資料２

平 成 31 年

月

日

食育推進評価専門委員会
第３次食 育推 進基本計画フォ ローアップ
中間取りまとめ（案）
第１

はじめに
食育基本 法（ 平成 17 年法律第 63 号）に基づき、平成 28 年３月、

食育推進 会議 におい て、平成 28（2016）年度から 2020 年度までの５
年間を 対象と する第 ３次食 育推進基本計画（以下、「第３次基本計画」
という 。）が 決定 さ れた。
食育の 推進に 当たっ ては、第３次基本計画に基づき、 農林水産省、
食品安 全委員 会、消 費者庁 、文部科学省、厚生労働省等の関係各府省
庁等が 連携を 図りな がら、 政府として一体的に 施策を 推進するととも
に、地 域にお いては 、地方 公共団体、学校、保育所等、農林漁業者、
食品関 連事業 者、ボ ランテ ィア等の様々な関係者が緊密に連携・協働
しつつ、 食育 を国民 運動とし て推進している。
このように、多様 な関係 者が連携して取り組 んでいる食育 について
は、その 推進 状況の 評価の論点も多岐にわたる。
第３次 基本計 画の実 施を推進するととも に、食育の推進状況につい
て評価 等を行 うため 、食育 推進会議の下に設置されている食育推進評
価専門委 員会（以下 、
「 専門委員会」という。）において、平成 29 年度
から○回 にわ たり、第３次基本計画のフォローア ップを行ってきた。
本中間 取り まとめ は、第３次基本計画の中間年に当たる平成 30 年度
におい て、改 善の見 られな い目標についての分析結果 及び委員の御意
見を主要な論 点に沿 って整 理し、第３次基本計画のより一層の推進及
び第４ 次食育 推進基 本計画 （以下、「第４次基本計画」という。） の作
成に向け て、課題、 留意点等を中間的に整理したものである。
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第２

第 ３次 基本計 画フォロ ーアップにおける主な意見等

第３次基 本計 画にお いて掲げ られている 15 の目標のうち、改善が見
られない又は 専門委 員会で 意見が多かった９つ の目標の進捗 状況と背
景・要 因につ いて分 析を行 った。目標の分析結果とそれに関連する主
な意見 につい て、総論、及び各論として 第３次基本計画の「第３

食

育の総合 的な 促進に 関する事 項」に準じて、
（１）家庭における食育の
推進、（２ ）学校 、 保育所 等における食育の推進、（３） 地域における
食育の 推進、（４ ）食育推 進運動の展開、（５）生産者と消費者との交
流の促進等 、（６ ）食文化 の継承のための活動 への支援等 、（７） 食品
の安全性、栄 養その 他の食 生活に関する 調査、研究、 情報の提供及び
国際交流 の推 進の項 目として、以下のとおり整理した。
１．総論
総 合的 な観点 から専門 委員会で示された意見は以下のとおり。
【第４次 基本 計画作 成に向け て】
・

ＳＤＧ ｓ（持続 可能 な開発 目標）は 、 食育を包 含する幅 広い
概念であ るが、第 ４ 次基本計 画の作成 に 向けて、 ＳＤＧｓ と 連
携した食 育の 取組を 打ち出し てはどうか。

・

親世代 から始ま って、子供 、思春期 、結婚前の 世代、そ して
親世代と いう サイク ルを組み 立てた基本計画ができると良い。

【目標値】
・

目標 値につ いて 、平成 27 年度（第３次基本計画作成時）から
改善が見 られ ないも のは、そ の原因や理由を整理すべき。

・

第４次 基本計画 作成に向け て、何を 改善したい のかを改 めて
考えた上 で、 目標設 定を考え る必要がある。

【広報】
・

政府の食育の取 組について、保護者 を含め対象としてい る人
に情報が 届く ような広報をしてほしい。
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２．各論
（１）家庭に おける 食育の推進
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び現状値】
・

朝食 を欠 食する 子供の割合：0%
（平 成 27（2015）年度）4.4%（作成時）
（平 成 30（2018）年度）5.5%

・

朝 食を欠 食する若 い世代の割 合：15%以下
（平成 27（2015）年度）24.7%（作成時）
（平成 29（2017）年度）23.5%

【数値の分析 ・評価】
・

子供 の割 合は悪 化。

・

若い世 代の割合 は計 画作成 時に比べ て減少した が、有意 差が
認められ ない 。

【数値の 背景・要因 】
・

子供の 朝食欠食 の理 由は、 食欲がな い、食べる 時間がな い、
用意され てい ないこ となど。

・

若い世 代では、 朝食を用意 する時間 があること 、朝食を 食べ
る習慣が あること 、 朝食欲が あること 、 自分で用 意する手 間 が
かからな いこ とが必 要とされ ている。

