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「食料･農業･農村基本計画」における和食文化の位置付け①

 食料･農業･農村基本計画は、食料･農業･農村基本法に基づき、政府が中長期的に取り組むべき
方針を定めたもの。令和2年3月31日に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定。
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食料・農業・農村基本計画（令和2年3月31日 閣議決定）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
１．食料の安定供給の確保に関する施策

（２）グローバルマーケットの戦略的な開拓
① 農林水産物・食品の輸出促進
イ 海外への商流構築、プロモーションの促進（P31-32）

日本食・食文化の海外普及を日本産農林水産物・食品の輸出拡大につなげるため、普及活動を担う人材の育成
や、日本産食材サポーター店等の発信拠点の拡大・活用を推進する。

また、訪日外国人に対して、日本の食を、食事としてだけでなく、それを生み出す農林水産業や風土、歴史等
のほか、当該地域が誇る文化・芸術やスポーツ等、多様なストーリーや体験と組み合わせて情報発信することや
農泊での体験等を通じて、訪日外国人の日本の食への関心を高めるとともに、帰国後の日本産食材の消費拡大に
つなげる。



「食料･農業･農村基本計画」における和食文化の位置付け②
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（３）消費者と食・農とのつながりの深化
② 和食文化の保護・継承（P33)

「自然を尊重する」という心に基づいた日本人の食習慣で、栄養バランスのとれた食生活とされる和食文化の
保護･継承及び和食の健康有用性の評価の更なる向上に向け、大学・研究機関、栄養関係者等が連携し、和食の
健康有用性に関する科学的エビデンスを蓄積するとともに、その情報の国内外への発信を行う。また、企業にお
いて「健康経営」の観点から、社員食堂を通じて健康的な食事を提供するなど、従業員の健康に配慮した経営を
推進するよう産業界への働きかけを強化する。

次世代への和食文化の継承のため、和食の献立開発支援等を通じた学校給食や家庭における和食提供の機会の拡
大、栄養士･保育士等を対象とした研修等による和食の継承活動を行う中核的な人材の育成、子どもや忙しい子
育て世代が手軽に和食に接する機会を拡大するための簡便な和食商品の開発・情報発信等官民協働の取組を推進
する。さらに、関係府省と連携し、和食が持つ文化財としての価値を評価・見える化し、その発信を進めるほか、
和食文化の特徴である地域固有の多様な食文化を保護・継承するため、地方公共団体、教育関係者、食品関連事
業者等からなる体制を構築し、各地域の郷土料理の調査・データベース化等を推進する。

需要の高まる中食・外食をターゲットに、栄養バランスがとれ、地域に根差した食材を用いた食生活の実践を
推進する。

また、平成25（2013）年の和食文化のユネスコ無形文化遺産登録を契機に海外において和食の人気が向上し
たことにより、我が国農林水産物・食品の輸出の拡大につながっているが、今後更に和食の評価（美味しさ、健
康有用性、芸術性等）を高める取組を行い、一層の輸出拡大につなげる。

食料・農業・農村基本計画（令和2年3月31日 閣議決定）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
１．食料の安定供給の確保に関する施策



「和食」と健康（1975年型日本食に見る健康有益性）

 東北大学大学院農学研究科の都築毅准教授らのグループは、1975年頃に食べられていた献立の特徴を
有した食事（1975年型日本食）をマウスに与えたところコレステロール値の減少、血糖値の低下などが見
られ、健康有益性が高いことが認められた。

日本食の健康有益性を検証
 近年の日本では個々の食材や成分の機能性ばかりが注目されている中、食事全体を評価す

るという視点から実験・調査を実施した。
 1960年、1975年、1990年、2005年の一週間分の献立を作成。調理した後、凍結乾燥・

粉砕・撹拌したものを４週間マウスに与えたところ、1975年の日本食を与えたマウスでは、
肝臓のコレステロール量の減少、血糖値の低下が見られ、生活習慣病や老化性疾患の抑制、
寿命の延伸も認められた。
1975年型の日本食の献立例
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Let’s！和ごはんプロジェクト：令和３年度のプロジェクトメンバーの活動例
【食文化の保護・継承 】
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①和ごはん月間（11月）、和食の日（11月24日）に関する取組

×

大阪ガスネットワーク株式会社 × プロジェクトメンバー

日時：令和3年11月14日
場所：大阪ガスクッキングスクールハグミュージアム
活動内容：
和ごはんプロジェクトメンバーと協力し、「親子で学ぼう！魚を
さばいて『和ごはん』クッキング」を開催。
小中学生とその保護者を対象に、和食をテーマとして魚をさばく、
お出汁をとる、土鍋でご飯を炊くなどの体験を含む調理実習を実施。

○オプティマルキッチン欒 ○株式会社華月 ○株式会社山長商店

日本生活協同組合連合会
日時：令和3年10月1日～11月31日
活動内容： 10月から11月にかけて、和ごはん月間
に合わせ、コープの和食関連の商品の中から、和
ごはんプロジェクトロゴを使用したレシピカード
を作成。全生協店舗のレシピ置き場に並べて商品
の周知を図った。

株式会社ロフト
× プロジェクトメンバー

○キッコーマン株式会社 ○株式会社にんべん
○キング醸造株式会社 ○株式会社Mizkan

×

日時：令和3年11月23日～28日
場所：渋谷ロフト
活動内容：
Let‘s！和ごはんプロジェクト
推進企画「鍋食PR」を実施。
鍋料理をテーマにプロジェク
トメンバーとコラボしたポッ
プアップイベントを開催。
ロフトアプリ/Twitterでのプレ
ゼント企画も実施。



