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1 食に関する子供の基本的な生活習慣の状況

家庭における食育の推進

近年、「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という、成長期の子供にとって必要不可欠

といわれている基本的な生活習慣に乱れが見られ、体力、気力とともに学習意欲の低下を招く
要因の一つと指摘されています。
文部科学省が小学校6年生と中学校3年生を対象に実施した令和元（2019）年度「全国学
力・学習状況調査」
（以下「学力調査」という。
）によると、毎日、同じくらいの時刻に起きて
いない（
「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」という質問に対し、
「あまりしていな
い」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 8.4％、中学生の割合は 7.1％、毎日、
同じくらいの時刻に寝ていない（
「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」という質問に対
し、「あまりしていない」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 18.6％、中学生の
割合は 22.0％でした。また、朝食を欠食することがある（
「朝食を毎日食べていますか」とい
う質問に対し、
「あまりしていない」及び「全くしていない」と回答）小学生の割合は 4.6％、
中学生の割合は 6.9％と、一定割合を占めていました（図表 2-1-1、2-1-2、2-1-3）
。
図表 2-1-1

毎日、同じくらいの時刻に起きている小・中学生の割合
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：1）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
2）
（質問）あなたは、生活の中で次のようなことをしていますか。当てはまるものを1つずつ選んでください。
「毎日、同じくらいの時刻に起きている」
（選択肢）
「している」、「どちらかといえば、している」、「あまりしていない」、「全くしていない」

図表 2-1-2

毎日、同じくらいの時刻に寝ている小・中学生の割合
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：1）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
2）
（質問）あなたは、生活の中で次のようなことをしていますか。当てはまるものを1つずつ選んでください。
「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」
（選択肢）
「している」、「どちらかといえば、している」、「あまりしていない」、「全くしていない」
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図表 2-1-3

朝食を毎日食べている小・中学生の割合
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中学校３年生

全くしていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：1）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
2）
（質問）あなたは、生活の中で次のようなことをしていますか。当てはまるものを1つずつ選んでください。
「朝食を毎日食べている」
（選択肢）
「している」、「どちらかといえば、している」、「あまりしていない」、「全くしていない」

小・中学生の朝食欠食率は、一時期は減少傾向が見られたものの、近年は横ばい傾向となっ
ています。また、
「毎日、同じくらいの時刻に起きていない」
、
「毎日、同じくらいの時刻に寝
ていない」小・中学生の割合も同様の推移が見られます（図表 2-1-4、2-1-5、2-1-6）
。
図表 2-1-4

毎日、同じくらいの時刻に起きていない小・中学生の割合の推移
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査の実施を見送り
2）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
3）
「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか」という質問に対して、

「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割合
の合計
4）小学校6年生、中学校3年生が対象
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査の実施を見送り
2）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
3）
「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」という質問に対して、

「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割合の
合計
4）小学校6年生、中学校3年生が対象
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
注：1）平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等により、調査の実施を見送り
2）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
3）
「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「あまりしていない」、「全くしていない」と回答した割合の合計
4）小学校6年生、中学校3年生が対象

また、同調査の結果によると、
「毎日朝食を食べている」と回答している児童生徒の方が、
教科の平均正答率が高い傾向が見られます（図表 2-1-7）
。さらに、スポーツ庁が小学校5年
生と中学校2年生を対象に実施した令和元（2019）年度「全国体力・運動能力、運動習慣等
調査」（以下「全国体力調査」という。
）によると、毎日朝食を食べる子供ほど、体力合計点が
高い傾向にあります（図表 2-1-8）
。
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図表 2-1-7

朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係
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資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（令和元（2019）年度）
注：1）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
2）
（質問）あなたは、生活の中で次のようなことをしていますか。当てはまるものを1つずつ選んでください。

「朝食を毎日食べ
ている」
（選択肢）
「している」、「どちらかといえば、している」、「あまりしていない」、「全くしていない」

図表 2-1-8

朝食の摂取と全国体力調査の体力合計点との関係
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資料：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
（令和元（2019）年度）
注：1）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
2）
（質問）
「朝食は毎日食べますか。（学校が休みの日も含める）」
（選択肢）
「毎日食べる」、「食べない日もある」、「食べない日が多い」、「食べない」
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2「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進

（1）子供の生活習慣づくりの推進

第

朝食をとることは、栄養補給だけでなく、よく噛んで食べる
ことで、脳や消化器官を目覚めさせ、早寝早起きのリズムをつ

章

1

けることにつながります。

家庭における食育の推進

文部科学省では、子供の健やかな成長に必要となる、十分な
睡眠、バランスのとれた食事、適切な運動等、規則正しい生活
習慣づくりを社会全体の取組として推進しています。
令和2（2020）年度は、独立行政法人国立青少年教育振興
機構と連携・協力し、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を促進
するための「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業を全国5か
所で実施するとともに、中学生の基本的な生活習慣の維持・定
着・向上を図るための「早寝早起き朝ごはん」推進校事業を全

Ｎ ara 早寝早起き朝ごはんフォーラム
～わくわく親子広場～ チラシ

国 10 か所で実施しました（図表 2-1-9、2-1-10）
。
図表 2-1-9
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新潟県

新潟県教育委員会
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三重県

三重県

「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業
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奈良県

奈良県立教育研究所

Nara 早寝早起き朝ごはんフォーラム
～わくわく親子広場～
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図表 2-1-10
No.
1

にいがた早寝早起き朝ごはん県民フォーラム 2020

「早寝早起き朝ごはん」兵庫県
元気ひょうご！早寝早起き朝ごはんフォーラム
フォーラム実行委員会
高知県教育委員会

こうち け

高知家の早寝早起き朝ごはんフォーラム 2020

令和2（2020）年度「早寝早起き朝ごはん」推進校事業一覧

都道府県
茨城県

事業名

委託団体
か しま し

か の

鹿嶋市立鹿野中学校
こうじまち

良く寝て元気！鹿野中生、リフレッシュ大作戦！！
朝ごはん、自分でつくって、健康美人
正しいフードリテラシーを身につけた生徒の育成

東京都

3

神奈川県

4

滋賀県

竜 王 町

5

滋賀県

長浜市立余呉小中学校

6

大阪府

さかいし

兵庫県

にしのみやし

なるお

西宮市立鳴尾中学校

朝からエンジン全開

兵庫県

にしのみやし

いまづ

豊かな心と健やかな体を育む早寝早起き朝ごはん運動

8

麹 町学園女子中学校

事業名
か の

2

7
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令和2（2020）年度「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業一覧

はだ の し

秦野市教育委員会
りゅうおうちょう

ながはまし

よ ご

堺市教育委員会

西宮市立今津中学校
に い はま し

9

愛媛県

新居浜市教育委員会

10

熊本県

かしまちょう

かしま

嘉島町立嘉島中学校

はだの

考え表現する秦野っ子プラン～早寝早起き朝ごはん北っ子
プロジェクト
「読書・ベル箔・ヘルメット + 食育」の推進による生きぬ
く力の醸成～学校の役割・家庭の役割～
早寝早起き朝ごはん朝うんち～学びに向かう力を育む学校
と家庭をめざして～
体力向上・睡眠教育推進事業
Naruo Kids

