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１．「食文化」の振興・普及による
フロンティア拡大
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訪日外国人に向けた食体験の提供
（インバウンド誘致）

 SAVOR JAPAN
 食かけるプロジェクト

 ユネスコ無形文化遺産登録を契機に国内外の評価が高まっている「日本食と食文化」は、農業、食、地域、多様な食
産業を支える基盤であり、食育・健康増進、地域振興、輸出促進などの多様な価値を国内外で創造。

 一方、食文化を巡る社会情勢や消費者の嗜好変化は大きく、根幹となっている食文化の保護・継承が困難に。

 このため、次世代への食文化の保護・継承、食体験によるインバウンド誘致や海外への普及等により好循環形成。

「食文化」の振興・普及による新規フロンティア拡大

１．国内の食文化の保護・継承 ３．海外への日本食・食文化
の普及・輸出

２．海外需要の取り込み
・創出

農林水産物・食品の輸出額の増大 ５兆円（２０３０年）、訪日外国人旅行消費額 １５兆円（２０３０年）

日本食・食文化普及を担う人材育成
 海外日本料理人技能認定制度 等

日本食・食文化の発信拠点の強化・活用
 日本産食材サポーター店制度 等

 トップセールス等による日本食・食文化発信

③地域振興・④輸出

④輸出

①食育・②食料産業・
③地域振興

 和食の継承等をはじめとした食育・健康増進
 食料産業や異分野と連携した取組の推進
 日本食文化の価値の見える化

食品製造
事業者

中食・
外食

流通・
小売

農林水産省

その他
(異分野等)

官民協働
プロジェクト
（和ごはんP)
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食文化振興小委員会について（食料・農業・農村政策審議会企画部会）

【委 員】
髙 野 克 己 東京農業大学 学長

堀 切 功 章 キッコーマン(株) 代表取締役社長ＣＥＯ

【専門委員】
兼 子 将 敏 日本放送協会 大型企画開発センター チーフ

ディレクター
小 山 薫 堂 企画作家

○ 佐 藤 洋一郎 京都府立大学文学部 特別専任教授

中 澤 弥 子 長野県立大学健康発達学部食健康学科 教授

二 葉 美智子 みっちゃんの梅 代表

村 田 吉 弘 日本料理アカデミー 理事長

矢ヶ崎 紀 子 東京女子大学現代教養学部国際社会学科 教授

（敬称略、五十音順、○：座長）

第１回（R2. 9.16）
・ 小委員会における審議の進め方について
・ 我が国の食文化をめぐる情勢について

第２回（R2. 9.29）
・ 関係者からのヒアリング

第３回（R2.10. 5）
・ 関係者からのヒアリング

第４回（R2.11. 6）
・ 関係者からのヒアリング
・ 国内における保護・継承施策について
・ 食文化による価値創造について

第５回（R2.12. 4）
・ 論点整理（中間とりまとめ）

第６回（R3. 2. 1）
・ 最終とりまとめ

検討経過
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 日本の食文化の海外普及のための効果的な発信方策、国内における和食文化の保護・継承の
あり方等に関する事項の調査審議を目的とし、令和２年９月に食料・農業・農村政策審議会
企画部会に「食文化振興小委員会」を設置。

委員（９名）



和食文化の更なる価値創造に向けて (食文化振興小委員会のとりまとめ）
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国内 海外
① 食文化は多様性が高く、かつ、変容性が高いという特性がある中で、食文化の特性を活
かした保護･継承策とはどのようなものか。

② SDGs等の新たな価値観や、コロナ禍に伴う行動変容から、家庭での料理習慣の復活、農
泊や郷土料理への関心等の変化の兆しがある中、次世代への継承を行うため、｢誰の｣｢ど
のような｣取組を支援すべきか。

① 政府の輸出目標（2030年までに5兆円）、インバウンド目標
（2030年までに6,000万人）の達成に向けた新たな政策の方向
性を検討すべきではないか。

② コロナ禍による海外のマーケットニーズの変化に対応した新た
な普及の方向性を検討してはどうか。

• 食文化を核として地域資
源を活用し、価値創造と
成功事例の創出・展開
（インバウンドに加えて食
育・輸出等の価値）

• 地方の旅館等、観光の
力の活用と連携強化
（人材と取組の間口
拡大）

• 消費者の行動変容を捉
えた対応（例：時短・エ
ンタメ化・SDGsに貢献して
いる等の価値発信）

• 家庭内での継承の強化
• インバウンド活用等によ
る海外からのイメージ強
化（「日本食は格好いい」
イメージの 逆輸入）

• 各学年の教科・学習内
容を食育の視点で紐
付け

• 楽しく伝えることや地域
資源（生産現場）との
連携

• 11/24（和食の日）にお
ける和食給食の実施

３.
学校教育における
食文化を学ぶ機会

の充実化

１.
「地域の力」が今後の

食文化継承の鍵

２.
「和食は美味しい、
楽しい、ヘルシー」
の価値共有

地域 家庭 学校
４.
海外普及は「文化の国
際交流」現地の食との

融合に価値

• 現地の食習慣や嗜好
等の理解

• 日本の食材との組み合
わせで新たな価値を創
造

• ヴィーガン、減塩しょうゆ
等トレンドを捉えた提案

５.
海外への普及のポイント

は
「シンプルなわかりやすさ」
• 和食の「自然を尊重する」
という精神・コンセプトの普
及

• 和食の健康価値に関する
研究、発信（目的に応じた
柔軟な和食の定義・発信）

• 主婦のアイデア（時短テク
等）の転用

海外

課
題

議
論
の
視
点

• 地域資源としての食文化
を核としたモデル地域増加

• 地域内のネットワーク化に
よる連携（異分野の取込
及び人材育成）

• 新技術を活用した次世代
継承

施
策
の
方
向
性

• 情報発信の充実（SNS
等）

• 多様な企業との連携強
化
例えば、男性の料理シーン発
信、働く女性の家事テク活用、
アニメとのコラボ等

• 省庁間（特に文科省､
文化庁）の連携強化

• 郷土料理を含む食文
化学習のプログラム化

• 新技術を活用した次世
代継承

• 現地食文化との融合策
• 現地の食習慣・ニーズ調
査

• 重点海外普及先国選定
• 丁寧な食文化の説明
• トップシェフの活用

• 国際会議・機関等との連携強
化・発信

• 和食に関する研究の促進
• SNS活用によるアイデア発信
• 外務省（JAPAN HOUSE）
等との連携

○ 令和２年９月に、食料・農業・農村政策審議会企画部会食文化振興小委員会を設置し、議論を開始。
令和３年３月に、企画部会としてとりまとめ。



２．国内の食文化の保護・継承
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メキシコの伝統料理
（2010年）

ケシケキの伝統
（トルコ）

（2011年）

食に関する無形文化遺産無形文化遺産の例

芸能（能楽）

伝統工芸技術
（結城紬）

社会的慣習・行事
（山・鉾・屋台行事）

地中海料理
（スペイン、ギリシャ、イタリア、モロッコ）

（2010年）

韓国のキムジャン
（2013年）

○ 「無形文化遺産」とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や
生活風習などと密接に関わっているもののこと。

○ ユネスコの「無形文化遺産保護条約」では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する
機運を高めるため、登録制度を実施。

○ 2010年の「フランスの美食術」などの食に関する無形文化遺産が登録されて以来、和食
文化を含め食に関する無形文化が増加。

ジョージアワイン
（2013年）

ユネスコ無形文化遺産とは

フランスの美食術
（2010年）
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http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/02877-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/03425-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/02796-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/03264-BIG.jpg


○ 平成25年12月4日、ユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」の登録が
決定。

○ 和食文化を未来に向けて守り伝えていくため、継続的なPRによる関心の維持や地域にお
ける保護・継承が重要。

(c) Masashi Kuma, 2006

「和食」の特徴③：

自然の美しさや季節のうつろいの表現
「和食」の特徴①：

多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

「和食」の特徴②：

健康的な食生活を支える栄養バランス
「和食」の特徴④：

正月などの年中行事との密接な関わり

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
四季の移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。

