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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29年6月30日・7月1日に岡山県岡山市にお
いて「第12回食育推進全国大会inおかやま」を
開催。平成30年度の第13回大会は、6月23日・
24日に大分県で開催予定。
○○ 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始め、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。
○○ 食育の取組が全国で展開していくことを目的と
して、「食育活動表彰」を新たに実施。その他に
も各種の表彰を実施。

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

食育活動表彰
ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、
食品製造・販売等その他の事業活動を通じ
て食育を推進する優れた取組を表彰

地産地消等
優良活動表彰

地場産物の利用促進や国産農林水産物・食
品の消費拡大、生産・加工技術の伝承・普
及、消費者との交流促進等を持続的に行い
地域へ寄与している者を表彰

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
農林水産物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

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）

「第12回食育推進全国大会inおかやま」を通じた食育の普及啓発
「第12回食育推進全国大会inおかやま」の大会テーマは、「食育
は人づくり！みんなでええ『食』を次世代へ～桃太郎のまち岡山か
ら�未来へつなげる食と健康～」。17の講演会・シンポジウム、映画
上映のほか、10のキッチンステージ、小学校での食育公開授業、
屋外飲食コーナーを含む166団体149ブースの出展。来場者が楽
しみながら食育を理解し実践する契機となるよう、様々なイベント
が開催されるとともに、講演会やワークショップ、ブースによる多
彩な展示等が行われ、2日間で約2万1千人が来場。

コラム

第12回食育推進全国大会
inおかやまポスター
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第4章　食育推進運動の展開

○○ 都道府県の食育推進計画の作成は、すでに平成
20年度に目標値である100％を達成。
○○ 市町村の食育推進計画の作成は、基本法におい
て努力義務となっているが、普及啓発等により、
着実に増加。基本計画の目標が100％であるのに
対し、8割に近づいた。
○○ 未作成市町村に対する作成支援を、引き続き、
都道府県にお願いしているところ。国からは、都
道府県に対し、市町村の作成率向上に必要な情報
提供や研修会等への講師派遣などの支援を実施。

食育推進計画の作成状況
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資料：�農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（平成27年度までは内閣府）調べ
注：平成20年度は平成20年6月現在及び平成21年3月現在の作成割合

都道府県管内市町村の作成率に該当する都道府県数

作成率 該当
都道府県数

100％ 16

75～100％未満 17

50～ 75％未満 11

50％未満 3

作成済みの市町村数 1,380

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（平成30年3月末現在）
注：作成率とは、都道府県内の全市町村数に対する計画作成済市町村の割合

車座ふるさとトークを通じた食育実践者との意見交換 
～地域の連携を通じた食育の推進～

農林水産省は、平成29年12月に沖縄県糸満市において、「地域の連携を通じ
た食育の推進」をテーマとした「車座ふるさとトーク」を開催。政府から礒崎農
林水産副大臣、宮腰内閣総理大臣補佐官が参加し、沖縄県内からは、大学や保育
園等で食育に携わる教育関係者、大学で食生活や健康について学び地域で食育活
動をする学生、農業体験等を提供する生産関係者、関係者の連携を推進し幅広い
食育に取り組む報道機関や管理栄養士等の事業関係者が参加。
それぞれの参加者から、日頃行っている食育活動や課題等について、活発な発言があり、様々な意見交換。

参加者の発言（一部抜粋）

・�食への意識が低い家庭や働き世代への食育をどうするかが課題。
・�働き世代の食育をどうするかが課題。平日に企業で食育についての時間を取れるようにしたい。
・�大人の「食」への意識が低い。大人の意識を変えるのは困難なため、幼児のうちから意識付けすることが大切。
・�小さい頃からの食育が大事。家庭環境が食育に大きく影響すると感じている。
・�包丁を使い慣れていない親も多く、そうした家庭では、総菜や外食に頼ることが多くなり、食費の関係でジャン
クフード等栄養が足りない食事が増える。親に対する調理教室の実施が必要。
・�沖縄県には栄養教諭を導入していない学校が多い。栄養教諭を増やして、学校での食育を進め、その子供たちが
大人になったときに長寿県となるようにしたい。
・�方法は違っても、皆同じ課題のもと同じ目的を持って食育活動をしているので、これらの取組をつなぐことで大
きな取組になる。

コラム

礒崎農林水産副大臣・宮腰内閣
総理大臣補佐官と参加者
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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

○○ 教育ファーム等農林漁業体験活動への支援（農林水産省）:補助事業のほか、どこでどのような体験が
できるかについて情報を一元化した教育ファーム・データベースの提供等を実施。
○○ グリーン・ツーリズムを通じた都市住民と農林漁業者との交流促進（農林水産省）: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。
○○ 「子ども農山漁村交流プロジェクト」（総務省、内閣官房、文部科学省、農林水産省、環境省）: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推進。
○○ 「農泊」の推進（農林水産省）:ビジネスとして実施できる体制の整備、取組地域への人材派遣、地域に
眠っている資源の魅力ある観光コンテンツとしての磨き上げ、古民家等を活用した滞在施設等の整備、優
良地域の国内外へのプロモーション等を支援するための枠組みを構築。