「早寝早起き朝ごはん」～コミュニティ・スクールの機能
を生かして～
基本的生活習慣の定着推進事業
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（2）
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会との連携による運動の推進
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会は、平成 18（2006）

第

年に発足し、幅広い関係団体や企業等の参加を得て、
「早寝
早起き朝ごはん」国民運動を文部科学省と連携して推進して

章

1

います。令和3（2021）年3月現在、全国協議会の会員団

家庭における食育の推進

体数は 336 で、様々な年齢層の子供や保護者に向けたガイ
ドブックの作成・配布、全国フォーラム・総会の企画・運営
等、子供の基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につ
ながる取組を展開しています。令和2（2020）年度は、
「早
寝早起き朝ごはん」の効果に関する調査研究の中間まとめを
作成・発表し、新聞等で取り上げられました。中間まとめで
は、子供の頃「早寝早起き朝ごはん」をよく実践していた人

大型絵本「にこにこ げんきの
ない」ⓒやなせスタジオ

おまじ

ほど、大人になった現在の資質・能力 1 が高い等の調査結果が出ており、
「早寝早起き朝ごはん」
の重要性を、広く普及啓発しました。また、これまで作成した絵本の内容を大型絵本にして、
各都道府県立図書館等に配布しました。
また、専門家による講演やトークセッション等を通し、子供の生活リズムについての知識や
理解を深めるために、毎年3月に全国フォーラムを開催しています。なお、令和2（2020）
年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、全国フォーラムは中止となりま
した。

1

自尊感情、共生感、意欲・関心、規範意識、人間関係能力、職業意識、文化的作法・教養、へこたれ

ない力の8項目
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事例

にしごう し

西合志中学校区 「早寝早起き朝ごはん」運動

（「早寝早起き朝ごはん」推進校事業）

こう し

し

にしごう し

熊本県合志市立西合志中学校

章

1

にしごう し

家庭における食育の推進

西合志中学校では、生徒の学習面や運動面の力を向上させるととも
に、生活リズムの乱れが一因として挙げられる不登校の未然防止対策
の強化を目的として、
「早寝早起き朝ごはん」推進校事業の取組を実
施しました。
「早寝早起き朝ごはん」を中心とした基本的生活習慣の重
要性を教職員の共通理解とし、研究の推進と活動の実践を進めました。
取組を実施するに当たり、生徒の実態を把握するために、アン
ケートの実施等を行いました。その結果、全く朝食をとらない生徒
はいませんでしたが、週に1～2日食べるという生徒が 2.3％いる
ことや、スマートフォンの利用やゲームに関して家庭での監督が行
き届かない状況があることを把握できました。

「早寝早起き朝ごはん」通信

取組の計画においては、生徒の基本的な生活習慣の定着を図る

ため、
「生徒への啓発による意識向上及び主体的な活動の活性化」、「保護者や地域への啓発に
よる意識の向上」
、
「教職員の意識の向上及び実践の手立てのための研究」の3点に配慮しました。
「生徒への啓発による意識向上及び主体的な活動の活性化」として、
PTA 主催の講演会を開催しました。講演会では、生活チェックを行い、
生活習慣病と睡眠、朝食の関係について話を聞き、生徒に自らの生活
習慣を見直すきっかけを与えました。また、
「早寝早起き朝ごはん」通
信を発行し、早寝早起き朝ごはんに関する〇×クイズ、生徒の生活習

PTA 主催の講演会の様子

慣調査の結果、教職員が参加した研修の内容や調査結果等を掲載し、
生徒・保護者への周知・啓発を図りました。夏休みには、睡眠時間や
朝食の摂取、スマートフォンの使用について記録し、生活習慣を振り返
るようにしました。また、夏休み中の朝食を自分で作り、家族の感想を
もらうという宿題を活用し、提出されたものの中から栄養バランスのと
れた朝食の写真やレシピについては校内に掲示して紹介しました。

調理実習の様子

「保護者や地域への啓発による意識の向上」として、保護者や地域

へ学校からの通信を配布することや、地域の人も参加できるよう講演会の開放などの啓発を行
いました。地域の人や保護者が参加し、協働して学校づくりを進める学校運営協議会でも取組
内容を発表し、保育所や小学校との意見交換を行いました。

く

る

め

「教職員の意識の向上及び実践の手立てのための研究」として、久留米大学医学部教授によ
る教職員向け教育講演会の開催や、
「弁当の日 1」の取組、食に関する取組が防災教育にもつな
がる視点等を、先進校視察により学びました。
例年2学期以降に新規の不登校生徒が急増しますが、令和元（2019）年度はほとんど発生
せず、この取組の大きな成果といえると考えます。さらに、取組を推進することで教職員の意
識が上がり、保護者の協力も例年になく高まり、学校全体が1つのテーマに向かって進むこと
ができました。特に生徒会執行部での朝のあいさつ運動や保健委員会でのレシピの掲示等の活
動によって引き出された生徒の主体的な活動は、生徒の達成感や自己肯定感の向上に大きく貢
献しました。
今後も、生徒や保護者、地域と協力して活動を展開し、更なる取組を進めていこうと考えています。
1

香川県の小学校から始まった、子供が年に数回、自分で弁当を作って学校に持ってくるという取組
https://bentounohi.jp/about/
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第 1 節 ● 子供の基本的な生活習慣の形成

3 望ましい食習慣や知識の習得

（1）家庭教育支援における取組

第

朝食を食べる習慣には、規則正しい就寝・起床などの基本的な生活習慣による影響が考えら
れ、親世代の朝食を食べない習慣が、朝食を食べない家庭環境に影響している可能性があるこ
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とも指摘されています。

家庭における食育の推進

文部科学省では、子供の生活習慣に関する情報の発信や食育を含む学習機会の効果的な提供
等、地域における家庭教育支援の取組を推進しています。
また、全国の教育委員会や PTA、子育て支援団体において学習機会等で活用できるよう、
家庭教育に関する様々な資料等をウェブサイトに掲載しています。その中には「一日のスター
トは朝食から。
」
、
「一緒に食事をするって、とても大切。
」などのテーマで、食育に関する内容
を盛り込んでいます 1。

（2）適正体重の子供の増加に向けた取組
厚生労働省では、子供の肥満が将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告があるこ
とから、
「健康日本２１（第二次）2」において、
「肥満傾向にある子どもの割合の減少」につい
て目標（小学5年生の中等度・高度肥満傾向児の割合を減少傾向にする）を設定しています。
大人だけでなく子供においても偏った栄養摂取や不規則な食事などの食生活の乱れによる肥
そうしん

満や痩身傾向が見られることから、子供と保護者や家庭が共に健やかな生活習慣を実現できる
よう、地方公共団体においても様々な食育活動が行われています。

1 「 子 供 た ち の 未 来 を は ぐ く む 家 庭 教 育 」 ウ ェ ブ サ イ ト（ 文 部 科 学 省 ）
：https://katei.mext.go.jp/
2

contents 2 /index.html

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成 24 年厚生労働省告示第 430 号）
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第2節 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
第

1 妊産婦に対する栄養指導

妊娠期・授乳期においては、母子の健康の確保のために適切な食習慣の確立を図ることが重

章
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要です。特に、妊娠期の適切な体重増加量については、出生体重との関連が示唆されること等
そうしん