【当 該目 標に関 する主な 意見】
・

早寝早 起き朝ご はん運動の 継続が重 要。その上 で、実践 が困
難な世帯 が出るな ど 暮らしの 多様化が 進 む中 、 次 のステッ プ と
して、ど こを 目指す のか。

・

早寝早起き朝ご はん運動は、保護者 や教育関係者等にと って
も 大き な役割を担って いる。 子供が望ましい生活習慣を身に付
けること は、 健康寿 命の延伸 にもつながっていく。
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②

家庭 におけ る食育の 推進に関するその他の主な意見

【家庭へ の食 育推進 の働き掛 け】
・

30～40 歳代の 父 親も含めた保護者への働き掛けが重要。

・

子供も スマート フォ ンなどを見る中 で、ＳＮＳ（ソーシ ャル
ネットワ ーク サービ ス）等をどう活用するかが重要。

（２）学 校、 保育所 等におけ る食育の推進
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び 現状値】
・

学校 給食 におけ る地場産物を 使用す る割合：30%以上
（平成 26（2014）年度）26.9%（作成時）
（平成 29（2017）年度）26.4%

・

学校 給食 におけ る国産食材を 使用す る割合：80%以上
（平成 26（2014）年度）77.3%（作成時）
（平成 29（2017）年度）76.7%

【数値の分析 ・評価】
・

地場 産物及び国 産食材の使用割合ともに計画作成 時に比べて

減少した が、有意差 が認められない。
【数値の 背景・要因 】
・

天候 不順 など近 年の野菜の価 格高騰 が一因。

・

「社会 的課題に 対応するた めの学校 給食の活用 事業」の モデ
ル地域に おい ては使 用割合が 増加しているところもある。

・

地場 産 物 を均 一 な 規格 で 安 定 的に 生 産 ・供 給 す る こと に つ い
てのミスマッチがあ り 、地産地消コーディネーター等の活用も
見られる。

【当該目 標に関 する主な 意見】
・

学校給 食におけ る地場産物 の活用の ために、地 産地消コ ーデ
ィネータ ーの役割は非常に大きい 。

・

学校 給食に 地場 産物を提供す る生産 者組織が高齢化しており、
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後継者の 育成 が必要 。
・

学校給 食におけ る地 場産物 ・国産食 材の使用割 合が高ま らな
い理由が コスト面 で あるなら ば、コス ト 面へのア プローチ も 検
討すべき 。

・

学校給 食で地場 産物を活用 できるよ う、安定的 な生産・ 供給
体制の構 築や一次 加 工品が使 用できる よ うにする 取組が必 要 。
多方面と 連携 した横 断的な取組を検討する必要がある。

・

地域に よっては 学校給食と して使用 できる地場 産物が少 ない
など、全 ての市町 村 が学校給 食で地場 産 物を使用 できるわ け で
はないの で、国産食 材の使用割合と両方を見ていく必要がある。

②

学校、保育 所等にお ける食育の推進に関するその他の主な意見

【学校給 食】
・

食育 への無 関心 層への働き掛け、
「共食」の良さの 理解、望ま
しい食習 慣 を身に 付 けるため にも、学 校 給食は非 常に重要 。 全
ての小・ 中学校に お ける学校 給食の 実 施 を 目指す ことが重 要 。
また、学校給食の充 実に期待。

・

保育所 ・認定こ ども園も含 め、給食 における食 物 アレル ギー
等への対 応を しっか りしてほしい。

【栄養教 諭の 配置促 進】
・

栄養教 諭の配置 は、都道府 県ごとに 格差がある ため、配 置が
進むよう支援 が必要 。

【歯科口 腔保 健の推 進】
・

小学生 は口腔機 能の発達の 時期であ り、食べ方 について 学校
で指導を 行う ことが重要。

【高校生 、大 学生に 対する食 育推進】
・

高校 生は、
「食 育」の意味を知っているもの の、栄養バランス
に配慮し た食生活 の 実 践がで きていな い ことが多 いため、 自 覚
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させるこ とが 大事。
・

