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第4章　食育推進運動の展開
○　食育推進基本計画において、毎年6月を「食育月間」と規定。全国規模の中核的行事として、平成28
年度は、6月11日、12日に福島県郡山市において「第11回食育推進全国大会inふくしま」を開催。平
成29年度は6月30日、7月1日に岡山県岡山市で「第12回食育推進全国大会inおかやま」を開催予定。
○　農林水産省では、広く国民の理解を深めるため、食育基本法や第3次食育推進基本計画等の食育に関す
る基本情報をはじめ、都道府県・市町村の食育推進計画の作成状況など、食育推進の施策に関する総合的
な情報を提供。
○　農林水産省では他の地域においても参考となり得るような若い世代の食生活の改善を対象としたボラン
ティアについて、「食育推進ボランティア表彰」を実施。

「第11回食育推進全国大会inふくしま」を通じた普及啓発
「第11回食育推進全国大会inふくしま」は、大会テーマを、復興のあゆみを全国に感

謝を込めて伝えていくことを盛り込んだ「チャレンジふくしま！おいしくたのしく健康
長寿～復興のあゆみ。全国のみなさまへ感謝の気持ちを込めて～」と設定。北海道・東
北ブロックで初めての大会として開催。

会場をビッグパレットふくしま（郡山市）とし、開会式、食育推進ボランティア表彰
をはじめ、講演、シンポジウム、ワークショップ、展示（139団体、131ブース）等が
行われ、2日間で約2万6千人が来場。

コラム

奈良県内の4つの大学サークルが連携 ～「ヘルスチーム菜
な

良
ら

」～ 
〔平成28年度 食育推進ボランティア表彰 受賞〕

「ヘルスチーム菜良」は、奈良県内の4大学（畿央大学・近畿大学・
帝塚山大学・奈良女子大学）の200名を超える管理栄養士養成課程の学
生で構成する食育ボランティアサークル。

4大学連携で、県・市町村や関係団体が実施するイベントに参加する
ほか、企業との連携による奈良県産の材料にこだわったお弁当等の開発、
県と連携した若い世代向けの啓発媒体の作成など、幅広い活動を展開。

