Ⅲ 農林水産省における食育の取組

13

地産地消の推進

○ 地域で⽣産された農林⽔産物を地域で消費しようとする取組。⾷料⾃給率の向上に加え、直売所や加⼯の取組などを通じて農
林⽔産業の６次産業化につながるもの
○ 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
取組の具体例

直売所での地場農林水産
物の直接販売

地場農林水産物を活用
した加工品の開発

学校給食や社員食堂での
地場農林水産物の利用

地域の消費者との
交流・体験活動

取組の効果例
○「生産者」と「消費者」の結びつきの強化

○地域の活性化
・生産者と関連事業者等との連携による地場農林水産物の
消費の拡大
・小規模な生産者に所得機会を創出

・消費者にとっては、「顔が見える関係」で生産状況な
ども確かめられ、新鮮な農林水産物を消費できる
・消費者ニーズに対応した生産が展開できる
・自給率の向上につながる
・消費者と生産者の交流が図られ、食育の機会として重要 ○流通コストの削減
・流通コストが削減され、生産者の手取りの確保につながる
・地域の食材を活用して地域の伝統的な食文化の継承につ
・輸送距離を短くして地球温暖化等の環境問題に貢献
ながる
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（１）地産地消の取組の状況
○ 地域の農林⽔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24,000か所。年間総販売額は約１.1兆円。
○ 学校給⾷における地域の農林⽔産物の利⽤割合は26％
■直売所の状況

■学校給食における地場産物・国産食材の利用状況

平成23
（2011）年度

平成29
（2017）年度

平成30
（2018）年度

令和２
（2020）年度
（目標）※

直売所数
（事業体）

22,980

23,940

23,870

－

総販売額
（億円）

7,927

10,790

10,789

（令和７（2025）年
度の市場規模の見
通し）

１直売所当たり販売額
（万円）

3,450

4,507

4,520

－

17.3

21.5

24.5

50

１億円以上の直売所割合
（常設店舗・通年営業）
（％）

平成24
（2012）
年度

平成30
（2018）
年度

令和元
（2019）
年度

令和２
（2020）年度
(目標)※

地場産物

25.1%

26.0 %

26.0%

30.0%以上

国産食材

76.8 %

76.0 %

77.1%

80.0%以上

15,600

資料：文部科学省「学校給食栄養報告」
※ 第３次食育推進基本計画における目標値

資料：農林水産省統計部「６次産業化総合調査」
※ 令和２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 ■年間販売金額規模別農産物直売所の割合（平成30年度）
る目標値
（常設店舗・通年営業）
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5千万円未満
(65.4%)

5千万未満
(70.6%)

70%

5千万円〜
1億円
5千万〜
(10.1%)

80%

90%

100%

1億円〜
3億円
1億円〜
(17.5%)

1億円
3億円
(12.0%) (13.4%)

3億円〜5億円(4.7%)

5億円以上(2.3%)

資料：農林水産省「６次産業化総合調査」
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（２）学校給食での地場産物の活用について
 学校給⾷法の改正（平成21年4⽉施⾏）
により、学校給⾷において地場産物の活⽤に
努めることや⾷育の推進などが規定。
 また、第3次⾷育推進基本計画において、地
場産物等の利⽤割合を⽬標として設定（下
表）。

 地産地消コーディネーター※

学校等施設給⾷における地場産物利⽤の拡⼤のため、学校等
の給⾷の現場と⽣産現場の双⽅のニーズや課題を調整して取り組
むための「つなぎ役」。 ※栄養教諭、⽣産者組織代表、JA、コンサルタント、企業、⾏政など
⼦どもたちに地元で取れた野菜を⾷べ
てもらいたいけれど、どんなものを使って
いるのかわからない

学校給⾷で地場産を使いたいけれど、
どんなものがあるのか分からない。

お互いの不安をすりあわせ

 地場産物の利⽤に当たっては、⾷材費の上昇
分を給⾷費に転嫁しにくい⾯があったり、⼀定
の規格等を満たした量を不⾜なく納⼊すること
が求められているなど課題も多い。

