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○食料消費支出に占める外部化率の推移 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計) 」

(平成25 (2013)年1月推計) 

注1： 国勢調査における「単独世帯」を「単身世帯」と表記。 

注2： 平成27（2015）年以降は推計値。 

 

○家族類型別一般世帯数、平均世帯人員の推移と見通し 
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○ 単身世帯の増加、女性の雇用者の増加等社会情勢の変化の中で、食に関して外部化・簡便化が進展、定着。 
○ 望ましい食生活の実現のためには、食品産業の食料供給者としての役割も重要。 

注： 外食率・・・食料消費支出に占める外食の割合 

   食の外部化率・・・外食率に惣菜・調理食品の支出割合を加えたもの 

資料：（財）食の安全・安心財団による推計 
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１ 情勢の変化 

（１）食の外部化・簡便化の進展 
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○バランスのとれた食生活（主食、主菜、副菜がそろった食事）を実践していると答えた人の割合は、
男女ともに高齢になるほど高く、20代から40代は低い。 

○食料消費は、少子高齢化、単身世帯の増加、食の外部化の進展等により大きく変化。主食である米、
野菜の消費量が減少する一方、畜産物、油脂等が増加する傾向が続いてきた。 

2 
出典：「生活者アンケート調査」（三菱総研、2015年） 

資料：農林水産省「食料需給表」 
  注：１）国民一人一年当たりの供給量は、 
      国民一人一年当たりの供給純食料 
    ２）供給熱量は国民一人一日当たりの値  
    ３）グラフ中の数値は、米、野菜、油脂類の 
      昭和３５年度、５５年度、平成２５年度の数値 

供給熱量
（kcal） 

kg kcal 
最大値 

１１８．３kg 

（Ｓ３７） 

最大値 

１２４．３kg 

（Ｓ４３） 

○国民一人当たりの品目別供給量及び供給熱量の推移  ○食事のとり方（1週間のうち主食、主菜、副菜がそろった食事をとる） 

野菜 

米 

牛乳・ 
乳製品 

果実 

魚介類 
肉類 

鶏卵 

油脂類 

【男性】 

【女性】 

（２）食料消費構造の変化 

１ 情勢の変化 



（１）食育基本法・第３次食育推進基本計画概要 

食育推進評価専門委員会（食育推進会議会長決定） 
  

 構成員：食育推進会議の民間有識者委員 
     同会議の専門委員 

食育基本法（平成17年法律第６３号（議員立法）） 

 目的：食育に関する施策の総合的かつ計画的に推進し、 
   もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の 
   生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与 

食育推進会議（基本法第26条） 
会長：農林水産大臣 
委員：農林水産大臣の申出により内閣総理大臣が指定する  
   国務大臣及び農林水産大臣が任命する民間有識者 
   

食育推進基本計画（基本法第１６条） 
 食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な 
推進を図るために必要な基本的な事項を定めるも 
の。 
 

第３次食育推進基本計画 
 平成２８年３月１８日 食育推進会議決定 
※計画期間：平成２８年度～３２年度までの５年間 

はじめに 
 １．食をめぐる現状 ２．これまでの取組と今後の展開 

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．重点課題 ２．基本的な取組方針 

第２ 食育の推進の目標に関する事項     
 １．目標の考え方 ２．食育の推進に当たっての目標 

第３ 食育の総合的な促進に関する事項 具体的な施策     
 １．家庭における食育の推進 
 ２．学校、保育所等における食育の推進 
 ３．地域における食育の推進 
 ４．食育推進運動の展開 
 ５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の 
  活性化等 
 ６．食文化の継承のための活動への支援等 
 ７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の 
  提供及び国際交流の推進 
 ※それぞれの事項について、以下の項目を記述。 
  （１）現状と今後の方向性、（２）取り組むべき施策 

第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 
  するために必要な事項 
 １．多様な関係者の連携・協力の強化 
 ２．地方公共団体による推進計画の策定等とこれに基づく施策の促進    
 ３．積極的な情報提供と意見等の把握 
 ４．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 
 ５．基本計画の見直し 

第３次食育推進基本計画の構成 

２ 主な制度等 
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第３次食育推進基本計画 

重点課題 
 

<１>若い世代を中心とした食育の推進   
        

<２>多様な暮らしに対応した食育の推進（新）    

 
<３>健康寿命の延伸につながる食育の推進    

 

<４>食の循環や環境を意識した食育の推進（新）   

 

<５>食文化の継承に向けた食育の推進（新）     

①子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進  
②国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティアなどが主体的かつ多様に連携・協働しながら取組を推進 

➤若い世代自身が取り組む食育の推進、次世代に伝えつなげる食育の推進 

➤様々な家族の状況や生活の多様化に対応し、子供や高齢者を含む全ての 
  国民が健全で充実した食生活を実現できるような食体験や共食の機会の提供 

➤健康づくりや生活習慣病の予防のための減塩等及びメタボリックシンドローム、 
   肥満・やせ、低栄養の予防などの推進 

➤食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等の推進 

➤和食、郷土料理、伝統食材、食事の作法など伝統的な食文化への理解等の 
    推進 

➊若い世代の食育の実践に関する改善、充実の必要性 
➋世帯構造の変化 
➌貧困の状況にある子供に対する支援の推進  
➍新たな成長戦略における「健康寿命の延伸」のテーマ化 