Let’s！和ごはんプロジェクト：令和３年度のプロジェクトメンバーの活動例
【食文化の保護・継承 】
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シャープ株式会社

日時：令和3年11月11日
活動内容：
ヘルシオ料理教室 基礎クラスをオン
ライン開催。ほったらかし調理家電
「ホットクック」を使い、とても手軽
で簡単にできる「筑前煮」や「さばの
みそ煮」といった和食の作り方を実
演・実習。質問コーナーも実施。

NPO法人
うま味インフォメーションセンター

日時：令和4年3月16日
場所：アキバシアター
活動内容：
「うま味の未来を考える」シンポジウムをオ
ンライン開催。550名が応募。食に関わる幅
広い分野から、16名の登壇者が4人ずつ4セ
ッションを展開し、「うま味とはなにか」、
「子供たちにうま味の魅力を伝えるために」
等をテーマに議論。

②その他の取組

Let’s！和ごはんプロジェクト ロゴマーク入り商品

子どもたち・子育て世代に、身近・手軽に
和ごはんを食べる機会を増やしてもらうと
いうプロジェクトの目的に合った商品につ
いて、商品パッケージに和ごはんロゴマー
クを掲載。

株式会社紀文食品

日時：令和3年12月10日
活動内容：
蒲鉾の飾り切りで十二支を制作
し 、 デ コ レ ー シ ョ ン 画 像 を
twitter投稿。４万件の「いい
ね」と1.2万件のリツイートを
獲得。「家族で楽しむ飾り切り
＆デコ」サイトでは様々な飾り
切りの作り方を紹介。

※現在販売のない可能性もございます



一般社団法人和食文化国民会議について

正会員、賛助会員、賛同会員（メールマガジン会員）

※企業会員/団体会員/個人会員の区別あり
※正会員、賛助会員は年会費が必要。
（詳細は和食会議のWebサイト参照）

○ 平成27年２月、「和食」文化の保護・継承国民会議の正副会長及び中心的な会員が発起人と
なって、一般社団法人和食文化国民会議（略称：和食会議）が設立された。

○ 平成27年４月から、法人として本格的に活動を開始し、３部会・1会議をもって「和食」の保護･継
承の取組を実施している。

＜ビジョン＞
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和
食」の保護・継承活動を推進する運動の
中心的な役割を果たす団体となる。
＜ミッション＞
日本人の伝統的な食文化である「和食」
を人類共通の財産として国民との協働によ
り活性化し、将来の世代に継承していく。

和食文化国民会議の活動方針

会員区分

食文化に関する研究者・学会・NPO、地域の
郷土料理保存会や食育団体・料理学校等
の団体・個人、食品メーカー、フードサービス、
観光業など和食文化と関わりある様々な企
業、地方自治体など約400の会員で構成

和食会議の構成会員

名誉会長 熊倉 功夫（MIHOMUSEUM館長）

会長 伏木 亨（甲子園大学 副学長）

副会長／技・知恵部会長 村田 吉弘（菊乃井 代表取締役）

副会長／普及・啓発部会長 後藤 加寿子（料理研究家）

理事／調査・研究部会長 中澤 弥子
（長野県立大学健康発達学部教授）

理事／全国「和食」連絡会議
議長

服部 幸應（学校法人服部学園 理事長）
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【食文化の保護・継承 】



和食文化学会について

 目的
広く人類の食に関わる学問分野および消費者

はじめ食に関わる広範な産業界の人びとを含む
多様な食の当事者との協働により、諸学問を統
合した食文化学の創生および発展に資する研究
を推進するとともに、京都を含む全国の和食文
化による地域創生と国際交流の発展に貢献する
ことを目的とする。

 学会の事業

和食文化学会の目的等 沿革と学会役員一覧

会長 佐藤 洋一郎（京都府立大学特任教授）

副会長 朝倉 敏夫（立命館大学食マネジメント学部長）

副会長 末原 達郎（龍谷大学農学部長）

副会長 新川 達郎（同志社大学教授）

副会長 原田 信男（国士舘大学教授）
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学会の沿革
2013年12月 「和食：日本人の伝統的な食文化」ユネスコ無形文化

遺産登録
2016年8月 和食文化の大学コンソーシアム準備会発足
2017年2月 和食文化の大学コンソーシアム設立
2018年2月 和食文化学会設立、設立総会・設立記念シンポジウム

開催、『和食文化研究』創刊号刊行
2019年2月 第１回研究大会（於京都学・歴彩館）開催

学会役員

 和食文化のユネスコ無形文化遺産登録（2013年）を機に学会設立の機運が高まり、2017年2
月に母体となる「和食文化の大学コンソーシアム」準備会の発足を経て、2018年2月に設立。

 国内外の研究者や料理人、地域社会や行政、産業界と連携し、年１回の研究大会の開催、学
会誌『和食文化研究』の発行等の活動を展開。

1. 総会、年次研究大会、研究会などの開催
2. 地域社会、行政および産業界との連携事業
3. 国際連携、国際交流事業
4. 全国の食文化に関わる各組織との連携による企画調
5. 学会誌『和食文化研究』など出版物の刊行
6. その他学会の目的を達成するために必要な事業

【食文化の保護・継承 】
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