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調査、研究その他の施策の推進

第1節 調査、研究等の実施
1「日本人の食事摂取基準」の作成・公表、活用促進

厚生労働省では、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的として、国民が健全な

食生活を営むことができるように、
「日本人の食事摂取基準」を策定し、5年ごとに改定して
います。「日本人の食事摂取基準（2020 年版）
」は、令和2（2020）年度から令和6（2024）
年度まで使用する予定です。
同基準は、更なる高齢社会の進展や糖尿病有病者数の増加等を踏まえ、生活習慣病の発症予
防及び重症化予防に加え、高齢者の低栄養予防やフレイル予防も視野に入れて検討を行い、エ
ネルギーの指標として目標とする BMI の範囲や、炭水化物、たんぱく質、脂質、各種ビタミ
ン及びミネラルといった栄養素を性・年齢階級別でどのくらい摂取すればよいかについて定め
ました。

2「日本食品標準成分表」の充実、活用促進

「日本食品標準成分表」は、戦後間もない昭和 25（1950）年に初版が公表されて以降、国

民が日常摂取する食品の成分に関する基礎データを提供することを目的として、食品数や成分
項目の充実を図るための改訂を重ねてきています。文部科学省は、平成 27（2015）年 12 月
に「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）
」を公表し、15 年ぶりに収載食品を 313 食品追加
するなど内容を充実させました。さらに、平成 28（2016）年 12 月には「追補 2016 年 1」とし
て 45 食品（うち 31 食品は新規）、平成 29（2017）年 12 月には「追補 2017 年 2」として 148
食品（うち 16 食品は新規）、平成 30（2018）年 12 月には「追補 2018 年 3」として 118 食品
（うち 59 食品は新規）の成分値を充実させました。令和元（2019）年 12 月には、翌年に「日
本食品標準成分表」の全面改訂を検討していることも踏まえ、報告様式を簡素化した「2019
年における日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）のデータ更新（以下「データ更新 2019 年」
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という。）4」として、105 食品（うち 81 食品は新規）の成分値を追加・改訂し、公表しました。
「データ更新 2019 年」では、日常的に消費される食品、例えば、食パン、ブロッコリー、し
いたけ、ロースハム、ウインナーソーセージなどの調理形態別の成分値を追加するとともに、
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カットなめこ、くろまぐろ（養殖）
、釜揚げしらす、桜でんぶなど、生産・流通実態に合わせ
て細分化した食品の成分値を追加しました。
また、新規収載食品として、赤米・黒米（穀粒・めし）
、コリアンダー、新しょうが、黄色
トマト、野菜ミックスジュース（濃縮タイプ）
、アサイー、乳児用液体ミルク等を、地域性の
高い食品やアイヌ民族の伝統食を含む伝統食品として、油ふ、いぶりがっこ、きはだの実、は
なっこりー、たらのあぶら等を追加しました。

1

日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2016 年

3

日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2018 年

2

日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2017 年

4 2019 年における日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）のデータ更新について（文部科学省）
：https://
www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1411578_00001.html
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「データ更新 2019 年」により、「日本食品標準成分表」収載食品の総数は 2,375 食品となり
ました。「日本食品標準成分表」は追補等も含め電子データをホームページで公開するほか、
最新の成分値を容易に検索できる「食品成分データベース 1」としても公開し、国民が利用しや
すい情報となるよう努めています。

3「国民健康・栄養調査」の実施、活用

厚生労働省は、
「健康増進法」に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基

礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、
「国
民健康・栄養調査」を実施しています。
「国民健康・栄養調査」は、毎年 11 月に実施しており、身長、体重、血圧等の身体状況に関
する事項、食事の状況やエネルギー及び栄養素等摂取状況に関する事項、食習慣、運動習慣、
休養習慣、飲酒習慣、歯の健康保持習慣等生活習慣の状況に関する事項について把握し、解析
した結果を公表しています。
平成 30（2018）年には、所得等社会経済状況に関する実態把握を重点項目として調査を実
施し、その結果を令和2（2020）年1月に公表しました（コラム：
「平成 30 年国民健康・栄
養調査」結果の概要 参照）。令和元（2019）年の調査については、社会環境の整備を重点項
目として実施しました。
「国民健康・栄養調査」の結果については、厚生労働省ホームページに掲載するとともに、
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所のホームページにおい
て、昭和 20 年代から実施されてきた「国民栄養調査」の結果も併せて掲載するなど情報提供
を行っています 2。

