
２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・次期食育推進基本計画に基づき、世代区分等
に応じた具体的な食育の内容を提示する「食育
ガイド」（仮称）の作成、都道府県・市町村による
食育の中核人材の育成の促進等により生涯に
わたるライフステージに応じた間断ない食育を
推進【内閣府】

【内閣府】
・ライフステージに応じた間断ない食育を推進するため、一人ひとりの国
民が自ら食育に関する取組が実践できるように、世代区分等に応じた具
体的な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）の作成を進めた。

【内閣府】
・引き続き、第２次食育推進基本計画に基づき、子どもから成人、お年寄
りまで、生涯にわたって一人ひとりが食育の取組を実践する「生涯食育社
会」の構築を目指す。

【内閣府】
・食育調査研究等経費（19百万円）（食育推進
経費の内数）

・男女共同参画社会づくり、ワーク・ライフ・バラ
ンス等を推進する取組との連携による食育の普
及、各世代ごとの食生活の課題を踏まえた啓発
手法の検討・普及【内閣府、農水省】

【内閣府】
・平成22年12月17日策定の第３次男女共同参画基本計画に「男性、子ど
もにとっての男女共同参画」を重点分野の一つとして位置づけ、その中に
ワーク・ライフ・バランスとの連携や、食育の推進を盛り込んでいる。平成
23年度では、各地域で説明会を行うなどにより、推進を図った。
・内閣府主催の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議や、地方共
催事業などで、食育に関する広報資料を配付し、推進を図った。

【農水省】
・「生涯食育社会」の構築に向け、子育て世代を対象とした行動変容に結
びつく効果的な食育の取組手法の検討や情報提供を行うとともに、若者
を中心とした消費者に対し、食について考える機会を提供する「マジごは
ん計画」を推進した。

【内閣府】
・継続的に第３次男女共同参画基本計画の推進を図ることで、食育につ
いても、推進を図る。
・引き続き、内閣府主催の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
や、地方共催事業などで、食育に関する広報資料を配付し、推進を図る。

【農水省】
・引き続き、「生涯食育社会」の構築に向け、各世代ごとの食生活上の課
題を踏まえた啓発手法の検討を行うとともに、若者を中心とした消費者に
対し、食について考える機会を提供する「マジごはん計画」を推進する。

【内閣府】
・第３次男女共同参画基本計画

【農水省】
・食育実践活動推進事業委託費（36百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト８ 全ての世代、様々な立場の人々が参加する「生涯食育社会」の構築

取組内容

（１）次期食育推進基本計画に基づく「生涯食育社会」の構築



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・地域の実情に応じた食育活動の支援、食育推
進に関するボランティアに対する表彰等各世代
の住民が一体となって生涯食育に取り組む地域
を後押し【内閣府、文科省、厚労省、農水省等】

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育活動を推
進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている10の個人・団体
を表彰。
　また、関係者の協力の下、食育推進全国大会を静岡県三島市において
開催し、２日間で約51,000人の来場を得た。

【厚労省】
・平成16年３月に「保育所における食育に関する指針」を示し、食育の取
組の推進を図った。
・平成21年４月に施行された新たな保育所保育指針において、「健康な生
活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目
標とする」と位置づけられ、毎日の生活や遊びの中で食育の実践が行わ
れている。
・平成23年５月に自治体あて通知を発出し、子どもの健康づくりのための
食育等を推進している。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、全国28の都道府県及
び３つの政令指定都市を通じ、①食育総合展示会等の開催、②食育推進
リーダーの育成及び活動の促進、③食育推進協議会の開催といった地域
の食育活動に対して支援した。
・健全な食生活を送るために必要な知識を普及し、実践に結びつける広
域的・先進的な活動を行う民間７団体に対して支援した。

【内閣府】
・引き続き、食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食
育活動を推進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている個
人・団体を表彰。
　また、食育推進全国大会を神奈川県横浜市において開催予定。