管理栄 養士・栄 養士養成課 程がなく 、専門家が いない大 学で
は、学生 食堂 等で食 育を推進してほしい 。

【食育活 動に 対する 表彰】
・

表彰 など を活用し、食育推進の好事例を集めてほしい。

（３）地域に おける 食育の推進
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び 現状値】
・

主 食・主菜・副 菜を組み合わせた食事を１日２回 以上ほぼ毎
日食べて いる 若い世 代の割合：55%以上
（平成 27（2015）年度）43.2%（作成時）
（平成 29（2017）年度）39.1%

・

主 食・主菜・副 菜を組み合わせた食事を１日２回 以上ほぼ毎
日食べて いる 国民の割合：70%以上
（平成 27（2015）年度）57.7%（作成時）
（平成 29（2017）年度）58.1%

【数値の分析・評価】
・

若い世 代の割合 は計 画作成 時に比べ て減少した が、有意 差が
認められ ない 。

・

国民の 割合は計 画作 成時に 比べて増 加したが、 有意差が 認め
られない 。

【数値の 背景・要因 】
・

主 食・主菜・副 菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎
日食べる 割合 は若い 世代で低 く、時間があること、手間がかか
らないこ と、食費 に余裕があ ることなど、時間的・経済的ゆと
りが課題 。

・

外 食、持ち帰 り 弁当・総菜を利用している者の割合は男女と
も若い世 代で 高く 、定期的に 利用している者の方が、主食・主
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菜・副菜 を組 み合わ せた食事 の頻度が少ない。
【当該 目標 に関す る主な意見】
・

手 軽に 栄養バ ラ ンスのよい食事をとりたい、という若い世代
の意見が ある 。

・

成 人し てからの 食育の取組を充実さ せるために、食事の提供
側の目標を設 定、あるいは活動を支援することも重要 。

・

外食・中食を利 用している者は、主 食・主菜・副菜を組み合
わせた食 事の 頻度が少ないと いうデータがあり、そのような状
況を踏ま え 、外食・中食・事業所給食として、健康な食事（ス
マー トミ ール ）・食 環境 を提 供す る店 舗 や事 業所 につ いて 複 数
の学協会 が承 認する取組が展開されている。社会環境側の整備
が進むよ う、 業界団体による 取組は重要。

【目標値及び現状値】
・

生 活習 慣病の 予 防や改善のために 、ふだんから適正体重の維
持や減塩 等に 気をつけた食生活を実践する国民の割合 ：
75％以上
（平成 27（2015）年度）69.4%（作成時）
（平成 29（2017）年度）68.2%

【数値の分析・評価】
・

計画 作成 時に比 べて減少したが、有意差が認められない。

【数値の 背景・要因 】
・

ふだ んから 適正 体重の維持や 減塩等 に気をつけた食生活を実
践してい ない 理由として、面倒だから取り組まない、病気の自
覚症状が ない、生活 習慣改善の時 間的ゆとりがないことが挙げ
られた。

【当該 目標 に関す る主な意見】
・

外食・中食を利 用している者は、主 食・主菜・副菜を組み合
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わせた食 事の 頻度が 少ないと いうデータがあり、そのような状
況を踏ま え 、外食・中食・事業所給食として、健康な食事（ス
マー トミ ール ）・食 環境 を提 供す る店 舗 や事 業所 につ いて 複 数
の学協会 が承 認する取組が展開されている。社会環境側の整備
が進むよ う、 業界団体による 取組は重要。（再掲）
・

健康 寿命 の延伸 や日本型食生 活の普 及の面でも、地場産物・
国産食材の活 用をも っと進めてほしい。

②

地域 にお ける食 育の推進に関 するそ の他の主な意見

【子供食堂】
・

平成 29 年 度に 農林水産省が実施した全国の 子供食堂を対象
としたア ンケ ート調査から挙 がってきた課題について、支援を
充実させ てほ しい。

・

子 供食 堂は自 発 的な取組であるが、開催頻度 が増えてくると
給食運営のノ ウハウが必要であり、食品衛生などの面 で適切に
対応でき る必 要がある。また、運営費等で課題も多い。