4 農林漁業や食生活、食料の生産、流通、消費に関する統計調査等の実施・公表

農林水産省は、食育を推進する上で必要となる農林漁業の姿や食料の生産、流通、消費に関

する基礎的な統計データを広く国民に提供し、食育に対する国民の理解増進を図っています。
主なものとしては、米や野菜など主要な農畜産物の生産や流通に関する調査、魚介などの水産
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物の生産や流通に関する調査を実施し、公表しています。
また、食育に関する国民の意識を把握するために、
「食育に関する意識調査 3」や「食生活及
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び農林漁業体験に関する調査 4」を実施し、調査結果を公表しています。
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環境省では、
「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）5」として、化学物質の
ばく露が子供の健康に与える影響を明らかにするため、平成 22（2010）年度から 10 万組の
親子を対象に、子供が 13 歳に達するまで質問票によるフォローアップ等を行っています。そ
の一環として食生活を含めた生活環境についても調査しており、その研究結果を公表していま
す。
1
2
3
4
5

食品成分データベース（文部科学省）
：https://fooddb.mext.go.jp/

国 民 健 康・ 栄 養 調 査（ 厚 生 労 働 省 ）
：https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_

chousa.html

食育に関する意識調査（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.html

食生活及び農林漁業体験に関する調査（農林水産省）：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taiken_

tyosa/jissen-datesyu.html

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）
（環境省）
：https://www.env.go.jp/chemi/

ceh/index.html
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コラム

「平成 30 年国民健康・栄養調査」結果の概要

「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、
国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、毎年実施しています。
平成 25（2013）年度から開始している「健康日本 21（第二次）」では、国民の健康の増進
の推進に関する基本的方向の1つとして、「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫
煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」を盛り込み、ライフステージや
性差、社会経済状況等の違いに着目し、対象集団ごとの特性やニーズ、健康課題等の把握を
行っています。
平成 30（2018）年の国民健康・栄養調査は、所得等社会経済状況を重点項目として実施し
ました 1。
世帯の所得別（200 万円未満、200 万円以上 400 万円未満、400 万円以上 600 万円未満、
600 万円以上）に世帯員の生活習慣等の状況を比較した結果は、以下のとおりです（図表1）。
＜所得と食生活の状況について＞
・食塩摂取量は、世帯の所得が 600 万円以上の世帯員に比較して、男性では 200 万円未満の
世帯員で有意に少なかった。
・野菜摂取量は、世帯の所得が 600 万円以上の世帯員に比較して、男性では 200 万円未満及
び 200 万円以上 400 万円未満の世帯員で有意に少なかった。
・果物摂取量が 100g 未満の者の割合は、世帯の所得が 600 万円以上の世帯員に比較して、女
性では 200 万円未満の世帯員で有意に高かった。
＜所得とその他の生活習慣の状況について＞
・喫煙者、健診未受診者、歯の本数が 20 歯未満の者の割合は、世帯所得が 200 万円未満の世
帯員で高い一方、歩数の平均値は、200 万円未満の世帯員では少なかった。
「国民健康・栄養調査」では、引き続き実態の把握を行い、様々な取組の推進に役立つデー
タを発信していきます。
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1

平 成 30 年「 国 民 健 康・ 栄 養 調 査 」 の 結 果（ 厚 生 労 働 省 ）：https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_08789.html
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図表1

所得と生活習慣等に関する状況（20 歳以上）

281
453
281
453
281
453
179
325
253
396
337
529
338
528
338
529
337
528
260
431
260
431
334
529

③ ④

（男性）
（女性）
（男性）
1．食生活
野菜摂取量の平均値
（女性）
（男性）
果物摂取量 100g 未満の者の割合
（女性）
（男性）
運動習慣のない者の割合
（女性）
2．運動
（男性）
歩数の平均値
（女性）
（男性）
3．喫煙
現在習慣的に喫煙している者の割合
（女性）
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒して （男性）
4．飲酒
いる者の割合
（女性）
（男性）
5．睡眠
睡眠で休養が十分とれていない者の割合
（女性）
（男性）
6．健診
未受診者の割合
（女性）
（男性）
肥満者の割合
（女性）
7．体型
（男性）
やせの者の割合
（女性）
（男性）
8．歯の本数 歯の本数 20 歯未満と回答した者の割合
（女性）
食塩摂取量の平均値