一汁三菜を基本とする食生活は栄養バランスがとりやすく、
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多様な食材が
用いられ、素材の味わいを活かす調理技術・調理
道具が発達しています。

「自然を尊重する」というこころに基づいた、日本人の食慣習

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化
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（重要無形文化財）
能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎、
雅楽、小千谷縮・越後上布、
組踊、結城紬 、
和紙：日本の手漉和紙技術

（重要無形民俗文化財）
奥能登のあえのこと、早池峰神楽、
秋保の田植踊、チャッキラコ、大日堂舞楽、
題目立、アイヌ古式舞踊、壬生の花田植、
佐陀神能、那智の田楽、山・鉾・屋台行事、
来訪神：仮面・仮装の神々、風流踊

（選定保存技術）
伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝統技術

和食；日本人の伝統的な食文化
※文化審議会において決定

文化財保護法に基づき指定された無形の文化財

我が国のユネスコ無形文化遺産（23件）
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我が国のユネスコ無形文化遺産
令和５年１月時点

提案中 伝統的酒造り（※令和4年3月提案。審査件数の上限を超える提案があったため、
我が国からの提案は 令和5年には審査されないこととなった。）



○ 「食育基本法」において、国は、食文化の継承を推進するため、必要な施策を講ずることとされている。
○ 平成25(2013)年12月４日、ユネスコ無形文化遺産に「和食；日本人の伝統的な食文化」の登録が決定。「無形文化
遺産の保護に関する条約」に基づいて、国は、無形文化遺産として登録された和食文化の保護を確保するための必要な措置
をとることとされている。

○ 平成29年６月に「文化芸術基本法」において、「食文化」が生活文化として位置付けられ、同法に基づいて、国はその振
興を図るとともに、食文化に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずることとされている。

〇 「無形文化遺産の保護に関する条約」においては、条約の締約国は、自国の領域内に存在する無形文化遺産の保護を確保するために必要
な措置をとることが義務づけられており（第11条（ａ））、また、一般公衆、特に若年層を対象とした教育、意識の向上及び広報等の手段を通
じて、社会における無形文化遺産の認識、尊重及び拡充を確保することを努めることとされている（第14条（ａ）（ｉ））。

無形文化遺産の保護に関する条約（平成18年条約第３号）

〇 「文化芸術基本法」においては、生活文化の例示の一つとして、茶道、華道、書道とと
もに「食文化」が位置付けられており、国は、その振興を図るとともに、これらに関する活動へ
の支援その他の必要な施策を講ずることとされている（第12条）。

文化芸術基本法（平成13年法律148号 改正：平成29年６月23日）

和食文化の保護・継承に係る国の責務

〇 「食育基本法」において、国は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の
継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずることとされている（第24条）。

食育基本法（平成17年法律第63号）
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食育基本法に基づく第４次食育推進基本計画の決定
○ 令和３年度（2021年度）から概ね５年間を計画期間とする「第４次食育推進基本計画」を食育推進会議にて決定
（令和３年３月）。

本計画では、重点事項「持続可能な食を支える食育の推進」の中に、「食育活動を通じて、郷土料理、伝統料理、食事の作
法等、伝統的な地域の多様な和食文化を次世代へ継承するための食育を推進する」ことを記載。

○ また、「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、伝えている国民を増やす」ことを目標の一つとして、
第３次計画から引き続き「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」に加え、
新たに「郷土料理や伝統料理を月１回以上食べている国民の割合」を目標値に追加。

第４次食育推進基本計画（抜粋）
第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

１．重点事項
（１）生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進
（２）持続可能な食を支える食育の推進

国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環境が不可欠であり、食育関係者を含む国民が一体となって、食を支え
る環境の持続に資する食育を推進する。
・食と環境の調和：環境の環（わ）
・農林水産業や農山漁村を支える多様な主体とのつながりの深化：人の輪（わ）
・日本の伝統的な和食文化の保護・継承：和食文化の和（わ）
を通じて、持続可能な食に必要な、環境の環（わ）、人の輪（わ）、和食文化の和（わ）の３つの「わ」を支える食育を推進する。

（３）「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進

和食文化の保護・継承に係る目標値

食文化を着実に次世代へ継承していくため、様々な場面で食べる機会を増やすための目標値を追加
郷土料理や伝統料理を月１回以上食べている国民の割合 目標値50％以上（令和７年度）現状値63.1％（令和４年度）

第３次食育推進基本計画から目標値を引き上げ
 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

目標値55％以上（令和７年度） 現状値44.0％（令和４年度）



25.6

53.1

24.8

21.8

49.6

25.1

知っている 聞いたことがある 知らない

○『和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたこと』を「知っている」と回答した者は全体の3割弱
に留まり、「聞いたことがある」も3割弱で、「知らない」は５割弱。平成27年度と比較すると、
認知度が低下。

○和食のイメージの上位３つは「健康に良い」、「栄養バランスが良い」、「季節を感じられる」。一
方で、「調理が難しい」、「準備や片付けに手間がかかる」、 「塩分が高い」 、「価格が高い」、
といったネガティブなイメージも。

和食文化の継承の状況①

12
平成27年度－ 農林水産省「和食」の保護・継承推進検討会 全国1万人に対する「食生活に関するアンケート調査」
令和４年度 － 農林水産省「食生活実態及び和文化に関するアンケート調査」

平成
27年度

令和
４年度

（％）

「和食」がユネスコ無形文化であることの認知度 和食に関するイメージ令和４年度
（%）

健康に良い 65.5
栄養バランスが良い 63.9
季節を感じられる 54.1

旬のものがおいしく食べられる 53.7
カロリーが低い 44.3

素材のおいしさが味わえる 43.0
彩りや盛り付けが美しい 39.1

色々な食材を食べられる 32.8
調理が難しい 22.6

準備や片付けに手間がかかる 17.1
塩分が高い 14.0
価格が高い 12.4

古いイメージがある 9.7
地味である 8.9

調理が簡単である 6.8
堅苦しいイメージがある 5.5

あてはまるものはない 7.4



どういう風に
１位．一緒に作った、手伝いながら
２位．見よう見まね／手本を見て
３位．口頭で／聞きながら／聞いて

誰に
１位．母親（義母、両親）
２位．祖母
３位．父親

何を
１位．料理の作り方
２位．作法・マナー・食べ方
３位．文化・伝統

○ 地域や家庭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、国民の2人に1人（44.0％）。

○ 教わったり、受け継いだことの自由回答では、「何を：料理の作り方」を「誰に：母
親」に「どういう風に：一緒に作った、手伝いながら」が最も多かった。

和食文化の継承の状況②

令和元年度「国民の食生活における和食文化の実態調査」

13

64.2

35.8

44.0 56.0

このうち、地域や次世代に対し
伝えている国民の割合は68.5％

受け継いでいる 受け継いでいない等

64.2×0.685＝44.0

受け継ぎ、伝えている
受け継いでいない / 伝えていない 等

（％）

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

和食文化の何を、誰から、どんな風に
教わったり、受け継いだ

令和４年度 農林水産省「食育に関する意識調査」
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和食と健康 ～健康的な食生活を支える一汁三菜～

一汁三菜を基本とする和食は、栄養バランスに優れていることが実証され、生活習慣病や低栄養
へのリスクが減らせるとされており、「和食」の基本形を守ることが、健康な食生活につながる。

健康的な食事の取り方「一汁三菜」 ご飯を主食として、魚介･肉類等動物性食品中心の主菜と、野菜･いも･豆類等
の副菜と、具だくさんの汁物に、だし、発酵調味料を組み合わせた「和食」の
一汁三菜は、栄養学的にみてもバランスのとりやすい食事である。

汁物（一汁）
水分補給のほか、
食べものを飲み込み
やすくする。

主菜（一菜）
肉や魚、卵などを
使ったたんぱく質を
摂るための料理。

副菜（二菜･三菜）
煮物や和え物など
野菜を主に使った
ビタミン、ミネラル
などを補う料理。

主食；ごはん

香の物；お漬け物



和食の健康有用性に関するエビデンス➀ ～日本食パターンと死亡リスクの関連～
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出典：国立研究開発法人国立がん研究センタ－ 多目的コホート研究