➎食品ロスの削減を目指した国民運動の開始 
➏ 「和食」のユネスコ無形文化遺産への登録決定 
➐市町村の食育推進計画作成率に関する課題 

第２次食育推進基本計画（平成23年～27年）に基づく取組として、家庭、学校等、地域において食育を推進 これまでの取組 

食をめぐる状況 
の変化 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

取組の視点 

（２）第３次食育推進基本計画の重点課題 

２ 主な制度等 
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現状値
（27年度）

目標値
（32年度）

現状値
（27年度）

目標値
（32年度）

1 9

① 食育に関心を持っている国民の割合 75.0% 90%以上 ⑬ ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 49.2% 55%以上

2 10

② 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 週9.7回 週11回以上 ⑭
食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している
国民の数

34.4万人
（26年度）

37万人以上

3 11

③ 地域等で共食したいと思う人が共食する割合 64.6% 70%以上 ⑮ 農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合 36.2% 40%以上

4 12

④ 朝食を欠食する子供の割合 4.4% 0% ⑯ 食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 67.4%
（26年度）

80%以上

⑤ 朝食を欠食する若い世代の割合 24.7% 15%以下 13

5 ⑰
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

41.6% 50%以上

⑥ 中学校における学校給食実施率 87.5%
（26年度）

90%以上 ⑱
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
継承している若い世代の割合

49.3% 60%以上

6 14

⑦ 学校給食における地場産物を使用する割合 26.9%
（26年度）

30%以上 ⑲
食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する
国民の割合

72.0% 80%以上

⑧ 学校給食における国産食材を使用する割合 77.3%
（26年度）

80%以上 ⑳
食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する
若い世代の割合

56.8% 65%以上

7 15

⑨
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日
食べている国民の割合

57.7% 70%以上 ㉑ 推進計画を作成・実施している市町村の割合 76.7% 100%

⑩
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上ほぼ毎日
食べている若い世代の割合

43.2% 55%以上

8

⑪
生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持
や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合

69.4% 75%以上

⑫ 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数 67社
（26年度）

100社以上

推進計画を作成・実施している市町村を増やす

食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす

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

目標

具体的な目標値

目標

具体的な目標値

ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす

食育の推進に関わるボランティアの数を増やす

農林漁業体験を経験した国民を増やす

食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する
国民を増やす

中学校における学校給食の実施率を上げる

学校給食における地場産物等を使用する割合を増やす

栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす

生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持
や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民を増やす

朝食を欠食する国民を減らす

食育に関心を持っている国民を増やす

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす

地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす

「第３次食育推進基本計画」 目 標

（３）第３次食育推進基本計画の目標 
２ 主な制度等 
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 子供・若者の育成支援における共食等の食育推進  
           （1.家庭における食育の推進） 

    →共食の推進、食に関する学習や体験活動の充実等 
 

 若い世代に対する食育推進 
     （3.地域における食育の推進） 

   →若い世代に対する効果的な情報提供、地域等での共食の推進等 
 

 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体 
         となった取組  
     （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

     → 若い世代への「和食」の継承の推進 

<１>若い世代を中心とした食育の推進 <２>多様な暮らしに対応した食育の推進（新） 

 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導   

           （1.家庭における食育の推進） 

   →個人や家庭環境の違い、多様性を認識した栄養指導等の推進等 
 

 貧困の状況にある子供に対する食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

  → 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づく食育の推進、ひとり親家庭の 

    子供の居場所づくり、子供の未来応援国民運動による関係NPO等への支援等 
 

 高齢者に対する食育推進  
          （3.地域における食育の推進） 

   →高齢者の孤食への優良な取組事例の紹介等 

<３>健康寿命の延伸につながる食育の推進    

 健康寿命の延伸につながる食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    →生活習慣病の予防改善、減塩の推進、栄養表示の普及啓発等 
 

 歯科保健活動における食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    → 「8020（ハチマル・ニイマル）運動」、「噛ミング30」の推進等 
 

 高齢者対する食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

   →高齢者の低栄養の予防、管理栄養士の人材確保等 

 食品関連事業者等における食育推進  
           （3.地域における食育の推進） 

    →健康に配慮した商品、メニューの提供への積極的な取組、 

      食に関する情報や体験活動の機会の提供等 
 

 食育推進運動に資する情報の提供    
           （4.食育推進運動の展開） 

   →スマート・ライフ・プロジェクトによる優良企業の表彰等 

<４>食の循環や環境を意識した食育の推進（新）     

 学校給食の充実 
     （2.学校、保育所等における食育の推進） 

   →地域の農林水産物の安定供給、地場・国産食材の活用 
 

 農林漁業者等による食育推進 
     （5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

    →幅広い世代への農林漁業体験の機会の提供等 
 

 都市と農山漁村の共生・対流の促進 
     （5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

        →グリーンツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者の交流促進等 
 
 

 