家庭における食育の推進

から、妊娠中の体重増加量が一律に抑制されることのないよう、肥満や痩身といった妊婦個々
の体格に配慮した対応が求められています。
このため、厚生労働省が、妊娠期・授乳期における望ましい食生活の実現に向けて作成した
「妊産婦のための食生活指針 1」は、妊産婦に対する健康診査や各種教室等における栄養指導に
活用されてきました。同指針作成後の健康や栄養・食生活に関する課題、妊産婦を取り巻く社
会状況等の変化を踏まえ、令和3（2021）年3月に同指針を改定しました。妊娠、出産、授
乳等に当たっては、妊娠前からの健康なからだづくりや適切な食習慣の形成が重要であること
から、改定後の指針の対象には妊娠前の女性も含むこととし、名称は「妊娠前からはじめる妊
産婦のための食生活指針」としました。この指針は、妊娠前からの健康づくりや妊産婦に必要
とされる食事内容のほか、妊産婦の生活全般、からだや心の健康等にも配慮した、10 項目か
ら構成されます。また、妊娠期における望ましい体重増加量については、
「妊娠中の体重増加
指導の目安」
（令和3（2021）年3月8日日本産科婦人科学会）を参考として示しました（図
表 2-1-11）
。あわせて、一般の方を対象としたリーフレットを作成し、普及啓発を行っています。
図表 2-1-11
妊娠前の体格

妊娠中の体重増加指導の目安＊1
＊2

BMI

体重増加量指導の目安

低体重

18.5 未満

12～15㎏

普通体重

18.5 以上 25.0 未満

10～13㎏

肥満
（1 度）

25.0 以上 30 未満

7～10㎏

肥満
（2 度以上）

30 以上

個別対応
（上限 5㎏までが目安）

注：＊1 「増加量を厳格に指導する根拠は必ずしも十分ではないと認識し，個人差を考慮したゆるやかな指導を心がける．」産婦人
科診療ガイドライン産科編  2020 CQ 010 より
＊2 体格分類は日本肥満学会の肥満度分類に準じた。

普及啓発用のリーフレット

1
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平成 18（2006）年2月に「健やか親子２１」推進検討会が作成

第 2 節 ● 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

2 乳幼児の発達段階に応じた栄養指導の充実
授乳期・離乳期は、子供の健康に

第

とって極めて重要な時期であり、慣
れない授乳や離乳食を体験する過程

章

1

を支援することが親子双方にとって

家庭における食育の推進

重要です。このため、厚生労働省で
は、妊産婦や子供に関わる産科施
設、小児科施設、保健所・市町村保
健センターなどの保健医療従事者が
授乳や離乳の支援に関する基本的事
項を共有することで妊産婦への適切
な支援を進めていくことができるよ

授乳スタートガイド

離乳スタートガイド

う、「授乳・離乳の支援ガイド 1」を平成 19（2007）年3月に作成しており、地方公共団体や
医療機関等で活用されてきました。同ガイドは、作成後の科学的知見の集積、育児環境や就業
状況の変化、母子保健施策の充実等、授乳や離乳を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、平成
31（2019）年3月に改定されました。これまでよりも育児支援の視点を重視するとともに、
食物アレルギー予防に関する支援についての記載を充実させるなど、内容を見直しました。同
ガイドの見直しの内容を踏まえ、令和元（2019）年度に授乳や離乳について分かりやすく記
載したリーフレットを作成し、一般の方への普及啓発を行っています。
また、厚生労働省では、授乳・離乳の支援、乳幼児の食生活改善のための基礎資料として、
全国の乳幼児の栄養方法や食事の状況などの実態を把握するため、昭和 60（1985）年から
10 年ごとに「乳幼児栄養調査」を実施しています。直近の調査は、平成 27（2015）年9月
に実施し、平成 28（2016）年8月に結果の概要を公表しました。その調査結果では、母乳で
乳幼児を育てる母親の割合 2 が増加したことや、経済的な暮らし向きによって子供の食物摂取
の状態に差があること等が明らかになりました。
地域では、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象とした栄
養指導が実施されており、健康診査や各種教室等における保健・栄養指導を通じて、出産から
離乳食の開始時期以降に至るまでの一貫した支援が図られるような取組を行っています。平成
30（2018）年度に保健所及び市区町村で栄養指導を受けた乳幼児は 2,952,966 人 3 です。
21 世紀の母子保健の主要な取組を提示するビジョンとして、20 世紀の母子保健の取組の成
果を踏まえ、関係者、関係機関・団体が一体となって母子保健に関する取組を推進する国民運
動計画として、
「健やか親子２１」を平成 13（2001）年から開始しました。
「健やか親子２１」
の計画期間（平成 13（2001）年～平成 26（2014）年）の終了時に最終評価及び次期計画の
検討を行い、平成 27（2015）年4月からは第2次計画である「健やか親子２１（第2次）
」
を進めています。
「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、学校など関係機関
のほか、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等とも新たに連携、協働し、子供だけでな
く、親への支援や親子を取り巻く温かな環境の形成等を通し、幅広い対象者に向けた「健やか
親子２１（第2次）
」の普及啓発に取り組んでいます。令和元（2019）年度は、計画の中間年
1

平成 19（2007）年3月に「授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会」が作成

3

厚生労働省「平成 30（2018）年度地域保健・健康増進事業報告」

2

毎日母乳を与えているわけではない場合、又は外出時や入眠時等に少しだけ与える場合は該当しない。
81

に当たることから中間評価を行いました。また、平成 27（2015）年度から、
「健やか親子２１
（第2次）」のスタートに合わせ、
「健康寿命をのばそう！アワード」に母子保健分野を加え、

第

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す
る制度を実施しています。令和2（2020）年度は、応募のあった 98 件のうち 12 の企業・団

章

1

体・地方公共団体が表彰されました。

家庭における食育の推進

さらに、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目
なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」
（平成 30 年法律第 104 号。以下「成育
基本法」という。）が令和元（2019）年 12 月1日に施行され、令和3（2021）年2月9日に
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が閣議決定されまし
た。成育基本法は、子供たちの健やかな成長を切れ目なく支援することを目的としており、妊
産婦や乳幼児等に対する食育について、普及啓発等の施策を講ずるものとして位置付けられて
います。引き続き、厚生労働省では「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け、関
係者と連携し、次世代を担う健やかな子供たちを育む取組を推進していきます。
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第3節 子供や若者とその保護者に対する食育推進
第

食育の取組は、日常生活の基盤である家庭において、確実に推進していくことが極めて重要
です。特に、家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図ることは食育

章
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の原点であり、共食を通じて、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を修

家庭における食育の推進

得する機会にもなります。
令和2（2020）年 11 月の「子供・若者育成支援強調月間」
（内閣府、関係省庁、地方公共
団体その他関係諸団体が実施主体）では、その実施要綱中に、取り組むべき課題の重点事項の
一つとして「生活習慣の見直しと家庭への支援」が掲げられ、食育の推進、生活時間の改善等
により、子供の生活習慣の見直しに取り組むこととされるなど、国民運動の一環として食育の
推進が図られています。
また、政府は、「第4次男女共同参画基本計画」
（平成 27（2015）年 12 月 25 日閣議決定）
の第1分野「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」の章において、具体的な取組とし
て、「男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に参画する動きを広めるため、男性を
対象とした啓発手法の開発・実施、食育の推進、男性のロールモデルによる活躍事例の発信、
キャンペーンや顕彰を通じ、国民全体の気運の醸成を図る」ことを決定しました。
そこで、内閣府では、平成 28（2016）年に、若年世代の夫婦・カップルを主な対象とした、
家族の役割分担について具体的にイメージしながら実践するためのコミュニケーションツール
として、夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」を作成し、男女共同参画局の
ウェブサイトで公開しています 1。

「夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」」サイト

また、令和2（2020）年7月開催の「すべての女性が輝く社会づくり本部」において、
「女
性活躍加速のための重点方針 2020」が決定され、前年の同重点方針 2019 に引き続き、男性
の暮らし方・意識の変革として、男性の家事・育児等への参画について国民全体の機運醸成を
図ることとされました。内閣府男女共同参画局では、子育て世代の男性の家事・育児等のうち
はん

料理への参画促進を目的として平成 29（2017）年度に開始した「
“おとう飯”始めよう」キャ
ンペーンを、令和2（2020）年度も引き続き実施しました。
1

夫婦が本音で話せる魔法のシート「○○家作戦会議」
（内閣府）
：https://www.gender.go.jp/public/

sakusenkaigi/index.html
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令和2（2020）年7月からは、本キャンペー
はん

ンの取組として、“おとう飯 ”大使がこれまで
はん

第

開発したレシピを動画化した「
“おとう飯”ムー
ビー」を発信することで、より男性の料理参画

章
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を促進しています。

家庭における食育の推進

こうした取組を通じて、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）が推進されると
ともに、男性の家事や育児への参画につながる

はん

「“ おとう飯” 始めよう」キャンペーンロゴマーク

ことが期待されます。

はん

“ おとう飯” ムービー

はん

“ おとう飯” の心得

84

第2 部

2章

第

学校、保育所等における食育の推進

第1節 学校における食に関する指導体制の充実
平成 17（2005）年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理をつかさ
どることを職務とする栄養教諭が制度化されました。平成 20（2008）年6月には「学校給食

第

法」
（昭和 29 年法律第 160 号）の改正が行われ、その目的に「学校における食育の推進」が明
確に位置付けられるとともに、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行う

章
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こと、校長が食に関する指導の全体的な計画の作成を行うこと等が定められました。学校にお

学校、保育所等における食育の推進

ける食育を推進するためには、食に関する指導の全体的な計画に基づき、栄養教諭を中心に全
教職員が共通理解の下に連携・協力しつつ指導を展開することが重要です。このため、文部科
学省では、栄養教諭の重要性を踏まえ、
「これからの養護教諭・栄養教諭の在り方に関する検
討会議」を開催し、平成 29（2017）年3月に、栄養教諭自身の専門性を高めるとともに、各
学校や地方公共団体における栄養教諭を中心とした食育推進体制への理解促進に役立てる目的
で、栄養教諭の在り方をまとめた「栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育」を作成しま
した。
また、平成 30（2018）年度には、学習指導要領の改訂や社会の大きな変化に伴う子供の食
を取り巻く状況の変化等を踏まえ、食に関する指導を行う教職員向けの指導書である「食に関
する指導の手引」を改訂するとともに、こうした資料等も活用しながら、学校給食を活用した
食育の推進等について、各種の会議や研修会等で周知を図っています。
公立小・中学校等の栄養教諭については、各都道府県教育委員会が、地域の状況を踏まえつ
つ、栄養教諭免許状取得者の中から採用し、配置しています。令和2（2020）年5月1日現
在で、全都道府県において 6,652 人の栄養教諭が配置されており、配置数は年々増加していま
す（図表 2-2-1）。文部科学省は、全ての児童生徒が栄養教諭の専門性を生かした食に関する
指導を等しく受けられるよう、栄養教諭の役割の重要性やその成果の普及啓発等を通じて、学
校栄養職員 1 の栄養教諭への速やかな移行に引き続き努めています。また、栄養教諭配置の地
域による格差を解消すべく、より一層の配置を促進しています（図表 2-2-2）
。
図表 2-2-1

公立小・中学校等栄養教諭の配置状況
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資料：文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課調べ（平成 27（2015）年度まで、各年度4月1日現在）
文部科学省「学校基本調査」
（平成 28（2016）年度以降、各年度5月1日現在）
注：公立小・中学校等とは、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校を指す。

1
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学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員（学校給食法第7条）
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図表 2-2-2

公立小・中学校等栄養教諭及び学校栄養職員の配置数における栄養教諭の割合

北海道（555 人）

85.9

青森県（97 人）

47.4

岩手県（142 人）

78.9

宮城県（213 人）

54.9

秋田県（121 人）

62.8

山形県（92 人）
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68.5

福島県（201 人）

35.3

茨城県（191 人）
群馬県（220 人）

学校、保育所等における食育の推進

34.5

埼玉県（592 人）

46.1

千葉県（692 人）

43.8

東京都（1,099 人） 6.3
神奈川県（669 人）

31.4

新潟県（260 人）

73.1

富山県（107 人）

43.0

石川県（110 人）

70.9

福井県（81 人）

74.1

山梨県（104 人）

58.7

長野県（267 人）

52.8

岐阜県（176 人）

74.4

静岡県（348 人）

52.9

愛知県（453 人）

91.6

三重県（175 人）

70.3

滋賀県（85 人）

83.5

京都府（181 人）

83.4

大阪府（613 人）

74.6

兵庫県（332 人）

91.0

奈良県（124 人）

46.8

和歌山県（92 人）

47.8

鳥取県（61 人）

36.1

島根県（57 人）

98.2

岡山県（236 人）

69.1

広島県（222 人）

84.7

山口県（178 人）

70.8

徳島県（92 人）

68.5

香川県（98 人）

80.6

愛媛県（149 人）

79.9

高知県（82 人）

81.7

福岡県（542 人）

81.0

佐賀県（91 人）

74.7

長崎県（144 人）

70.8

熊本県（202 人）

67.8

大分県（120 人）

43.3

宮崎県（140 人）

70.7

鹿児島県（175 人）

0
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栃木県（207 人）

沖縄県（164 人）
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学校栄養職員割合

資料：文部科学省「学校基本調査」
（令和2（2020）年度）
注：1）
（ ）内の人数は、栄養教諭と学校栄養職員の合計人数
2）数値は栄養教諭割合
3）公立小・中学校等とは、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校を指す。
4）令和2（2020）年5月1日現在
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第2節 学校における食に関する指導内容の充実
学校における食に関する指導は、子供が食に関する正しい知識を身に付け、望ましい食習慣
を実践することができることを目指し、学校給食を活用しつつ、学校の教育活動全体を通じて
行われています。
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（1）栄養教諭による取組
栄養教諭は、学校における食育推進の要として、食に関する指導と献立作成や衛生管理など
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の学校給食の管理を一体的に展開することにより、教育上の高い相乗効果をもたらしていま