「日本食パターンと死亡リスクとの関連について」（掲載誌Eur J Nutr. 2020年7月WEB先行公開）

国立がん研究センターウェブサイトから抜粋（ https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8499.html）
食事調査アンケートの結果から、本研究で定義した「日本食パターン」は、先行研究で用いられていた8項目（ご飯、みそ汁、海草、漬物、
緑黄色野菜、魚介類、緑茶、牛肉・豚肉）の摂取量を点数化する日本食インデックス（JDI8; 8-item Japanese Diet Index）を使用しま
した。日本食パターンスコアは、JDI8の7つの項目（ご飯、みそ汁、海草、漬物、緑黄色野菜、魚介類、緑茶）では、男女別に、摂取量が中
央値より多い場合に各1点、牛肉・豚肉では、摂取量が中央値より少ない場合に1点として、合計0～8点で算出しました。この日本食パターン
のスコアを4つのグループに分類し、その後約18.9年の追跡期間中に確認された死亡（全死亡、がん死亡、循環器疾患死亡、心疾患死亡、脳
血管疾患死亡）との関連を調べました。

日本食パターンのスコアが低い
グループに比べて高いグループ
では、全死亡のリスクは14%、
循環器疾患死亡のリスクは
11%、心疾患死亡のリスク
は11％低かった。

日本食パターンのスコアが高いグループでは、全死亡・循環器疾患死亡・心疾患死亡のリスクが
低いことがわかった。

日本食パターンと死亡リスクの関連



和食の健康有用性に関するエビデンス②
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出典：国立研究開発法人国立がん研究センタ－ 多目的コホート研究

「大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連」（掲載誌BMJ 2020年1月）

発酵性大豆食品の摂取量が多いほど総死亡リスクが低く、また、納豆の摂取量が多いほど循環器疾
患死亡リスクが低いことがわかった。

発酵性大豆食品摂取量と総死亡リスクの関連

国立がん研究センターウェブサイトから抜粋（ https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8438.html ）
研究開始から５年後に行なった食事調査票によるアンケート調査の結果を用いて、総大豆食品・発酵性/非発酵性大豆食品・各大豆食品（納豆、
味噌、豆腐）の摂取量を計算し、等分に5つのグループに分け、その後、平均約15年間の死亡（総死亡・がん死亡・循環器疾患死亡・心疾患
死亡・脳血管疾患死亡）との関連を男女別に調べました。分析にあたって、年齢、地域、肥満度、喫煙、飲酒、身体活動、糖尿病（または服
薬）の有無、降圧薬服薬の有無、健診受診の有無、月経状況（女性のみ）、ホルモン剤の使用（女性のみ）、コーヒー、緑茶、魚類、肉類、
果物類、野菜類、総エネルギー摂取量で統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除きました。

総大豆食品摂取量は、死亡との明らかな関連はみられな
かったが、男女ともに発酵性大豆食品の摂取量が多い
ほど、死亡全体（総死亡）のリスクの低下がみられた。

大豆食品摂取量とがん死亡、循環器疾患死亡との関連

死因別にみると、総大豆
食品、発酵性・非発酵性
大豆食品、各大豆食品の
摂取量はいずれもがん死
亡との関連は認められな
かったが、循環器疾患死
亡に
ついては、男女ともに
納豆の摂取量が多いほど
リスクが低下する傾向が
認められた。

～大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連～



【地域の食文化の保護・継承
事業】
地域固有の多様な食文化を
保護・継承するため、郷土料
理の調査・データベース作成
等実施

【和食文化継承の人材育成
等事業】
子育て世代や子供たちに対し
て和食文化の普及活動を行う
中核的な人材の育成

保護・継承の対象となる
和食文化とは何か、和食
文化に何をどこまで含める
べきか、について議論

（報告書「「和食」を未
来へ。」）

・和食文化チェックシートの作成
・和食文化の保護・継承活動の推進
における有効な手法について４つの
提案

① 和食文化の理解を深める取組
② 子育て世代による継承を推進す

る取組
③ 若年層への新たなアプローチ
④ 地域での活動紹介

（報告書 「和食文化を守る。つなぐ。
ひろめる。」）

28年度~30年度

「和食」の保護・継承に
向けた検討会(H26)

「和食」の保護・継承
推進検討会（H27）

○ 平成25年12月の「和食」のユネスコ無形文化遺産登録以降、和食文化の対象等をめぐる議論
や和食給食を推進する事業を実施。

○ 平成27年10月の和食室設置を経て、食文化の保護・継承のため、郷土料理等のデーターベー
ス化、次代を担う子どもや子育て世代に対して和食文化を継承できる人材育成等を実施中。

和食給食 (和食継承のための青少年等への情報発信事業(H26～28))

平
成
25
年
12
月
「
和
食
」
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録

〇和食料理人が全国各地の学校給食で和食献立を提供
〇全国各地で実施した和食給食の事例紹介、栄養教諭・学校栄養職員が和食給食を推進す
るための提案を発信

結論出ず

・食材調達、コスト、調理効率、提供時間など、学校ごとに異なる様々な課題に対応した和食給
食の事例を紹介
・ 「出汁」をテーマに、大量調理向きの出汁の引き方などを提案
・「年中行事」をテーマに学校給食に年中行事を取り入れる取組を紹介

Let’s！和ごはんプロジェクト(H30～)

子供たちや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ことを目的に、
官民協働の取組である「Let’s！和ごはんプロジェクト」
を開始。

189（令和５年４月末時点）の企業等が参加し、
様々な活動を実施。

農林水産省における「和食」のユネスコ無形文化遺産登録以降の保護・継承の取組

27年度26年度

子どもたちや子育て世代に対して和食
文化の関心と理解を育む事業を実施。
【和食継承普及事業】
・子育て世代向けに和食文化への理解
を深め、実践してもらうためのワークショッ
プを全国で開催

・乳児・幼児検診などで子育て世代と
接する機会の多い自治体の行政栄養
士等向けに、和食文化を継承してもら
うための研修会を全国で実施

【和食文化情報発信事業】

「行事食」や「郷土料理」等和食文化
の普及のため、全国子ども和食王選手
権を開催
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「和食」と地域食文化継承
推進事業（H28～30）

「和食」と地域食文化継承
推進事業（R１～R3）

４年度~令和元年度~３年度

訪日外国人対応による輸出
促進連携支援事業（R４～）

【日本の食文化の多角的な価値の
整理・情報発信委託事業】
伝統的な食品の情報を、一元的、
体系的に整理・調査し、国内外に
情報発信
【食文化コンテンツ関連の人材育
成等委託事業】
子育て世代や子供たちに対して和
食文化の普及活動を行う中核的
な人材の育成
【和食文化の国内外への情報発信
委託事業】
「うちの郷土料理」を活用した国内
外への情報発信等



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。プロジェクト
メンバーは189企業等（令和５年４月末時点）。

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、地域ぐるみで郷土料理、伝
統食等の調査、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

・ 食文化の多角的な価値の整理・情報発信
委託事業

・ 和食文化の国内外への情報発信・普及啓
発委託事業

・ 消費安全対策交付金

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

・ 食文化コンテンツ関連の人材の高度化
委託事業

■ 児童向け学習教材「わたした
ちと“和食」を制作し、それを活用
したモデル授業を実施。

■ 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

・ 食文化コンテンツ関連の人材の高度化
委託事業

・ 消費安全対策交付金

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

「和食」の保護・継承に向けた取組の全体像
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郷土料理のアーカイブ化
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地域固有の多様な食文化を保護･継承するため、令和元年度から令和3年度までの3か年で、全国
47都道府県を対象に、各地域で選定された郷土料理の歴史やレシピ、郷土料理を生んだ地域の
背景等をデータベース化し公表。