 地産地消の推進 
     （5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

           →国産農林水産物の消費拡大に向けた国民運動の展開等 
 

 食品ロス削減を目指した国民運動の展開 
     （5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

        →国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等が連携した食品ロス削減国民 

   運動の展開等 
 

 バイオマス利用と食品リサイクルの推進 
     （5.生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

           →バイオマスの有効活用、食品リサイクルの取組促進等 

＜重点課題＞ 

（４）第３次食育推進基本計画の具体的な施策 
２ 主な制度等 
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<５>食文化の継承に向けた食育の推進（新） 
 

 学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用 
    （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

   →学校給食の献立への郷土料理等の取り入れ、 

    「和食給食応援団」を通じた和食の継承、 
      国民文化祭を活用した地域の郷土料理等の全国発信等 
 
 
 

 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組  
（6.食文化の継承のための活動への支援等） 

    → 「和食」の提供機会の拡大、和の文化の一体的な魅力発信、 

     保護・継承のための産学官の連携等 
 

 地域の食文化の魅力を再発見する取組 
    （6.食文化の継承のための活動への支援等） 

   →伝統食材等の魅力再発見等のための地域における食育活動の推進 

＜目標達成に向けた施策＞ 

 ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等 
    （4.食育推進運動の展開） 

    →ボランティア活動の活発化とその成果の向上に向けた環境の整備等 
 

 リスクコミュニケーションの充実 
     （7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究情報の提供及び国際交流の推進） 

    →食品の安全性についてのリスクコミュニケーションの積極的実施 
 

 食品表示の適正化の推進 
    （7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究情報の提供及び国際交流の推進） 

    →食品表示の適正化、食品の機能性等の表示制度に関する理解促進等 
 

 食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進 
    （7.食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究情報の提供及び国際交流の推進） 

    →オリンピック・パラリンピック東京大会等の機会を活用した日本の食文化 

      の海外展開等 
 

 地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進    
（第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項） 

    →市町村における推進計画の作成推進のための積極的な働きかけ、 

   必要な資料や情報提供等適切な支援 

 子供の基本的な生活習慣の形成 
    （1.家庭における食育の推進） 

    →「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進等 

 

 「ゆう活」等のワーク・ライフ・バランス推進 
      （1.家庭における食育の推進） 

    →ワーク・ライフ・バランスの推進を踏まえた家庭における共食等の 

    食育の推進 
 

 学校給食の充実 
    （2.学校、保育所等における食育の推進） 

    →中学校の給食の拡充、各教科等の食に関する指導と関連づけた活用等 

 

 「食育ガイド」等の活用促進 
     （3.地域における食育の推進） 

    →「食育ガイド」「食事バランスガイド」「食生活指針」の普及啓発等 

 

 食育に関する国民への理解の増進 
          （4.食育推進運動の展開） 

    →ライフステージに応じた具体的な実践や活動の提示による理解の促進等 
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食育推進体制 

【 国 】 【地方公共団体】 

食育推進会議（食育推進基本計画の作成） 

農林水産省、食品安全委員会、消費者庁、文部
科学省、厚生労働省等の関係府省庁等による
施策の実施 

（食育に関する施策の総合的・計画的立案、実施） 

都道府県 

市町村 都道府県 

 

都道府県食育推進会議 

｜ 

都道府県食育推進 
計画の作成・実施 

市町村 

 

市町村食育推進会議 

｜ 

市町村食育推進 
計画の作成・実施 

（地域の特性を生かした施策の立案、実施） 

（相互に緊密な連携・協力） 
（全国すべての地域で展開） 

国民運動として食育を推進 

家庭 
学校、保育所等 

保健所、医療機関 

農林漁業者 食品関連事業者 

各種団体 

ボランティア団体 

国民 

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

○食育を国民運動として推進していくためには、地方公共団体による取組とともに、学校、保育所、農林漁業者、食品関連事業者、
ボランティア等の関係者の緊密な連携・協力がきわめて重要。 

（５）食育の推進体制 
２ 主な制度等 
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農林水産省 

（内閣府からの移管業務） 

○生産者と消費者の交流促進等を通じた国民理解の促進により、 
食料自給率の向上や国産農産物の消費拡大 
○食生活指針の推進、食事バランスガイドの推進 

 
 

（６）食育推進体制（移管後） 

・食育推進会議（関係閣僚及び有識者が委員） 
（食育に関する施策の総合的・計画的立案、実施） 

文部科学省 
学校教育活動を通じた
望ましい食習慣の形成
など 

 

・食品安全委員会 
 食品の安全性など 
・消費者庁 
 食品ロスなど  

                  等関係省庁 

厚生労働省 
地域保健活動等を通じ
た生活習慣病の予防な
ど 

○食育基本法 
○食育推進基本計画 
○食育白書 
○食育推進全国大会 
○食育優良活動表彰 
○総合調整窓口 

  

２ 主な制度等 
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市町村 

食料産業局 
 

 

 

 

 

 

 