協議会を結成することで、それぞれ主体的な活動をしてきた4大学が
つながって大きなパワーを発揮。

事 例

第11回食育推進全国大会�
inふくしまポスター

学ぶ！体験！学ぶ！体験！
●約１２０団体による
　展示、PR
●各種食育講演会
●ワークショップ

コンベンションホール 定員／各500名様

事前申込制

当日参加 OK

テーマ「おいしい！楽しい！『食』で元気をチャージ」

開会式 11：00～12：00

シンポジウム 15：00～17：00

●パネリスト

6/11 土

出演／岩代國郡山うねめ太鼓保存会小若組、郡山女子大学附属高等学校 合唱部 など

閉会式 15：30～16：30
●クロージングイベント

「元気なふくしまっ子を育てる
 ための食生活と子育て」

「世界に誇る 福島の食」

事前申込制 事前申込制

講
師 氏

テーマテーマ

講
師 氏

（俳優）

6/12 日

（野菜スイーツ専門店
 「パティスリー ポタジエ」
 オーナーパティシエール）

（ミソガール、
 ジャパン味噌プレス編集長）

（特定非営利活動法人
 OYAKODOふくしま理事）

柿沢 安耶 氏 藤本 智子 氏設楽 哲也 氏

※事前申込制のプログラムについて応募者多数の場合は抽選となります。

●オープニングイベント
●食育推進ボランティア表彰等

出演／福島県立いわき総合高等学校 家庭クラブ フラダンスチーム「アロヒミノアカ」、
　　　郡山市立大島小学校 合唱部

事前申込制

（教育評論家、法政大教授）尾木ママ

ところ

ビッグパレットふくしま
福島県郡山市南２丁目 52

マイカーでお越しの方
＜臨時駐車場＞
郡山カルチャーパーク

（第４.5駐車場）
☆東北自動車道／
　郡山南ICより３分
②無料シャトルバス
　随時運行（会場まで約15分）

※運行時間／7：45～１9：００

無料シャトルバスを
ご利用ください
①郡山駅西口⇔会場
　（15分間隔）

※運行時間／
　7：45～１9：００

会場まで約15分で到着

東
北
自
動
車
道

タクシープール

バスプール

４
号
バ
イ
パ
ス

● 郡山カルチャーパーク ビッグパレット
ふくしま
駐車場

と  き

入場無料

農林水産省、福島県、第11回食育推進全国大会福島県実行委員会主催
後援　内閣府、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会（順不同）

（受付時間 平日9：00～17：00）
お問い合わせ先 第11回食育推進全国大会運営事務局 024-521-2550 024-521-8390

〒960-8043　福島市中町1-19 中町ビル4F

食育ふくしま 検索
第11回食育推進全国大会inふくしま

事前申込制プログラムのお申込みや全体プログラムなど詳しくは、
大会ホームページをご覧ください。
事前申込制プログラムのお申込みや全体プログラムなど詳しくは、
大会ホームページをご覧ください。

●ステージイベント
出展団体による食育ショー、
ダンス、体操 など

●キッチンステージ
「ふくしま応援シェフ」
「森野熊八シェフ」
等によるクッキングショー

楽しむ！遊ぶ！

大会関連イベント

●ビッグパレット駐車場が満車の際
は、「臨時駐車場」をご利用ください。

（臨時駐車場利用者には先着で素敵な
プレゼント）

尾木直樹 辰巳　郎

ふくしまバスツアー

ワンダーファーム、久ノ浜地区浜風商店街、アクア
マリンふくしまor漁港（昼食／いわき・ら・ら・ミュウ）

会津コース
ふくしま逢瀬ワイナリー、酒蔵（榮川酒造）orみそ蔵（会津天宝
醸造）、会津鶴ヶ城、ペップキッズ郡山（昼食／鶴ヶ城会館）

最大
80名

事前申込制

いわきコース
最大

80名

見
学

見
学

6/12 日ビッグパレット 屋外展示場
福島県の特産品、郷土料理や飲食物を
販売します。県外からの出展もあります。

郡山駅前広場（西口）イベント
お絵かきコーナー、県産品の紹介・販売、キッチンカーでの試食や
試飲を開催。ステージではブースや「楽都郡山」の紹介をします。

移
動

水
族館も来る

よ

!

移
動

水
族館も来る

よ

!

是非親子一緒に
ご参加ください。

※未就学のお子様の申込不要

●事前申込制プログラムの申込期限　5月20日（金）
一人  2,000円
※昼食代及び保険料として

食育推進の取組等に対する表彰の実施状況

実施省 食育に関する表彰制度 概　　　　　　　　要

農林水産省
食育推進ボランティア表彰 他の地域においても参考となり得るような若い世代の食生活の改善に取り組んだボラン

ティアを表彰

地産地消給食等メニューコンテスト 学校給食・社員食堂、外食・弁当等において地場産物を活用したメニューの内容の工夫、
生産者との交流、年間を通じた地場産農林水産品の活用の継続等を行っている者を表彰

文部科学省
学校給食表彰 学校給食の普及と充実に優秀な成果を挙げた学校、共同調理場、学校給食関係者、学校給

食関係団体を表彰
優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の�
推進に係る文部科学大臣表彰

「早寝早起き朝ごはん」運動などの子供の生活習慣づくりに関する活動のうち、特色ある
優れた実践を行い、地域全体への普及効果が高いと認められるものを表彰

厚生労働省

栄養関係功労者厚生労働大臣表彰 栄養改善と食生活改善事業の普及向上等に功労のあった個人、地区組織等を表彰

健康寿命をのばそう！アワード
従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた取組等を
している企業、団体、地方公共団体を表彰（生活習慣病予防分野）
食育を含む母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・地方公共団体を表
彰（母子保健分野）
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第4章　食育推進運動の展開