さらに、和食に対する世界的な関心の高まりを踏まえ、海外に向けた和食文化の情報発信を行うた
め、令和４年11月より、うちの郷土料理の多言語化サイト「Our Regional Cuisines」を開設。

農林水産省Webサイト
「うちの郷土料理」
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/
syokubunka/k_ryouri/index.html

 都道府県ごとに、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、教育
関係者、民間企業等有識者６名程度を構成員とする「地域検討委員
会」を設置。

 地域検討委員会で選定した地域の郷土料理30品目程度の歴史や由
来、関連行事、使用食材及び料理方法等を調査し、データベースを
作成・普及等を実施。

 多言語化サイトは５か国語（英語、簡体字、繁体字、スペイン語、
タイ語）で、各都道府県５品目以上を多言語化。

R元年度
10道府県（294品目）

北海道、山形県、石川県、茨城県、愛知県、
京都府、島根県、高知県、大分県、鹿児島県

R2年度
17県（492品目）

青森県、宮城県、千葉県、山梨県、長野県、新潟県、
福井県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、
香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県

R3年度
20都府県（579品目）

岩手県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、
東京都、神奈川県、富山県、岐阜県、静岡県、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、佐賀県、
長崎県、沖縄県

実施状況

「Our Regional Cuisines」
https://local-cuisine.maff.go.jp/en/



伝統食のデータベース化（日本の食文化の多角的な価値の整理・情報発信委託事業）
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 地域固有の多様な食文化の保護･継承、輸出促進のため、伝統的な加工食品を17のカテゴリーに分類し、
各地域で選定された伝統食（地域の食材を用い、気候・風土など地域の特性を踏まえた工夫がなされ、長
年製造されてきた加工食品）の特徴、歴史やアレンジレシピ等をデータベース化し公表。

 令和４年度から数年間かけて全国47都道府県の品目を掲載する予定。
 初年度となる令和４年度は３県で実施し、60品目の伝統食の情報を掲載。このうち各県５品目、合計15
品目を英語版Webサイトに掲載。

農林水産省Webサイト「にっぽん伝統食図鑑」 https://traditional-foods.maff.go.jp/

 都道府県ごとに、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、
民間企業、地方新聞社等の有識者を構成員とする地域検討委
員会を設置。

 地域検討委員会で選定した地域の伝統食20品目の歴史や由
来、関連行事、アレンジレシピ等を調査し、データベースを
作成・普及等を実施。

R４年度
３県（60品目） 福井県、奈良県、熊本県

実施状況

 伝統食の選定基準

 伝統食の分類
農産 穀類、豆類加工品、漬物、醤油・味噌・その他調味料、

その他農産加工品
水産 乾物、塩漬け、調味加工品、練り物、くん製品、水産発

酵食品、節類、海藻製品、その他水産加工品
畜産 畜産加工品
その他 菓子類、飲料

必須項目 加工食品であること、入手ができること、地域性がある
こと、伝統的な製法または保存技術を用いていること、
歴史性があること

推奨項目 持続性（公共性）があること、輸出可能であること



和食文化を伝える人材を育成する「和食文化継承リーダー研修」の概要

令和元年度から各都道府県に和食文化を伝える中核的な人材「和食文化継承リーダー」を育成する
ための研修を実施。研修では、専用テキスト等を使用し、全課程を修了した受講生に認定証を発行。

令和元年度は10都道府県で実施（212名のリーダーを育成）、令和２年度は８府県で実施（120名
のリーダーを育成）、令和３年度は29県で実施（278名のリーダーを育成）、令和４年度は全国で
実施（300名のリーダーを育成）。

この研修は、子どもたちや子育て世代に対して、和食文化を伝える中
核的な人材を各都道府県に育成するために実施。
教育現場で和食文化を伝える際に参考となる専用テキスト等を使い、

研修会等を実施し、すべての課程を終えた方に対して、「和食文化継承
リーダー」として様々な活躍の場で、和食文化の継承に力を発揮していただ
ける環境を形成。

令和4年度の研修状況

以下の全ての課程を修了した受講生に対して、認定証を発行。

※和食文化継承の必要性や和食文化の 基本的な知識について学習。

ご自身の職場のある地域開催日にグループワーク研修を受講する。

研修内容を踏まえて、ご自身の職場にて実践を行い、その内容をレポート提出。

※コロナ禍のため、オンライン研修で対応人材育成事業の概要

和食文化継承リーダーになるには？

専用テキストをベースとした講座を受講後、
理解度チェックテストを受ける。

実 践 研 修

実 地 研 修

※実際に保育所や小学校などで和食 文化を伝えるための実践的な方法に ついて学習する。

※これまで学んだことを活かし、その内容を実践し、レポートで報告する。

認定証発行

Step3

Step２

基 礎 研 修
Step１

Step３

全課程を修了後に発行。 21



「和食文化継承リーダー」の現状

「おいしい和食のはなし」のWeｂサイト上で、認定者リストを掲示。
※ただし、Web上で掲示されている認定者は、公開可能登録者のみ

「和食を伝える手法が学べた / 色々な職場の人と意見交換ができた / 研修を通じて学んだことを次
世代へ伝えたい」など研修が気付きの場となり、受講生の満足度が高い。

令和元年度では、212名、令和２年度では、120名、令和３年度では、278名、令和４年度では、
300名が研修プログラムの全ての過程を修了し、計910名が認定。

令和４年度では、研修とともに活躍の場を創出するための環境作りや交流イベントなどを実施。
認定者数

・和食を伝える手法を学べてよかった。
・色々な職場の人と意見交換ができた。
・研修を通じて学んだことを次世代へ伝えたい。
・食育手法のバリエーションを増やすことができた。
・同じ課題感をもつ、 いい仲間ができた。

受講者の声

22

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

60 13 10 23 ８ 11 ９ 20 11 8 44 26 142 33 28 ６ 10 ７ 10 ６ ７ 19 30

三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

９ 18 15 75 28 10 4 ２ ４ 10 20 16 19 ６ ４ 6 28 ５ 24 14 ９ 14 15 14

R１年度
212名

R２年度
120名

R３年度
278名

計
910名

（都道府県別）

（年度別）

令和４年度の取組内容

・和食文化継承リーダー研修（全都道府県）を実施
・和食文化継承リーダー研修（基礎研修）で使用するテキストの制作等
・児童向け学習教材“わたしたちと「和食」”を使用したモデル授業の実施
・和食文化継承リーダー限定の交流イベント（オンライン）の開催

R４年度
300名



児童向け学習教材“わたしたちと「和食」“を使用したモデル授業

23

児童向け学習教材“わたしたちと「和食」”
文部科学省の学習指導要領、学校現場のカリキュラムに沿う形で発達段階に

応じた内容の構成とし、指導者用では、授業への取り入れ方や指導計画と授業
展開例なども掲載。

ー 教材の特長 －
・ 導入部分で子どもの関心が高まり、知識が深まるよう、 「自分ごと化」しやすい

身近な問いかけを記載。
・ 随所に和食とSDGsを絡めた内容やコラムなどを入れ、SDGsとの関連などを自

ら 考えるよう工夫。
・ 調べ学習だけでなく、自分のこれからの生活に活かしていくことを目的に、中学年

と高学年では、最後のページにワークシートを設定。 「おいしい和食のはなし」
（http://ouchidewashoku.maff.go.jp）
にて、動画・レポート・アンケート結果など公開。

モデル授業の様子

 和食文化継承リーダーや教育現場で活躍している方向けに、和食文化の全体像を分かりやすく教育現場で
伝えていただくための継承ツールとして、小学生を対象とした教材“わたしたちと「和食」”を制作。

 令和３年度から、この教材を活用したモデル授業を開始し、児童が和食に興味を持つ機会の創出と、本教
材を多くの教育現場で活用していただくための普及活動を実施。

モデル授業実施校
児童向け学習教材“わたしたちと「和食」”を使用した授業を小学校で実施。
＜令和３年度＞１校：横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校（４年生）
＜令和４年度＞３校：姫路市立飾磨小学校（６年生）