消費・安全局 
 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

・総合調整窓口 

・食育推進基本計画の推進 

・食育白書の作成 

・食育推進全国大会の開催 

・食育優良活動表彰の実施 

・食育関係事業の推進 

・日本型食生活、農林漁業体
験、食文化の保護・継承等の
推進 

・食育に関する情報収集、情
報提供 

連携 

連携 

依頼・報告  

依頼・報告  

依
頼
・報

告 

・事業の周知、指導・助言 
・チラシ等を用いた普及啓発 
・優良事例の把握（農林水産省関連） 
・推進計画の策定状況の把握 等 

（７）農林水産省の食育推進体制 

農林水産省本省 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料産業局 
 

 

 

 

 

 

 

消費・安全局 
 

 

 

 

 

 

 

・総合調整窓口 

・食育推進基本計画の推進 

・食育白書の作成 

・食育推進全国大会の開催 

・食育優良活動表彰の実施 

・食育関係事業の推進 
・日本型食生活、農林漁
業体験、食文化の保護・
継承等の推進 
・食育に関する情報収集、
情報提供 

連携 

地方農政局（経営・事業支援部）  
 

 ・地域におけるネットワークに関すること 

 ・食育月間の企画、出展 

 ・食育協議会等への対応 

 ・食育に関する情報収集、情報提供 

食育ネットワークを活用
した情報発信、取組の

推進 

２ 主な制度等 
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○平成１２年３月、当時の文部省、厚生省、農林水産省で国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図る
ために「食生活指針」を策定。 

○食生活指針等の普及・定着に向けた取組の推進、国民的運動の展開について、平成１２年３月に、「食生活指針の推進について」
を閣議決定。 

１ 食生活指針等の普及・定着に向けた各分野における取組の推進 

（１）食生活改善分野における推進（略） 

（２）教育分野における推進（略） 

（３）食品産業分野における推進 

   国民生活の変化等を背景とした食の外部化が進展しており，食品産業が
国民の食生活に果たす役割が増大していることから，消費者の適切な選択
に資するため，食品産業関係者を中心とする次の取組を総合的に推進す
る。 

  ア 地域の産物，旬の素材を利用した料理や食品の提供 

  イ 減塩，低脂肪の料理や食品の提供 

  ウ 容器等を工夫して量の選択ができるような料理や食品の提供 

  エ エネルギー，栄養素等の情報の提供 

  オ 様々な人達が楽しく安心して交流できる場づくりや体験・見学等の機会 
の提供の推進 

（４）農林漁業分野における推進 

   消費者や実需者のニーズに即した食料供給を一層推進するとともに，消
費者の食及び農林漁業に対する理解を深めるため，農林漁業の体験や見
学等の場の提供に関して農林漁業関係者を中心とする取組を総合的に推
進する。 

 

２ 食生活指針等の普及・定着に向けての国民的運動の展開 

  食生活指針等の普及・定着及び消費者の食生活改善への取組を促すた
め，民間団体等の自主的な活動とも連携して，国民的な運動を展開する。 

○食生活指針の推進について（平成１２年３月２４日閣議決定）（抜粋） ○食生活指針 

☆食事を楽しみましょう。  

☆１日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。 

☆主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

☆ごはんなどの穀類をしっかりと。 

☆野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わ
せて。 

☆食塩や脂肪は控えめに。 

☆適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。 

☆食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理
も。 

☆調理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく。 

☆自分の食生活を見直してみましょう。 

 

（平成12年３月23日 文部省・厚生省・農林水産省決定） 

（８）食生活指針の推進について 

２ 主な制度等 
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○「日本型食生活」の実践を推進 

○朝ごはんをしっかりとる国民運動 ○学校での米飯給食の推進 

・ 朝食欠食の改善や米を中心とした日本型食生活の 

普及・啓発を図るため、食品関係企業、団体等と連携 

し、官民挙げて「めざましごはんキャンペーン」を実施。 

 キャンペーン参加企業の米関連商品の販促活動とも 

連携し、米の消費拡大を推進。 

ごはん食の良さを伝えるリーフレットを、
デパート、スーパー等において配布 

民間での売場展開やロゴマークを活用
した取組 

学校における米飯給食の推進について                                                                                                    
（平成２１年３月３１日    文部科学省スポーツ・青少年局長通知）（抜粋） 

 

 米飯給食の推進については、週３回以上を目標として推進するものとする。 

 この場合、地場産物の活用推進の観点から、地場産の米や小麦を活用した
パン給食など、地域の特性を踏まえた取組にも配慮する。 

 また、地域や学校の事情等により実施回数が異なっている現状にかんが
み、以下のように、地域や学校の事情等に応じた段階的、漸進的な実施回数
の増加を促すこととする。 

（１） 大都市等実施回数が週３回未満の地域や学校については、週３回程度
への実施回数の増加を図る。 

（２） 既に過半を占める週３回以上の地域や学校については、週４回程度な
どの新たな目標を設定し、実施回数の増加を図る。 

米飯学校給食実施回数の新たな目標 

 文部科学省は、平成２１年３月に米飯学校給食の新たな目標として「週３回
以上」（週３回以上の地域や学校については、週４回などの目標設定を促す）
を通知。 

農林水産省の取組 

米飯給食を拡大する上で隘路となっている ① 食材の安定確保、② 産地と

の連携を通じた食育の推進 ③ 調理時間・コスト 等の課題を解決する取組

の支援をモデル校で実施し、成果を全国の学校給食関係者に普及・啓発。 

米飯学校給食を増加させる場合に、回数の対前年度純増分を対象に政府備蓄

米を無償交付。 

市町村等への働きかけ 

米飯学校給食の拡大に向けた取組への支援 

政府備蓄米の無償交付 

朝食欠食の市場規模（年間５３億食、１．６兆円） 

資料：厚生労働省 平成25年「国民健康・栄養調査」 総務省 人口推計（平成25年10月1日） 
注：市場規模は、1食あたり300円として試算。 

      全国 
平均 

  