五感を育み、食べる楽しさを伝える ～「味覚の一週間」Ⓡ～
「味覚の一週間」Ⓡは、フランスで行われてきた27年にも及ぶ

味覚教育の活動。日本でも平成23年から同様の取組を開始。6
年目となる平成28年は、10月17日から23日の一週間に、日
本各地の小学校やレストラン等において、五感を使って味わう
ことの大切さや食の楽しみを体感できる様々な取組を展開。

活動の中心である「味覚の授業」は、和・洋・中の料理人や生産者等が講師としてボランティアで小学校を
訪れるもので、平成28年には約300人の講師が全国189校、約1万4千人の児童に向けて実施。

以下の要素で構成することを基本としつつ、講師はそれぞれの専門分野や個性をいかした体験型学習を展開。
「味覚の授業」の基本構成
①五感の働きと5つの基本の味（甘味・塩味・酸味・苦味・うま味）を教えること
②五感で味わうことによって広がる食の豊かさを教えること
③食品の産地や生産方法について情報を伝えること
④仲間と「おいしさ」を共有することの楽しさを教えること
⑤講師自身の経験や料理に対する思いを伝え、「食」に興味を持つきっかけを作ること

“五感を使ってじっくり味わおう”
シェフによる授業の様子

“料理の時にも五感が大切”
シェフによる調理実演の様子

“「うま味」はどんな食べ物に含まれているかな？”
和食の料理人による授業の様子

また、公立大学法人福岡女子大学と連携して「味覚の授業」の効果を把握するための検証を実施。福岡県篠
栗町立北勢門小学校では、平成24年から毎年4年生に「味覚の授業」をしており、平成27年には「味覚の授
業」前後に調査を実施。5味識別テスト（甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の低濃度溶液と水3、計8検体を
識別）の結果、受講前における正答数の最頻値は4、受講後には8（満点）に変化。また、正答数6以上の児
童が約2倍に増え、味の識別能力が向上したことがわかった。なお、未実施校（対照校）における4年生の正
答数の最頻値は4であり、北勢門小学校（実施校）における「味覚の授業」受講前と同様の結果で、受講後の
結果との間に有意差が認められた。

小学4年生の「味覚の授業」受講前後と対照校における5味識別テストの正答数分布

実  施  校 対  照  校

0.0 
2.3 4.6

16.2

28.5

13.8
11.9 10.8

0 1 2 3 4 5 6 7 8
正答数

0.0 1.0
4.1

10.2 9.2

19.4 17.9
20.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8
正答数

受講後

1.0 
3.1

10.2
14.3

28.6

16.3

9.7 7.1

0
5

10
15
20
25
30

0 1 2 3 4 5 6 7 8
正答数

（％）

0
5

10
15
20
25
30

（％）

0
5

10
15
20
25
30

（％）
受講前

注：�実施校の対象者は「味覚の授業」前後の両調査に参加した98名、対照校は130名。正答数6以上は、受講前26人（26.5%）、受講後55人（56.1%）、対照校
45人（34.6%）。

さらに、北勢門小学校の5・6年生が、4年生の時に受けた「味覚の授業」後に変わったと思うことについ
て調査した結果、嗅覚や味覚、触覚、視覚、聴覚を使うようになったと答えた児童が多く、「味覚の授業」が
五感を使って料理を味わうきっかけになったことがわかった。また、その他の食行動に関しても、“食に興味
を持つようになった”、“一緒に食べることが多くなった”、“会話が増えた”、“手伝いが楽しくなった”など、

「味覚の授業」が食への関心を高め、食行動に好影響を与えたこともわかった。

事 例
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第5章　�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