・

学校が、支 援の 必要な子供を子供食堂へとつなぐ プラットフ
ォーム的 な役 割を果たすことも必要。

【若い世 代に 対する 食育推進】
・

20～40 歳代の父母その他保護者への啓発が最 も重要であり、
ＳＮＳ（ソ ーシャ ル ネットワークサービス）等を活用した周知
が重要。

【企業における従業 員等に対する 食育推進】
・

ＥＳＧ（環 境・社会・ガバナンス ）投資やＳＤＧｓの取組が
企業にと って 重要となってき ており、食育をＥＳＧ投資やＳＤ
Ｇｓの中 に取 り入れれば、企業が資本市場を利用しながら食育
の取組を進めていくのではないか。

・

健 康経 営の具 体 的な取組の発信が重要。中小企業でも取り組
めるよう 関係各府省 庁が連携して取り組むべき。
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・

働き方改革の観点から、企業を巻き込んでいくことが今後の
食育のト レン ドとなる。

（４） 食育 推進運 動の展開
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び現状値】
・

推進 計画 を作成 ・実施してい る市町 村の割合：100%
（平成 27（2015）年度）76.7%（作成時）
（平成 29（2017）年度）79.3%

【数値の分析 ・評価】
・

目標 値に 達して いないが、改 善傾向。

【数値の 背景・要因 】
・

計画作 成済み市 町村は毎年 増加して おり、都道 府県から 管内
市町村 への働 き掛け 等によ り、第 ３次基 本計画 作成時の 1,336
市町村（ 平成 27 年度末）から 1,380 市町村（平成 29 年度末）
に増加し た。

【当該目 標に関 する主な 意見】
・

市町村 食育 推進 計画の作成を推進するために は、都道府県の積
極的な関与とともに、 人口規模が小さい市町村においては、広
域連携の 取組 等が重 要。

（５）生産者 と消費 者との 交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業
の活性化 等
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び 現状値】
・

農林 漁業 体験を 経験した国民 の割合：40%以上
（平成 27（2015）年度）36.2%（作成時）
（ 平成 29（2017）年度）36.3%
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【数値の分析・評価】
・

計画 作成 時に比 べて増加した が、有 意差が認められない。

【数値の 背景・要因 】
・

現状 値の 推移は ほぼ横ばいであるが 、目標の 40%の達成には
及ばない ため、より 一層農林漁業 体験の取組を推進する必要が
ある。

【当該 目標 に関す る主な意見】
・

農 林漁業 体験 は、
「 育てて 収穫し調理する 」というストーリー
を持って 、体 験することが大事。

・

目標値 を高く掲 げ、 皆が農 林業漁業 体験をする ことによ り、
地場産物・国 産食材 の役割をもっと学べるのではないか。

【目標値及び現状値】
・

食品ロス削減の ために何らかの行動 をしている国民の割 合：
80%以上

（平成 26（2014）年 度）67.4%（作成時）
（平成 29（2017）年 度）71.8%
【数値の分析 ・評価】
・ 計 画作成 時に比 べて増加して おり、目標値に達していないが、
改善傾向 。
【数値の 背景・要因 】
・

食 品ロ スの認 知 度は増加しつつあり、食品ロスを減らすため
の今後の 取組 についても、
「積極的に取り組んでいきたい」、
「気
がついたとき に取り組んでいきたい」を合わせる と９割を超え
ている。

・

食 品ロ スの削 減 に関する取組が徐々に広がり、取組が発信さ
れる機会 が増 え、消 費者の理解が進むこ とによって、数値も増
加が期待 され る。
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【当該 数値 目標に 関する主な意見】
・

食品ロ ス削減に 向けて、外 食産業な どの食品関 連事業者 等の
取組が重 要。

（６）食 文化 の継承 のための活動への支援等
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び現状値】
・

地域 や家庭 で受 け継がれてき た伝統 的な料理や作法等を継承
し、伝え てい る国民 の割合：50%以上
（平成 27（2015）年度）41.6%（作成時）
（平成 29（2017）年度）37.8%

・

地域 や家庭 で受 け継がれてき た伝統 的な料理や作法等を継承
している 若い 世代の割合：60%以上
（平成 27（2015）年度）49.3%（作成時）
（平成 29（2017）年度）50.4%

【数値の分析 ・評価】
・

国民 の割 合は計 画作成時 に比 べて減少し、悪化。

・

若い世 代の割合 は計画作成 時に比べ て増加した が、有意 差が
認められ ない 。

【数値の 背景・要因 】
・

地域や 家庭で受 け継がれて きた料理 や作法等を 受け継い でい
ない又は 伝えてい な いと回答 した者の ７ 割が、食 文化の継 承 ・
伝承する ために必 要 なことは どちらも 「 家庭」で 教わる・ 伝 え
る機会を 持つ ことと 回答。

