農林水産業・地域の活力創造プラン」において、国内外の需要を取り込むた
めの輸出促進、地産地消、食育等の推進を図ることとしています。

・さらに、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の保全のためにも、食育の推進
が重要とされています。

政策目標
・日本型食生活の実践に取り組む人の割合の向上（27年度までに27％）
・農林漁業体験を経験した国民の割合（30年度までに35％）

（日本型食生活とは）

日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、

栄養バランスが優れた食生活です。

＜内容＞

１．事業内容
日本型食生活などを普及する食育推進リーダーの育成及び地域のネットワーク作り

並びに地域の食文化の継承等を支援するとともに、食や農林漁業に関する理解を深め
るため、生産の場において農林漁業者等が播種から収穫までの一連の農作業等の体験
の機会を提供する教育ファーム等を支援します。

【支援の対象となる活動の例】
・「日本型食生活」の普及・実践等をテーマにした食育総合展示等の開催
・地域における食育ボランティアの活動をコーディネートする食育推進リーダーの育
成及び活動

・地域で食育に取り組む団体のネットワークの整備、活動事例の収集、情報提供
・農林漁業者等による食育活動である教育ファーム等

２．事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

３．交付率 定額（１/２以内）

４．事業実施期間 平成１８年度～２６年度

［お問い合わせ先：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３）］

-１-

［平成26年度予算の概要］



フードチェーン食育活動推進事業（拡充）
【３３３（３７５）百万円】

対策のポイント
消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深

めるための体験活動などの食育活動を、フードチェーンを通じて一体的に行

う取組を支援します。

＜背景／課題＞

・消費者に対して、日本型食生活をはじめとした健全な食生活の実践を促すとともに、

食や農林水産業への理解を深めるための食育を推進する必要があります。

・「日本再興戦略」において、食育を国民運動として推進するため、農林漁業体験を経

験した国民の割合を５年後に35％とすることを目標として食や農林水産業への理解増

進を図ることとしています。

・また、｢農林水産業・地域の活力創造プラン」において、国内外の需要を取り込むた

めの輸出促進、地産地消、食育等の推進を図ることとしています。

・さらに、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の保全のためにも、食育の推進

が重要とされています。

政策目標
・日本型食生活の実践に取り組む人の割合の向上（27年度までに27％）

・農林漁業体験を経験した国民の割合（30年度までに35％）

（日本型食生活とは）

日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成され、

栄養バランスが優れた食生活です。

＜内容＞

１．事業内容

（１）フードチェーン食育モデル事業

消費者に健全な食生活の実践を促す取組、食や農林水産業への理解を深めるた

めの農林漁業体験や農林水産物の加工・流通体験機会の提供及び食文化の継承・

発展活動等の食育活動を、食品の生産から食卓に至るまでのフードチェーンを通

じて一体的に行う取組を支援します。

（２）フードチェーンを通じた食育指導者キャリアアップ事業

フードチェーンを通じた食育推進の指導者育成のためのキャリアアップ研修を

支援します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成25年度～27年度

［お問い合わせ先：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３）］
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フードチェーン食育活動推進事業 

１ フードチェーン食育モデル事業 

２ 全国推進事業（フードチェーンを通じた食育指導者キャリアアップ事業） 

食品の生産から食卓に至るまでのフードチェーンを通じて一体的に食育活動を行い、効率的、効果的に消費者に対して、健全な食
生活の実践や食や農林水産業への理解増進を図るモデル的な取組を行う民間団体等に対する支援 

○ 生産から消費までを通じた食育の総合的な展開に向けた推進会議の開催 
   （委員謝金・旅費、会場借料、資料印刷費） 

○ 多様な体験の機会の提供のための運営 
 ①農林漁業体験機会の提供   
 ②農林水産物の加工・流通体験機会の提供 
 ③健全な食生活の実践活動の推進 
 ④食文化の継承・発展活動の推進 
     （実態調査費、資料・教材作成費、講習会開催費、資材費、ほ場借料等） 

○ 体験現場の調査等連絡調整  
   （調査員等旅費、アルバイト賃金、通信費、資料印刷費） 

補助率：定額 
事業実施主体：民間団体等 
  （ＮＰＯ法人、生産者団体、事業協同組合、
関係者から構成される協議会等） 

生産者 

食堂 NPO 

行政 小売店 

○ 生産から消費までを通じた食育推進の指導者を育成のためのキャリアアップ研修      
   （研修プログラムの検討、先進的優良活動事例調査、講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷費） 