【厚労省】
・引き続き、平成16年３月に示された「保育所における食育に関する指針」
に基づき、食育の取り組みの推進を図る。
・引き続き、保育所保育指針に基づき、毎日の生活や遊びの中で食育の
実践を行う。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、都道府県を通じ、地域
の食育活動に対して支援する。
・企業、学校、消費者団体等が連携して取り組む食育の実践等を促進す
るための広域的、先進的な活動を支援する。

【内閣府】
・食育理解促進経費（22百万円）
  食育の理解を国民に促進していくための経費
（食育推進経費の内数）

【農水省】
・食育実践活動推進事業費（76百万円）
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
等

・「早寝早起き朝ごはん」など子どもの基本的な
生活習慣づくりの推進【文科省、農水省】

【文科省】
・「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携を図りながら、全国的な普及
啓発等の取組を行った。
・家庭教育支援の推進に関する検討委員会において「子どもの生活習慣
づくり支援分科会」を設置し、これまでの施策の検証や今後の啓発資料の
検討等を行った。

【農水省】
・食品産業等と連携した朝食欠食の改善のためのキャンペーン（めざまし
ごはんキャンペーン）の取組を展開。

【文科省】
・引き続き、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携を図りながら、全国
的な普及啓発等の取組を行う。
・作成した企業や働く親向けパンフレット等を活用し、企業等への普及啓
発を図る。

【農水省】
・食品産業等と連携した朝食欠食の改善による米消費拡大の取組を実
施。

【文科省】
・子どもの生活習慣づくり支援事業（30百万円）

【農水省】
・日本型食生活推進事業（159百万円）

・栄養教諭を中核とし、学校と家庭や地域が連
携する食育の取組の支援【文科省】

【文科省】
・栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組について全国で
展開する事業を実施するとともに、食育推進のための体制整備等を支援
する退職栄養教諭・学校栄養職員等からなる食育支援者を配置した。
・現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できるようにする
ための講習会を開設した。

【文科省】
・引き続き、栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組につ
いて全国で展開する事業を実施するとともに、食育推進のための体制整
備等を支援する退職栄養教諭・学校栄養職員等からなる食育支援者を配
置する。
・引き続き、現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できる
ようにするための講習会を開設する。

【文科省】
・栄養教諭育成講習事業（１百万円）
・栄養教諭を中核とした食育推進事業（80百万
円）

・給食の時間をはじめ学校教育活動全体で取り
組む食育の推進、小～中学校での継続した指
導のための食生活学習教材の作成・配布【文科
省】

【文科省】
・児童生徒が自らの食生活を考え、食に関する実践力を身に付けることが
できるようにするため、小学校低学年から継続した食に関する指導を行う
ための学習教材を作成し、配布した。

【文科省】
・児童生徒が自らの食生活を考え、食に関する実践力を身に付けることが
できるようにするため、小学校低学年から継続した食に関する指導を行う
ための学習教材を作成し、配布する。

【文科省】
・食生活学習教材の作成・配布（63百万円）

（２）地域の全ての人々が参加する様々な取組の推進



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・地場産物の利用促進に向けた活動の支援や
活用事例の収集・提供、地産地消を推進する人
材の育成・活動支援、学校給食や保育所給食、
社員食堂等での地場産物の活用の推進【文科
省、厚労省、農水省等】

【文科省】
・各地域における地場産物を活用した学校給食のメニュー開発コンテス
ト、調理員を対象とした調理講習会の開催など地場産物の活用促進につ
ながる事業や、地場産物の活用率が大きく改善された地域等の取組に関
する調査研究を行った。
・学校給食に関する個別指導への対応など、学校給食を取り巻く行政上
の課題に対応するための調査研究を行った。

【農水省】
・地産地消優良事例の収集・提供、人材を育成するための講習会の開催
及び人材派遣への支援、地産地消給食等メニューコンテストを実施。

【文科省】
・引き続き、各地域における地場産物を活用した学校給食のメニュー開発
コンテスト、調理員を対象とした調理講習会の開催など地場産物の活用
促進につながる事業を行う。
・引き続き、学校給食に関する個別指導への対応など、学校給食を取り巻
く行政上の課題に対応するための調査研究を行う。