○　農林水産省では、農林漁業体験の取組を広く普及するため、教育ファームについて、「運営の手引き」
の普及、学校の教科学習と関連づけた教材、「企業向け導入マニュアル」の普及を実施。
○　農林水産省では、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を促進するため、農山漁
村において行う体験プログラム作りや、受入体制構築、地域間交流拠点の整備等に対して支援。
○　総務省、文部科学省、農林水産省では、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等
を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を実施し、食育等に資する都市農村交流の取組を実施。
○　農林水産省では、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽し
む滞在である「農泊」を推進するため、地域一丸となって、ビジネスとして実施できる体制の整備、農林
漁業体験プログラム等の開発や古民家の改修等による魅力ある観光コンテンツの磨き上げへの支援をする
ための枠組みを構築。
○　農林水産省では、直売所を中心とした取組の推進や、学校給食や企業の食堂における地場産物の活用の
促進等を図るため、地産地消に関するホームページによる情報提供、メールマガジンの配信、農産物加工
施設及び直売施設の整備に対する支援、「地産地消等優良活動表彰」、「地産地消給食等メニューコンテス
ト」等を実施。

「教える前に体験しなきゃ！」 先生のための農村ホームステイ
北海道農協青年部協議会は、小学校・中学校・高校の先生のための「農村ホームステ

イ」を平成25年度から実施。若手農業者が先生を1泊2日で受け入れ、農家宅のあり
のままの生活や農作業を体験してもらう取組で、「教育のプロ」である学校の先生と、

「農業のプロ」である農業者やその家族との交流を通じて、共に「食や地域の大切さ」
を子供たちへ伝えることについて考える。

平成25年度に道内4地区での取組からスタートし、平成26年度以降は全道に展開、
平成28年度は全道で29事例の取組を実施。さらに、北海道教育委員会が実施する新規
採用栄養教諭研修のプログラムとしても「農村ホームステイ」が組み込まれるようにな
るなど、取組が広がっている。

先生たちに農家宅へ泊まってもらい、農家の家族との時間を一緒に過ごしてもらうこ
とにより、農作業体験だけでは伝えられない農家の想いや、学校・地域のことなど様々
な事を話す機会になっている。「農村ホームステイ」を終えた先生たちは、自分自身の
体験を学校に持ち帰って子供たちに伝えている。

事 例

「土佐天空の郷」の棚田で大学生たちが農業体験
高知県の中山間地域に位置する本山町では、棚田の保全に加えて、農業体験を通じた

食育活動に取り組んでいる。
本山町特産品ブランド化推進協議会では平成22年度から高知大学の学生らとの交流

を主体とした農業体験活動を進めており、平成28年には延べ約250人が参加。特に
「田んぼアート」は、カラー稲を組み合わせて、本山町の棚田の景観をPRする巨大な絵
をつくりあげるもの。自身で植え付けた稲の生育を経て完成した図柄を見たときの満足
感と相まって、一層、大学生たちの心に残る体験となっている。

また、各体験の後には、協議会関係者らと大学生とで、本山町農業を考えるワーク
ショップを開催。地域活性化につながる加工品開発、観光メニュー、移住促進等につい
て話し合い、大学生たちの新しい発想や視点から、農村の魅力を広く伝えるためのヒン
トが得られるなど、地域興しへの新たな波及効果も期待。

事 例

「農村ホームステイ」での農作業体験

「農村ホームステイ」を経験した先生による�
学校での授業風景

高知県のマスコットキャラクターで�
“キモカワキャラ”としておなじみの�
「カツオ人間」が描かれた田んぼアート

大学生とのワークショップ
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第5章　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 