割合
又は
平均値
10.5g
9.2g
253.9g
266.6g
64.4%
64.5%
66.4%
70.9%
5,327
5,685
34.3%
13.7%
12.1%
6.6%
16.4%
28.1%
40.7%
41.1%
30.0%
18.5%
4.8%
9.0%
30.2%
29.8%

② ④

人数

② 200 万円以上 ③ 400 万円以上
④ 600 万円以上
400 万円未満
600 万円未満
割合
割合 vs vs vs
割合
又は
人数
又は
人数
又は
人数
平均値
平均値
平均値
705 10.9g
537 11.1g
821 11.2g ★
802
9.3g
574
9.2g
900
9.3g
705 271.2g
537 301.2g
821 296.6g ★ ★
802 264.4g
574 283.7g
900 278.5g
705 65.3%
537 62.7%
821 67.9%
802 56.3%
574 53.3%
900 55.7% ★
439 70.6%
285 66.3%
407 61.7%
534 76.5%
375 78.6%
560 63.1%
653 6,751
522 7,243
798 7,015 ★
743 5,897
548 5,779
868 6,373 ★ ★ ★
810 32.9%
613 29.4%
925 27.3% ★ ★
911
9.6%
646
6.6% 1,001
6.5% ★
809 15.3%
615 13.8%
927 19.2% ★
★
911
8.7%
645 15.6% 1,001
8.7%
810 22.5%
615 20.0%
927 22.0%
910 20.9%
644 22.4%
999 20.2% ★
810 29.8%
615 19.2%
927 16.7% ★ ★ ★
909 34.2%
644 36.8% 1,001 26.1% ★ ★ ★
660 30.8%
486 31.9%
732 32.0%
712 23.8%
518 28.1%
804 27.0%
660
5.1%
486
2.7%
732
2.2%
★
712 10.7%
518 11.4%
804
9.9%
802 24.0%
612 21.3%
927 18.9% ★ ★ ★
905 22.2%
643 16.6%
998 21.6% ★ ★
① ④

① 200 万円未満
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注：1）推 定値は、年齢階級（20-39 歳、40-59 歳、60-69 歳、70 歳以上の4区分）と世帯員数（1人、2人、3人、4人、
5人以上世帯の5区分）での調整値。割合に関する項目は直接法、平均値に関する項目は共分散分析を用いて算出
2）
「所得」とは、生活習慣調査票の問 13 で、回答した過去1年間の世帯の収入（税込み）
3）世帯の所得額を当該世帯員に当てはめて多変量解析（割合に関する項目はロジスティック回帰分析、平均値に関する項
目は共分散分析）を用いて 600 万円以上を基準とした他の3群との群間比較を実施
4）★は世帯の所得が 600 万円以上の世帯員と比較して群間の有意差があった項目
※「運動習慣のない者」とは、「運動習慣のある者（1回 30 分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）」に該
当しない者
※「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸う」又は「時々吸う」と回答した者
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40g 以上、女性 20g 以
上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性：「毎日×2合以上」＋「週5～6日×2合以上」＋「週3～4日×3合以上」＋「週1～2日×5合以上」＋「月1～
3日×5合以上」
②女性：「毎日×1合以上」＋「週5～6日×1合以上」＋「週3～4日×1合以上」＋「週1～2日×3合以上」＋「月1～
3日×5合以上」
※「睡眠で休養が十分とれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した
者
※「未受診者」とは、過去1年間の健診等を「受診しなかった」と回答した者
※「肥満者」とは BMI 25.0 以上の者、「やせの者」とは、BMI 18.5 未満の者
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事例

私たちの食品選択で持続可能な社会づくりを

－「食の窒素フットプリント」に着目した研究成果から
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター（茨城県）