● 地産地消コーディネーターの派遣実績 【地域の⾷の絆強化推進運動事業】

 このため、地域ぐるみで、学校と⽣産現場の双
⽅のニーズや課題を調整しながら取り組むこと
が不可⽋であり、農林⽔産省では、地産地消
コーディネーターの派遣や育成等の事業を実施。

(1) 市の課題は、
・給⾷センターは、地場産物の種類や⽣産量、価格を把握していない
・⽣産者は、給⾷で使う地場産物の規格・ 数量を把握していない
(2) この状況に対し、コーディネーターを派遣して、実験的に地域農産物を１週間
学校給⾷に提供する取組を実施。当該取組を通じて、お互いの理解が進んだ
ことで、様々な不安を払拭。

■学校給⾷における地場産物・国産⾷材の利⽤状況
平成24年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度
(目標)※

地場産物

25.1%

26.0%

26.0%

30.0%以上

国産食材

76.8%

76.0%

77.1%

80.0%以上

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」「学校給⾷栄養報告」
※⾷育基本法に基づく第３次⾷育推進基本計画（平成28年３⽉策定）における⽬標値

学校給⾷

平成28年度︓６地区

地産地消コーディネーター
の役割が重要

⽣産者

平成29年度︓８地区 平成30年度︓7地区

 事例︓静岡県袋井市

(3) 派遣の効果
①地場産物使⽤⾦額
350万円（平成24年度）→2,364万円（29年度）、６.8倍に拡⼤︕
これにより農家の所得向上にも貢献。
②地場産物使⽤割合（主要10品⽬重量ベース）
13.8%（平成24年度）→31.8%（29年度）、2.3倍に拡⼤︕
③地場産農産物（主⾷以外）を使⽤した⽇数
14⽇使⽤（平成17年度、年間給⾷⽇数190⽇）
43
→186⽇（29年度、年間給⾷⽇数195⽇）、地場産野菜を通年使⽤︕
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14

食文化の継承

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化

○

平成25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。
○ 和⾷⽂化を未来に向けて守り伝えていくため、継続的なPRによる関⼼の維持や地域にお
ける保護・継承が重要。

「自然を尊重する」というこころに基づいた、日本人の食慣習
「和食」の特徴①：

多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重
南北に⻑く、海、⼭、⾥と表情豊かな⾃然
が広がる⽇本の国⼟。各地で地域に根ざし
た多様な⾷材が⽤いられ、素材の味わいを
活かす調理技術・調理道具が発達していま
す。

「和食」の特徴②：

健康的な食生活を支える栄養バランス
⼀汁三菜を基本とする⾷⽣活は栄養バランスがと
りやすく、だしの「うま味」や発酵⾷品をうまく使い、
動物性油脂の摂取量もセーブ。⽇本⼈の⻑寿や
肥満防⽌に役⽴っています。

「和食」の特徴③：

自然の美しさや季節のうつろいの表現
季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、
季節にあった調度品や器を利⽤するなど、
⾃然の美しさや四季の移ろいを表現するこ
とも和⾷⽂化の特徴のひとつです。

「和食」の特徴④：

(c) Masashi Kuma, 2006

正月などの年中行事との密接な関わり
⽇本の⾷⽂化は、年中⾏事と密接に関わって
育まれてきました。⾃然の恵みである「⾷」を分
け合い、「⾷」の時間を共にすることで、家族や
地域の絆を深めてきました。

42

Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 14 食文化の継承

（１）令和元年度「和食」の保護・継承に向けた取組の全体像

予算事業

地域の⾷⽂化の
保護・継承

和⾷⽂化の継承を⾏う
⼈材育成

■ 地域固有の多様な⾷⽂
化を地域で保護・継承して
いくための体制を構築し、地
域ぐるみで郷⼟料理等の
調査、データベースの作成
及び普及等を実施
■ 郷⼟料理教室や郷⼟
料理レシピ集作成等地域
の⾷⽂化の継承のための
活動を⽀援