      20歳代 30歳代 40歳代 

 朝食欠食率 （％） 11.4  27.6  19.5  16.3  

 人口 （25年10月1日） （千人） 127,298 13,075 16,683 18,074 

 1日の欠食数 （千人） 14,512 3,609 3,253 2,946 

 年間欠食数 （億食） 53  13  12  11  

 市場規模 （億円） 15,900 3,900 3,600 3,300 

 米等の消費拡大 

３ 講じた措置 － （１）国産農林水産物の消費拡大 
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○企業・団体等と連携し、国産農林水産物等の消費拡大を図る取組を推進。 

 官民が連携した国産農林水産物等の 
 消費拡大に向けた取組を推進 
 
 
 
 
 
 
 
 フード・アクション・ニッポンの取組に賛同する企業・団体等（「推進パート
ナー」）のネットワークを拡大し、国産食材の販売促進やイベントの開催等国
産農産物等の消費拡大に向けた取組を促進。 
 

 
  国産食材のおいしさや特色を生かした新商品開発、食文化を保存・継
承する取組等、国産農林水産物等の消費拡大に寄与する取組を顕彰し、
優良事例の全国的な普及を図る。 
 

フード・アクション・ニッポン アワード 

民間事業者による国
産食材販売促進フェア
の開催 

平成２６年度大賞受賞 

「ｶｺﾞﾒﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ」  

表彰式は多くのメディアに取り上げられた 

観光との連携による地域食材魅力発信（日本の食でおもてなし） 

観光関連事業者等と連携し、全国における地域食材活用の取組を促進。 

観光関連事業者と連携した 

キャンペーンの実施 
本事業の普及啓発用ツールを 

掲出している宿泊施設例 

＜推進パートナー数の推移＞ 

☆ フード・アクション・ニッポンのホームページ

（http://syokuryo.jp/index.html）もぜひご覧下さい。 
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団体 

（注）各年度３月末の数値 

 食料自給率に関する国民への情報発信～フード・アクション・ニッポンの展開～ 

３ 講じた措置 － （１）国産農林水産物の消費拡大 
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これまでの取組： 
うち被災地産食品販売フェア等： 

社内食堂等での食材利用： 
（23年4月～27年3月までの間） 

「食べて応援しよう！」とは、
被災地やその周辺地域で
生産・製造されている農林
水産物・食品（被災地産食
品）を積極的に消費すること
で被災地の復興を応援する
運動 

「食べて応援しよう！」 ～被災地産食品の利用・販売を推進 

 ○「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの下、生産者、消費者等の団体や食品産業事業者等、多様な関係者の
協力を得て、被災地産食品の販売フェアや社内食堂等での積極的利用の取組を推進。（23年4月～） 

 ○農林水産省・経済産業省の連名で流通業界団体、経済団体に対し、工芸品を含めた被災地産品の販売促進を  
依頼する文書を発出。（24年8月、25年6月） 

 ○また、食品産業団体、都道府県、大学等に対しても、依頼文書を発出。（24年8月、25年6月、26年8月） 

 ○全府省庁の食堂・売店において、積極的に被災地産食品を利用・販売。 

 ○福島県産農産物については、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて効果的にPRを行う取組を支援。 

1106件 

802件 
205件 

  県庁食堂で東北応援メニューを 
提供（26年11月 三重県） 

相模原市職員生協売店にて飲料・ 
菓子等を販売（26年11月 ） 

4大使による「日本橋ふくしま館 
MIDETTE」訪問（27年1月 東京都 ） 

セブン＆アイホールディングスによる 
「東北かけはしプロジェクト」（27年3月） 
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○農林漁業体験の取組事例 

○教育ファームとは・・・ 
 
 自然の恩恵や食に関わる人々
の様々な活動への理解を深める
こと等を目的とし、農業者団体等
が生産現場に消費者を招き、一
連の農作業等の体験の機会を提
供する取組。 

≪期待される効果≫ 
・生産者と消費者との信頼関係の構築 
・食と農林水産業への理解 
・食品の安全性への理解 
・食品ロスの発生抑制   等 
 
→ 国産農林水産物のサポーター増に
つなげる 

教育ファームについて 

食育基本法（平成17年法律第63号）
第3条、第23条関係 

○「食」に関する関心や理解を増進するとともに、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めるため、
教育ファーム等農林漁業体験の機会の提供を積極的に推進 