全ての生物は窒素を摂取せずに生きることはできず、私たちも毎日、たくさんの窒素（たん
ぱく質）を摂取しています。その一方、摂取量の何倍もの窒素が、食料が生産から加工を経て
人間の口に入るまでの過程（フードチェーン）で、環境中に排出されています（図表1）。排
出された窒素は、水圏の汚染・富栄養化や地球温暖化、オゾン層の破壊など世界各地で深刻化
する環境汚染の原因となります。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター（以下「セン
ター」という。
）では、日本の食料消費に伴う「食の窒素フットプリント」の長期変遷を推計
しました。
「食の窒素フットプリント」とは、食料の消費など、食事に関わる様々な人間活動
により、どのくらいの窒素が使われ、環境に負荷を与えたかを知ることができる指標です。「食
の窒素フットプリント」の値は食品によって異なり、畜肉では高く、植物性食品では低い傾向
があります。
センターの行った推計によると、供給された窒素量が同じ平成 27（2015）年と昭和 45
（1970）年の「食の窒素フットプリント」を比較してみると、昭和 45（1970）年の方が
19％低いことがわかりました（図表2）。昭和 45（1970）年の方が、植物性食品によるたん
ぱく質の供給量が多く、かつ、バランスよく供給されていました。さらに、食品ロスの削減で
11%、必要以上のたんぱく質の摂取を抑制する（食べ過ぎない）ことによって 22％の窒素負
荷の削減につながることも示唆されました。すなわち、食品ロスを減らすこと、そして健康的
でバランスの良い食事をすることで、食事によって排出される窒素の大幅な削減につなげるこ
とができ、環境問題解決の一助になると考えられます。
このように、
「食の窒素フットプリント」を使えば、食品ごとの環境負荷を評価でき、消費
者が食品を選ぶ際に役立てることができます。国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標 12
で「つくる責任つかう責任」と示されているように、持続可能な生産と消費のパターンを確立
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するためには、生産から消費の各段階における努力や工夫が求められています。
図表1

食の窒素フットプリントフロー図

図表2

食の窒素フットプリントの比較
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第2節

海外の「食育（Shokuiku）」に関連する状況、国際交流の推
進等

1 食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」は、平成 13（2001）年に策定されたミレニア

ム開発目標（MDGs）の後継として、平成 27（2015）年の国連サミットで採択された令和
12（2030）年までの国際開発目標であり、相互に密接に関連した 17 の目標と 169 のターゲッ
トから成る「持続可能な開発目標（SDGs）
」を掲げています。
SDGs アクションプランは、①ビジネスとイノベーション、② SDGs を原動力とした地方創
生、③ SDGs の担い手としての次世代・女性のエンパワーメントを3本柱とした「日本の
SDGs モデル」を国内実施・国際協力の両面において展開していくために、政府の具体的な取
組を示したものです。令和元（2019）年 12 月、SDGs 推進本部は、今後の 10 年を 2030 年の
目標達成に向けた「行動の 10 年」とすべく、SDGs 達成に向けた日本の中長期的戦略である
「SDGs 実施指針」を改定するとともに、
「SDGs アクションプラン 2020」を決定しました。
その中で、「食育の推進」は、優先課題①「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の
実現」のための取組の1つとして位置付けられています。

政府は、我が国の食育の理念や取組等を積極的に海外に発信し、
「食育（Shokuiku）
」という

言葉が日本語のまま海外で理解され、通用することを目指しています。特に近年、
「食育

（Shokuiku）
」に対する各国の研究者の関心は高く、研修や共同研究を通じてその手法や成果を
世界に発信しています。

外務省では、海外広報活動の中で食育関連トピックを取り上げています。具体的には、日本
の食文化等も取り上げている海外向け日本事情発信誌「にぽにか」を在外公館を通じて配布し
ています。また、海外のテレビ局で放映され、在外公館でも上映や貸出しを行っている映像資
料「ジャパン・ビデオ・トピックス（Japan Video Topics）
」においても、日本の食文化や
日本食等を紹介しています。令和元（2019）年度は「食育」をテーマにしたジャパン・ビデ
オ・トピックスを制作しました。
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さらに、在外公館等においては、対日理解の促進、良好な対日感情の醸成を目的に各国要
人、文化人、飲食・食品業界関係者等に対して日本食等の紹介やデモンストレーションを行う
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農林水産省では、海外の料理学校の生徒・教師や食関連事業者等を対象とした海外での日本
食普及セミナーや日本料理講習会において、日本食文化に関するプレゼンテーションや、出汁
の引き方・包丁の使い方を始めとした調理の基本、日本産食材の活用方法を学べる調理実演を
実施するなど、日本食・食文化の魅力発信に取り組んでいます。また、海外の外国人料理人の
日本料理に関する知識・調理技能を習得度合いに応じて認定する「日本料理の調理技能認定制
度」を平成 28（2016）年度に創設しました。令和元（2019）年度末時点で、前年度に比べ
て 462 人増加の 1,375 人が認定されています。
ま た、 農 林 水 産 省 の 英 語 版 ホ ー ム ペ ー ジ の、
「Promotion of Shokuiku（Food and
nutrition education）
」で、
「食生活指針」
、
「食事バランスガイド」
、
「
「食事バランスガイド」
解説」、「日本型食生活のススメ」の英訳版を掲載しています 1。
1