○　国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（2015年）において、小売・
消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料廃棄の半減等の目標を設定。
○　関係省庁が連携して、食品ロスの一つの要因となっている納品期限（いわゆる1/3ルール）等の商慣
習について、商慣習見直しの取組の効果や実施に当たってのポイント等を分析・整理し、他の事業者によ
る食品ロス削減の実践を促す取組を実施。また、フードバンク活動を行う団体が食品関連事業者からの信
頼を向上させ、団体における食品の取扱いを促進。農林水産省では、平成28年11月に「フードバンク活
動における食品の取扱い等に関する手引き」を作成・公表。
○　地方公共団体、食品関連事業者及び消費者を対象とした「もったいないを見直そう～食品ロス削減シン
ポジウム～」（消費者庁、農林水産省、環境省主催、文部科学省後援）を平成28年10月に開催。
○　食品ロスを削減することを目的とした、自治体間のネットワーク「全国おいしい食べきり運動ネット
ワーク協議会」を平成28年10月に設立。

○　食品廃棄物等について、食品リサイクル法に基づき、発生抑制と減量化により廃棄物として排出される
量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料とするリサイクル等を推進。食品関連事業者の再生利用
等実施率は、平成25年度に85％。
○　食品リサイクル・ループ認定制度については、平成28年12月末現在で55の計画を認定。地方環境事
務所、地方農政局等による食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者、地方公共団体のマッチングの
強化や、食品リサイクル・ループ形成に向けた主体間の連携を促すことが必要。環境省では平成27年度
から「食品リサイクル推進マッチングセミナー」を開催しており、平成28年度は秋田県、大阪府、沖縄
県の3か所で実施。

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会活動内容
■「食べきり運動」の普及・啓発
■「食べきり運動」に関する取組や成果の情報共有及び情報発信
■前項のほか、食品ロス削減に関する取組や成果の情報共有及び情報発信
■国、民間団体、事業者等との連携及び協働
■その他、前条の目的を達成するために必要な事業

食
品
資
源
の
利
用
主
体

事業系廃棄物
（806万トン）

有価物
※大豆ミール、ふすま等

（901万トン）① 食品関連事業者
　 ・食品製造業
　 ・食品卸売業
　 ・食品小売業
　 ・外食産業

家庭系廃棄物
（870万トン）

うち可食部分と考えられる量
食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（302万トン）

食品リサイクル法における食品廃棄物等
食用仕向量 （8,339万トン）

粗食料＋加工用

廃棄物処理法における食品廃棄物

② 一般家庭

事業系廃棄物
＋

有価物
（1,927万トン）

うち可食部分と考えられる量
規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し

（330万トン）

食品リサイクル法における
再生利用：1,336万トン
うち飼料化向け：975万トン
うち肥料化向け：249万トン
うちエネルギー化等向け：112万トン

食品リサイクル法における
熱回収：45万トン

食品リサイクル法における
減量：220万トン

焼却・埋立等：326万トン

焼却・埋立：813万トン

食品由来の廃棄物等
（2,797万トン）

うち可食部分と考えられる量
（632万トン）

※いわゆる「食品ロス」

再生利用：57万トン
（肥料化・メタン化等向け）

●食品廃棄物等の利用状況等（平成25年度推計）〈概念図〉●食品廃棄物等の利用状況等（平成25年度推計）〈概念図〉

資料：・�「平成25年度食料需給表」
（農林水産省大臣官房）

　　　・�「食品廃棄物等の発生量及び
再生利用等の内訳（平成25
年度実績）｣ (農林水産省統
計部)

　　　・�事業系廃棄物及び家庭系廃
棄物の量は、「一般廃棄物の
排出及び処理状況、産業廃
棄物の排出及び処理状況」
（環境省）等を基に環境省廃
棄物・リサイクル対策部に
おいて推計

　　　・�「平成27年度食品循環資源
に関する実施状況調査等業
務報告書」（環境省請負調査）

　注：・�事業系廃棄物の「食品リサ
イクル法における再生利用」
のうち「エネルギー化等」
とは、食品リサイクル法で
定めるメタン、エタノール、
炭化の過程を経て製造され
る燃料及び還元剤、油脂及
び油脂製品の製造である。