板橋区立緑小学校（３年生）
宮城教育大学附属小学校（６年生）

ー 横浜国立大学教育学部附属小学校のモデル授業内容 ー
制作した教材から授業を企画し、「「和食」ってすごい！！」をテーマとして、 第１回「和食って何？」/第
２回「地域の和食～けんちん汁～」/第３回 「私たちの和食とSDGs宣言」を実施。 授業は、子ども達
の発言をキーワードに、和食の料理や食材から和食の ４つの特徴について子どもたち自らが見出してい
く内容で、多くの子ども達が、 活発に意見出しを行った。 また、神奈川県や鎌倉市の郷土料理につい
て学び、 ゲストティーチャーとして建長寺の住職から「けんちん汁」 の由来、食ロスとのつながりやSDGｓ
の話などを学んだ。 さらに、その日の給食は「けんちん汁」がふるまわれた。

モデル授業のレポート

ー モデル授業終了後ー
当日の授業の様子がわかる動画、レポート、保護者や児童へ実施したアンケート結果などを公開。
和食文化に関する授業を企画する際の参考として活用可能。

保護者や児童へのアンケート結果
児童用 指導者用

児童用 指導者用

児童用 指導者用

低学年

中学年高学年

動画（中学年、高学年）

http://ouchidewashoku.maff.go.jp/


官民協働の取組① ～ 「だしで味わう和食の日」（第８回目）～

 2015年より、和食会議*と農林水産省で連携し、11月24日（いいにほんしょく）の「和食の日」のイベ
ントとして「だしで味わう和食の日」を実施（令和４年度は11月21日に実施、８回目）。

 令和４年度の和食給食・和食授業の実施校は全国で14,356校、約335万人。

3,069
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H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

実施校数・実施人数

小学校 中学校 保育園・幼稚園 人数

（校）

［献立］ご飯、ぶりの照り焼き、おからの炒り煮、野菜の塩
昆布和え、味噌汁、牛乳、お茶

後藤副会長が、 児童と和食給食を喫食

日本が世界に誇る第五の味覚「うま味」を、「だしで味わう和食の日」
を通して児童が実感し、和食文化への興味を持つきっかけとしてもらえる
よう取り組んでいる。

当日は、和食の出前授業のほか、和食の給食メニューにしていただき、参加校には児童用の
テキスト等を提供。

和食会議の後藤加寿子副会長による出前授業の様子

和食の情報が満載のテキスト

*：一般社団法人和食文化国民会議（略称：和食会議）は、「和食；日本人の伝統的な食文化ー正月を例としてー」のユネスコ無形文化遺産登録申請を契機に、和食文化を次世代へ継承するため、平成27年2月4日に設立された組織です。

「和食の日」イベントの実施校数等の推移 令和４年度「和食の日」イベント（11/21 新宿区津久戸小学校）

（千人）

24



・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

官民協働の取組② ～ Let’s！和ごはんプロジェクト ～

プロジェクトメンバー数：189（令和５年４月末時点）
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

25

「Let’s！和ごはんプロジェクト」は、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年度に立ち上げた官民連携のプロジェクト。

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。

令和元年度から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。
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地域の和食文化ネットワーク

ネットワークの活動

背景

食文化振興小委員会の議論を踏まえ、地域における多様な食文化の保護・継承活動をより一層進めるために、
地方農政局等が事務局となって、都道府県・市町村（地方自治体）、地域の食文化の保護・継承の関係団体・関係者、
和食文化継承リーダー、その他食文化関係団体・関係者（料理人、研究家等）、食品関連事業者などの関係者
を結びつけるネットワーク「〇〇地域の和食文化ネットワーク」を立ち上げ（令和3年１月）。

地域や家庭で受け継がれてきた伝統的
な料理や作法等の和食文化を受け継ぎ、

次世代へ伝えている人の割合は、
２人に１人（48.0％）程度と低い。

郷土料理のデータベース
「うちの郷土料理」の利活用や、
「和食文化継承リーダー」等の
活躍の場を広げる必要。

地域の方々の地道な活動を
より一層活発化させるサポートを

充実させることが肝要。

食文化振興小委員において、
今後の国内の食文化の保護・継承の
対応方針の一つに「地域での取組」の
重要性の高まりを踏まえた取組の

必要性が提唱。

地域における食文化の保護・継承に繋げる取組を、個レベルから広域的、活発的、継続的に進めるため、
地域内の関係者のネットワーク化（メンバー間の連携、諸活動等）を図りつつ、
 セミナーや勉強会などのイベントの開催
 活動に使える予算（活動費）等
の情報を、定期的に送信（ネットワークへの参加費無料、活動に役立つ関連パンフレットを提供）。

地域の食文化の保護・継承活動に関心のある方ならどなたでも参加できます。
ネットワークへの参加申込はコチラ
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/network/main.html

ネットワークのイメージ

農林水産本省 関係省庁
文科省、文化庁等

関係団体
和食文化国民会議 等

各地域の和食文化ネットワーク
（事務局：地方農政局等）

連携

連携

食文化の保護・継承の取組を行っている団体・個人の掘り起こし・
会員拡大、ネットワークのメンバーへの情報提供、メンバー間の活
動支援、メンバーとの意見交換、相談受付、窓口紹介等



３．インバウンドを通じた海外需要
の取り込み・創出
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66.3%
46.4% 42.5%

24.6% 21.9% 18.8% 13.4% 12.5% 10.3% 9.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
3位 2位 1位

出典：ジェトロ「日本食品に対する海外消費者意識アンケート調
査」（2014年3月）を基に作成
出典：日本貿易振興機構調査（2014年3月）※複数回答可、回答者
数に対する回答個数の割合。（自国の料理は選択肢から除外）

●訪日外国人観光客が「訪日前に期待していたこと」
（全国籍・地域、複数回答）
１位 「日本食を食べること」（78.3％）

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」2022年年次報告

●外国人が好きな外国料理
１位「日本料理」（66.3％）

出典：日本貿易振興機構調査（2014年3月）
※複数回答可、回答者数に対する回答個数の割合

（自国の料理は選択肢から除外）

●地方の多様な食への期待
訪日外国人が日本の地方旅行でしたいことは、
「温泉・自然観光地訪問」（52％）に次いで、
「郷土料理を食べる」（51%）
出典：株式会社日本政策投資銀行・公益財団法人日本交通公社
アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査（2022年度版）

 2013年の「和食」のユネスコ無形文化遺産登録を契機として、国内外で「和食」に対する関
心が高まっている。

 訪日外国人観光客は、地方の郷土料理を食べることを楽しみにしているとともに、好き
な外国料理でも「日本料理」が１位に挙げられている。

好きな外国料理（６都市全体結果）

好きな外国料理の１位は「日本料理」日本食ブーム
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訪日外国人旅行者の「食」への関心（海外①）


Graph1
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Sheet1

				1位 イ		2位 イ		3位 イ		合算 ガッサン

		日本料理 ニホンリョウリ		38.4%		17.2%		10.7%		66.3%

		イタリア料理 リョウリ		15.6%		15.9%		14.9%		46.4%

		中国料理 チュウゴクリョウリ		14.0%		16.6%		11.9%		42.5%

		韓国料理 カンコクリョウリ		5.4%		10.5%		8.6%		24.6%

		アメリカ料理 リョウリ		4.1%		7.9%		9.9%		21.9%

		フランス料理 リョウリ		4.0%		7.1%		7.7%		18.8%

		タイ料理 リョウリ		2.9%		5.0%		5.5%		13.4%

		インド料理 リョウリ		5.1%		3.5%		3.9%		12.5%

		メキシコ料理 リョウリ		1.2%		3.1%		6.0%		10.3%

		中東・アラブ料理 チュウトウリョウリ		1.7%		3.7%		4.3%		9.7%







宿泊料金, 14,132

飲食費, 
10,397

交通費,4,986

娯楽サービス費, 
1,908

その他, 22

買物代,
16,690

訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移

(億円) (万人)