Promotion of Shokuiku（Food and nutrition education）
（農林水産省）
：https://www.maff.

go.jp/e/policies/tech_res/shokuiku.html
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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所では、アジア各国の若
手研究者を研究所に招き、研修や共同研究を行っています。令和元（2019）年度国際協力若
手外国人研修者招へい事業では、タイ・マヒドン大学栄養研究所の研究者を受け入れました。
タイでは、Phulkerd ら（2017）の報告 1 において、食環境の国際評価指標（Food-EPI）を用
いて政策が整理されています。本事業では、令和元（2019）年までに更新された食環境に関
する政策を整理し、実施状況について再評価を行いました。また、同様の国際評価指標を用い
て日本との比較を行いました。食塩摂取の減少に向けた積極的な政策的介入がタイと日本で見
られた一方で、日本の「健康増進法」を基にした政策立案や、食育政策のような確立した法律
や政策は、タイでは見られなかったことが相違点としてあげられました。
また、スペインとの国際研究において、
日本の食育を手本としたスペイン版食育（Eduksano）
を推進するため、日本の食育関連の法令、施策、取組とその効果を英語版報告書「Promotion
of Shokuiku（Food and nutrition education） － Lessons learned from Japanese
context」にまとめました。
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Phulkerd S. et al. Level of implementation of best practice policies for creating healthy food

environments: assessment by state and non-state actors in Thailand. Public Health Nutrition.
2017, 20( 3 ), 381-390.
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事例

“おにぎり”で世界の貧困問題を解決する「おにぎりアクション」
特定非営利活動法人

TABLE FOR TWO International（東京都）

特 定 非 営 利 活 動 法 人 TABLE FOR TWO
International（以下「TFT」という。）は、世
界の肥満と飢餓を解決する日本発の社会事業と
して、開発途上国における貧困や飢餓の撲滅、
子供たちへの教育機会の提供など SDGs の達成
に向けた取組を行っています。先進国に住む

#OnigiriAction ロゴマークと
「おにぎりアクション」の仕組み

人々と開発途上国の子供たちが食事を分かち合うというコンセプトの下、社員食堂や飲食店で
TFT ヘルシーメニューを購入すると代金の一部が寄附となり、飢餓に苦しむ世界の子供に給食
1食分を提供する取組を行っています。これまでに、企業や官公庁、大学、病院など約 720 団
体が参加し、給食約 7,000 万食をアフリカやアジアの開発途上国の子供たちに届けています。
平成 27（2015）年度から開始した「おにぎりアクショ
ン」は、国連が定めた「世界食料デー（10 月 16 日）」を記
念し、毎年秋に約1か月半開催しています。おにぎりに関
連する写真に「#OnigiriAction」を付けて Facebook や
Instagram、Twitter 等の SNS、又は「おにぎりアクショ
ン」の特設サイトに投稿すると、1枚の写真投稿につき給
食5食分に相当する寄附を協賛企業が提供し、アフリカや
アジアの子供たちに給食を届ける取組です。

「おにぎりアクション 2019」で
投稿された写真から作成した
子供たちのモザイクアート

5回目の開催となった「おにぎりアクション 2019」は、
令和元（2019）年 10 月7日から 11 月 20 日まで開催され、
合計約 30 万枚のおにぎりにまつわる写真の投稿があり、約
8,000 人の子供たちに1年分の給食（約 160 万食分）が届

第

けられることになりました。身近な食べ物をシンボルとし
築したことで、幅広い層に対し、世界の貧困・飢餓問題に
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た写真投稿で世界の食料問題解決に参加できる仕組みを構

アフリカの開発途上国での給食の様子

調査、研究その他の施策の推進

ついて学ぶ機会を提供しています。学校や家庭においては、おにぎりアクションを機に協賛企
業が提供する商品や教材を活用し、世界の課題についての知識を深める食育の機会ともなって
います。また、日本語と英語の両方で情報発信・啓発活動を行っており、世界約 50 か国から
おにぎりの写真が投稿され、米国では親子でおにぎりを作るイベントも開催されるなど、日本
の食育・食文化を世界へ発信することにもつながっています。このほか、アクションの趣旨に
賛同した約 50 の企業が、協賛・寄附、寄附付き商品の販売、サービスの提供など、SDGs 達
成に向けた啓発活動を実施しました。
このような取組は、飢餓問題の解決に留まらず、給食提供を受けた開発途上国の子供たちの
学校出席率が飛躍的に改善した地域が見られるなど、教育機会の提供にも直結するものとなっ
ています。
令和元（2019）年 12 月には、顕著な功績が認められ「第3回ジャパン SDGs アワード」
SDGs 副本部長（外務大臣）賞を受賞しました。
173

