
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】
（東京都）

料理人を対象とした調理技術に特
化したプログラム。発酵食品や調味
料の使い方、日本ならではの食材、
魚の目利きや保存技術、精進料理
に欠かせない調理法など網羅的に学
び、理解を深める体験。

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】（高知県）

高知県の郷土料理、田舎寿司。地
域の食や文化をクイズ形式で学び、
山菜やこんにゃく、ゆず酢でしめた鮎
などのお寿司を一緒に作って味わう体
験。村のかあちゃんが作ったトマト味
噌の味噌汁は新しい日本の味。

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】
（岐阜県）

世界農業遺産に認定されている「清
流長良川の鮎」。長良川の和船エコ
ツアーで伝統用具を使った操船体験
や伝統漁法の実演など特別な川時
間を体験した後は、長良川の食材
を使ったフルコースを味わう。

食かけるプライズ2020：ネクストブレイク賞、審査委員賞
【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】
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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】（東京都）

神宮から近いMayukoさんの自宅で
家庭料理を作り、日本のリアルな食
文化を体験。鰹節を削って出汁を取
り、食器は家庭らしさを体験してもら
うため厳選するなど日本への理解を
深める工夫をしている。

【審査委員賞】

【インバウンド対応 】



茶食×茶畑観光
（ティーツーリズム）
【京都おぶぶ茶苑合同会社】
（京都府）

人口約3,900人のお茶の街、京都
府和束町。日本遺産にも選定され
た美しい茶畑や茶工場を訪れ、９
種類の日本茶のテイスティングを通じ、
日本茶、お茶の製法、お茶文化を
学ぶ体験。

食×料理のTSUKIJI COOKING
【株式会社シェアプロ】
（東京都）

築地場外市場にある訪日外国人
向け料理教室。築地場外市場ツ
アーで最高品質の食材を選び料理
を作る体験。MICE・団体・企業・個
人、ミシュランスターシェフクラス向け
など多様なプログラムを展開。

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】
（秋田県）

秋田県大館市の農家民宿で農家
のお母さんと一緒に比内地鶏スープ
が絶品のきりたんぽ鍋を作ったり、農
作業を手伝ったり、温もり溢れる時
間を提供する体験。

食かけるプライズ2019：食かける大賞、食かける賞

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】
（長野県）

長野県飯山市は日本でも有数の豪
雪地。地元の人が作り上げる大きな
「かまくら」の中で、伝統野菜の里い
もなど地元野菜やきのこを使ったみそ
仕立ての「のろし鍋」を食べる体験。

【食かける大賞】

【食かける賞】

【食かける賞】

【食かける賞】
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【インバウンド対応 】



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】
（新潟県）

採って作って食べるキノコハンティング
＆クッキングクラス。地元のキノコ名
人の案内で山に入り、天然キノコを
採り、収穫後は古民家で調理方法
を学び雪国生活や食文化に触れな
がら囲炉裏を囲んで食す体験。

地酒海中貯蔵と
貯蔵酒引き上げの旅
【株式会社男山本店】
（宮城県）

酒蔵を見学した後、牡蠣養殖の漁
船に乗船し、気仙沼の海に眠る地
酒の引き上げ・貯蔵作業を見学。
体験では地元の漁師との交流や気
仙沼の「うんめぇもん」が詰まった食事
を提供。

「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】
（山形県）

修験道の聖地、出羽三山。羽黒山
杉並木参道を白装束で山伏と登拝
し、自然崇拝を基本とする日本の精
神文化を体感、山で生き残るための
山伏の知恵が生んだ精進料理を味
わう体験。

食かけるプライズ2019：ネクストブレイク賞（これから羽ばたく可能性のある食体験へ贈る賞）

食×アウトドア
【株式会社ディスティネーション十勝】
（北海道）

－20度の極寒の中、日高山脈や十
勝平野からなる大自然を感じながら
テントでグランピングディナー。地元食
材を使用したBBQやアウトドア料理
の他、コース料理も選ぶことができる。

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】
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【インバウンド対応 】



讃岐うどん×古民家×ローカル旅！
UDON HOUSE
（香川県）

うどん発祥の地といわれる香川県。う
どんの歴史や文化、原材料や出汁
のうま味について学び、うどんを作り、
うどんを寝かせている間は、農家で野
菜の収穫体験。うどんと地域の人に
触れるプログラム。

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】
（三重県）

一日一組限定の農林漁業体験民
宿に宿泊し、すき焼きで使う野菜や
椎茸の収穫、山からわき出る湧水を
使用してかまどでご飯作りと肥育地
域ならではの松阪牛のすき焼きを気
軽に満喫できる贅沢な体験。

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】
（愛知県）

日本有数の抹茶の産地「西尾市」
で抹茶を使った食事やデザートを食
し、石臼をひいて抹茶を作り、点てて
飲む体験。新茶の季節は、茶摘み
体験や茶摘み娘の衣装で写真撮
影をすることができる。

