
 子供・若者の育成支援における共食等の食育推進  
           （1.家庭における食育の推進） 

    →共食の推進、食に関する学習や体験活動の充実等 
 

 若い世代に対する食育推進 
     （3.地域における食育の推進） 

   →若い世代に対する効果的な情報提供、地域等での共食の推進等 
 

 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体 
         となった取組  
     （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

     → 若い世代への「和食」の継承の推進 

<１>若い世代を中心とした食育の推進 <２>多様な暮らしに対応した食育の推進（新） 

 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導   

           （1.家庭における食育の推進） 

   →個人や家庭環境の違い、多様性を認識した栄養指導等の推進等 
 

 貧困の状況にある子供に対する食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

  → 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づく食育の推進、ひとり親家庭の 

    子供の居場所づくり、子供の未来応援国民運動による関係NPO等への支援等 
 

 高齢者に対する食育推進  
          （3.地域における食育の推進） 

   →高齢者の孤食への優良な取組事例の紹介等 

<３>健康寿命の延伸につながる食育の推進    

 健康寿命の延伸につながる食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    →生活習慣病の予防改善、減塩の推進、栄養表示の普及啓発等 
 

 歯科保健活動における食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    → 「8020（ハチマル・ニイマル）運動」、「噛ミング30」の推進等 
 

 高齢者対する食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

   →高齢者の低栄養の予防、管理栄養士の人材確保等 

 食品関連事業者等における食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    →健康に配慮した商品、メニューの提供への積極的な取組、 

      食に関する情報や体験活動の機会の提供等 
 

 食育推進運動に資する情報の提供    
           （4.食育推進運動の展開） 

   →スマート・ライフ・プロジェクトによる優良企業の表彰等 

<４>食の循環や環境を意識した食育の推進（新）     

 学校給食の充実 
     （2.学校、保育所等における食育の推進） 

   →地域の農林水産物の安定供給、地場・国産食材の活用 
 

 農林漁業者等による食育推進 
     （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） 

    →幅広い世代への農林漁業体験の機会の提供等 
 

 都市と農山漁村の共生・対流の促進 
     （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） 

        →グリーンツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者の交流促進等 
 
 

 

 地産地消の推進 
     （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） 

           →国産農林水産物の消費拡大に向けた国民運動の展開等 
 

 食品ロス削減を目指した国民運動の展開 
     （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） 

        →国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等が連携した食品ロス削減国民 

   運動の展開等 
 

 バイオマス利用と食品リサイクルの推進 
     （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） 

           →バイオマスの有効活用、食品リサイクルの取組促進等 

＜重点課題＞ 

（４）第３次食育推進基本計画の具体的な施策 
２ 主な制度等 
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<５>食文化の継承に向けた食育の推進（新） 
 

 学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用 
    （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

   →学校給食の献立への郷土料理等の取り入れ、 

    「和食給食応援団」を通じた和食の継承、 
      国民文化祭を活用した地域の郷土料理等の全国発信等 
 
 
 

 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組  
（6.食文化の継承のための活動への支援等） 

    → 「和食」の提供機会の拡大、和の文化の一体的な魅力発信、 

     保護・継承のための産学官の連携等 
 

 地域の食文化の魅力を再発見する取組 
    （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

   →伝統食材等の魅力再発見等のための地域における食育活動の推進 

＜目標達成に向けた施策＞ 

 ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等 
    （4.食育推進運動の展開） 

    →ボランティア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の整備等 
 

 リスクコミュニケーションの充実 
     （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） 

    →食品の安全性についてのリスクコミュニケーションの積極的実施 
 

 食品表示の適正化の推進 
    （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） 

    →食品表示の適正化、食品の機能性等の表示制度に関する理解促進等 
 

 食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進 
    （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） 

    →オリンピック・パラリンピック東京大会等の機会を活用した日本の食文化 

      の海外展開等 
 

 地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進    
（第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項） 

    →市町村における推進計画の作成推進のための積極的な働きかけ、 

   必要な資料や情報提供等適切な支援 

 子供の基本的な生活習慣の形成 
    （1.家庭における食育の推進） 

    →「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進等 

 

