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ユネスコ無形文化遺産に登録されたのはメニューではなく、「日本人の食文化」の４つの特徴。
この特徴を持った多様な「日本の食」を守り、つなぎ、広げていくことが重要です。

１

季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節にあった調度品や
器を利用するなど、自然の美しさや四季のうつろいを表現するこ
とも和食文化の特徴のひとつです。

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。
自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、
家族や地域の絆を深めてきました。

栄養バランスが良く、だしの「うま味」や発酵食品をうまく使い、
動物性油脂の摂取量もセーブ。日本人の長寿や肥満防止に役立っ
ています。

南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がる日本の国土。
各地で地域に根ざした四季折々の多様な食材が用いられ、素材の
味わいを活かす調理・加工技術や調理道具が発達しています。

① 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

多様な「キーワード」をもつ「日本の食」。
こうした特徴が、「日本人の伝統的な食文化」としてユネスコ
無形文化遺産に登録されています。

(c) Masashi Kuma, 2006

② 健康的な食生活を支える栄養バランス

③ 年中行事との密接な関わり

④ 自然の美しさや季節のうつろいの表現
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○ 2013年に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録（登録の認知
度は75％）。

○ 子育て世代にとって、和食は「健康的」「栄養バランスがよい」といったポジティブなイ
メージを持たれている一方、実際には「手間がかかる・面倒」と敬遠される傾向が強い。

○ 農林水産省が実施した2019年度「食育に関する意識調査」によると、家庭等で受け継がれ
てきた料理や食べ方・作法等の和食文化を受け継ぎ、次世代へ伝えているのは、47.9％という状況。

和食に関するイメージ

＜ポジティブ＞
１．健康的
２．栄養バランスがよい
３．野菜がたくさんとれる

＜ネガティブ＞
１．手間がかかる・面倒
２．塩分が高くなりがち
３．地味、茶色

2017年 農林水産省
約1,000名の子育て

世代に対するアンケート

「和食」のイメージは、「健康的、栄養バランスがよい」というもの。その一方で「手間が
かかる・面倒」というイメージから、その料理や作法が次世代に伝えられていません。

２

47.9 52.1

69.6 30.4

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
継承している国民の割合

（2019年度 農林水産省「食育に関する意識調査」）

このうち、地域や次世代に対し
伝えている国民の割合は68.9％

受け継いでいる
受け継いでいない等

受け継ぎ、伝えている 受け継いでいない / 伝えていない 等

69.6×0.689＝47.9
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○ 食の嗜好は幼児期の食体験に影響されるため、和食文化の保護・継承のためには、味覚が
形成される子どものうちに和食の味や食べ方を経験することが重要。

○ 他方、子育て世代の女性の就業率は年々高まっており、食の外部化率も引き続き高止まり
している状況。

○ このため、料理に伴う多くの行動が「時短したい家事」の上位となっている。
○ このような中で、子育て世代に対して、「和食を家庭で作り継承していくこと」を促すだ

けでは受け入れられ難い。
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◆時短したいと思う家事(%)
【2015年 クックパッド(株) ユーザー2,837名

を対象とした「時短に関するアンケート」】

◆食の外部化率：43.5％(2016年)【(公財)食の安全・安心財団推計】
→ 1996年頃より、ほぼ横ばい

幼い頃の食体験は、将来の
食嗜好の骨格を作り、終生
にわたっておいしさの判断に影
響を与える可能性があります。乳幼児期には、
脳の神経が大幅に発達し、子どもの嗜好の
元が形成されます。さらに幼児期の発達は大
人の嗜好につながる大切な時期。このタイミン
グでご飯やだしのおいしさ、発酵食品の味わ
いを体験しておくことが大切です。将来、成長
してから伝統的な食の味わいを理解する
大人になることは、和食文化を意識できる教
養にもなるでしょう。

◆幼少期の食体験が将来の食嗜好を作る
【龍谷大学農学部

伏木 亨 教授】

私たちの食文化を将来にわたって受け継ぐためには、子ども達に食べてもらうことが重
要です。でも、子育て世代は忙しい・・・

３
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 「Let’s！和ごはんプロジェクト」は、食の嗜好は乳幼児期の食体験に影響されるため、味覚が形成され
る子供のうちに和食の味や食べ方の体験の機会の増加を促し、和食文化の保護・継承につなげていくため、
和食文化のユネスコ無形文化遺産登録5周年となる2018年度に立ち上げたプロジェクト。

 和食にかかわる事業者と行政が一体となって、子供たちや、和食について「手間がかかり面倒」との
イメージを有する忙しい子育て世代に、身近・手軽に健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やしても
らう取組を実施。