　　　・�ラウンドの関係により合計
と内訳の計が一致しないこ
とがある。
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第6章　食文化の継承のための活動
○　食生活が多様化する中で、地域の郷土料理や伝統食、食事作法等の食文化を大切にし、次の世代への継
承を図るには、地域の食生活改善推進員など国民の生活に密着した活動を行っている食育ボランティア
や、高度な調理技術を備えた専門調理師等の役割が重要。

食生活改善推進員による食文化継承の取組
○小学校で「ほうとう」づくり教室（山梨県協議会）

忍野村食生活改善推進員会は、忍野小学校の4年生に郷土料理「ほうとう」づく
り教室を実施。かつてはどの家でも日常的に作られていたが、今では自宅で作る人
が減っている。郷土料理を自宅で簡単に作れるようにと、教育委員会や小学校と相
談したところ、4年生が学校農園でかぼちゃを育てていたことから、これを活用し
て「ほうとう」づくり教室を行うこととした。
「ほうとう」の由来や歴史を説明して料理を開始。試食の時間には朝食を食べる

ことの大切さや栄養バランスについても説明。

○「だし活」で減塩（青森県協議会）
青森県食生活改善推進員連絡協議会では県と連携して「だし活」を普及。青森県

産の煮干しや昆布を麦茶ポットやペットボトルなどに入れ、一晩冷蔵庫に寝かせて
だしをとる「水出し」を、スーパー等で来店者が試飲。

また、市町村の乳幼児健診において「だし活」を紹介し、塩分控えめの「だし活
味噌汁」等の試食を実施。味覚が発達する幼少期から、塩分控えめの食生活を身に
つけると、大人になってもうす味を好み、塩分を摂り過ぎない食生活につながるこ
となどを説明。

○京丹後の百寿レシピ（京都府協議会）
京丹後市は、百寿者（100歳以上の長寿の方）が全国平均の2.7倍。丹後の風土

が生んだ伝統的な郷土料理として「丹後ばら寿司」が有名。食生活調査を実施した
ところ、百寿者がよく食べていたメニューの一つとして普及。

京丹後市食生活改善推進員協議会では、食文化伝承事業において、小学生・中学
生・高校生や一般の方に「丹後ばら寿司」づくりの講習会を実施。地元のラジオ局

「FMたんご」主催の婚活イベントでも講習会を実施するなど、地域活性化の一翼を
担っている。

事 例

シェフが小学校で体験型・参加型の食育授業を実施
全日本司厨士協会は、各地の保育所・幼稚園・小学校での親子料理教室などのイ

ベント開催や福祉施設での継続的な慰問活動など、総合的な食育の推進・普及を実
施。

また、全日本司厨士協会総本部では、世界のシェフ団体と連携し、毎年10月20
日をシェフズデイとしており、2016年の世界共通テーマ「ART ON A PLATE」に
沿って活動。一般社団法人ニュートリション運動推進会議子どもの健康づくり委員
会との共催により、平成28年10月18日に、東京都目黒区の小学校4年生2クラ
スの合計43名に対して、体験型の食育授業を実施。

授業では、協会会員の都内大型ホテルのシェフとともに児童が自ら特製ソースで
野菜のテリーヌに彩りを付け、一方向ではなく参加型の授業として楽しみながら食
育を実践。テリーヌに使った根セロリやポロネギ等は、児童に食材を身近に感じて
もらうため、見てもらうだけでなく実際に触ってもらった。テリーヌとは何か、ど
のようなものか、といったことなどの説明から始まり、調理手順や調理の際にゴム
手袋をする理由、手洗いのコツなども説明。

切り分けたテリーヌが配られると、児童たちはあらかじめ用意した3種類のソー
スとミニトマトやグリーンアスパラガスなどの付け合わせで自由に飾り付けをし、
完成後に試食。

事 例

「ほうとう」づくり教室

スーパーでの「だし活」普及

婚活イベントでの「丹後ばら寿司」づくり

東京都目黒区の小学校での参加型食育授業

子どもたちが自らソースで飾り付けをする体験授業
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第6章　食文化の継承のための活動