• 訪日外国人旅行者数と消費額は、2011年以降増加傾向にあり、令和元（2019）年にはそれぞれ3,188万人、4兆
8,135億円となり、いずれも過去最高を更新したものの、令和2（2020）年以降は、新型コロナウイルス感染症の拡大を
受け、水際対策措置が講じられたことから、訪日外国人旅行者数は大きく減少した。令和4（2022）年６月から段階的
な水際措置の緩和がなされ、特に本格的な受け入れ再開を行った10月以降顕著な回復傾向が見られたが、令和2
（2020）年比では10％程度となっている。
※2030年目標：訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円。

 なお、令和元（2019）年旅行消費額のうち買い物代金が全体の34.7％と最も多く、そのうち約20％が「食」関連消
費とされる ため（3,268億円）、訪日外国人旅行者の食関連消費は、飲食費10,397億円と合わせて約1.4兆円の
消費となっている。

資料：観光庁及び日本政府観光局（JNTO）資料を基に作成。

【訪日外国人旅行者数と旅行消費額】
単位：億円

【旅行消費額の内訳(2019年)】
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このうち約２割が
食関連と推測



明日の日本を支える観光ビジョン 新たな目標値
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 『観光先進国』への新たな国づくりに向けて、平成２８年３月、『明日の日本を支える観光ビジョン構想
会議』（議長：内閣総理大臣）において、新たな観光ビジョンを策定。

 観光をめぐる近年の情勢の変化を踏まえ、令和５年３月『観光立国推進基本計画』を閣議決定し、
「持続可能な観光」、「消費額拡大」及び「地方誘客促進」をキーワードに新たな目標値を設定。

※ 観光庁資料より

新たな目標への挑戦！

訪日外国人旅行者一人当たり
地方部宿泊数

訪日外国人旅行消費額単価

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2025年：令和元年水準超え 2019年： 3,188万人

2025年： 20万円

2025年： 22兆円

2025年： 2泊

2019年： 21.9兆円

2019年： 15.9万円

2019年： 1.4泊

2019年： 4.8兆円早期に ： 5兆円

目標値 実績値



SAVOR JAPAN：地域の食・食文化によるインバウンド誘致
セ イ バ ー ジ ャ パ ン
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 増大するインバウンドを、日本食・食文化の「本場」である農山漁村に呼び込み、訪日外国人の更なる増加と農林水
産物・食品の輸出増大につなげるといった好循環を構築していくことが重要。

 特に、農泊（農山漁村滞在型旅行）を推進している地域であって、多様な地域の食やそれを支える農林水産業、
伝統文化の魅力で、訪日外国人を誘客する重点地域を農林水産大臣が認定する制度を平成28年度に創設。

 美味しい日本食が食べられるのは勿論、地域の食文化にも触れることができる旅先として、地域の魅力を磨き上げ、
「SAVOR JAPAN」ブランドでの一体的な情報発信を実施し、訪日外国人の誘客を強化。

①認定地域の食・食文化を
「SAVOR JAPAN」ブランドとして

一体的に魅力発信

③訪日外国人への
農林水産物の販売促進

②日本食・食文化の「本場」である
農山漁村での訪日外国人の受入体制の強化

知ってもらう、来てもらう

買ってもらう

食べてもらう、泊まってもらう

地域の食とそれに不可欠な農林水産業や特徴のある気候、
風土、景観、歴史などの観光資源を活用し、インバウンドを誘致

④訪日外国人の更なる増加と
輸出等の新たな需要の創出
（好循環の更なる拡大）

認定地間ネットワーク
（地域資源の磨き上げ）

地域の実行組織

食のおもてなし
（食べる）

農泊の推進
（泊まる）

＜イメージ図＞

景観

直売施設における
販売促進（買う）

世界農業遺産・
日本遺産等の活用

地域の食・農林水産業
を中心とした観光資源が
一体的な魅力を形成

歴史・
文化施設

アクティビティ

生産者・食品事業者
（GI・輸出）

市場・直売所
農家民宿

酒蔵・ワイナリー

飲食店

SAVOR JAPAN
PR動画

地域特有の
歴史的な
ストーリー

地域の
景観

観光
資源

地域の
食

地域の
農
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⑩⑭
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㉘

⑰⑱

㉒愛知県
田原市
（あさり料理）

㉓愛知県
南知多町
（鯛料理）

㉔三重県
大紀町
(松阪牛のすき焼き)

㉕京都府
京都府北部地域
（丹後ばら寿司）

㉖京都府
森の京都地域
（かしわのすき焼き）

㉗京都府
京都山城地域
（宇治茶）

㉘和歌山県
紀の川市
（フルーツ料理）

⑭長野県
小諸市
（おにかけそば）

⑮長野県
伊那市
（そば、昆虫食）

⑯長野県
佐久地域
（鯉料理）

⑰長野県
白馬村
（そば料理）

⑱長野県
山ノ内町
（りんご、そば）

⑲岐阜県
下呂市馬瀬地域
（鮎）

⑳静岡県
浜松・浜名湖地域
（うなぎ）

㉑静岡県
大井川地域
（日本茶）

㉙鳥取県・兵庫県
因幡・但馬地域
（牛すすぎ鍋）

㉚島根県
益田市
（中世の饗応料理）

㉛岡山県
津山市
（牛肉料理）

㉜広島県
呉市音戸地域
（牡蠣料理）

㉝広島県
尾道市
（法楽焼き）

㉞徳島県
にし阿波地域
（そば米雑炊）

㉟香川県
さぬき地域
（さぬきうどん）

㊱愛媛県
八幡浜市
（柑橘とさつま汁）

㊲長崎県
島原半島地域
（手延べそうめん）

㊳熊本県
阿蘇市
（あか牛・高菜漬け）

㊴大分県
国東半島地域
（だんご汁）

㊵宮崎県
高千穂郷・椎葉山
地域（神楽料理）

①北海道
網走市
（鮭料理）

②北海道
十勝地域
（チーズ）

③青森県
十和田市
（バラ焼き）

④岩手県
一関市・平泉町
（もち料理）

⑤宮城県
石巻地域
（ほや雑煮）

⑥秋田県
大館地域
（きりたんぽ）

⑦山形県
鶴岡市
（精進料理）

⑧福島県
会津若松市
（こづゆ）

⑨栃木県
大田原市
（しもつかれ）

⑩埼玉県
秩父地域
(ずりあげうどん）

⑪新潟県
十日町市

（へぎそば）

⑫石川県
小松市

（報恩講料理）

⑬福井県
小浜市

（へしこ）

⑫

㉙
㉛㉚

㉝
㉞

㉟

㊴
㊱

㊵

㊲
㉜

㉑

㊳

①

「SAVOR JAPAN」認定地域（H28～R4年度） 令和5年4月現在



内閣府政府広報室海外広報
（Highlighting Japan 2022年6月号）

商談会への出展
（VISIT JAPAN Travel & Mice
Mart 2019）

SAVOR JAPAN地域に対する支援
 オールジャパンによるブランド化（SAVOR JAPAN）と一元的な情報発信により海外及び訪日外国人に対する訴求力を

高めます。
 専門家の派遣により、食体験の掘り起こしや地域資源の観光商品化に向けた磨き上げを支援します。
 「SAVOR JAPAN」ブランドでの一体的な商品販売、海外旅行会社向けツアーの販売を支援します。
 研修会等の開催により、知識の習得、地域間のネットワーク化等を支援します。

関係省庁と連携し政府系のＨＰで情報発信
一元的な情報発信

政府観光局（ＪＮＴＯ）

SAVORJAPAN推進協議会による情報発信

各認定地域の紹介 バーチャルトリップの開催

旅行商品等販売支援
ＯＴＡ（Online Travel Agent）における掲載支援や海外旅行関
係事業者との商談会におけるSAVOR JAPANブースの出展

ＯＴＡへの掲載

コロナ禍に対応した
新たな情報発信 研修会等の開催

新認定地域向け勉強会・意見交換会、基礎知識・技術習得のため
の講座・研修会、情報交換会等の開催

ＳＮＳによる情報発信（ＦＢフォロワー20万人） 広報資材の作成（ポスター、パンフレット） 新認定地域向け勉強会（オンライン） フードツーリズムマイスター講座

農林水産省
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SAVOR JAPAN認定地域例：愛知県南知多町（南知多町農泊推進協議会）
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「篠島の鯛」を学ぶ体験ツアー造成伊勢神宮に奉納する「おんべ鯛」の祭礼と食文化