【当該 目標 に関す る主な意見】
・

学生・生徒が地 域の方々から食文化 を継承し、農業体験等を通
して学ぶこと が、学生・生徒を育て、地域づくりに役立っている。
地域での コー ディネ ートが必 要。

・

食文化の 継承と 併せて、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
- 11 -

を推奨する等、健康 寿命の延伸に結び付 けた取組を進めても よい
のではな いか。
（７）食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報
の提供及 び国 際交流 の推進
①

目標 に関 する分 析・評価

【目標値及び現状値】
・

食 品の 安全性 に ついて基礎的な知識を持ち、自ら判断する若
い世代の 割合：65%以上
（平成 27（2015）年度）56.8%（作成時）
（平成 29（2017）年度）62.6%

・

食 品の 安全性 に ついて基礎的な知識を持ち、自ら判断する国
民の割合：80%以上
（平成 27（2015）年度）72.0%
（平成 29（2017）年度）72.4%

【数値の分析 ・評価】
・

若い世 代の割合 、国民の 割 合 ともに 計画作成時 に比べて 増加
したが、 有意 差が認 められな い。

【数値の 背景・要因 】
・

食品を買 うとき や食べるとき に「消 費期限」、「ア レルギ ー表
示」など 容器包装 に 記載され ている表 示 を確認す る者の割 合 や
食品に表 示されて い る「保存 方法」や 「 使用方法 」を守る 者 の
割合につ いては、 女 性より男 性が低い 一 方で、世 代間の違 い は
みられな い。

・

一方、 食品表示 がどのよう なものか 知っている 者の割合 は、
女性より 男性 で低く 、若い世 代が低い傾向にある。

【当該 目標 に関す る主な意見】
・

食品表 示などを 見ない若い 世代が増 えていると 思うので 、実
態を分析 して ほしい 。
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第３

今 後重 点的に 取り組む べき事項について

食 育の 推 進 に つい て は 、 上 記 第 ２ の 目 標 の 進捗 状 況 の 分析 や 主 な 意
見を踏ま える と、以 下のよう な課題があると考えられる。
・

子供や若 い世代 におけ る朝食 をとる などの基本的な生活習慣の形
成や学校 給食 におけ る地場産物の活用等、第３次基本計画において
既に位置付け られて いるが、より一層の取組が必要である課題

・

ＳＤＧｓ やＥＳ Ｇ投資、従業員等の健康管理に配慮した企業の取
組といっ た、最近 の 社会経済情勢の変化の中で、食育推進の観点か
ら新たに 取り 組むべ き課題

１．より 一層 の取組が必要で ある課題
【市町村 食育推進計 画の作成促進】
・

都道府県 の働き 掛けな どを通 じ、市 町村における推進計画の作成
数は着 実に増 加して いるが、第３次基本計画における作成・実施率
100％の目標 達成 に 向けて、人口規模の小さい市町村を中心に、より
一層作成 ・見 直しを 支援して いくべきではないか。

【朝食を とる などの 基本的な生活習慣の形成】
・

子 供や 若 い 世 代の 朝 食 欠食 率 は 、 長期 的 に は低 下 傾 向 にあ る が 、
近年、横ばい の状況 にある。多様な暮らしに対応するため、早寝早
起き朝ご はん 運動な どの既存 の取組を引き続き推進しつつ 、次のス
テップと して目指す べき方向を検討してはどうか 。

【若い世 代に おける 食育の推 進】
・

若い世代 にお ける食育 の推進は、第３次基本計画の重点課題とし
て位置付けら れてい るが、朝食欠食率、主食・主菜・副菜を組み合
わせた食 事の 頻度な どにおい て、引 き続き課題が見られる。若い世
代を対象 とし た施策 をより一 層推 進する 必 要 が あ る の で は な い か 。
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【学校給 食に おける 地場産物 の活用】
・

学 校給食 に地場 産物を 活用す ること は、地域の自然や文化、産業
等に関す る理 解を深 めるとと もに、生産者の努力や、食に関する感
謝の念を 育む 上でも 重要であ る。このため、地産地消コーディネー
ターの活用や社会的課題に対応するための学校給食の活用事業な
どを引き 続き 推進し つつ、安定的な生産・供給体制 の構築、一次加
工品の活用などに向 けて、多方面と連携した横断的な取組が必要で
はないか 。