【農水省】
・引き続き、地産地消推進のための施策を実施。

【文科省】
・学校給食における地場産物の活用促進事業
（20百万円）
・学校給食の現代的課題に関する調査研究（８
百万円）

【農水省】
・産地活性化総合対策事業（5,288百万円の内
数）
・６次産業化総合推進事業(711百万円の内数)
・６次産業化推進整備事業(2,194百万円の内
数)

・子ども農山漁村交流プロジェクトの推進【総務
省、文科省、農水省】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）。
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施。
 --地方セミナーを２か所で開催。

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。H23年度は40校を指定。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金において、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトを推進するため、子どもの農山漁村交流体験の受入体制整備を
支援（実施地区数：約40か所）。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、効果的な取組の推進に努め
る。

【文科省】
・引き続き、農林水産省が指定するモデル地域等において、自然体験活
動等を行う小学校の取組に対する補助を実施。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金において、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトを推進するため、子どもの農山漁村交流体験の受入体制整備を
支援。

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組
に対する特別交付税措置
・都市・農山漁村の教育交流による地域活性化
推進等事業（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域
の連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円の内数）

・国民の健康増進を図るための基礎資料として
国民健康・栄養調査を実施【厚労省】

【厚労省】
・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、H23
年11月に国民健康・栄養調査を実施。

【厚労省】
・引き続き、国民の健康増進を図るための基礎資料として、国民健康・栄
養調査を実施

【厚労省】
・国民健康・栄養調査委託費（222百万円）

・食育についての栄養士への教育、食生活改善
推進員や食育推進リーダーの養成等への支援
【厚労省、農水省】
・生活習慣病の予防のため食生活の改善が必
要な者への保健師・管理栄養士等による支援
【厚労省】

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、全国28の都道府県及
び３つの政令指定都市を通じ、①食育総合展示会等の開催、②食育推進
リーダーの育成及び活動の促進、③食育推進協議会の開催といった地域
の食育活動に対して支援した。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、都道府県を通じ、地域
の食育活動に対して支援する。

【農水省】
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）

・一口30 回以上噛むことを目標とした「噛ミング
30（カミングサンマル）運動」【厚労省】

【厚労省】
・食育支援を含め、歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療
等に対応できるよう、歯科衛生士養成施設の教員に対する講習会を実
施。

【厚労省】
・食育支援を含め、歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療
等に対応できるよう、歯科衛生士養成施設の教員に対する講習会を引き
続き実施する。

【厚労省】
・予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会
（３百万円）



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・環境教育・環境学習データベースにおける食
育に関する情報の発信【農水省、環境省】

【環境省】
・環境教育・環境学習データベースに、農林水産省や自治体の食育に関
する取組を掲載している。

【環境省】
・引き続き、食育に関する情報を環境教育・環境学習データベースに掲載
し、情報発信を行う。

【環境省】
・環境教育・環境学習データベース総合整備事
業（22百万円の内数）

・刑務所出所者等に対する農業訓練、農業法人
等での実践的研修【法務省、農水省】

【法務省】
・沼田町就業支援センター及び茨城就業支援センターにおいて、就農意
欲のある刑務所出所者等に対し、地域の農業者等への委託により農業訓
練を実施し、農業分野への就労による円滑な社会復帰を支援している。

【農水省】
・刑務所出所者の農業分野での就業支援について協力。

【法務省】
・引き続き、就業支援センターにおいて刑務所出所者等に対して農業訓練
等を実施し、円滑に社会復帰できるよう支援を行う。

【農水省】
・引き続き、左記の取組を推進。

【法務省】
・就業支援センター運営経費（76百万円）

【農水省】
・新規就農総合支援事業（13,574百万円の内
数）

・少年院における食に関する体験活動、伝統的
な食文化に対する理解の促進など食育に配慮し
た指導の充実【法務省】

【法務省】
・少年院において食に関する体験活動（野菜等の栽培・収穫体験）、伝統
的な食文化に対する理解の促進（食育講話・各種行事）など食育に配慮し
た指導を実施。

【法務省】
・引き続き、少年院における食に関する体験活動、伝統的な食文化に対
する理解の促進など食育に配慮した指導の充実に努める。