○食や農林水産業の重要性の理解を通じて国産農林水産物のサポーター増につなげる 

資料：平成27年度 食と農林漁業の食育優良活動表彰 15 

医療 

【一般部門】 農林水産大臣賞 特定非営利法人 だいずきっず （愛知県高浜市） 

 一般市民、養護学校、福祉団体児童、関係

企業の家族などの親子を対象にした「だいずプ
ロジェクト」（大豆の種まきから収穫、豆腐作りま
での一連の体験活動）を主軸に、食育活動に取
り組んでいる。 

医療 

【企業部門】 農林水産大臣賞 生活協同組合コープこうべ （兵庫県神戸市） 

 組合員が自ら料理会・学習会を企画・主催し、
栄養バランス、安全・安心などの食育活動を展
開。生産者と消費者の交流にも力を入れており
、酪農、 農業、漁業など多岐に及ぶ体験活動を
実施している。 

  漁業体験プログラム 

 農林漁業体験（教育ファーム）を通じた食育の推進 

３ 講じた措置 － （２）食育の推進 



 
18年度 

 
25年度 

（目標） 
32年度 

直売所数 13,538 23,710 － 

総販売額 
（億円） 

  
 4,585 

 
9,026 

15,600 
（平成37年度の
市場規模の見

通し） 

１直売所当たり販売額 
（万円） 

  
 3,387 

 
3,807 

 
－ 

１億円以上の直売所割合 
（常設店舗・通年営業） 

 
16％ 

 
17％ 

 
50％ 

資料：農林水産省「2005年世界農林業センサス」、「平成19年農産物地産地
消等実態調査」、「平成24年度６次産業化総合調査」 

※直売所数は「2005年世界農林業センサス」の数値 

  総販売額は「直売所数×１直売所当たり販売額」により算出 

  １直売所当たり販売額は「平成19年農産物地産地消等実態調査」の数値 

  32年度目標は「農林漁業者等による農林漁業及び関連産業の総合化並 

  びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」における目標値 

 
 

平成25年度年間販売金額規模別農産物直売所の割合 
 （常設店舗・通年営業） 

資料：農林水産省「農業・農村の6次産業化総合調査結果」組替集計 

学校給食における 

地場産物の利用状況 

19年度 25年度 27年度 
（目標）※ 

23.3％ 25.8％ 30.0％ 

資料：文部科学省「学校給食における地 

場産物の活用状況調査」 
※ 第２次食育基本計画における目標値 

5千万未満 

(70.6%) 

5千万～ 

1億円 

(12.0%) 

1億円～ 

3億円 

(13.4%) 

グリーンツーリズム施設宿泊者
数及び訪日外国人旅行者数 

24年度 26年度 32年度 
（目標） 

916万人 1,027万人 1,300万人 

資料：農林水産省農村振興局調べ 

直売所の状況 

5億円以上(2.7%) 

5千万未満 

(69.2%) 

5千万～ 

1億円 

(12.2%) 

1億円～ 

3億円 

(13.5%) 

3億円～5億円(2.4%) 
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○ 地域の生産者と消費者の結びつきを強化し、消費者の需要に対応した生産を行うこと等を通じ、
地域の農林水産物の利用を拡大する地産地消の取組が全国で展開。 

○ 地域の農産物を生産者が直接消費者に販売する直売所は、全国で約23,700カ所あり、女性雇用者
は約７万人。農産物の加工も含めた年間販売金額は１兆7,000億円。 

○ 食育にもつながる学校給食における地域の農林水産物の利用割合は約26％。 
○ 農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数及び訪日外国人旅行者数は
約1,027万人。 

（３）地産地消の取組の状況 
３ 講じた措置  



提案名称 

提案内容 

「和食；日本人の伝統的な食文化」 
－正月を例として－ 

「自然の尊重」という日本人の精神 
を体現した、食に関する社会的慣習 

・多様で新鮮な食材と素材の味 
わいの活用 
 

・健康的な食生活を支える栄養
バランス 
 

・自然の美しさや季節の移ろい
の表現 
 

・正月などの年中行事との密接
な関わり 

平成25年12月 

和食の特徴 

 平成27年10月1日より食料産業局に「食文化・市場開拓課」及び「和食室」を新設し、 

関連施策と連携させつつ、和食文化の保護・継承を一層効果的に推進。 

組織体制の強化 

和
食
文
化
の
次
世
代
へ
の
継
承 

 
 

和
食
資
源
を
活
用
し
た
地
方
創
生
と
国
産
農
林
水
産
物
の
需
要
拡
大 

和食給食提供機会の拡大 
（平成27年度日本食・食文化の世界的普及ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 957百万円の内数） 

学校給食における和食の提供機会の拡

大を図るため、和食料理人が全国の小学

校を訪問し、児童に対して和食給食を提

案・実演するとともに、栄養教諭等を対象

にしたセミナーを実施。 

地域の食文化の保護・継承 
（平成27年度消費・安全対策交付金 ２０６２百万円の内数） 

都道府県等が実施する、食育推進リー

ダーの育成や地域のネットワーク作りな

ど地域の食文化の継承等を支援。 

「和食」保護・継承推進検討会 
（平成27年度「和食」保護・継承推進事業 4０百万円） 

和食文化を今後、国民全体で保護・

継承していくため、国民の食生活にお

ける和食志向の維持・増大を推進し

ていく観点から、国民の和食摂取の

実態を明らかにした上で、和食文化

の保護・継承に向けた効果的な方策

の検討・明確化・発信等を行う。 

検討会委員 

任務 

熊倉功夫静岡文化芸術大学学長 

他９名 

検討期間 

平成27年９月～平成28年３月 

○26年度実績 

  実施数：25校 

  効果：事業実施校における和食給食提
供回数の変化 

     実施前2.1回/週→実施御2.7回/週 

○26年度実績 

  実施主体数：90件 

○ 平成25年12月に、和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも踏まえて、和食文化の保
護・継承を本格的に進めるため、食料産業局に和食室を新たに設け、取組を推進。 