 「ゆう活」等のワーク・ライフ・バランス推進 
      （1.家庭における食育の推進） 

    →ワーク・ライフ・バランスの推進を踏まえた家庭における共食等の 

    食育の推進 
 

 学校給食の充実 
    （2.学校、保育所等における食育の推進） 

    →中学校の給食の拡充、各教科等の食に関する指導と関連づけた活用等 

 

 「食育ガイド」等の活用促進 
     （3.地域における食育の推進） 

    →「食育ガイド」「食事バランスガイド」「食生活指針」の普及啓発等 

 

 食育に関する国民への理解の増進 
          （4.食育推進運動の展開） 

    →ライフステージに応じた具体的な実践や活動の提示による理解の促進等 
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食育推進体制 

【 国 】 【地方公共団体】 

食育推進会議（食育推進基本計画の作成） 

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府省庁等による
施策の実施 

（食育に関する施策の総合的・計画的立案、実施） 

都道府県 

市町村 都道府県 

 

都道府県食育推進会議 

｜ 

都道府県食育推進 
計画の作成・実施 

市町村 

 

市町村食育推進会議 

｜ 

市町村食育推進 
計画の作成・実施 

（地域の特性を生かした施策の立案、実施） 

（相互に緊密な連携・協力） 
（全国すべての地域で展開） 

国民運動として食育を推進 

家庭 
学校、保育所等 

保健所、医療機関 

農林漁業者 食品関連事業者 

各種団体 

ボランティア団体 

国民 

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

○食育を国民運動として推進していくためには、地方公共団体による取組とともに、学校、保育所、農林漁業者、食品関連事業者、
ボランティア等の関係者の緊密な連携・協力がきわめて重要。 

（５）食育の推進体制 
２ 主な制度等 
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農林水産省 

（内閣府からの移管業務） 

○生産者と消費者の交流促進等を通じた国民理解の促進により、 
食料自給率の向上や国産農産物の消費拡大 
○食生活指針の推進、食事バランスガイドの推進 

 
 

（６）食育推進体制（移管後） 

・食育推進会議（関係閣僚及び有識者が委員） 
（食育に関する施策の総合的・計画的立案、実施） 

文部科学省 
学校教育活動を通じた
望ましい食習慣の形成
など 

 

・食品安全委員会 
 食品の安全性など 
・消費者庁 
 食品ロスなど  

                  等関係省庁 

厚生労働省 
地域保健活動等を通じ
た生活習慣病の予防な
ど 

○食育基本法 
○食育推進基本計画 
○食育白書 
○食育推進全国大会 
○食育優良活動表彰 
○総合調整窓口 

  

２ 主な制度等 
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市町村 

食料産業局 
 

 

 

 

 

 

 

消費・安全局 
 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

・総合調整窓口 

・食育推進基本計画の推進 

・食育白書の作成 

・食育推進全国大会の開催 

・食育優良活動表彰の実施 

・食育関係事業の推進 

・日本型食生活、農林漁業体
験、食文化の保護・継承等の
推進 

・食育に関する情報収集、情
報提供 

連携 

連携 

依頼・報告  

依頼・報告  

依
頼
・報

告 

・事業の周知、指導・助言 
・チラシ等を用いた普及啓発 
・優良事例の把握（農林水産省関連） 
・推進計画の策定状況の把握 等 

（７）農林水産省の食育推進体制 

農林水産省本省 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料産業局 
 

 

 

 

 

 

 

消費・安全局 
 

 

 

 

 

 

 

・総合調整窓口 

・食育推進基本計画の推進 

・食育白書の作成 

・食育推進全国大会の開催 

・食育優良活動表彰の実施 

・食育関係事業の推進 
・日本型食生活、農林漁
業体験、食文化の保護・
継承等の推進 
・食育に関する情報収集、
情報提供 

連携 

地方農政局（経営・事業支援部）  
 

 ・地域におけるネットワークに関すること 

 ・食育月間の企画、出展 

 ・食育協議会等への対応 

 ・食育に関する情報収集、情報提供 

食育ネットワークを活用
した情報発信、取組の

推進 

２ 主な制度等 
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○平成１２年３月、当時の文部省、厚生省、農林水産省で国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図る
ために「食生活指針」を策定。 