【対象者：ＪＡ職員、栄養士、ＮＰＯ関係者、地方公共団体等職員等】 
補助率：定額 
事業実施主体：民間団体等 

バランスの良い日本型食生活の実践や食と農林水産業への理解の醸成により、国産農林水産物の需要拡大も期待 

-
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日本食・食文化魅力発信プロジェクト[新規]
【２，６５８（－）百万円】

対策のポイント
国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水

産物・食品の消費拡大に向けた取組を推進します。

＜背景／課題＞

・平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や和食のユネスコ無形文化遺産

登録が決まったこと等を受け、世界各国の日本に対する注目度は高まってきています。

・このような機会を捉え、日本食・食文化の魅力を国内に発信することを通じて、国民

が和食の素晴らしさを再認識するとともに、増えつつある訪日外国人旅行者等に対し

和食の深い魅力を広く伝えることにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋げる

ことが重要です。

・また、併せて、海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産

物・食品の輸出拡大にも資することとなります。

・このため、国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水産物・食

品の消費拡大に向けた取組を推進します。

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（4,497億円（平成24年）→１兆円水準（平成32年））

○国産農林水産物・食品の消費を拡大

（平成25年度から平成29年度までに売上向上率10％向上）

＜主な内容＞

１．日本食・食文化普及推進総合対策

（１）日本食・食文化の世界的普及プロジェクト

① 海外向けプロジェクト

料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発による日本産食材の活用

促進、海外主要都市での日本食文化週間の実施、海外ジャーナリスト等を活用し

た日本食・食文化の魅力発信等の取組を行います。

② 国内向けプロジェクト

国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係

るセミナー・シンポジウムの開催、栄養バランスに優れた日本食を国内へ普及さ

せるイベントの実施等の取組を行います。

委託費

委託先：民間団体等

＜各省との連携＞

○外務省 ・外務省所管のJICAが主催する国内外の研修等において、我が国の農林

水産物・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日本食・

食文化を普及する人材を育成。

-４-
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［平成26年度予算の概要］

（２）日本食・食文化の普及支援事業

海外の料理学校における日本食講座の開設、海外主要都市での日本食レストラン

ウィークの実施、海外の外食事業者団体等が主催する見本市への出展等の取組を支

援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業

（１）地域の農林水産物の活用促進

① 食のモデル地域の育成

地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため、「食

のモデル地域」における商品開発、販路開拓、人材育成等を支援します。

② 地域の取組の全国展開

食のモデル地域等での消費拡大の動きを全国的に拡大するため、商談会の開催や

消費拡大促進フェア等の取組を支援します。

③ 学校給食における地場食材の利用拡大

現場の創意工夫を生かし、学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生

産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等

＜各省との連携＞

○文部科学省 ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食

での地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行

い、成果を普及。

（２）全国レベルでの国産農林水産物・食品の消費拡大

① 全国的な消費拡大のためのイベントを実施

生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、我が国の農林水産業・食品産業、農山

漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施します。

② 食料自給率向上に向けた取組

食料自給率の向上のため、異業種（医療・福祉、観光等）とも連携しつつ国産農

林水産物の消費拡大を図る取組を推進します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２（２）①について 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

（０３－６７４４－０４８１）

２(１)①、②について 生産局穀物課 （０３－３５０２－７９５０）

２(１)③について 食料産業局産業連携課 （０３－６７４４－１７７９）

２(２)②について 大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３５２）
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○ 平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や和食のユネスコ無形文化遺産登録が決まったこと等を受け、
世界各国の日本に対する注目度は高まってきている 

○ このため、日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、国内外において日本食・食
文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進 

 
 

    日本食・食文化魅力発信プロジェクト 【２６年度予算額：２，６５８百万円】 

 
 

○農林水産物・食品の輸出額を拡大 ○国産農林水産物・食品の消費を拡大 

○ 海外の料理学校における日本食講座の開設 等 

○ 海外主要都市での日本食文化週間の実施 
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの実施 等 

○ 海外の外食事業者団体等が主催する見本市への出展 等 

 
 

○ 食のモデル地域における商品開発、販路開拓、人材育成 
○ 学校給食における地場食材の利用拡大 
○ 消費拡大の動きを全国的に拡大するための商談会の開催や 
 消費拡大促進フェア 

○ 全国的な消費拡大のためのイベントの開催 
○ 食料自給率の向上に向けた異業種とも連携した国産農林水
産物・食品の消費拡大の取組 等 

○ 消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係るセミ
ナー・シンポジウムの開催 等 

-
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ミラノ国際博覧会政府出展委託事業
【１，１００（６０７）百万円】