学校、保育所等における食育の推進

す。
ア

食に関する指導の連携・調整

食は、各教科等で学習する内容に幅広く関わっており、食に関する指導は、学校の教育活動
全体を通して行うことが重要です。栄養教諭は、各教科等において指導に携わるだけでなく、
学校における食に関する全体的な指導計画の策定に中心的に携わるなど、教職員間の連携・調
整の要としての役割を果たしています。そして、栄養教諭のみならず関係教職員が食に関する
指導の重要性を理解し、必要な知識や指導方法を身に付けるとともに、十分な連携・協力を行
うことにより、体系的・継続的に効果的な指導を行うことができます。
イ

各教科等における教育指導

食に関する指導は、学校の教育活動全体の中で体系的・継続的に行われるものであり、その
中で、栄養教諭は、その専門性を生かして、各学級担任や教科担任等との連携を図りながら積
極的に指導を行っています。また、栄養教諭は、学校給食の管理業務を担っていることから、
各教科等の授業内容と関連させた献立を作成し、学校給食を生きた教材として活用するなど、
効果的な指導を行っています。
平成 29（2017）年3月には幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小
学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を、同年4月には特別支援学校幼稚部教育要領及び
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を、平成 30（2018）年3月には高等学校学習指導
要領を、平成 31（2019）年2月には特別支援学校高等部学習指導要領を改訂しました。各学
習指導要領においては、引き続き、学校における食育の推進について、各教科等のそれぞれの
特質に応じて適切に行うように努めることや、指導を通して、家庭や地域社会との連携を図り
ながら、日常生活において適切な健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で
活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮することとしています。幼稚園教育要領に
おいては、その基礎として、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちを育むように
することとしています。また、教育課程の編成及び実施に当たっては、食に関する指導の全体
計画を含む各分野における学校の全体計画等と関連付けながら、効果的な指導が行われるよう
留意することも新たに明記しました。
ウ

学校・家庭・地域における栄養教諭を中核とした取組

子供の望ましい食生活の実践を目指して、栄養教諭等には、学校教育活動の中で体系的・継
続的な指導を実施するとともに、家庭や地域と連携した取組を行うことについても特に大きな
88
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成果が期待されています。
具体的取組としては、保護者会等を通じた食に関する指導、給食便りやパンフレットの配布
等、家庭と連携した取組、農作業体験などの体験活動、料理教室、給食試食会など地域と連携
した取組、PTA の積極的な取組を促すための働き掛け等が挙げられます。
文部科学省では、平成 29（2017）年度から栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプ
ローチや、体験活動を通した食への理解促進等、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進

第

することで、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深め、効果的に子供
の食に関する自己管理能力の育成を目指す「つながる食育推進事業」を実施しています。令和
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2（2020）年度は、全国で5事業、実施校 10 校で取組を行い、共通の指標によってその取組

学校、保育所等における食育の推進

を検証しました。
共同調理場を担当する栄養教諭もおり、その地域の給食を管理していることを生かし、献立
計画だけでなく各学校の食に関する指導の全体計画を作成しています。地域の児童生徒の食生
活や生活習慣等の実態を把握し児童生徒や各学校が抱える課題と食育推進のための方策を明ら
かにし、栄養教諭と各学校の給食主任が連携するための組織を構築することで、地域全体の食
育を推進しています。

（2）食に関する学習教材等の作成
文部科学省は、各教科等における食に関する指導において使用する教材等を作成していま
す。平成 28（2016）年2月には、様々な教科等に分散している食育に関する内容を集約し、
「小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」
」を作成するとともに、学級担任等が授業の
時間に食に関する指導を効果的に行うことができるよう、指導上のポイント等をまとめた指導
者用資料を作成し、全国の小学校等に配布しました。また、同年 12 月には編集可能な媒体で
これらの教材等をウェブサイトに掲載し、その活用を促進しています。

（3）食育を通じた健康状態の改善等の推進
近年、子供の食を取り巻く社会環境が変化し、摂取する栄養の偏りや朝食欠食といった食習
慣の乱れ等に起因する肥満ややせ、生活習慣病等の増加が指摘されています。
令和3（2021）年2月には、「学校給食実施基準」
（平成 21 年文部科学省告示第 61 号）を
一部改正しました。食品構成については、児童生徒1人1回当たりの栄養量の摂取基準である
「学校給食摂取基準」を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバ
ランス良く摂取しつつ、様々な食に触れることができるようにすることとし、
「食に関する指
導の手引」や食育教材を活用しながら、児童生徒の望ましい食習慣の形成に向けた指導を行っ
ています。
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事例

子供たちの自己管理能力の育成を目指して
（つながる食育推進事業における取組）

○○県○○○市立○○○保育園
奈良県教育委員会

奈良県では平成 29（2017）年度から令和2（2020）年度に、

第

文 部 科 学 省 の モ デ ル 事 業 を 受 託し、 令 和2（2020） 年 度 は
こうりょうちょう

こうりょうちょう

こう りょう きた

こうりょうちょう

こうりょう

広 陵 町 を実践地域、広 陵 町 立広 陵 北小学校と広 陵 町 立 広 陵
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中学校を実践校として、望ましい食習慣の形成を目指し、児童生徒

学校、保育所等における食育の推進

が朝食を自分で作ることができる力の育成に取り組んできました。
また、奈良県の課題である学校給食における地場産物の活用割
合の増加もテーマの一つとし、地域の生産者と相談しながら学校

こうりょうきた

【広 陵 北小学校】
朝ごはんに関する指導の様子

給食に使用する野菜の計画栽培を行うなど、積極的に地場産物を取り入れ、地域や食に関する理
解を深めてきました。そして、児童が家庭でも地場産物を使った料理を作ることができるようにな
ることを目的に、フードコーディネーターと連携してレシピを開発し、チラシを配付しました。
こう りょう きた

広 陵 北小学校ではコロナ下における対応のため、学校での調
理実習の代替として、家庭科担当教諭と栄養教諭が調理実習の
様子を収録した DVD を配付し、児童が家庭で実習を行うように
したことで、保護者を巻き込んだ取組とすることができ、自分で
作ることができる児童が増えるとともに、自分で作ることができ
るメニューも増えました。また、教科の学習や学級活動で食に関
する知識を身に付けることに加え、学校全体で教職員が一丸と
なり、個々の児童が抱える課題の解決に向け、実態に応じたアド

こうりょう

【広 陵 中学校】
「食育の日」に給食で
提供されたメキシコ料理

バイスを繰り返すことにより、
「朝食を食べない」と回答する児
童が減少し、大きな成果につなげることができました。
こうりょう

広 陵 中学校では、給食センター勤務の栄養教諭が学級担任等と
連携し、教科等の学習やICTを活用した食に関する指導を実施し、
作成した動画教材には常に栄養教諭の姿が映し出されるように工夫
しました。また、学校給食の食材を紹介する資料の掲示や校内放送
を積極的に行ったことにより、生徒が栄養教諭や給食センターを身

こうりょう

【広 陵 中学校】
陸上部長距離の生徒を
対象とした食事指導の様子

近に感じることができるようになりました。そのほか、管理栄養士を
目指す県内の大学生と連携して、毎月19日の「食育の日」に新献立
の開発を行いました。東京オリンピックの開催に向けて、令和2
（2020）年度は「世界の料理」をテーマにし、多様な食文化に触れ、
世界の料理に興味を持ち、給食時間を楽しく過ごせるように工夫し
ました。