○ 和食文化に関する国民の関心と理解が深まるよう、学校給食や家庭における和食の提供機会の拡大、
和食文化の継承に向けた地域における食育活動などを実施。 

一般社団法人和食文化国民会議（和食会議） 

連 携 
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（４）和食文化の保護と次世代への継承 
３ 講じた措置  



○食育事業の成果（政策目標の達成状況） 

注1：調査対象者のうち「食事バランスガイド」を「内容を含めて知っている」、 

   「名前程度は聞いたことがある」と答えた者の合計 

注2：食生活指針の実践と結びつく以下の5項目全てについて、「ほとんどできている」 
   「おおむねできている」と回答した人の割合を集計 

    ・主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを 

    ・ごはんなどの穀類をしっかりと 

    ・牛乳、乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう 

    ・脂肪のとりすぎをやめ、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう 

    ・食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も 

資料：「食事バランスガイド」認知及び参考度に関する全国調査（平成17～22年度） 
    「食生活及び農林漁業体験に関する調査結果」（平成23年～26年度） 
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○ 食事バランスガイドの認知度は6割程度で推移しているが、日本型食生活を実践している人の割合は2割以下と低い状況。 
○ 農林漁業体験を経験した国民の割合は増加傾向で推移。 
○ 農林漁業体験のある人の国産を選択する理由は、「作っている人を信頼できる」「国産のものを応援したい」といった生産者と
のつながりに関する項目において農林漁業体験のない人と大きく差が生じる傾向。 

26% 

41% 

59% 

70% 

57% 
60% 61% 61% 

56% 
60% 

17% 18% 18% 18% 
15% 17% 

27% 
30% 31% 

37% 
33% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

食事バランスガイドの認知度注1 

日本型食生活を実践している人の割合注
2 

○国産野菜を選ぶ理由の割合比較 

  （農林漁業体験の有無）  （複数回答） 

資料：農林水産省調べ（「教育ファームアンケート調査」） 

 注1：全国の20歳以上の男女を対象とした調査（平成27年３月公表） 

   注2：「農林漁業体験あり」はアンケート調査（回答総数666人）。「農林漁業 

    体験ありが全くない」はインターネット調査（回答総数1,983人）。
  

％ 

83.2 

54.1 

53.8 

46.6 

41.6 

68.7 

35.1 

36.4 

19.6 

26.4 

0 20 40 60 80 100

安全である 

鮮度が良い 

おいしい 

作っている人 

を信頼できる 

国産のものを 

応援したい 

農林漁業 

体験あり 

農林漁業体験 

が全くない 

（１）食育事業の成果等 
４ 施策の成果  



○「日本型食生活」の組み立て期間  

資料：農林水産省調べ「教育ファームアンケート調査」（平成27年３月公表） 

 注1：同じ価格帯で日本産原材料の使用が強調されている場合とそうでない場合の選択について、農業体験の有無による比較。 

   注2：〈1〉は紙アンケート、〈2〉〈3〉は教育ファーム等体験活動に関するインターネット調査による。 

○ 米飯学校給食実施回数の推移  （平成26年度3.4回） 

○中食の購入や外食の際、国産を選択する食行動の比較（農林漁業体験の有無）  

資料：農林水産省「平成27年度食生活及び農林漁業体験に関する調査」 
  注：「日本型食生活」を実践している人が、どの程度の期間で「日本型 
    食生活」を組み立てているかの割合 
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○ 米飯学校給食実施回数は増加傾向で推移している。 
○ 「日本型食生活」を実践している人のうち、半数以上の人が１日単位で、さらに約９割の人が２、３日の単位で「日本型食生活」を組み立てている。 
○ 教育ファーム体験者は、中食の購入や外食をする際には国産を重視して選択する傾向が強い。 

・スーパーやコンビニでお弁当やお総菜などの調理済み食品を購入する場合 ・外食の場合 

（２）食習慣、食行動等 
４ 施策の成果  

資料：米飯給食実施状況調査（平成26年度調査：文部科学省） 

 注：米粉パン・麺は含まない。 



○ 食料の生産から消費にわたる各段階を通じて、消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への

理解を深める活動を支援し、食育を国民運動として展開、国内需要の増大にもつなげる。 

【今後の取組】  

◎ 健全な食生活の実践を促すとともに、食や農林水産業への理解を醸成するため、食育を国民運動として展開し、国産需要の増大にもつなげる 
 
 

  