 令和元年度は、11月を「和ごはん月間」と位置づけ、11月24日の「和食の日」と連携し、集中的に活動。

・プロジェクトの目的達成のための活動を行う
企業等をプロジェクトメンバーとして登録・
公表。

・プロジェクトメンバーが自由に商品や販促
物等に使用可能なロゴマークの提供。

・マスコミ、SNS等を含め多様なメディアへ
プロジェクト・各企業等の取組の情報発信。

・関連イベントの開催。

・和ごはんの調理が簡単にできる商品やレシピ、
和ごはん調理家電の開発・販売。

・和ごはん総菜や弁当の開発・販売。
・レストランで子供向けやご当地食材の

メニューの展開､社員食堂等での和ごはんフェア
の実施。

・時短につながる和ごはん調理方法を動画等により
分かりやすくWEB展開。

・年中行事(お正月や五節句等)や人生儀礼(お食い初め
等)などと絡めた関連商品やメニューの開発・販売

協働

＜各企業等の取組例＞ ＜国の取組＞

※ 和ごはん･･･日本の家庭で食べられてきた食事であって、（１）ごはん、汁物、おかず等若しくはその組み合わせで構成されているもの、又は、
（２）だし並びに醤油及び味噌をはじめとする日本で古くから使われてきた調味料等が利用されているもの

予算を伴わない官民協働の取組(Let’s！和ごはんプロジェクト)

プロジェクトメンバー数：171（令和２年9月4日時点）
食品製造業者、流通業者、中食・外食業者のみならず、レシピや調理
家電製造業者等

４
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株式会社イトーヨーカ堂
×株式会社にんべん

日時：10/26(土)
場所：アリオ葛西店
活動内容：(株)にんべんと連携して青森県フ
ェアにて「だしと青森県産乾燥野菜を使用し
た炊き込みご飯」等を販売。10月26日には
俳優・農家 永島敏行氏によるだしの活用に
ついてPR。

Let’s！和ごはんプロジェクト：令和元年度のプロジェクトメンバーの活動①

イオン株式会社

日時：7/6(土),7(日)
場所：イオンリテール14店舗
活動内容：各店舗のクッキングステーショ
ンにおいて七夕の節供のミニイベント「七
夕の節供のいわれとメューの紹介」を実
施。なすやそうめんを使った料理の実演の
ほか、七夕のいわれやそうめんの起源など
を解説。

江崎グリコ株式会社

日時：11/5(火)～30(土)
場所：全国の量販店等炊き込み御膳取扱店
活動内容：
「我が家で楽しむ和の食卓」と題し、和食の
日に向けて「炊き込み御膳」おこめ券インパ
ッククローズドキャンペーンを実施。
プロジェクトのロゴ
マークを配した販促物
を量販店等で展開。

大阪ガス株式会社

日時：11/1(金)～30(土)
活動内容：
各府県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、
滋賀県）の⼩学校等35ヶ所（都市ガス供給
エリア内）で、「だしの味覚体験とだしを使った料
理」出張授業を開催。

×

５

エームサービス株式会社

日時：11/1(金)～30(土)
場所：エームサービス受託運営の施設

（社員食堂、病院、社会福祉施設等）
活動内容：
オリンピック・パラリンピック等経済界
協議会、和食文化国⺠会議と連携し、和食
メニューと和食に関する
情報を提供するイベント
を実施。

株式会社コズレ

日時：5/13(月)～6/10(月)
活動内容：
「Let's︕和ごはん」をテーマ
として、ユーザーからの応募
によるレシピフォトコンテス
トを、公式Instagram内で実
施。応募総数176点の中から
、「コズレ和ごはん大賞」、
「マタニティ和ごはん賞」、
「元気にもぐもぐ和ごはん賞
」を選定。
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Let’s！和ごはんプロジェクト：令和元年度のプロジェクトメンバーの活動②

東京家政学院大学

日時：11/7(木),8(金),23(土)など
場所：千代田区内
活動内容：
千代田区の事業「千代田学」
の一環として和食文化ちよだ
探検を実施。大学のある街
「千代田区」に在住または
在勤の親子を対象として、
学⽣が一緒に「千代田区」
にある和食器や和食材を集
め、和食文化を探検。

株式会社日本アクセス

日時：5/18(土),19(日)
場所：駒沢オリンピック公園
活動内容：
乾麺のおいしさについての
認知を広げ、身近に活用し
てもらうため「乾麺グラン
プリ」を開催。来場した消
費者が投票する参加型のイ
ベントとすることで、受賞
メニュー関連商品を軸とし
た継続的な訴求を図る。

６

ロフト×プロジェクトメンバー
○味の素 ○キッコーマン ○スターツ出版
○トーヨーフーズ ○にんべん ○マルコメ
○マルサンアイ ○Mizkan ○東京家政学院大学