こうりょうちょう

か しば し

【広 陵 町・香芝市
共同中学校給食センター】
11 月生徒配付用献立表より
「大和牛の紹介」

学校長のリーダーシップの下、栄養教諭を中核とし、全校体制で食に関する指導に取り組む
ことにより、教職員の意識が向上し、生産者・調理員・栄養教諭等、学校給食に関わる多くの
方の思いが児童生徒に伝えられ、結果として学校給食の残食率の低下にもつなげることができ
ました。これらの結果から、児童生徒が自分自身の将来の健康について考え、食事をする、食
の自己管理能力の育成につながったのではないかと考えています。
今後は、4年間取り組んできた事業の成果を生かし、学校・家庭・地域がつながり、次世代を担う
子供たちが楽しみながら食に関する知識と実践力を養うことができる食育の推進に努めていきたいと
考えています。
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第3節 学校給食の充実
1 学校給食の現状
学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を
図ること等を目的に実施されています。また、食に関する指導を効果的に進めるために、給食
の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材としても活用する
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ことができるものであり、大きな教育的意義を有しています。
学校給食の実施状況としては、平成 30（2018）年5月現在、小学校では 19,453 校（全小
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学校数の 99.1％）、中学校では 9,122 校（全中学校数の 89.9％）
、特別支援学校等も含め全体

学校、保育所等における食育の推進

で 30,092 校において学校給食が行われており、約 930 万人の子供が給食を食べています（図
表 2-2-3）。学校給食実施校は着実に増加しており、引き続き学校給食の普及・充実が求めら
れます。なお、文部科学省では、学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護
者、地域住民等の理解と関心を高め、学校給食の一層の充実と発展を図ることを目的に、毎年
1月 24 日から 30 日までの1週間を「全国学校給食週間」と定めており、文部科学省及び各学
校等で様々な取組が行われています。文部科学省では、全国学校給食週間広報動画を作成する
とともに、英語版を作成し広く普及・啓発を図りました。令和2（2020）年度は、文部科学
省ウェブサイトや Twitter 等の SNS を活用し、教育委員会等における取組を発信しました。

図表 2-2-3

学校給食実施状況（国公私立）

区分
小学校
中学校
義務教育
学校

全国総数
学校数
児童数
学校数
生徒数

完全給食
実施数

補食給食

百分比

実施数

ミルク給食

百分比

実施数

計

百分比

実施数

百分比

19,350

98.5

51

0.3

52

0.3

19,453

99.1

6,427,867 6,352,201

98.8

7,212

0.1

8,722

0.1

6,368,135

99.1

19,635

8,791

86.6

39

0.4

292

2.9

9,122

89.9

3,253,100 2,569,439

10,151

79.0

7,448

0.2

116,567

3.6

2,693,454

82.8

学校数

82

82

100.0

0

0.0

0

0.0

82

100.0

児童・
生徒数

34,679

33,076

95.4

0

0.0

0

0.0

33,076

95.4

53.8

0

0.0

5

9.6

33

63.5

中等教育学校 学校数
（前期課程） 生徒数

52

28

16,277

8,266

50.8

0

0.0

1,720

10.6

9,986

61.4

学校数

1,132

1,005

88.8

1

0.1

12

1.1

1,018

89.9

幼児・
児童・
生徒数

143,379

125,188

87.3

40

0.0

832

0.6

126,060

87.9

565

297

52.6

86

15.2

1

0.2

384

68.0

特別支援
学校

夜間定時制 学校数
高等学校 生徒数

76,461

18,816

24.6

3,384

4.4

16

0.0

22,216

29.1

学校数

31,617

29,553

93.5

177

0.6

362

1.1

30,092

95.2

9,951,763 9,106,986

91.5

18,084

0.2 127,857

1.3

9,252,927

93.0

計

幼児・
児童・
生徒数

資料：文部科学省「学校給食実施状況調査」
（平成 30（2018）年度）
注：1）完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、ミルク及びおか
ずである給食
2）補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食
3）ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食
4）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
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また、食物アレルギーを有する児童生徒は増加傾向にあり 1、学校給食における食物アレル
ギー対応について、文部科学省では、平成 24（2012）年に発生した死亡事故を受けて開催し
た有識者会議の最終報告を踏まえ、学校におけるアレルギー対応の改善・充実のための資料と
して、「学校給食における食物アレルギー対応指針」
、
「学校のアレルギー疾患に対する取り組
みガイドライン要約版」及び「学校におけるアレルギー疾患対応資料（DVD）映像資料及び
研修資料」を作成し、平成 27（2015）年3月に全国の教育委員会や学校等へ配布すること等

第

を通じ、食物アレルギー等を有する子供に対する、よりきめ細かな取組を推進しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に当たっては、
「学校における新型コロナウイルス感

章
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染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」を作成しました。この中

学校、保育所等における食育の推進

で、学校給食の場面で留意すべきことについて、食事の前後の手洗いを徹底することや、飛沫
を飛ばさないよう工夫すること等を示しています。
また、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」に
おいて、会食に当たっては飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない、会話を控える
などの対応を行うことを示しています。

2 地場産物等の活用の推進

地場産物を学校給食に活用し、食

に関する指導の教材として用いるこ
とにより、子供がより身近に、実感
を持って地域の食や食文化等につい
て理解を深め、食料の生産、流通に
関わる人々に対する感謝の気持ちを
抱くことができます。また、地場産
物の活用は、生産地と消費地との距
離が縮減されることにより、その輸
送に係る二酸化炭素の排出量も抑制
されるとともに、流通に要するエネ
ルギーや経費の節減、包装の簡素化
等環境負荷の低減にも寄与するもの
であり、SDGs の観点からも有効で
す。さらに、地域の生産者等の学校
給食を始めとする学校教育に対する
理解が深まることにより、学校と地

学校給食における国産食材、地場産物の
使用割合

図表 2-2-4
（％） 国産食材
80

77.1

78
76

76.8

77.7

75.2

74

77.1

76.7

77.3

76.0

72
70

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元（年度）

（2004）
（2005）
（2006）
（2007）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）
（2019）

（％） 地場産物
30
28

26.1

26
24
22
20

23.7

25.0

25.7

25.1

26.9 26.9
26.4
25.8
25.8 26.0 26.0

23.3 23.4
22.4

21.2
平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元（年度）

（2004）
（2005）
（2006）
（2007）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）
（2019）

資料：文部科学省「学校給食栄養報告」

域との連携・協力関係の構築にも寄与していることから、学校や地域において、地場産物を学校
給食で活用する取組が積極的に進められています。一方で、地域によっては、価格が高いことや、
一定の規格を満たした農産物を安定的に調達することが難しいことなどにより県内産農産物の使
用量・使用品目の確保が困難になってきているといった現状もあります。
令和3（2021）年3月に決定された第4次基本計画では、生産者や学校給食関係者の努力を
適切に反映するとともに、地域への貢献等の観点から、算出方法を食材数ベースから金額ベー
1
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公益財団法人日本学校保健会ウェブサイト（学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令

和元年度改訂 P3）
）https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226
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スに見直し、その割合を現状値（令和元（2019）
年 度 ） か ら 維 持・ 向 上 し た 都 道 府 県 の 割 合 を
90％以上とすることを目指すこととされました。
令和元（2019）年度の学校給食における地場
産物の使用割合は、これまでの食材数ベースによ
る調査で、全国平均は 26.0％となっています。