■ 和⾷⽂化の普及活動を
⾏う中核的な⼈材を各都道
府県に育成
当該⼈材が保育所や⼩学
校等において和⾷⽂化を継
承するとともに、栄養⼠・保育
⼠等を対象とした各種研修
会の場で和⾷⽂化の普及活
動を実施

・ 「和⾷」と地域⾷⽂化継承推進事業
・ ⾷料産業・６次産業化交付⾦

官⺠協働の
取組

・ 「和⾷」と地域⾷⽂化継承推進事業

プロジェクト

次世代を担う⼦供たちへの
普及
■ 次世代を担う⼦供たちへの、
⾏事⾷や和⾷⽂化の普及の
ため、和⾷王を⽬指す「全国
⼦ども和⾷王選⼿権」を開催
（令和元年度の全国⼤会は
11⽉24⽇に東京タワーで開
催）
■ 和⾷給⾷の普及等⾷⽂化
の継承のための活動を⽀援
■ 学校給⾷等での地産地消
の推進のため、コーディネーター
の派遣⽀援や優良事例表彰
を実施

輸出促進
⽇本産⾷材
サポーター店
料理講習会で海外
料理⼈に⾷⽂化普及

インバウンド喚起

・ 「和⾷」と地域⾷⽂化継承推進事業
・ ⾷料産業・６次産業化交付⾦

＜農林⽔産省官⺠協働プロジェクト＞

⾷にかかわる産業界と⾏政等が⼀体となって⼦供たち・忙しい⼦育て世代に、内⾷・中
⾷・外⾷等で、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ための
官⺠協働の取組。プロジェクトメンバーは168企業等（令和２年６⽉末時点）。

43

Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 14 食文化の継承

（２）令和元年度「和食」の保護・継承に向けた取組（①子育て世代・若者世代への取組）
○

令和元年度より、次世代のうち特に⾷⽣活の改善意識が⾼まりやすい⼦育て世代や若者世代をターゲッ
トとした事業（地域固有の多様な⾷⽂化の保護・継承、和⾷⽂化普及の中核的⼈材の育成）を開始。

地域の⾷⽂化の保護・継承 〜うちの郷⼟料理〜
■ 地域ごとに、有識者により、郷土料理（約30品目）を選定し、
関連情報のデータベース化等を実施。
データベース化する情報
：選定料理を育んだエリアストーリー・歴史・由来・レシピ
（５品目は動画も）
■ 令和元年度は、10道府県で実施。
北海道、山形県、石川県、茨城県、
愛知県、京都府、島根県、高知県、
大分県、鹿児島県

和食文化継承リーダーの育成（人材育成）
■ 幼稚園・保育所・小学校等の栄養教諭等を対象に、次
世代の子供達に和食文化を伝える中核的な人材（和食
文化継承リーダー）を各都道府県に育成。

■ 令和元年度は、10都道府県で実施。
北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、
広島県、徳島県、福岡県、沖縄県

（令和３年度までに全都道府県で実施予定）

■ 「うちの郷⼟料理
〜次世代に伝えたい⼤切な味〜」
（https://www.maff.go.jp/j/keik
aku/syokubunka/k_ryouri/ind
ex.html）にて、情報発信。

■ 「和⾷で⼦育て応援サイト おうちで和⾷」
（http://ouchidewashoku.com/）にて、
研修会等に関する情報を発信。
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（２）令和元年度「和食」の保護・継承に向けた取組（②教育現場及び食育の取組）
○ 平成28年度から、⼩学⽣に⾏事⾷や郷⼟料理等の和⾷⽂化を楽しく学習し、実践してもらうための
「全国⼦ども和⾷王選⼿権」を開催。
○ 令和元年度（4回⽬）は、過去最多の都道府県からの応募（総応募数1,000件超）。
○ 和⾷王部⾨では、地域ブロック勝者が、全国⼤会で決戦し和⾷王を⽬指す。