各地区にある祭りと食を調査し、
地域の一体的な食文化のストーリーとして磨き上げ

ツアーガイドの育成研修会
や
多言語化資料の作成

鯛メニューを味わう

伊勢神宮と関わりの深い
神社等を巡り食文化を学ぶ

【篠島】おんべ鯛の奉納祭
豊かな海を持ち水産資源が豊富な当該地域は、
1000年以上、伊勢神宮へ特別な調製を行った
「おんべ鯛」と呼ばれる鯛を奉納。島民にとって「鯛」
は神と人々をつなぐ大切な食となっている。

地区ごとに特色のある祭りと食

【観光資源】
・温暖な気候と自然
・天然温泉
・マリンスポーツ 等

鯛の調理体験【日間賀島】たこ祭り
たこの供養と大漁を祈願する祭り。

【豊浜】鯛祭り
豊漁と海の安全を祈願する祭り。

南知多町は、国定公園に指定される自然､温泉､豊富な農産物や水産物など多様な観光資源があり、
中部国際空港から車で30分と立地にも恵まれている地域。当該地域には、千年以上続く、伊勢神
宮に「おんべ鯛」を奉納する伝統的な神事を中心に地区ごとに特色ある祭りと食文化が存在。

神事と食文化を守っていくため、地域の伝統と食文化を学ぶ体験ツアーを企画。深く日本を知り
たいという欧米豪のインバウンドや国内の高度専門外国人材をターゲットに誘客を実施。



＠香川県さぬき地域
令和2年8月29日 参加人数 約150名
さぬきうどんの歴史・食べ方・作り方を善通

寺や製麺所を巡り、麺打ちの実演をしながら
紹介。

「SAVOR JAPAN」認定地域の情報発信
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＠徳島県にし阿波地域
令和2年11月21日 参加人数 約300名
独特の高傾斜地集落の農耕法や在来の穀

物、そば、芋等を中心とした伝統的な食文化を
祖谷のかずら橋や茅葺き家屋を巡りながら
紹介。

＠山形県鶴岡市
令和3年3月13日 参加人数 271名
国宝五重塔がある羽黒山杉並木を山伏と

ともに歩きながら地域の歴史を説明するととも
に、精神文化と密接 に関わる独自の食文
化（精進料理）を紹介。

実施概要

＠京都府 海の京都地域
令和3年10月16日
Live視聴数 409名
アーカイブ視聴数 2,729名
伊根地域の舟屋群を散策しながら、
伝統的な漁法の体験や、舟屋を活用し
た宿泊施設やカフェでいただくグルメ
を紹介。

＠長野県小諸市
令和3年10月23日
Live視聴数 122名
アーカイブ視聴数 4,503名
江戸時代からの風情が残る
小諸の城下町を着物姿で
人力車に乗り散策。
江戸時代の脇本陣活用した旅館や、地元独自のそば文化
などを紹介。

＜令和2年度＞ ＜令和3年度＞

 日本政府観光局（JNTO)と連携し、ホームページやSNSのほか、旅行博や商談会に出展し、日本各地の食・食
文化を海外へ発信。

 2020年からオンラインの取組を強化し、国内外の外国人向けに地域の食文化体験ができるバーチャルトリップを実
施。

「地域の認知拡大」と「コロナ禍における観光コンテンツの磨き上げ」の２つを軸と捉え、コロナ明けの観光ニーズへの対応の
準備期として、国内外の外国人を対象に実施。

バーチャルトリップの実施



 「Google Art & Culture」は、2011年からGoogle社が非営利で提供を開始した、2,000超える世界各地の美術
館や博物館等が所蔵する作品や文化遺産を鑑賞できるオンラインサービス。

 農林水産省は、多様な食やそれらを支える農林水産業、伝統文化の魅力を国内外に発信するため、2018年6月に
Google Art & Cultureとパートナー契約を締結し、2019年9月10日から日本食をテーマとするプロジェクトページ
「Flavors of Japan－奥深き日本の食文化を召し上がれ－」を公開。日本食の魅力を写真や映像を使って発信。

 農林水産省のページでは、全国53地域等から提供された写真や映像2,479点、83ストーリーを掲載。
 2021年4月に第2弾として、日本の食文化に加え、それを支える生産者にもスポットを当てた48展示を新たに公開。

Google Art & Cultureと連携した食文化発信
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Flavors of Japan
－奥深き日本の食文化を召し上がれ－

農林水産省のページでは、地域
の魅力ある食と農林水産業をて
こに観光客の誘致に取り組む
「SAVOR JAPAN」の認定地域
等の食や食文化に関わる写真や
映像を掲載。

掲載記事

北海道十勝地域(SJ・チーズ) 茨城県（梨） 愛媛県(キャビアライム・河内晩柑)

秋田県大館地域(SJ・きりたんぽ) 茨城県（栗） 福岡県（いちじく）

埼玉県秩父地域(SJ・日本酒等) 栃木県（いちご） 長野県（レストランかまくら村）

静岡県浜松・浜名湖地域(SJ・鰻等) 埼玉県（フルーツ狩り） 長野県（須賀川そば、早蕎麦）

広島県尾道市(SJ・瀬戸田レモン等) 神奈川県(湘南ゴールド) 長野県（白馬ガレット）

香川県さぬき地域(SJ・さぬきうどん) 山梨県（ドライフルーツ） 新潟県（へぎそばと着物）

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域
（SJ・高千穂神楽等)

山梨県（桃） 愛知県（鯛）

東京都（豊洲市場） 長野県（りんご） 三重県（海女文化）

一財）国民公園協会皇居外苑 楠
公レストハウス(江戸時代のお弁当）

長野県(シャインマスカット) 三重県（牡蠣）

(株)紀文食品（おせち料理） 奈良県（柿） 三重県（松阪牛）

虎屋（和菓子と桜） 岡山県（清水白桃） 広島県（牡蠣）

三信化工(株)（和食器等） 岡山県（ワイン） 広島県（海苔）

蕎麦割烹倉田（和包丁等） 山口県（夏みかん） 広島県（食用バラ）

京都菊乃井(魯山人の器と料理) 山口県（いちご） 大分県（久留島流すき焼き）

新横浜ラーメン博物館 香川県（フルーツ） 大分県(椎茸、関さば、関あじ等）

JAXA 宇宙航空研究開発機構(宇
宙食)

高知県（ゆず） 大分県（日本酒）

小学館、集英社、講談社、リイド社、
扶桑社(漫画で見る日本食)

高知県（スイカ） 大分県（農泊体験、郷土料理）

茨城県（いちご） 愛媛県（温州ミカン） 日本食マナー、だし文化等
36
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食かけるプロジェクト：多様な食体験の提供と輸出拡大の一体的な取組

 海外での日本産農林水産物・食品の需要拡大のため、訪日外国人が食と芸術、歴史等を組み合わせた体験をし、
日本の食への関心を高めるとともに、帰国後も日本の食を再体験できる環境の整備に取り組む「食かけるプロジェクト」
を開始。

 食×アート、食×歴史、食×スポーツなど食と異分野を掛け合わせた取組を全国から募集し、表彰する「食かけるプライ
ズ」を令和元年度より実施し、元年度に14件、２年度に15件、3年度に15件、4年度に10件を表彰。表彰事例につ
いて、旅行商品サイトへの掲載や商品としての磨き上げ等を支援。