第

また、国産食材の使用割合は、77.1％となって
査 で は、 全 国 平 均 で 地 場 産 物 の 使 用 割 合 は
87.0％となっています。都道府県

図表 2-2-5

別に見ると、地場産物の使用割合に
は ば ら つ き が 見 ら れ ま す（ 図 表
2-2-5）。
文部科学省においては、平成 28
（2016）年度から、
「社会的課題に
対応するための学校給食の活用事
業」を実施し、学校給食において地
場産物が一層活用されるよう、教育
委員会や学校設置者と、生産・流通
に係る農水部局や事業者とが連携
し、食品の生産・加工・流通等にお
ける新たな手法等を開発するととも
に、全国的な普及を図っています。
また、関係府省庁とも連携を図りな
がら、地場産物の活用を推進してい
ます。
農林水産省では、地産地消及び国
産農林水産物・食品の消費拡大を推
進する様々な取組を表彰する「地産
地消等優良活動表彰」を実施してい
ます。
また、学校給食等の食材として、
地場産物を安定的に生産・供給する
体制を構築するため、地場産物の生
産量等の調査・分析、新しい献立や
加工品の開発・導入実証等の取組へ
の支援、生産者と学校等の双方の
ニーズや課題を調整する地産地消
コーディネーターの育成や派遣を

都道府県名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
全国

学校、保育所等における食育の推進

52.7％、 国 産 食 材 の 使 用 割 合 は

2

給食現場と生産現場をつなぐ体制
（農業公社専任職員による出荷野菜の調整）
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います（図表 2-2-4）。一方、金額ベースでの調

学校給食における地場産物及び国産食材
使用状況（令和元（2019）年度）
地場産物
国産食材
食材数ベース
食材数ベース
金額ベース
金額ベース
（※ 1）
（※ 2）
（※ 1）
（※ 2）
43.1%
70.3%
76.3%
88.2%
32.0%
71.4%
78.0%
92.1%
23.2%
58.2%
85.9%
90.2%
28.9%
50.8%
79.6%
84.2%
29.3%
49.8%
90.8%
80.2%
27.2%
55.4%
85.5%
89.8%
33.5%
51.6%
90.5%
88.3%
35.2%
67.2%
74.2%
87.8%
34.8%
67.2%
80.2%
90.1%
32.3%
54.9%
71.4%
83.9%
20.2%
47.1%
81.8%
86.1%
24.2%
45.9%
71.6%
86.4%
7.2%
7.2%
77.4%
83.0%
11.3%
27.6%
77.1%
80.8%
38.3%
66.1%
87.3%
91.6%
32.8%
58.5%
78.9%
85.6%
35.2%
62.9%
74.1%
89.7%
25.0%
34.9%
78.1%
88.4%
27.5%
35.5%
84.3%
77.9%
34.2%
66.0%
86.7%
92.3%
33.8%
57.5%
82.2%
87.3%
27.8%
55.3%
77.3%
90.3%
24.0%
55.5%
80.8%
89.2%
28.0%
59.2%
73.9%
90.8%
25.0%
49.3%
77.4%
89.4%
15.5%
20.6%
74.0%
89.9%
2.2%
7.3%
70.9%
85.6%
21.5%
47.3%
74.1%
84.4%
18.9%
32.7%
78.1%
84.6%
21.4%
28.4%
80.2%
91.2%
42.5%
72.9%
72.4%
92.4%
43.4%
72.0%
85.6%
95.2%
49.0%
63.0%
76.5%
89.3%
30.8%
58.1%
74.5%
85.3%
49.7%
81.5%
86.3%
95.5%
48.3%
62.8%
85.0%
81.7%
30.0%
54.3%
70.8%
82.9%
31.2%
71.7%
80.6%
93.6%
38.9%
54.1%
80.0%
89.0%
20.9%
45.7%
63.8%
80.0%
31.7%
56.3%
75.9%
89.6%
31.6%
57.3%
66.3%
82.5%
36.5%
56.6%
70.2%
83.8%
34.8%
58.5%
78.7%
85.0%
35.4%
58.4%
67.1%
84.8%
24.9%
64.9%
76.3%
84.8%
16.7%
31.1%
65.7%
73.0%
26.0%
52.7%
77.1%
87.0%

資料：文部科学省「学校給食栄養報告（週報）」
（※1）
「学校給食における地場産物・国産食材の使用状況調査」
（※2）

行っています。
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3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付ける

ことや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。
平成 30（2018）年度には、完全給食を実施している学校の 100％に当たる 29,553 校で米飯
給食が実施されており、約 911 万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食
の回数は 3.5 回となっています（図表 2-2-6）
。

第

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生
活」やその味覚を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。令和2
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（2020）年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米

学校、保育所等における食育の推進

飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。
なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素を
バランス良く摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。
図表 2-2-6
区

分

米飯給食実施状況（国公私立）
平成 20 年度
（2008）

平成 25 年度
（2013）

平成 30 年度
（2018）

学校数

31,094 校
（31,140）

30,198 校
（30,203）

29,553 校
（29,553）

実施率

99.9％

100％

100％

実施回数
（週当たり）

3.1 回

3.3 回

3.5 回

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」
注：1）調査対象は、完全給食を実施している学校（国立・公立・私立）のうち、5月1日現在で米飯給食を実施している学校とす
る。なお、中学校には中等教育学校前期課程を含む。
2）
（      ）内は、5月1日現在の完全給食実施状況の数であり、実施率は、完全給食に対する比率である。
3）令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、調査の実施を見送り
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事例

17 万人で静岡県産の鯖を味わおう！「ふじっぴー給食」
（社会的課題に対応するための学校給食の活用事業における取組）

○○県○○○市立○○○保育園
静岡県教育委員会

○○○○○○○○○○○○○○は、○○○○○○○○
静岡県教育委員会では、文部科学省の令和2（2020）

第

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、
年度「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
の委託を受け、学校給食を活用した「食品ロスの削減」

章
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
と「地産地消の推進」について取り組みました。
○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○
静岡県は海や山に囲まれ、温暖な気候に恵まれており、

学校、保育所等における食育の推進

その取組の一つ、
また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
「ふじっぴー給食」について紹介します。
「ふじっぴー給食」モデル献立