和⾷王部⾨ （⾼学年）

和⾷お絵かき部⾨（低学年）
【令和元年度受賞】

全国銅賞

全国銀賞

全国⾦賞

【令和元年度度優勝（和⾷王）】

秋⽥のいぶりがっこ、稲庭うどん、
いものこ汁、きりたんぽについて紹介
「おばあちゃんと作ったきょう
どりょうり」
熊本県
⼋代市⽴代陽⼩学校
3年⽣ 中⼭佳穂

「じいちゃん、今年はかきもち
に何⼊れる︖」
奈良県
奈良市⽴伏⾒⼩学校
3年⽣ 奥垣 佳⼠

「おにぎりパラダイス」
神奈川県
真鶴町⽴まなづる⼩学校
１年⽣ 吉岡 賢⼼

和⾷フォト部⾨（未就学児及び⼩学⽣）

【和⾷王部⾨】優勝
「秋⽥の味覚 春夏秋冬」
秋⽥県 湯沢市⽴湯沢⻄⼩学校

全国⼤会の様⼦

※令和元年度新設

令和元年11⽉24⽇（⽇）「和⾷の⽇」に
東京タワーで開催︕

【令和元年度⽉間賞】

「鏡餅」
東京都
まちの保育園
前⽥ あかり

「清流素麺とドジョウの
かば焼き」
富⼭県 中澤 陽南

「焼きまんじゅう兄妹」
神奈川県
横浜市⽴太尾⼩学校
４年⽣ 宮良 華

「おばあちゃんと郷⼟料理
クッキング︕」
⼤分県 ももえだこども園
三代 ⼤誠

出汁当てクイズ

⾖つかみ

お絵かき表彰

集合写真
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（３）その他の取組（情報発信）
○
○

国⺠の「和⾷」への関⼼を⾼めるため、「和⾷」の特徴等をまとめたパンフレットを広く配布。
更に「和⾷」のユネスコ無形⽂化遺産登録に⾄る経緯や、農林⽔産省の「和⾷」関連イベント等に関する
情報をＨＰで発信。
「和⾷」に関するパンフレット
○「和⾷給⾷」パンフレット
平成2６年度から平成28年度に実施した和⾷給⾷を推進する
事業の実施事例等を取りまとめたパンフレットを作成し、全
国の⼩学校の栄養教諭等へ配布。

○「和⾷」ガイドブック
「和⾷」の特徴、歴史等をまとめたパンフレットを作
成し、全国に広く配布。

H27

H26
○和⾷⽂化を守る。つなぐ。ひろめる。
「和⾷」の保護・継承に向けた検討会（平成27年９
⽉〜平成28年２⽉）において、⾷⽣活に関するアン
ケート調査結果や効果的な継承のための⼿法につい
て取りまとめた内容を報告書として作成。

ホームページによる「和⾷」の情報発信

○⼦育て世代向けパンフレット
平成29年度に実施した⼦育て向け和
⾷⽂化普及推進事業の実施事例等
を取りまとめた⾏政栄養⼠など専⾨職
等向け及びママパパ向けパンフレットを
作成し、全国の⾃治体等へ配布。

○「和⾷」のユネスコ無形⽂化遺産
登録の経緯から、「和⾷」に関す
る農林⽔産省の様々なイベント
等に関する情報をホームページ
で発信。
専⾨職等向け

H28

○「おうちで和⾷」
和⾷⽂化普及サイトとして、
和⾷の理解を深める情報や
栄養⼠等の専⾨職向けの
研修会情報等を発信。

ママパパ向け

親⼦で和⾷⽂化を楽しんで学んでもらうため
の教材も制作。
農林⽔産省HPからダウンロード可能。

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/index.html
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Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 14 食文化の継承

（４）官民協働の取組(Let’s！和ごはんプロジェクト)
○ 「Letʼs︕和ごはんプロジェクト」は、⾷の嗜好は乳幼児期の⾷体験に影響されるため、味覚が形成される

⼦供のうちに和⾷の味や⾷べ⽅の体験の機会の増加を促し、和⾷⽂化の保護・継承につなげていくため、和
⾷⽂化のユネスコ無形⽂化遺産登録5周年となる2018年度に⽴ち上げたプロジェクト。