○○ 地産地消の促進（農林水産省）
（1）ホームページによる情報提供、メールマガジンの配信
（2）地場産物の利用促進などをテーマとしたフォーラムの開催
（3）農産物加工施設及び直売施設の整備に対する支援
（4）「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」等の実施
（5）地産地消コーディネーターの育成や派遣

農業高校の生徒が、地域の子供たちに農業体験を提供

北海道中標津町計
け
根
ね
別
べつ
地区の中標津農業高等学校では、平成18年から、校内

の農場に地元の幼稚園児・小学生・中学生を迎え、高校生が先生役となり農業体
験等を提供する「計

け
根
ね
別
べつ
食育学校」を開催。

子供の発達段階に応じて高校生が体験内容を企画し、野菜の栽培・収穫、牛の
搾乳、ソーセージの製造などの多彩な体験を提供。例えば、幼稚園児には、たく
さん土に触れて楽しむことができるジャガイモの植付け・収穫の体験を提供し、
小学生には、野菜の成長を算数で学んだ折れ線グラフで記録するなど、授業内容
と関連付けた体験を提供。さらに、中学生には、ソーセージ製造の一連の作業を
通じ、「命をいただく」ことの重さを感じられるような内容。
教える側の高校生にとっても、子供たちに作物の栽培、食育の意義などを教え

ることで、自らも食と命の大切さを学び、農業や食育への理解を深める機会に。
開校から10年を超え、「計

け
根
ね
別
べつ
食育学校」に参加していた子供たちが成長して、

中標津農業高等学校に入学し、次は先生役として、地域の子供たちに農業体験を提供するという良い循環も。

事 例

ジャガイモの収穫体験（幼稚園児）

肉の加工体験（中学生）
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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製・配・販にまたがる商慣習の見直しについ
て、納品期限を緩和する取扱品目や取組企業の拡大のための実証実験や、賞味期限の年月表示化等の取組
を推進。
○○ 食品関連事業者等が安心してフードバンク活動を行う団体に食品の提供を行える環境を整えるために、
フードバンク衛生管理講習会やフードバンク活用促進セミナーを開催。
○○ 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」が平成28年10月に設立され、平成29年10月に「第1回食品ロス削減全国大会」（長野
県松本市）を開催。

食品ロス削減の必要性を全国に発信 
（第1回食品ロス削減全国大会）

事業者や消費者を含めた食品ロス削減に関わる様々な関係者が一堂に会し、新
たな連携を築き、フードチェーン全体で削減していくことの必要性を日本全国に
発信することを目的に開催（松本市・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協
議会�主催、消費者庁・農林水産省・環境省共催）。
消費者、関連事業者、自治体などによるパネルディスカッション等を行ったほ
か、会場が一体となり、全国に向けて「食品ロスを減らそう！」と力強く宣言。

事 例

第1回「食品ロス削減全国大会」
の様子

（長野県松本市）

映画「0円キッチン」とのタイアップによる食品ロス削減のための親しみやすい情報発信
農林水産省では、平成29年7月から映画「0円キッチン」とのタイアップに
より、「食べものに、もったいないを、もういちど。」をキャッチフレーズに、
食べ物を大切にすることの大切さについて情報発信。
食料危機に関心を持つ主人公が、食品廃棄削減のヒントを得るため、自身で
製作した食品廃油で稼働する自動車で、欧州を旅する姿を描写。旅先で、事業
者や消費者から廃棄予定のまだ食べられる食品を回収・調理し、廃棄される食
品から作られるとは感じさせないような料理を振る舞うことで、食品廃棄を真
摯に受け止め、「もったいない」意識を醸成するような内容。
今回のタイアップのように、多くの国民に親しみやすく共感しやすい媒体を
通じた食品ロス削減のための情報発信が重要。

コラム
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第6章　食文化の継承のための活動
○○ 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。
○○ 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始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。
○○ 農林水産省では、平成29年度に小学生を対象として、和食に関するお絵かきや和食文化の知識と技を
競うイベント「第2回全国和食王選手権」を開催。
○○ また、農林水産省では、行政栄養士向けに和食文化をテーマとした食育活動を実施するための研修会
や、妊婦や子育て中の母親・父親を対象として、普段の子育ての中に和食文化を取り入れるための食育講
座を実施するとともに、スマートフォン向けの情報発信を実施。