日時：11/14(木)～27(水)
場所：渋谷ロフトほか全国のロフト10店舗
活動内容：
「Let‘s︕和ごはんプロジェクト推進企画
おにぎりとお味噌汁でお手軽な和ごはん」
を実施。おにぎりとお味噌汁をテーマに
ポップアップイベントを開催。

×

コープデリ⽣活協同組合連合会

日時：11/29(金)
場所：らくらす茂原本店
活動内容：
こだわりのコープ商品
で手軽にできる和朝食
を試食しながら交流する
「Let’s ︕楽ちん 和ごは
ん︕」を開催。

合同会社DMM.com

日時：11/1(金)～30(土)
場所：WEBサイトMENUS（メニューズ）
コラム内
活動内容：毎日うれしい「和ごはん献立」
と題して、自社メディアで人気の1週間献
立という記事とコラボして、11月は和食で
すべて構成。毎週更新し、計4回掲載。
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○「子ども」とともに、「お椀」、「箸」、「箸置き」を描き、健康的な「和ごはん」を食べ
続けていくことで、子どもがすくすくと元気に育つ姿をイメージしています。
また、「Let's︕和ごはん」とすることで、忙しい子育て世代の方々と、その子どもたちに
身近、手軽に「和ごはん」を食べてもらいたい、そんな思いを込めています。

ロゴマークについて

７

基本形（１） 基本形（２） 基本形（３）

企業・団体の活動内容を表す
文言をあわせて表記したもの

農林水産省が定めるプロジェクトを表す
文言をあわせて表記したもの
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食にかかわる産業界と行政等が一体となって子供たち・忙しい子育て世代に、内食・中
食・外食等で、身近・手軽に、健康的な「和ごはん」を食べる機会を増やしてもらうための
官民協働の取組。

和食文化の継承を行う
人材育成

地域の食文化の
保護・継承

■ 地域固有の多様な食文
化を地域で保護・継承して
いくための体制を構築し、地
域ぐるみで郷土料理等の
調査、データベースの作成
及び普及等を実施

■ 郷土料理教室や郷土
料理レシピ集作成等地域
の食文化の継承のための
活動を支援

・ 「和食」と地域食文化継承推進事業
・ 食料産業・６次産業化交付金

次世代を担う子供たちへの
普及

■ 和食文化の普及活動を
行う中核的な人材を各都道
府県に育成

当該人材が保育所や⼩学
校等において和食文化を継
承するとともに、栄養士・保育
士等を対象とした各種研修
会の場で和食文化の普及活
動を実施

・ 「和食」と地域食文化継承推進事業

■ 次世代を担う子供たちへの、
行事食や和食文化の普及の
ため、和食王を目指す「全国
子ども和食王選手権」を開催
（全国大会は11月24日
（日）に東京タワーで開催）

■ 和食給食の普及等食文化
の継承のための活動を支援

■ 学校給食等での地産地消
の推進のため、コーディネーター
の派遣支援や優良事例表彰
を実施

・ 「和食」と地域食文化継承推進事業
・ 食料産業・６次産業化交付金

プロジェクト ＜農林水産省官民協働プロジェクト＞

料理講習会で海外
料理人に食文化普及

インバウンド喚起

輸出促進

日本産食材
サポーター店

官民協働の
取組

令和元年度
予算事業

（参考）みんなの力で「日本の食」を守る・つなぐ・ひろめる

８
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Let’s！和ごはんプロジェクト：プロジェクトメンバー一覧①

９

株式会社 あご匠松井商店
株式会社 浅原青果 備中を美味しく食べよう倶楽部
株式会社 朝日新聞社
株式会社 アサヒパック
味日本 株式会社
味の素 株式会社
株式会社 Amaterra
有限会社 アルガマリーナ
株式会社 アルファ
飯坂食糧
株式会社 Eat Smart
イオン 株式会社
株式会社 伊藤園
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 イワイ
株式会社 岩谷
岩谷産業 株式会社
株式会社 インフィニバリュー
ヴァズ 株式会社
株式会社 うおいち
株式会社 魚国総本社
NPO法人 うま味インフォメンションセンター
海と森企画 株式会社
エームサービス 株式会社
江崎グリコ 株式会社
越後天然ガス 株式会社
株式会社 エフコープ・ライスセンター
株式会社 エブリー（DELISH KITCHEN）
株式会社おいしい健康
おいしい産業 株式会社
逢瀬町農作物加工センター
株式会社 おおいた姫島
大阪ガス 株式会社
大友産業 株式会社（だし専門店大友）
株式会社 大戸屋ホールディングス
オール日本スーパーマーケット協会
岡山ルートサービス 株式会社
オリジン東秀 株式会社
オリンピック・パラリンピック等経済界協議会
花王 株式会社