○食生活指針等の普及・定着に向けた取組の推進、国民的運動の展開について、平成１２年３月に、「食生活指針の推進について」
を閣議決定。 

１ 食生活指針等の普及・定着に向けた各分野における取組の推進 

（１）食生活改善分野における推進（略） 

（２）教育分野における推進（略） 

（３）食品産業分野における推進 

   国民生活の変化等を背景とした食の外部化が進展しており，食品産業が
国民の食生活に果たす役割が増大していることから，消費者の適切な選択
に資するため，食品産業関係者を中心とする次の取組を総合的に推進す
る。 

  ア 地域の産物，旬の素材を利用した料理や食品の提供 

  イ 減塩，低脂肪の料理や食品の提供 

  ウ 容器等を工夫して量の選択ができるような料理や食品の提供 

  エ エネルギー，栄養素等の情報の提供 

  オ 様々な人達が楽しく安心して交流できる場づくりや体験・見学等の機会 
の提供の推進 

（４）農林漁業分野における推進 

   消費者や実需者のニーズに即した食料供給を一層推進するとともに，消
費者の食及び農林漁業に対する理解を深めるため，農林漁業の体験や見
学等の場の提供に関して農林漁業関係者を中心とする取組を総合的に推
進する。 

 

２ 食生活指針等の普及・定着に向けての国民的運動の展開 

  食生活指針等の普及・定着及び消費者の食生活改善への取組を促すた
め，民間団体等の自主的な活動とも連携して，国民的な運動を展開する。 

○食生活指針の推進について（平成１２年３月２４日閣議決定）（抜粋） ○食生活指針 

☆食事を楽しみましょう。  

☆１日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。 

☆主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

☆ごはんなどの穀類をしっかりと。 

☆野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わ
せて。 

☆食塩や脂肪は控えめに。 

☆適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。 

☆食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理
も。 

☆調理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく。 

☆自分の食生活を見直してみましょう。 

 

（平成12年３月23日 文部省・厚生省・農林水産省決定） 

（８）食生活指針の推進について 

２ 主な制度等 
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○「日本型食生活」の実践を推進 

○朝ごはんをしっかりとる国民運動 ○学校での米飯給食の推進 

・ 朝食欠食の改善や米を中心とした日本型食生活の 

普及・啓発を図るため、食品関係企業、団体等と連携 

し、官民挙げて「めざましごはんキャンペーン」を実施。 

 キャンペーン参加企業の米関連商品の販促活動とも 

連携し、米の消費拡大を推進。 

ごはん食の良さを伝えるリーフレットを、
デパート、スーパー等において配布 

民間での売場展開やロゴマークを活用
した取組 

学校における米飯給食の推進について                                                                                                    
（平成２１年３月３１日    文部科学省スポーツ・青少年局長通知）（抜粋） 

 