事例

諸外国の食育施策－フードガイドの紹介

我が国には、
「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして、
「食事バランスガイド」
があります。他の国でも同様に、健康的な食生活を実践するためのフードガイドが作成されて
います 1、2。
【米国】
農務省（Department of Agriculture:USDA）及び保健
福祉省（Department of Health and Human Services：
HHS）が作成した「アメリカ人のための食生活指針 20152020」に基づき、健康的な食事パターン実践のための一般
向けツールである、「My Plate」が作成されています。
赤：果物、緑：野菜、紫：たんぱく質、茶色：穀物、青：
乳製品と色分けし、望ましい食事内容のバランスを面積で

「My Plate」

表しています。
【英国】
保健省（Department of Health）が作成した「Eatwell
Guide」は、健康的でバランスのとれた食事のために何を
どのくらい摂取すればよいか、5つの食品群の割合で示し
ています。例えば、果物・野菜は1日5ポーション（単位）
以上の摂取が推奨されています。イラストを用いて分かり
やすく表現するとともに、「容器包装の表示をチェックしま
しょう」等のメッセージも記載されています。

「Eatwell Guide」

【韓国】
2016 年に保健福祉部（Ministry of Health and Welfare）
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が、農業畜産食品部（Ministry of Agriculture, Food and
Rural Affairs）、 食 品 医 薬 品 安 全 処（Ministry of Food
and Drug Safety）とともに作成した指針に基づいて、韓
国栄養学会（The Korean Nutrition Society）が作成した
「Food balance wheel」は、自転車のイラストを用いて、
5つの食品群の推奨量を示しています。バランスのとれた

「Food balance wheel」

食事と定期的な運動の重要性を表しています。
1

Food-based dietary guidelines（ 国 連 食 糧 農 業 機 関（FAO）
）
：http://www.fao.org/nutrition/
education/food-dietary-guidelines/en/

2

他 の 国 で は ど ん な フ ー ド ガ イ ド を 用 い て い る の？（ 農 林 水 産 省 ）
：https://www.maff.go.jp/j/
syokuiku/evidence/gaikoku.html
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2 海外における食生活の改善等

世界では現在、約8億人が栄養不足に苦しんでおり、その大半が開発途上国で暮らしている

と推計されています。
このような窮状を改善するため、我が国は、様々な形で取組を行っています。政府として
は、食糧不足に直面している開発途上国からの援助要請を受け、食糧援助規約に基づき食糧援
助を実施しており、令和元（2019）年度には二国間及び国際機関との連携で 80.5 億円（平成
30（2018）年度は 95.0 億円）の支援を実施しました。また、我が国は、国連食糧農業機関
（FAO1）に対して、令和元（2019）年度には約 53 億円の分担金を拠出するとともに、国連世
界食糧計画（WFP2）に対して、難民や被災者に対する緊急食料支援等を行うために、令和元
（2019）年度には約 197 億円を拠出しました。
我 が 国 は、 平 成 29（2017） 年 12 月 に「UHC3 フ ォ ー ラ ム 2017」 を 開 催 し ま し た。 本
フォーラムでは、水・衛生分野とともに栄養分野を UHC 達成のための重要な基礎分野として
取り上げ、我が国において栄養サミットを開催することを発表しました。
さらに、官民連携による栄養改善の取組の国際展開を推進するため、平成 27（2015）年3
月に健康・医療戦略推進本部の下に栄養改善事業の国際展開検討チームが設置されました。検
討の結果、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて世界的な栄養改善の取組を強
化するために、平成 28（2016）年9月に官民連携「栄養改善事業推進プラットフォーム
（NJPPP4）」が設立されました 5。設立以降、NJPPP には約 70 の民間企業及び団体が加入し、
営利事業として持続可能なモデルを構築することを目指して一体的に活動しています。
平成 30（2018）年度に引き続き、令和元（2019）年度には、インドネシアにおいて「職
場給食のメニュー改善を通じた栄養改善」プロジェクトが実施されています。具体的には、モ
デル事業導入工場で働く工員に対して、我が国の給食提供業者が健康的な食事メニューを提供
するとともに、ボゴール農科大学が栄養教育を実施し、工員の栄養に関する知識や行動の変化
が起きるかを実証する試験を実施しました。また、カンボジアにおいては、平成 30（2018）
年度に実施した若年女性工場労働者約 180 人に対する栄養強化米導入及び栄養教育を実施す
る介入試験の実証結果を踏まえ、令和元（2019）年 12 月から、スマートフォン向けアプリを
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活用し、工員の栄養リテラシー向上及び食生活に関する行動変容を推進する栄養啓発プロジェ
クトを開始しました。
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加えて、我が国は、平成 28（2016）年8月に開催された TICAD VI において、
「食と栄養
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のアフリカ・イニシアチブ（IFNA6）」を立ち上げました（図表 2-8-1）
。本イニシアチブは、
マラボ宣言及び SDGs（目標2及びその他）の掲げる「飢餓の根絶と栄養状態改善」を考慮し、
アフリカにおける飢餓と栄養不良の克服を図るために必要な国際社会の取組を加速化するもの
です。我が国は、本イニシアチブを通じて農業・食料アプローチに焦点を当てた現場でのマル
チセクターの栄養改善の取組を他ドナーやボランティアなど多くの関係者とともに推進してお
り、令和元（2019）年8月に開催された TICAD 7では、アフリカの5歳以下の子供2億人
1