○　一般社団法人和食文化国民会議（略称：和食会議）など産学官が一体となって、ユネスコ無形文化遺産
に登録された「和食；日本人の伝統的な食文化」の保護・継承の取組を推進することが重要。
○　農林水産省では、次世代を担う子供たちへ和食文化を伝えていくため、全国63名の和食料理人が参加
する「和食給食応援団」の協力を得て、学校給食を通して和食文化を伝える取組を推進。
○　地域の食文化を継承していくためには、伝統的な郷土料理や食文化を支えてきた地域の食材等の特徴を
理解し、伝えていくことが大切。農林水産省では、地域において市町村や民間団体、JA、生協等が、子
供達や子育て世代をはじめとする消費者を対象に実施する地域の食文化や地場産物等への関心を高める取
組を推進。

「和食給食応援団」の取組について
「和食給食応援団」は、ご飯と汁物、おかずを基本とした一汁三菜の献立や、年

中行事の行事食、地域の郷土料理などの和食文化を、給食を通じて子供たちへ伝え
ていきたいという熱意を持った和食の料理人や食品企業等による団体（現在、63
名の料理人と76社の企業が活動に参加）。

和食料理人等が全国各地の小中学校を訪問して、各校の栄養教諭等と協力しなが
ら、地元の食材を活用した和食給食献立の開発や、だしの取り方などの和食に関す
る授業を実施しており、授業を受けた子供たちからは、「初めて自分でだしを取っ
たけど、いい香り」、「『いただきます』と『ごちそうさま』は感謝を込めて言いた
い」といった声も上がっている。

平成28年度は「年中行事」をテーマとして、お正月にはお雑煮、冬至にはかぼ
ちゃを使った献立などを提供し、子供たちへ伝統的な食文化を継承していく取組を
展開。また、栄養教諭等を対象とした調理実演会も開催し、和食給食の一層の普及
を推進。

事 例

「第1回全国子ども和食王選手権」開催！
農林水産省では、日本の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」

に対する子供達の関心と理解を育むことを目的に、全国の小学生を対象としたイベ
ント「第1回全国子ども和食王選手権」を開催。

小学校4～6年生を対象とした「和食王部門」では、3人一組のチームで和食の
知識と技を競った。全国の小学校から約300組を超える応募があり、その中から全
国8ブロックの地区予選を勝ち抜いた8組が、平成28年11月20日の全国大会に
出場。初代「和食王」に輝いたのは、東北地区代表の秋田大学教育文化学部附属小
学校6年生のチーム。

また、小学校1～3年生を対象とした「お絵かき部門」には、全国から500件を
超える応募があり、郷土料理や和食の料理を囲む人々の楽しそうな様子などが生き
生きと表現された素晴らしい作品が揃った。審査の結果、九州・沖縄地区代表の那
覇市立天妃小学校3年生の作品「重箱料理」が金賞を獲得。

事 例

地域の食文化の継承（第31回国民文化祭・あいち2016）
文化庁では都道府県等と共催で、国民の文化活動への参加意欲に応えるとともに、

文化活動の水準を高めるため、国民一般が行っている各種の文化活動を全国的規模
で発表、競演、交流する場として国民文化祭を昭和61年度から毎年開催。

平成28年10月29日から12月3日までの36日間にわたり開催された「第31
回国民文化祭・あいち2016」では、碧南市において、地元で生まれた調味料であ
る白しょうゆ・白だしを使ったレシピコンテストを開催。

また、文化庁主催シンポジウム「食文化を考える！～生きるための“食”からお
いしい“食”の話まで～」を、国民文化祭・あいち2016の一環として東京で開催。

事 例

和食給食応援団の食育授業の様子

地域の食材を使用した和食給食

「和食王」優勝校

「お絵かき」金賞作品

白しょうゆレシピコンテスト