 米飯給食の推進については、週３回以上を目標として推進するものとする。 

 この場合、地場産物の活用推進の観点から、地場産の米や小麦を活用した
パン給食など、地域の特性を踏まえた取組にも配慮する。 

 また、地域や学校の事情等により実施回数が異なっている現状にかんが
み、以下のように、地域や学校の事情等に応じた段階的、漸進的な実施回数
の増加を促すこととする。 

（１） 大都市等実施回数が週３回未満の地域や学校については、週３回程度
への実施回数の増加を図る。 

（２） 既に過半を占める週３回以上の地域や学校については、週４回程度な
どの新たな目標を設定し、実施回数の増加を図る。 

米飯学校給食実施回数の新たな目標 

 文部科学省は、平成２１年３月に米飯学校給食の新たな目標として「週３回
以上」（週３回以上の地域や学校については、週４回などの目標設定を促す）
を通知。 

農林水産省の取組 

米飯給食を拡大する上で隘路となっている ① 食材の安定確保、② 産地と

の連携を通じた食育の推進 ③ 調理時間・コスト 等の課題を解決する取組

の支援をモデル校で実施し、成果を全国の学校給食関係者に普及・啓発。 

米飯学校給食を増加させる場合に、回数の対前年度純増分を対象に政府備蓄

米を無償交付。 

市町村等への働きかけ 

米飯学校給食の拡大に向けた取組への支援 

政府備蓄米の無償交付 

朝食欠食の市場規模（年間５３億食、１．６兆円） 

資料：厚生労働省 平成25年「国民健康・栄養調査」 総務省 人口推計（平成25年10月1日） 
注：市場規模は、1食あたり300円として試算。 

      全国 
平均 

  

      20歳代 30歳代 40歳代 

 朝食欠食率 （％） 11.4  27.6  19.5  16.3  

 人口 （25年10月1日） （千人） 127,298 13,075 16,683 18,074 

 1日の欠食数 （千人） 14,512 3,609 3,253 2,946 

 年間欠食数 （億食） 53  13  12  11  

 市場規模 （億円） 15,900 3,900 3,600 3,300 

 米等の消費拡大 

３ 講じた措置 － （１）国産農林水産物の消費拡大 
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○企業・団体等と連携し、国産農林水産物等の消費拡大を図る取組を推進。 

 官民が連携した国産農林水産物等の 
 消費拡大に向けた取組を推進 
 
 
 
 
 
 
 
 フード・アクション・ニッポンの取組に賛同する企業・団体等（「推進パート
ナー」）のネットワークを拡大し、国産食材の販売促進やイベントの開催等国
産農産物等の消費拡大に向けた取組を促進。 
 

 
  国産食材のおいしさや特色を生かした新商品開発、食文化を保存・継
承する取組等、国産農林水産物等の消費拡大に寄与する取組を顕彰し、
優良事例の全国的な普及を図る。 
 

フード・アクション・ニッポン アワード 

民間事業者による国
産食材販売促進フェア
の開催 

平成２６年度大賞受賞 

「ｶｺﾞﾒﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ」  

表彰式は多くのメディアに取り上げられた 

観光との連携による地域食材魅力発信（日本の食でおもてなし） 

観光関連事業者等と連携し、全国における地域食材活用の取組を促進。 

観光関連事業者と連携した 

キャンペーンの実施 
本事業の普及啓発用ツールを 

掲出している宿泊施設例 

＜推進パートナー数の推移＞ 

☆ フード・アクション・ニッポンのホームページ

（http://syokuryo.jp/index.html）もぜひご覧下さい。 
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（注）各年度３月末の数値 
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これまでの取組： 
うち被災地産食品販売フェア等： 

社内食堂等での食材利用： 
（23年4月～27年3月までの間） 

「食べて応援しよう！」とは、
被災地やその周辺地域で
生産・製造されている農林
水産物・食品（被災地産食
品）を積極的に消費すること
で被災地の復興を応援する
運動 

「食べて応援しよう！」 ～被災地産食品の利用・販売を推進 

 ○「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品産業事業者等、多様な関係者の
協力を得て、被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を推進。（23年4月～） 

 ○農林水産省・経済産業省の連名で流通業界団体、経済団体に対し、工芸品を含めた被災地産品の販売促進を  
依頼する文書を発出。（24年8月、25年6月） 

 ○また、食品産業団体、都道府県、大学等に対しても、依頼文書を発出。（24年8月、25年6月、26年8月） 

 ○全府省庁の食堂・売店において、積極的に被災地産食品を利用・販売。 

 ○福島県産農産物については、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて効果的にPRを行う取組を支援。 

1106件 

802件 
205件 

  県庁食堂で東北応援メニューを 
提供（26年11月 三重県） 

相模原市職員生協売店にて飲料・ 
菓子等を販売（26年11月 ） 

4大使による「日本橋ふくしま館 
MIDETTE」訪問（27年1月 東京都 ） 

セブン＆アイホールディングスによる 
「東北かけはしプロジェクト」（27年3月） 
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