Food and Agriculture Organization of the United Nations の略

3

Universal Health Coverage の略

2
4
5
6

United Nations World Food Programme の略
Nutrition Japan Public Private Platform の略

栄養改善事業推進プラットフォーム（栄養改善事業推進プラットフォーム）：https://njppp.jp/
Initiative for Food and Nutrition Security in Africa の略
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の栄養改善に向けて、これまで培った IFNA の経験・知見をアフリカ全土に拡大することを表
明しました。
図表 2-8-1

「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）」の実施プロセス

注：CAADP とは、Comprehensive Africa Agriculture Development Programme（包括的アフリカ農業開発プログラム）の略
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コラム

オリンピック・パラリンピック栄養プロセス

平成 24（2012）年、英国にてロンド
ン・オリンピック・パラリンピック競技大
会が開催されました。英国政府はこの機会
を利用して、国際社会における栄養改善へ
の取組を加速させるために、国際的な取組
として「オリンピック・パラリンピック栄
養プロセス」を開始しました。このとき開
催された「オリンピック飢餓サミット」は
英国政府のみならず、次回オリンピック開
催国であったブラジル政府も共催として加
わり、平成 28（2016）年までに発育阻

平成 25（2013）年「成長のための栄養（N 4 G）」
パネルディスカッションの様子

害（stunting）の子供の数を2千5百万人まで減らすことを、各参加国、国際機関等とともに
約束しました。
我が国は、この「オリンピック・パラリンピック栄養プロセス」に平成 25（2013）年から
参加しています。この年、英国が議長国となった G 8ロック・アーン・サミットのサイドイベ
：ビジネスと科学を通じた飢餓との闘い」が開催さ
ントとして、「成長のための栄養（N 4 G1）
れました。本イベントの成果文書として「成長のための世界的な栄養コンパクト」が作成され、
令和2（2020）年までに、少なくとも2千万人の子供を発育阻害（stunting）から守り、
170 万人の命を救う、という目標が設定されました。我が国は、このとき、官民連携の下、世
界の栄養改善に取り組むことを約束しました。
平成 28（2016）年にブラジルで開催されたリオ・デ・ジャネイロ・オリンピック・パラリ
ンピック競技大会では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催国である我が国も
加わり、ブラジル政府、英国政府とともに「N 4 G: 全ての人々の健康な食へのアクセス促進

第

のための行動で栄養不良に対する進捗を加速させること」を共催しました。また平成 29
（2017）年には、以前から栄養問題に関心を払ってきたイタリア政府が、本プロセスに賛同し、
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G 7ミラノ保健大臣会合のサイドイベントとして、「国際栄養サミット」を開催しました。
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我が国は東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催国として、東京で栄養サミットを
開催する予定です。これまでの栄養サミットでは、飢餓や低栄養を中心に議論が行われてきま
したが、今回は、肥満や生活習慣病の原因となる過栄養を加え、低栄養と過栄養の双方が存在
する状態である「栄養不良の二重負荷」をも対象とした上で、これらの課題の解決に向けて、
「持続可能な開発目標（SDGs）」の推進にも資する議論が行われる予定です。本サミットを機
に、国、国際機関、産業界、学術界、市民社会等の幅広い関係者が栄養改善の現状と課題を正
しく理解し、課題解決のためのコミットメント（誓約）を表明した上で、それを確実に遂行し
ていくことが期待されています。

