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スウェーデン

食生活指針・フードガイドに関する全体像

関係省庁・機関  スウェーデン食品庁（Swedish National Food Agency、Livsmedelsverket)

主な関係文書・資料 指針  Find your way to eat greener, not too much and be active! (スウェーデン語：Hitta ditt sätt att äta
grönare, lagom mycket och röra på dig、2015年）

フードガイド  One minute advice（上記指針の一部）

その他  Swedish dietary guidelines - risk and benefit management report
 Råd och rekommendationer - Matvanor – Broschyr（アドバイスと推奨－食習慣－パンフレット）

主要リンク Eating habits and dietary guidelines：https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-
guidelines

備考 －

黄色ハイライト：本事業における調査対象文書・資料。

https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-guidelines
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Find your way to eat greener, not too much and be active!

タイトル Find your way to eat greener, not too much and be active! (Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig：
食べ過ぎずに、よりグリーンな食事をして活動的になる方法)

発行国・地域 スウェーデン

発行年 2015年

発行主体 スウェーデン食品庁（Swedish National Food Agency、Livsmedelsverket)

発行媒体 冊子

目次  野菜と果物をもっと多くする
 海産物をもっと多くする
 もっと運動する
 全粒穀物へ転換する
 健康な脂肪へ転換する
 低脂肪の食品へ転換する
 赤肉と加工肉を少なくする
 塩分を少なくする
 砂糖を少なくする
 バランスを維持する
 1分間アドバイス

取り上げられている
環境の視点・指標

 植物由来食品をより摂取する
 高繊維質の野菜は、サラダ野菜よりも環境影響が小さく、長期間保存できる。（p.3）
 穀物は気候変動への影響が比較的小さく、圃場への撒布はそれほど広範囲ではない。（p.8)

 肉の摂取を控える、動物由来食品の摂取を控える

 すべての食品の中で、肉は気候と環境への影響が最も大きい。鶏肉が最も影響が小さく、次いで豚肉、牛肉、羊肉となる。
ただし、牛肉と羊肉は、豊かな農業景観を創出し、天然の牧草地を保全する。（p.15)
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取り上げられている
環境の視点・指標

 加工度が低い／高栄養価の食品をより摂取する
 赤肉および加工肉を減らし、週500ｇ以下にする。（p.15)

 旬の食品をより摂取する、地産地消
 果実、ベリー、野菜、豆の環境影響は、産地により異なる。長距離の輸送にはエネルギーを消費する。（ウェブサイト）

 持続可能な食品をより摂取する
 環境ラベルは、環境低負荷の果物や野菜を見つけるために役立つ。（p.3)
 放牧、有機、または環境に優しいと認定されているといったエコラベルのついた肉を選択する。（p.15）

 水産資源の持続的利用や環境に配慮して漁獲・養殖された魚を選択する
 海産物は枯渇の危険がある天然資源である。MSC、ASC、Krav等の認証を受けた魚やWWFのガイドを参照する。（p.4)

 使い切るための適切・適量な食事メニュー／食品保存
 食品廃棄物を最小限にする－適切に食物を貯蔵し、購買計画を立て、食べ残しを利用する。(ウェブサイト）

 摂取エネルギーバランス上十分なカロリーの摂取にとどめる、健康的な体重の維持
 食品の過剰な摂取は、不必要な環境影響をもたらす。（食生活指針-リスクとベネフィット管理報告書-p.9）

 多様な食品を摂取する。
 果実、野菜、サラダ、イモ、穀物、ナッツ、豆などの多様な植物性食品を摂取する（p.8）

 温室効果ガス削減
 気候変動に関する認証は、気候変動への影響を減らすのに役立つ。（p.3)
 コメは大量の温室効果ガス排出の原因となる作物の1つである。他の穀物やイモの方が環境に良い選択である。（p.8)

 食品廃棄物の削減
 食品廃棄物を最小限にする－適切に食物を貯蔵し、購買計画を立て、食べ残しを利用する。（ウェブサイト）

環境の視点・指標に
関して参照している資
料やエビデンス

 情報源（スウェーデン食品庁報告書）
 “Swedish dietary guidelines - risk and benefit management report”（スウェーデン食生活指針 – リスクとベネフィット

管理報告書）
 “Towards Environmentally Sound Dietary Guidelines” (環境面で健全な食生活指針に向けて）

URL  フードガイド： https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-
eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 関連ウェブサイト（食品と環境）： https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/food-and-
environment

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/food-and-environment
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食生活指針普及の促進方策

■分かり易い広報資料の作成

 スウェーデン食品庁では、食生活指針（冊子およびウェブ版）をスウェーデン語版、英語版で作成するとともに、子供やスウェーデン語、英語が苦手な
人のために、易しいスウェーデン語版の食生活指針を作成している。

 易しいスウェーデン語版では、写真を追加したり、「環境影響」を「環境のために」と言い換えるなど易しい表現に直しつつ、ポイントとなるメッセージを
伝えている。

左からスウェーデン語版、易しいスウェーデン語版、英語版で野菜と果実をもっと食べるように推奨している。

出所）スウェーデン食品庁ウェブサイト（2021年1月7日アクセス）
スウェーデン語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/kostraed_webb.pdf
易しいスウェーデン語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/hitta_ditt_satt_lattlast_svenska.pdf
英語版 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/kostraden/kostrad-eng.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1



139

食生活指針の学校給食指針への反映

■学校給食への食生活指針の反映

 スウェーデンでは7－16歳までの
すべての生徒と16-19歳までの大

部分の学生に無料の給食が導入
されている。

 給食の提供は地方自治体が行な
うが、スウェーデン食品庁は給食
の内容についての指針を策定し
ている。

 2019年に策定され、2021年1月
に改訂された学校給食指針には、
フードガイドの内容が随所に盛り
込まれ、健康と環境の視点が給
食にも反映されている。

 右の「学校における良い食習慣
－健康と環境のために」という
ページには、野菜と果物をもっと
多く食べるという食生活指針に
沿った内容が盛り込まれている。

出所）スウェーデン食品庁ウェブサイト（2022年1月7日アクセス）
https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf

学校給食指針の表紙

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer-for-maltider-i-skolan.pdf
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