○

和⾷にかかわる事業者と⾏政が⼀体となって、⼦供たちや、和⾷について「⼿間がかかり⾯倒」との
イメージを有する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
らう取組を実施。

○ 令和元年度は、11⽉を「和ごはん⽉間」と位置づけ、11⽉24⽇の「和⾷の⽇」と連携し、集中的に活動。
※ 和ごはん･･･⽇本の家庭で⾷べられてきた⾷事であって、（１）ごはん、汁物、おかず等若しくはその組み合わせで構成されているもの、⼜は、
（２）だし並びに醤油及び味噌をはじめとする⽇本で古くから使われてきた調味料等が利⽤されているもの

＜各企業等の取組例＞

＜国の取組＞
・プロジェクトの⽬的達成のための活動を⾏う
企業等をプロジェクトメンバーとして登録・
公表。

・和ごはんの調理が簡単にできる商品やレシピ、
和ごはん調理家電の開発・販売。
・和ごはん総菜や弁当の開発・販売。
・レストランで⼦供向けやご当地⾷材の
メニューの展開､社員⾷堂等での和ごはんフェア
の実施。

協働

・プロジェクトメンバーが⾃由に商品や販促
物等に使⽤可能なロゴマークの提供。
・マスコミ、SNS等を含め多様なメディアへ
プロジェクト・各企業等の取組の情報発信。

・時短につながる和ごはん調理⽅法を動画等により
分かりやすくWEB展開。

・関連イベントの開催。

プロジェクトメンバー数︓168（令和２年６⽉末時点）
・年中⾏事(お正⽉や五節句等)や⼈⽣儀礼(お⾷い初め
等)などと絡めた関連商品やメニューの開発・販売
⾷品製造業者、流通業者、中⾷・外⾷業者のみならず、レシピや調理
家電製造業者等
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Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 15 食育推進に関する事業内容
【令和２年度予算概算決定額 （食料産業・６次産業化推進交付金） 245百万円の内数】
（１）食料産業・6次産業化交付金のうち 地域での食育の推進
＜対策のポイント＞
第3次⾷育推進基本計画に掲げられた⽬標のうち、農林漁業体験機会の提供等当省関係の⽬標達成に向けて、地域関係者が
連携して取り組む⾷育活動を重点的かつ効率的に推進します。
＜政策⽬標＞
第3次⾷育推進基本計画の⽬標の達成
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

○ 食育を推進するリーダーの育成
地域で活躍する食育推進・食文化継承・農業体験リーダー
の育成やその活動促進を支援します。
○ 農林漁業体験機会の提供
食や農林水産業への理解を増進する農林漁業体験の提供
に向けた検討会開催や体験機会の提供を支援します。

目標（第３次食育推進基本計画に掲げられたもののうち農林漁業体験機会の提供等当省関連）
・食育を推進す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
・地域で共食したいと思う人が共食する割合を増やす
・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
・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
・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

○ 地域における共食の場の提供
地域における共食のニーズの把握や生産者とのマッチング
により共食の場の提供を支援します。
○ 地域食文化の継承
地域食文化の継承や日本型食生活の実践に向けた調理講
習会や食育授業等の開催を支援します。

目標の達成に資する
地域の取組を支援

支援事業(例)
農林漁業体験機会の提供

地域における共食の場の提
供

地域食文化の継承

○ 和食給食の普及
和食給食の普及に向けた献立の開発や子供や学校関係者
を対象とした食育授業の開催を支援します。
○ 食品ロスの削減
食品ロスの削減に向けた消費者の意識調査や飲食店等と
連携した啓発資料の配付やセミナーの実施を支援します。