食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日閣議決定）（抜粋） 

 ごはんを中心に多様な副食等を組み合わせ、栄養バランスに優れた「日本型
食生活」の実践を推進するため、消費者各層の特性に適した方策を検討し、実施 
 幅広い世代に対する農林漁業体験の機会の提供により、消費拡大の前提とな
る食や農林水産業への理解増進を図る 

今後の食育推進施策について（最終とりまとめ）（平成27年3月6日公表）（概要より） 

 現場の農林漁業、調理、栄養、食文化等食育活動を実践する食育実践者と連携して、食への関
心が低い層を中心に、消費者各層の多様な特性やニーズに対応した食育を推進する必要がある 

 1.問題となる４つの食習慣を持つ成人等の「日本型食生活」の認知度、実践度の向上 

 2.子どもからシニアまで体験活動を通じた食や農林水産業の理解増進 

調査データから見えてきたイエローカード 

 主食・主菜・副菜をそろ
えるメリットをわかりや
すく伝える。 

 外部サービスもかしこく
活用。 

処方箋 

（日本型食生活の理解） 

（日本型食生活の実践） 

 日常的な欠食がある 

 夕食で外食､中食など※が多い 

 ごはん食が少ない 

 調理ができない 
栄養 
バランスへの

気づき 

※外食、中食、冷凍・レトルト食品、缶詰、インスタント食品 

・・・・ 
「４つの食習慣」を１つ
以上持つ人は、主食・主
菜・副菜をそろえて食べ
る頻度が低い。 

 「食事を準備する力」の
向上も重要。 

わかりやすく､実行性の高い「日本型食生活」の推進 
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 わかりやすく、実効性の高い「日本型食生活」の推進 
５ 農林水産省における食育の推進方向  



③ 「日本型食生活」の要素は、ごはんと汁にバラエティのあるおかずを組み合わせた「和食」の基本
形と言うべきものである。ごはんには麦や雑穀を加えてもよいし、汁にも様々な具を使うことが可
能であり、おかずはハンバーグ、野菜、乳製品など様々なものを取り入れることが可能である。 

④ ごはんと組み合わせる主菜、副菜などは、家庭での調理のみを前提とせず、中食、冷凍食品、レト
ルト食品、合わせ調味料などの活用や外食との組み合わせも可能である。  

 食育基本法（平成17年法律第63号）に基づく、食育推進基本計画において、食生活の改善、生活習慣病の予防、国民の健康増進の
観点から、「栄養バランスに優れた日本型食生活の実践を促進する」とされている。 

（平成27年3月 今後の食育推進施策について（最終とりまとめ）より） 

ごはんをベースに中食を組み合わせた日本型食生活の例 

○平成17年6月、
厚生労働省と農林
水産省は、１日に
「何を」「どれだ
け」食べればよい
か、望ましい食事
のとり方やおおよ
その量をイラスト
で示した「食事バ
ランスガイド」を
決定。 
 
 
 

① 「日本型食生活」を一食、一日単位ではなくとも、 
 数日から一週間の中で組み立てる。 
② 日本の気候風土に適した多様性のある食として、 
 地域や日本各地で生産される豊かな食材も用い、健 
 康的で栄養バランスにも優れている。 

○「日本型食生活」については食生活の現状を踏まえ、国民各層が理解しやすく、かつ、実行性が高いも
のとなるよう推進していく必要 
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 わかりやすく、実行性の高い「日本型食生活」の推進 
５ 農林水産省における食育の推進方向  



子どもからシニアまで体験活動を推進 

調査から見えてきた体験の効果 

なるべく日本産を選んで食べる（73％） 

栄養バランスのとれた食事を心がける（69％） 

旬の食材を日々の食卓に取り入れる（62％） 

教科と関連付けた教材を活用
し体験参加を促進。 

企業向け導入マニュアルを活用し
研修、福利厚生、CSRでの体験参
加を促進。 

学校でも 

全国農林漁業体験スポッ
ト、全国工場見学・市場見
学一覧をホームページで公
開。 

会社でも 

だれでも 

●食に対する意識の高まり 

食事はなるべく残さず食べる（71％） 

幅広い世代に対しライフステージに 
応じた質の高い体験機会の提供を推進 

意識が強まった、機会が増加したと回答した人の割合 

食や農林水 
産業の理解に 
体験活動は 
極めて有効 

●生産現場への理解や信頼が醸成 

国産品の選択の理由（野菜） 

作っている人を信頼できる（体験あり：47％、体験なし：20％） 

国産のものを応援したい（体験あり：42％、体験なし：26％） 

４．食育の推進 

消費者のライフスタイルの特性・ニーズに応じた食育の推進に向けた取組 

消費者ニーズ調査 

食育実践者モニターの募集 

食育実践ガイドブックの作成 

モデル的取組の支援 

地域活動の支援 

消費者の多様なライフスタイルの特性・ニーズ
に対応したモデル的な取組を支援 

食育推進リーダーの育成や、食や農林水産業へ
の理解を深める教育ファームを支援 

消費者各層の多様な特性・
ニーズに応じた具体的な 
食育の推進 
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５ 農林水産省における食育の推進方向  

 消費者の多様な特性・ニーズに応じた食育の推進 