＜イメージ図＞

③ 日本の食の
再体験機会提供

空港
・お土産

飛行機
・機内食
・機内エンタメ

空港
・観光案内所

交通
・車内広告
・車内テレビ

宿泊施設
・コンシェルジュ
・案内テレビ
・レストラン

① 旅の様々な機会で食体験の情報発信

情報提供
・日本食レストラン
・日本産食材取扱スーパー
・越境ECサイト

② 食が絡んだ
多様な体験の提供

SNS
・日本の食体験
を発信

食 × 文化・歴史
農泊
健康・スポーツ
映像・芸術
イノベーション

イベントスペース
・日本産食材、調理道具、
食器を使っての料理講習会

・日本食文化セミナー
・BtoBマッチング

https://2.bp.blogspot.com/-Sk1GLHf0IRI/UmuAwnOemoI/AAAAAAAAZew/emebYKPcXuA/s800/drink_nihonsyu.png
https://2.bp.blogspot.com/-Sk1GLHf0IRI/UmuAwnOemoI/AAAAAAAAZew/emebYKPcXuA/s800/drink_nihonsyu.png
https://1.bp.blogspot.com/-YnkoXMlpS8I/WJmxPlZx80I/AAAAAAABBlk/KTvmd_XuuMg5KkMuRkATboI2jW6zrgUnwCLcB/s800/smartphone_hand.png


食かけるプライズ 2022 受賞事例

景観美と世界農業遺産“わさび”を満喫する旅
（和とモダンが織りなす里山の古民家 白壁）

【食かける大賞】

【食かける賞】

【食×北前船】鶴岡を彩る雛菓子
（DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー）

みかん農家×リアルな暮らし×マーマレード
（（一社）八幡浜市ふるさと観光公社）

震災を知り、復興を感じる"食×復興"体験
（南三陸ワイナリー株式会社）

老舗醤油蔵での伝統醸造の学び体験
（笛木醤油株式会社）

地球と体にやさしい和食ヴィーガン料理体験
（Smart VEGAN LAB）

信州三年味噌の御膳と杉桶並ぶ味噌蔵探検
（株式会社石井味噌）

【ネクストブレイク賞】
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日本茶製造の秘密発見ツアー
（株式会社おさだ製茶）

自分で漁して獲った魚でつくるペットフード
（株式会社ゲイト）

発酵を極める旅～味噌・醤油から寿司の起源
「鮒寿司」まで～
（株式会社平和堂）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2021 受賞事例

野菜を使ったお弁当づくり体験
（BentoYa Cooking）

【食かける大賞】

【食かける賞】

大豆を豆腐からオカラまで食べ尽くす調理体
験
（鎌倉BENTO COOKING）

発酵食品づくり見学と調理体験
（株式会社ワントリップ）

農家で食べる郷土料理とおもてなし体験
（有形文化財ホテル飯塚邸）

上毛電気鉄道で巡る発酵食品づくり体験
（公益財団法人前橋観光コンベンション協
会）

うどん作りと書道体験
（Wakalture Experience）

オンライン「キャラ弁」教室
（わしょクック株式会社）

縄文生活体験と火焔型土器鍋料理体験
（十日町市教育委員会文化スポーツ部文化
財課）

馬瀬川伝統鮎漁法火ぶり漁と鮎料理体験
（馬瀬総合観光株式会社）

みたけ華ずし作り体験と中山道ぶらり散策
（みたけ華ずしの会）

【ネクストブレイク賞】

【特別賞】
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廃棄野菜を活用したフードロス削減メニュー提
供
（テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル）

地元木材で作るぐい飲みで日本酒飲み比べ
体験
（MATA TABI）

鰹節の歴史と製法見学と土鍋ご飯体験
（まるてん有限会社）

伊根の水産物調理と日本酒ペアリング体験
（BOJ株式会社）

３日間の発酵調味料づくり体験
（Village to Table Tours）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2020 受賞事例

食×広島お好み焼き×オコノミュニケーショ
ン（OKOSTA）

【食かける大賞】

【食かける賞】

世界のトップシェフ向け料理人プログラム
（株式会社GEN Japan）

和船ツアー×岐阜長良川の恵み
×イタリアン
（鵜飼屋の未来協議会）

食×山間部の暮らし文化・祝い事に山菜
寿司（特定非営利活動法人日高わの
わ会）

浅草 飴細工 アメシン
飴細工体験教室
（手塚工藝株式会社）

日本初のミニ・ラーメン・ツアー
（株式会社Finom）

13の酒蔵がひしめく蔵人になれるまち
（株式会社KURABITO STAY）

山とともに生きる村で「凍み」の食に出会う
（一般社団法人ちの観光まちづくり推進
機構）

日本茶×富士山×あなただけのブレンド
（富士山まる茂茶園株式会社）

コロナに負けるな！
食×海女文化を世界へ！
（海女小屋はちまんかまど）
漁村で鯛になる鯛験
＠三重県南伊勢阿曽浦
（有限会社友栄水産）

【ネクストブレイク賞】

【審査委員賞】
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食×家庭「リアルな食文化を東京で体験」
（マユコズリトルキッチン）

食×地域支援型農業
茶畑オーナーになろう
（京都おぶぶ茶苑合同会社）

かまくらで但馬牛食べ比べ61部位BBQ
（株式会社むらおか振興公社）

長寿食と沖縄リカー、
泡盛酒造所+熟成蔵
（Japanguide Junko）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2019 受賞事例

雪国体験×信州の食！
「レストランかまくら村」
（一般社団法人信州いいやま観光局）

【食かける大賞】

【食かける賞】
食×本場のきりたんぽづくり
×ほっこり農泊
（一般社団法人秋田犬ツーリズム）

食×料理のTSUKIJI COOKING
（株式会社シェアプロ）

茶食×茶畑ツーリズム(ティーツーリズム)
（京都おぶぶ茶苑合同会社）

地酒海中貯蔵と貯蔵酒引き上げの旅
（株式会社男山本店）

食×キノコハンティング＆クッキングクラス
（松之山温泉合同会社まんま）

金沢の台所「おみちょ」で食文化体験
（株式会社こはく）

【食事×デザート×体験】
抹茶組合せプラン
（一般社団法人西尾市観光協会）

農家民宿で食旅
「松阪牛すきやき体験」
（大紀町地域活性化協議会）

讃岐うどん×古民家×ローカル旅！
（UDON HOUSE）

世界も注目の地元葡萄100％ワイン醸造
（一般財団法人つの未来まちづくり推進
機構）

鰹節生産地にて五感で味わう
「おだし」体験
（中原水産株式会社）

【ネクストブレイク賞】

食×アウトドア
（株式会社ディスティネーション十勝）

「食×精神文化」
山伏が伝えた精進料理
（株式会社出羽庄内地域デザイン）

【ネクストブレイク賞】
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表彰事例の磨き上げ、情報発信等の支援
■ 専門家を派遣し、表彰事例の磨き上げを実施するとともに、OTA（Online Travel Agent）において、「EAT!MEET! 

JAPAN」での一体的な体験商品の販売を支援。
■ プロモーション動画、パンフレット、写真・記事を作成し、ホームページ、SNS、海外メディア等を活用した情報発信を実施。
■ 食体験に関連する農林水産物・食品の輸出に向けた商談、越境ＥＣサイトへの掲載など個別伴走型の支援を実施。

ＯＴＡでの体験商品販売

Trip Adviser、byFoodへの掲載

海外への情報発信
○ HP、SNS（Facebook、Instagram、YouTube）を通じた情報発信

・ 日本の文化の紹介や食レポなどで人気のインフルエンサーを「EAT！MEET！JAPAN2021
アンバサダー」に任命し、SNSで受賞地域に関する情報発信を実施。
Eat Meet Japan Instagramフォロワー数 100名 →2,000名

輸出に向けた個別伴走型の支援

専門家による表彰事例の磨き上げ、
プロモーション動画、パンフレット等の作成

越境ＥＣ掲載支援

※ OTA（Online Travel Agent）：インターネット上で取引を行う旅行会社
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【アンバサダー】 【投稿】

○海外メディア等での情報発信
・ベジタリアン・ヴィーガンの専門メディア（vegmate、food diversity）等で情報発信。

受賞事例を実際に体験した様子を投稿
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