対策のポイント
2015年ミラノ国際博覧会への政府出展を通じ、我が国の農林水産業の強みや、

日本食・食文化の魅力を発信し、日本のブランド価値を向上させるとともに、

本博覧会後の我が国の農林水産物・食品の輸出促進や、日本企業の海外展開に

つなげる。

＜背景／課題＞

・2015年に「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに開催される「ミラノ国際博覧

会」への出展については、平成24年３月27日、我が国の公式参加とともに、農林水産省が

初めて幹事省になって準備を進めることが閣議了解された。〔幹事省：農林水産省及び経

済産業省、副幹事省：国土交通省〕

・ＥＵ諸国をはじめ、世界各国から入場者が集まる本博覧会に参加することは、国際社会に

おいて我が国への理解を深める絶好の機会であり、特に、食料をテーマとする本博覧会で、

我が国の農林水産業の強みや、日本食・食文化の魅力を発信し、日本のブランド価値を向

上させるとともに、本博覧会後の我が国の農林水産物・食品の輸出促進や、日本企業の海

外展開につなげていくことが重要である。

・平成25年３月、各界の有識者からなる委員会において策定された「日本館基本計画」にお

いて、「日本の農林水産業や食をとりまく様々な取組、『日本食』や『日本食文化』に詰め

込まれた様々な知恵や技が、人類共通の課題解決に貢献するとともに、多様で持続可能な

共生社会を切り拓く。｣をメインメッセージにすることが決定されたところ。また、日本

館の展示テーマを「Harmonious Diversity（共存する多様性）」に決定し、これらのメッ

セージやテーマを基に、関係省庁、政府機関が一体となった取組を進めるとともに、国民

各層、関係団体・企業等の理解と協力を得、官民一体となって、日本館の建築、展示、行

催事、広報、運営等の準備を進め、我が国の出展を成功させることが最重要課題である。

政策目標
ミラノ国際博覧会における日本館への来場者数の割合が、上海国際博覧会

（７.４％）を上回る10％となること。

＜主な内容＞

2015年ミラノ国際博覧会への政府出展に向け、我が国の「食」に関する様々な取組を発

信するための日本館建築、展示物製作、行催事・広報活動の実施、運営計画の策定等の開

催準備等を実施します。

委託費

委託先：ＪＥＴＲＯ

お問い合わせ先：

ミラノ国際博覧会チャレンジ本部事務局 （０３－６７４４－２０１２）

-７-

［平成26年度予算の概要］



           ミラノ国際博覧会政府出展委託事業       
○国際博覧会条約(ＢＩＥ条約)に基づき、2015年ミラノ国際博覧会が「食料」をテーマに開催 
○博覧会では、我が国の食に関する様々な取組を出展・公開し、我が国農林水産業の強みや、日本食・
食文化のすばらしさを発信 

○ミラノ万博の概要 

平成25～27年度（予定）： 
 ○ 建築、展示等の実施計画の策定 
 ○ 日本パビリオン設計・建築、展示物製作、行催事 
   ・広報活動の実施、運営計画の策定等の準備 
 ○ 開会・運営、公式記録の策定 等 

平成24年度：基礎調査の実施、日本館基本計画の策定 

Ｈ２６： １１億円（６億円） 

日本館イメージ 

■性   格 ： ＢＩＥ条約に基づく登録博覧会 

■テーマ ： 地球に食料を、生命にエネルギーを 

        ( Feeding the Planet , Energy for Life ) 

■場   所 ： イタリア共和国 ミラノ市 

■会   期 ： 2015年５月１日～10月31日 (184日間) 

■規   模 ： 面積 約110ヘクタール 

■想定入場者数 ： 約 2,000万人 

■想定参加国等 ： 140 

       （平成25年12月20日現在、 

          135国・４国際機関が参加表明 ） 
 

  【参考】  

   １ 閣議了解の内容  （平成24年３月27日）  

     ・  ミラノ国際博覧会への公式参加 

     ・  幹  事  省 ： 農林水産省、経済産業省 

     ・  副幹事省 ： 国土交通省 

     ・  参加機関 ： 日本貿易振興機構 (JETRO)  

   ２ 参加契約書調印 ： 平成25年７月18日 

   ３ 政府代表任命 ： 加藤 辰也 氏 （平成25年11月29日） 

  

 

日本パビリオン 
建設予定地 

日本館 
シンボルマーク 

会場全体図 

我が国の優れた農林水産物や食品、食文化の魅力を
発信し、ジャパンブランドを再構築 

-
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