だしで味わう和食の日

和食文化国民会議（略称：和食会議）は、平成27年から、全国の小・中学校、
保育所等を対象として、和食給食を推進する「だしで味わう和食の日」という企
画を実施。11月24日の「和食の日」を中心に、給食に和食を提供することで日
本の食文化である「和食」とは何かを考えるきっかけに。
平成29年度は、全国で約6,500校、児童・生徒等約157万3,000人が参加。
参加校では、旬の多彩な食材を使用したみそ汁や、地域の食材を取り入れたけん
ちん汁、郷土料理ののっぺい汁など、「だし」のうま味が感じられる給食を提供。
和食をテーマにした食育授業も実施し、だしについての話をするほか、触る、味
わうなどの体験を実施。

事 例

子育て世代や若い世代に向けた豆味噌料理の継承の取組

愛知県岡崎市は、家庭にある野菜を味噌で煮た「煮味噌」等が古くから家庭料
理として継承されてきたが、近年、豆味噌や煮味噌などの岡崎の食文化を知らな
い市民が増加傾向。
平成29年度に、農林水産省の「地域の魅力再発見食育推進事業」を活用し、

「豆味噌作り・煮味噌調理」の講習会を開催。
今後も、煮味噌にとどまらず、地元の食文化等の調査を行い、情報提供や講習
会において、地域や家庭で継承できる取組を展開。

事 例

食育授業の様子

豆味噌作り
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第6章　食文化の継承のための活動

明治期における食育及び食生活の転換

食育の大切さを指摘
明治31（1898）年に発行された石塚左玄著「食物養生法」では、食が人に及ぼ
す影響を強調。さらに、体育、智育、才育の基本となるものとして「食育」の重要性
に言及。明治36（1903）年に「食道楽」を著した村井弦齋は、「小児には徳育より
も智育よりも体育よりも食育が先き」と食育の大切さを指摘。

栄養の重要性を発見
高木兼寛は、明治13（1880）年に東京海軍病院院長に任命されると、脚気の予
防と治療の研究を開始。脚気の原因は、今ではビタミンB1の欠乏であると明らかに
なっているが、当時は、細菌による伝染病説が支配的。高木は、脚気の原因は栄養欠
陥であると考え、明治18（1885）年に海軍の主食に麦混合食を採用し、海軍の脚
気患者を一掃。一方、伝染病説を支持していた陸軍軍医の森林太郎（鴎外）は、高木
の説を受け入れず。日清戦争と日露戦争において、海軍では脚気による死者がほとん
ど発生しなかったのに対し、陸軍では多くの死者が発生。

肉類の普及
牛肉食は文明開化の象徴と信じられ、牛肉屋、牛料理屋の数が増加。明治4

（1871）年の仮名垣魯文の小説「牛店雑談安愚楽鍋」、明治30（1897）年の「東京
新繁昌記」等から、明治期の肉食の流行がみえる。福沢諭吉は、明治3（1870）年
の「肉食之説」において、牛肉や牛乳が身体の養生に有効だと説き、肉食を啓蒙。さ
らに、明治15（1882）年には、「肉食せざるべからず」において、欧米人の精神と
体力が日本人に比して勝っていることを挙げ、その違いは食べ物の違いにあるとし、
肉食の利を力説。
当初の一般的な牛肉の食べ方は、牛肉を醤油や味噌で日本風に味付けし、
箸で食べる「牛鍋」。牛鍋屋は比較的安価で、民衆でも気安く利用するこ
とができたという。

西洋料理の広がり
西洋料理店が開業したほか、西洋料理は料理書によっても紹介。明治5

（1872）年に仮名垣魯文「西洋料理指南」、敬学堂主人「西洋料理通」な
どの西洋料理書が刊行され、西洋料理に関する知識が徐々に広まる。
1880年代後半になると、「洋食屋」という民衆を対象にする西洋料理
店が開業し始め、明治30～40年代には、東京の「洋食屋」は1,500～
1,600軒に。「洋食屋」では、米飯と共にエビフライ、コロッケ等が提供
されたほか、カレーライス等を提供。明治39（1906）年の東京府下
326軒の主な飲食店の内訳は、和様料理207軒、西洋料理36軒、牛鳥屋
81軒、支那料理屋2軒。

学校給食のはじまり
明治22（1889）年に、山形県鶴岡町の私立忠愛小学校で貧困児童を対
象に無料で学校給食を実施。明治40（1907）年には、広島県大草村義務
奨励会による給食、秋田県高梨尋常高等小学校での貧困児童のための給食
等が実施。明治44（1911）年には岩手県、静岡県、岡山県下の一部で給
食が実施され、学校給食の取組は徐々に拡大。

コラム

石塚左玄著
「食物養生法」内表紙
資料：国立国会図書館所蔵

牛鍋屋の様子（牛店雑談安愚楽鍋）
資料：国立国会図書館ウェブサイト

明治22年の代表的な給食献立：
おにぎり、塩鮭、菜の漬物
資料：独立行政法人
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高木兼寛
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