1

Nutrition for Growth の略
177

3 国際的な情報交換等

食品安全委員会では、定期的に海外から有識者を招いて意見交換会や勉強会を開催してお

り、国際的に活躍されている方々から食品の安全性に関する最新の知見を直接聞くことができ
る貴重な機会となっています。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所では、
「栄養と身体活
動に関する WHO1 協力センター」として、アジア太平洋地域の研究機関等とのネットワーク
づくりを目指して研究交流を継続的に行っています。令和2（2020）年2月には、
「国民健
康・栄養調査を用いた健康格差の評価とモニタリング」をテーマに第9回アジア栄養ネット
ワークシンポジウムを開催しました。シンポジウムでは、WHO 西太平洋地域事務局から招
いたジュリアワティ・ウントロ博士に栄養不良の二重負荷縮小のための戦略について基調講演
をいただき、国際的な肥満の地域格差についての研究レポート、そして4か国（中国、韓国、
タイ、日本）からのカントリーレポートでそれぞれの健康格差に対する施策について報告し、
意見交換を行いました。

第9回アジア栄養ネットワークシンポジウム（令和2（2020）年2月 18 日）

G20 農業大臣会合は、G20 メンバー国（日本、米国、カナダ、フランス、EU、中国、韓国、
インド、ブラジルなどの 20 か国）の農業大臣等及び招待国・国際機関の代表者が一堂に会し、
世界の農業・食料を巡る課題について意見交換を行う会合です。平成 23（2011）年にフラン
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スで最初の会合が開催され、平成 27（2015）年以降は毎年開催されています。
において「G20 新潟農業大臣会合」が開催されました。

調査、研究その他の施策の推進

会合においては、
「農業・食品分野の持続可能性に向けて－新たな課題とグッドプラクティ
ス」をテーマに、人づくりと新技術、フードバリューチェーン、SDGs 等について閣僚間で率
直な意見交換を行い、全参加国の合意の下で「2019 年 G20 新潟農業大臣宣言」が採択されま
した。宣言の中では、消費者の健康を保護するため、世界的に食品安全及び栄養を改善し促進
していくに当たっての G20 メンバー国の役割及び責任等についても再確認されました。

1
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にい がた し

令和元（2019）年は、日本が議長国となり、5月 11 日から 12 日にかけて、新潟県新潟市
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第 2 節 ● 海外の「食育（Shokuiku）」に関連する状況、国際交流の推進等

コラム

G20 新潟農業大臣会合の機会を利用した
日本食・食文化の魅力発信の取組等

令和元（2019）年5月 11 日から 12 日に
かけて開催された「G20 新潟農業大臣会合」
には、34 の国・機関が参加しました。会合に
おいては、日本食・食文化の魅力の発信や食
文化の交流等、様々な取組を実施しました。
歓迎レセプションにおいては、新潟県産の
コシヒカリや福島県産の水産物等、地元新潟
県や東日本大震災から復興した被災地域で生
産された食材を利用した料理を提供し参加者

歓迎レセプションにおける福島県産水産物等を
使用した握り寿司の提供

をもてなしました。
会場内での展示ブース視察においては、福島県産サクランボの試食や米粉で作ったパンや
ていちゃ

クッキー等を紹介しました。また、現地視察では、餅つき見学や呈茶体験、酒蔵の見学、日本
酒の試飲等を実施しました。

にい がた し りつ こう し

全体会合の中では、新潟市立高志中等教育学校5年生（高校2年生）の代表から、「持続可
能な農業・食料分野に向けての提案」の発表が英語で行われました。発表に当たっては事前に、
農林水産省の職員が同校を訪問し、農業や食に関する特別授業や意見交換を実施しました。
また、会合前日の5月 10 日には、G20 新潟農業大臣会合のプレイベントとして「食の異文
化交流」セミナーを開催し、世界と日本の発酵食品の共通性や歴史等についての講演や日本の
食材と海外の食材とを組み合わせた料理の実演及び試食・試飲を実施しました。
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調査、研究その他の施策の推進

現地視察における餅つき見学の様子

全体会合における学生提言の様子
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