【栄養教 諭の 配置促 進】
・

栄養教諭 の役 割の重要 性やその成果の普及啓発等を通じて、学校
栄養職員の栄養教諭への速やかな移行を図るなど配置の促進に引
き続き努 める ととも に、配置には地域による格差が見られることか
ら、より 一層 の配置 促進が必 要ではないか。

【外食・ 中食 産業の 事業者における食育の推進】
・

外 食・中 食産 業におい て、減塩商品・メニューの開発など健康寿
命の延伸 に資 する取組を行う事業者が現れているが、スマート・ラ
イフ・プロ ジェ クト

※

や健康な食事（スマートミール）・食環境認

証の取組への 参画を 通じ、外食・中食産業において更なる広 がりに
つながる よう、関係各府省庁が連携して 取り組む 必要があるのでは
ないか。
【生産 者と 消費者 との交流 の促進】
・

教育ファ ーム 等農林漁 業に関する多様な体験の機会の提供を引き
続き推進 するととも に、食料の生産 から消費に至るストーリー性の
ある体験 につ ながる よう、関係機関・団体の連携を深めるべきでは
ないか。

※

「 ス マ ー ト ・ ライ フ ・ プ ロジ ェ ク ト 」 と は、「 健 康寿 命 を の ば し ま し ょ う。」 を
ス ロ ーガ ン に 、 国 民 全 体 が 人生 の 最 後 ま で 元 気 に 健康 で 楽 し く 毎 日 が 送 れる こ と
を 目 標と し た 厚 生 労 働 省 の 国民 運 動 。
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【食品ロ ス削 減に向 けた取組】
・

我 が国で は食料 及び飼 料等の 生産資 材の多くを海外からの輸入に
頼ってい る一 方で、 推計で年 間約 646 万トンにものぼる食品ロスが
発生し ている ことを踏まえ、食品ロス削減に向けて、 関係各府省庁
が連携 し、食 品関連 事業者に対する商慣習見直しの働き掛けや、国
民運動の 展開 により 一層取り 組むべきではないか。

【ＳＮＳ（ ソーシ ャ ルネットワークサービス）等を通じた 情報の提供】
・ 政府広 報や食 育 推進全国大会 の開催、各種施策において ＳＮＳ（ソ
ーシャル ネッ トワー クサービ ス）等を通じた情報の提供などの取組
は見られ るが、食 育 全体を包含する形で の情報の提供 を検討すべき
ではない か。
２．食育 推進 の観点 から新た に取り組むべき課題
【ＳＤＧ ｓと の連携】
・ 内閣 に設置 され ているＳ ＤＧ ｓ推進 本部において、平成 30（ 2018）
年 12 月に「Ｓ ＤＧ ｓアクションプラン 2019」を決定し、「食育の
推進」が 盛り込 まれた。今後より具体的 にＳＤＧｓと 連携した食育
の取組を 打ち 出すこ とは、企業のＥＳＧ投資の面でも 広がりにつな
がるので はな いか。
【企業における食育 の推進】
・

従業 員等が 健康であることは、従業員の活力向上や生産性の向上
等の組織 の活 性化を もたらし 、結果的に企業の業績向上につながる
と期待さ れて いる。従業員等の健康管理と、その一環としての健康
に配慮し た食 生活の 実践につ ながるよう、企業における食育を推進
すべきで はな いか。

・

例え ば、健 康経 営を実践する企業の 拡大や、食堂等 で給食を提供
している企業 におい ては食育の一環として、健康な食事（ スマート
ミール）・食 環境認証の取組を有効活用する等の工夫が望まれる。
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上記の 課題 につい ては、第 ３次基本計画に基づき、より一層の施策の
推進を図 ると ともに 、第４次 基本計画の作成に向けて、引き続き検討し
ていく必 要が ある。
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第４

第４次 食育推 進基本計 画作成に向けて
2020 年度末の 第 ４次基本計画の作成に向け、2019 年度及び 2020 年

度の専門 委員 会においては、以下の作業を行う。
（１）上記第２、第３を踏 まえ、第３次基本計画の進捗状況の分析・
評価を 進める ととも に、第４次基本計画に盛り込むべき課題につ
いて整理・検 討し、2020 年内の骨子案作成を目指し、審議を 進め
る。
（２）2020 年度内 に 、第４次基本計画（ 案）を作成する。
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