株式会社 CaSy
株式会社 柏木食品衛生事務所
株式会 カネシン
キッコーマン 株式会社
株式会社 紀文食品
株式会社 キョーワ
キング醸造 株式会社
株式会社 COOK ART
cook&book合同会社
クックパッド 株式会社
株式会社 ぐるなび
株式会社 growth
こいせライス
株式会社 光文社
コープデリ生活協同組合連合会
国分グループ本社 株式会社
"一般財団法人 国民公園協会 皇居外苑楠公・北の丸レストハウス"
株式会社 コズレ
株式会社 産業経済新聞社
株式会社 サンケイリビング新聞社
三信化工 株式会社
株式会社 シェアダイン
シダックス 株式会社
しまんと百笑かんぱに 株式会社
シャープ 株式会社
ジャパンフレバリング 株式会社
株式会社 正上
株式会社 浄法寺漆産業
特定非営利活動法人 食育体験教室・コラボ
株式会社 すかいらーくホールディングス
株式会社 すが野
スターツ出版 株式会社
瀬戸焼きそば 八方招き
一般社団法人 全国料理教室協会
ゼンスイ野村フーズ 株式会社
蘇陽農場（安全・安心をお届けする熊本県おいしいたまご振興会）
株式会社 ダイエー
株式会社 大トウ
株式会社 高橋製粉所
高村農園

有限会社 玉谷製麺所
株式会社 ツルヤ
合同会社 DMM.com
株式会社 ディライトクリエイション

（男性向け料理・家事メディア「オリーブオイルをひとまわし」）
株式会社 テックフード
株式会社 東急ストア
東京ガス 株式会社
東京家政学院大学
一般社団法人 東京築地目利き協会
堂本食品 株式会社
トーヨーフーズ 株式会社
豊由湖 株式会社
株式会社 トリドールホールディングス
トレンダーズ 株式会社
有限会社 中川海苔店
株式会社 中川政七商店
株式会社 ニチレイフーズ
一般社団法人 ニッポン全国鍋協会
株式会社 日本アクセス
一般社団法人 日本唐揚協会
一般社団法人 日本コロッケ協会
日本生活協同組合連合会
日本大学生物資源科学部くらしの生物学科「江戸前ちば海苔チーム」
"日本デコずし協会／株式会社オールアバウトライフワークス"
日本陶彩 株式会社
一般社団法人 日本幼児食協会
株式会社 日本旅行
一般社団法人 日本和食卓文化協会
株式会社 にんべん
有限会社 根本商店
海苔で健康推進委員会
伯方塩業 株式会社
ハナマルキ 株式会社
日笠山水産株式会社
株式会社 ファンケル
笛木醤油 株式会社
株式会社 フタバ
株式会社 文化企画
一般財団法人 ベターホーム協会

※五十音順

（令和２年９月4日時点）
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べっぴん奈良漬
株式会社 北彩庵
ホクト 株式会社
一般社団法人 母子栄養協会
有限会社 ホリホック
有限会社 マイズ
有限会社 マインドバンク
株式会社 マガジンハウス
株式会社 マツオ
株式会社 マルウ水産 マルウ船団
マルコメ 株式会社
マルサンアイ 株式会社
マルトモ 株式会社
株式会社 丸中商店
丸美屋食品工業 株式会社
株式会社 マルヤナギ⼩倉屋
株式会社 ミソド
株式会社 Ｍｉｚｋａｎ
三倉産業 株式会社
株式会社 ミツハシ
医療法人 緑十字会
株式会社 峰村商店
みらいご飯®
特定非営利活動法人 みんなのお箸プロジェクト
株式会社 メイワパックス
森産業 株式会社
有限会社 森野商店
株式会社 ヤオコー
株式会社 山一（削りぶしのやまいち）
ヤマキ 株式会社
ヤマサ醤油 株式会社
山長商店 株式會社
株式会社 やまやコミュニケーションズ
株式会社 USEN Media【こどものヒトサラ】
株式会社 雪国まいたけ
ヨシケイ開発 株式会社
株式会社 ライズ・イン
株式会社 ライフコーポレーション
理研ビタミン 株式会社
株式会社 利他フーズ
株式会社 リンガーハット

レタスクラブニュース
Les Misera Culture School （株式会社 レ・ミゼラ）
ローカルスプーン 合同会社
株式会社 ローソン
株式会社 ロフト
和食アドバイザー検定協会
一般社団法人 和食文化国民会議
和平フレイズ 株式会社
株式会社 Wondershake
株式会社 セブン＆アイ出版

※五十音順
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