
（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）

9

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）

10
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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」
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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
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