＜事業の流れ＞

交付率
1/2以内

交付（定額）

国

都道府県

事業実施主体

都道府県、市町村、
⺠間団体等

・食生活の改善や食
文化等に対する意識
の向上、
・地場産食材の活用
割合の増加等

第3次⾷育推進基本計画の⽬標達成(令和2年度)を⽬指す
［お問い合わせ先］消費・安全局消費者行政・食育課（03‐3502‐5723） 48

Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 15 食育推進に関する事業内容

（２）地域の農林水産物の利用の促進に関する支援【令和２年度予算】
【⾷料産業・６次産業化推進交付⾦（245百万円の内数）】
○ ⾷料産業・６次産業化推進交付⾦
地域資源を活⽤した新商品の開発等を進める地域ぐるみの６次産業化の取組を 〈交付率︓1/3（市町村戦略に基づく
取組については1/2以内）〉
⽀援。
（事業実施主体︓⺠間団体、
〈直売所の売上向上に向けた多様な取組〉
地⽅公共団体等）
直売所の運営体制強化に向けた検討会の開催、インバウンド等需要向けの新商
品の開発・消費者評価会の開催、観光事業者等とのツアーの企画、集出荷シス
テムの構築 等
〈施設給⾷における地場産農林⽔産物等の利⽤拡⼤〉
地場⾷材を使⽤したメニュー・加⼯品開発や導⼊実証
（新商品開発）
（メニュー・加工品開発）

【日本の食消費拡大国民運動推進事業のうち地域の食の絆強化推進事業（９百万円）】
学校等の施設給⾷への地場産農林⽔産物の利⽤拡⼤をはじめとした地産地消の取組
を促進するための専⾨的な⼈材の育成・派遣を⾏う取組を⽀援。
１ コーディネーター育成研修会の開催
学校等の施設給⾷での地場産農林⽔産物の利⽤拡⼤をはじめとした地産地消
の取組を促進するため、専⾨的知⾒を持つ⼈材を育成するための研修会を⾏う。
２ コーディネーター派遣
地域における学校等の施設給⾷へ地場産⾷材を安定的に供給するためのシス
テムの構築を⽀援するため、コーディネーターの派遣を⾏う。

〈補助率︓定額〉
（事業実施主体︓⺠間団体等）

（研修会の開催）

［お問い合わせ先］食料産業局産業連携課（03‐6744‐2352）
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Ⅲ 農林水産省における食育の取組 － 15 食育推進に関する事業内容

（３）国産農産物消費拡大事業のうち 「和食」と地域食文化継承推進事業

【令和２年度予算額︓72百万円】

＜対策のポイント＞
ユネスコ無形⽂化遺産に登録された「和⾷」を保護し、次世代に継承していくため、地域固有の多様な⾷⽂化の保護・継承を推進するとともに、⼦供たちや
⼦育て世代に対して和⾷⽂化の普及活動を⾏う中核的な⼈材を育成します。
＜政策⽬標＞
第３次⾷育推進基本計画における⽬標である「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、伝えている割合」の増加
（41.6％［平成27年度］→ 50％以上［令和２年度まで］）
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
地域の⾷⽂化の保護・継承事業

２．和食文化継承の人材育成等事業
○ 子供たちや子育て世代に対して和食文化の普及活動を行う中核的な
人材を育成し、各都道府県ごとに配置するため、栄養士・保育士等を
対象とした研修会等を実施するとともに、子供たちへの和食文化の普
及のための取組を活用した実践的な研修を実施します。

⺠間
企業

⺠間
団体

［お問い合わせ先］食料産業局海外市場開拓・食文化課（03‐3502‐5516）

⼤学

教育
関係
者

各都道府県ごとに体制の構築

和⾷⽂化継承の⼈材育成等事業
中核的な⼈材の育成
研修会等
の実施

⺠間団体
等

データベース作成

⼦供たち
への和⾷⽂化
の普及のため
の取組

配置・登録

委託

国

地⽅
公共団体

地域の⾷⽂化

⼦育て世代・⼦供たちへ
和⾷⽂化を効果的に普及

＜事業の流れ＞

発信・活⽤

調査

地域の⾷⽂化の普及推進

１．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地域で保護・継承していくため、地方公
共団体、大学等研究機関、民間団体、教育関係者、民間企業等を構成
員とした体制を各都道府県に構築し、各地域が選定する郷土料理の歴
史や由来、関連行事、使用食材及び料理方法等の調査及びデータ
ベースの作成・普及等を行います。
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