食かけるプライズ2019：ネクストブレイク賞（これから羽ばたく可能性のある食体験へ贈る賞）

金沢の台所「おみちょ」で
食文化体験
【株式会社こはく】
（石川県）

金沢の台所「近江町市場（通称お
みちょ）」で市場の職人と料理研究
家がローカルの食文化を案内する体
験。魚の捌き方、加賀野菜のおいし
い食べ方を学び、一汁三菜を一緒
に調理し、食する体験。

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】

【ネクストブレイク賞】
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【インバウンド対応 】



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】
（鹿児島県）

日本食文化に欠かせない鰹節。鰹
節生産量日本一の枕崎市で、鰹
節工場見学、出汁のひき方講座、
地元の出汁グルメを食し、産地でし
か味わえない生産者のこだわりと景
色や香りを五感でフルに味わう体験。

食かけるプライズ2019：ネクストブレイク賞（これから羽ばたく可能性のある食体験へ贈る賞）

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

100％地元産の生食用葡萄を使用
したワインの葡萄栽培から醸造までを
生産者や醸造家から学び、太平洋
を見渡すワイナリーで地元産野菜・果
物、宮崎牛や海産物等々で創作す
る料理とのペアリングを楽しむ体験。

【ネクストブレイク賞】 【ネクストブレイク賞】
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【インバウンド対応 】



27%
30%

37%
39%

52%
58%

60%
62%

84%
90%

95%
98%

0% 100%

カステラ
焼き餃子
オムライス

照り焼きハンバーガー
ナポリタンスパゲッティ

コロッケ
ラーメン

カレーライス
焼きそば
あんパン

お好み焼き
すき焼き

出典：和食展アンケート（2020年3月）より農林水産省作成
和食展のウェブサイト上で本年3月にリアルタイムアンケートを実施 https://washoku2020.jp/questionnaire.html

 国立科学博物館 特別展「和食」※のウェブサイト上のリアルタイムアンケートにおいて、和食か
どうか質問をしたところ、すき焼き、お好み焼き、あんパン、焼きそばは８割以上の人が「和食」
と回答。 ※ 2020年3月~6月に開催予定だったところ、COVID-19感染拡大を防ぐため中止
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「和食」に対するアンケート

これって和食？ 日本の食卓でも人気の高い、12のメニュー。これって和食だと思いますか？
Yes or Noのボタンで答えよう。
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和食と健康（若い世代の食習慣調査①）

71.8 16.6 11.6

67.5 20.6 12.0

76.3 12.5 11.2
⼥性

n=983

男性
n=1,017

全体
n=2,000

0% 20% 40% 60% 80
%

100
%当てはまる どちらでもない 当てはまらない

Q 「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をすること」に対して、どの程度当てはまりますか。＜健康に良い＞

Q 普段の⽣活の中で、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日に２回以上食べる日は、週に何回程度ありますか。

24.4 22.3 25.9 27.5

22.5 21.2 26.4 29.9

26.2 23.3 25.4 25.0
0% 100%

⼥性
n=983

男性
n=1,017

全体
n=2,000

20% 40% 60% 80%
ほとんど毎日 週に４～５日ある 週に２～３日ある ほとんどない

 「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をすることが健康に良い」と認識してい
る割合は、約７割。

 「組み合わせた食事」を日に２回以上食べる日が週過半以上の者は、７割以上。

出典：若い世代の食習慣に関する調査（農林水産省 令和元年度委託事業）

【食文化の保護・継承 】
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出典：若い世代の食習慣に関する調査（農林水産省 令和元年度委託事業）

ミートソーススパゲティとコールスローサラダ

上段：全体n=2,000、中段：男性n=1,017、下段：⼥性n=983そうだ

Q 以下の組合せは「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」だと思いますか。

そうではない

焼⿂定食(ごはん､焼き⿂､⾖腐とわかめの味噌汁､ほうれん草のおひたし)

チキンスープカレーとライス ロコモコ丼

（％）

（％）

（％）

（％）

 「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」として認識されている食形式としては、
基本的な和食（一汁三菜の形式）が他の食形式を圧倒。

和食と健康（若い世代の食習慣調査②）
【食文化の保護・継承 】
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43.5

51.7

26.8 

31.1 

35.0 

37.9 

52.9 

20代

30代

40代

50代

60代

食を巡る国内社会情勢の変化 ～消費者の食の志向～
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 現在の消費者の食の３大志向は、「健康志向」「簡便化志向」「経済性志向」。
 特に「簡便化志向」は、全ての年代において10年前と比べて増加。

食の3大志向 令和2年と平成22年の比較 ■ 平成22（2010）年、 ■令和２（2020）年

38.4

32.8

31.6

28.5

16.8

50.2

44.7

44.3

36.4

26.4

20代

30代

40代

50代

60代

42.8

45.6

49.1

33.0

25.6

46.5 

38.5 

38.9 

41.0 

26.2 

20代

30代

40代

50代

60代

健康志向 簡便化志向 経済性志向

出典：株式会社日本政策金融公庫「消費者動向等調査（食の志向調査）」の令和２（2020）年１月調査及び平成22（2010）年６月調査結果を基に
農林水産省作成。 https://www.jfc.go.jp/n/findings/investigate.html
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