多くの特産品があります。第3次静岡県食育推進計画にお
○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○
ける、学校給食での県内産の地場産物活用の目標値は
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
45％（令和4（2022）年度）ですが、
ここ数年は
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
30％前後で推移しています。そこで、学校給食における地場産物の活用率を高める
とともに、児童生徒の静岡県への愛着を育むため、県内産の地場産物を
さらに、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
45％以上使用し、県の
キャラクターの名前を付けた「ふじっぴー給食」のモデル献立を作成しました。県内の小中学
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○。○○○○○○○○○
校と特別支援学校のおよそ6割に当たる約
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
500 校で実施され、約 17 万食が提供されました。モ
デル献立のメニューは「静岡緑茶まぜご飯、静岡県産鯖のねぎソースがけ、静岡野菜（チンゲ
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
ン菜など）のおかか和え、静岡野菜（大根など）たっぷり豚汁、みかん、牛乳」です。
取組を通じて、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○
各市町の実態に応じ、市町や地域の地場産物を活用するため、モデル献立のアレンジは自由
としましたが、今年度のテーマ食品である「鯖」は、必ず使用することとしました。まず、テー
○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
マ食品は、県庁内の農業、水産業及び食品ロス担当等食育関係部局の担当者による、学校給食
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○
における食育推進委員会で検討しました。市町教育委員会への調査の結果から、
○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
「学校給食で使
用を推進したい地場産物」で水産物を希望する声が多く、
○○○○○○です。
「学校給食で食べ残しが多い食べ物」
でも魚が多かったことなどから水産物にすることを決定しました。その上で、漁協等の水産関
今後は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
係者・食の都づくり仕事人（県産の食材を積極的に活用し、県の農林水産業や食文化の振興に
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○
貢献しているとして表彰された料理人等）
○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○
・栄養教諭等による、商品開発・献立作成部会を開催
し、静岡県内の水産物の漁獲量や流通等を踏まえ検討した結果、
○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
「鯖」をテーマ食品にしました。
また、食品ロスが出にくい規格や子供たちの食べやすい味付け等を検討し、
○○○○○○○○○○○○○○○○です。
「鯖のでんぷん付き
20g」を使用した「静岡県産鯖のねぎソースがけ」をモデル献立に取り入れました。
取組の結果、今年度の「ふじっぴー給食」での地場産物活用率は 64.2％と、目標の 45％を達
成しました。取組を通じ、県内の水産関係者と流通についての課題を共有し、
「学校給食での水産
物の活用率を高める」という目標に向かって
連携する体制を作ることができました。また、
テーマ食品の「鯖」について、チラシや動画、
給食時間の指導資料を作成し、栄養教諭等に
よる指導を行うことで、児童生徒の地場産物
についての理解を深めることができました。
今後も、本年度構築した体制を基に関係者
栄養教諭による指導の様子

と連携して「ふじっぴー給食」を実施し、地
場産物の活用推進に取り組んでいきます。
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事例

学校給食における地場産物の活用について

たてやままち

富山県立山町

第

たてやままち

たてやままち

富山県立山町では、町内3か所で作っていた学校給食を、平成23（2011）年に立山町学校給食セ
ンターとして統合したことを契機に、学校給食の地場産物納入体制を確立しました。地元の12の生

章

2

たてやままち

たてやままち

たてやままち

、立山町学校給食セン
産者団体との出荷調整役を担う立山町商業協同組合、立山町役場（農林課）

学校、保育所等における食育の推進

ターが連携し、学期ごとに規格の統一、価格の調整等を実施した上で、円滑な受注を確保しながら、
学校給食での地場産物使用割合の向上に努めた結果、平成22（2010）年には27.3％であった地場
産物の使用割合（重量ベース1）が、令和元（2019）年には51％へと向上しました。また、食育の
取組として、栄養教諭による地場産物活用の指導を行うことはもちろん、小学校5年生から中学校3
年生を対象に地場産物学校給食メニューコンテストを行い、優秀作品をメニューに採用したり、生産
者や郷土料理の伝承人を招待したり、町のマスコットキャラクター「らいじぃ」のお誕生日会で「ら
いじぃ」が地場産物を紹介したりするなど、給食を楽しむ取組を織り交ぜた食育を展開しています。
給食への参加

立山町
商業協同組合

連携
価格
決定

立山町役場
農林課

希望価格
確認

情報
共有

注文

調整

情報
共有

価格
調整

生産者

連携

給食への参加

注文

学校給食

中学校
小学校

立山町学校給食
センター
メニュー
コンテスト
（採用）

納品

給食への参加
たてやままち

立山町の観光大使「らいじぃ」の
お誕生日会食

たてやままち

立山町学校給食の地場産物納入体制
なめりかわし

滑川市学校給食共同調理場
なめりかわし

富山県滑川市では、平成21（2009）年度から学校給食への地場産物の導入促進に取り組み始
め、平成25（2013）年度には学校給食の調理場と生産者を結ぶパイプ役として自身も野菜生産者
なめりかわし

なめりかわし

である専任職員を滑川市の農業振興を行う滑川市農業公社に配属しました。こまめに生産者を回り、
学校給食への納入を呼びかけた結果、平成20（2008）年度当初6％程度の使用割合（重量ベー
ス）
が、平成25（2013）年度には33.5％、令和元（2019）年度には62.9％と飛躍的に向上しま
した。また、11月24日を「学校給食なめりかわの日」と定め、市民を対象に給食を味わう日を実
なめりかわ

施し、学校給食や地場産物への理解を深めています。さらに、地元の富山県立 滑 川 高等学校海洋
なめりかわ

科が製造したサバやベニズワイガニなどの水煮缶詰等を給食献立に導入したり、市主催の滑 川産
食材を使った一品料理コンテストの優秀賞を学校給食でメニュー化したりするなど地域全体を巻き
込んで地産地消の取組を進めています。
農業公社専任職員との連携
地元農家
支援
農
林

支援

食材納入

食材提供依頼・
納入

食材提供依頼
食材納入

農業公社

滑川高校海洋科

直売所ひかる市

給食場

水産加工品提供依頼
納入
生産者との交流

支援

食材提供依頼
食材納入
農事組合法人

食育指導支援、
食育リーダー等の派遣

食育指導

給食提供

食材提供依頼

課

市民健康センター

学校農園の野菜提供

小・中学校
幼稚園

食材提供依頼・納入
就労継続支援事業所

営農団体
なめりかわし

滑川市学校給食の地場産物納入体制

1

富山県においては、学校給食における県産食材の目標を重量ベースで設定している（現状値（令

和元（2019）年）534 トン→目標（令和3（2021）年）700 トン）。
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第4節 就学前の子供に対する食育の推進
1 保育所における食育の推進

（1）子供の育ちを支える食育 －養護と教育の一体性の重視－
保育所における食育は、
「保育所保育指針」
（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）において、
健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標としてい

第

ます。そして、子供が毎日の生活と遊びの中で、食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽
しみ、食事を楽しみ合う子供に成長していくこと等に留意し、保護者や地域の多様な関係者と

章
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の連携及び協働の下で実施しなければならないとしています。

学校、保育所等における食育の推進

平成 29（2017）年4月に策定された「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」では、
専門分野別研修の一つとして「食育・アレルギー対応」分野を位置付け、その専門分野に関す
るリーダー的職員を育成することとされました。
また、保育所での食育の推進や食物アレルギーの対応に当たっては、栄養士の専門性を生か
した対応が重要であることから、保育所の運営費を補助する公定価格において、栄養士を活用
して給食を実施する施設に対し、取組に必要な経費を加算する栄養管理加算を平成 27（2015）
年度に創設しました。令和2（2020）年度には栄養管理加算のさらなる充実を図り、保育所
における食育やアレルギー対応の取組を一層推進しています。

（2）食を通した保護者への支援
子供の食を考えるとき、保育所だけではなく、家庭と
連携・協力して食育を進めていくことが不可欠です。食
に関する子育ての不安・心配を抱える保護者は決して少
なくありません。「保育所保育指針」では、一つの柱と
して保護者に対する支援を重視しています。保育所に
は、今まで蓄積してきた乳幼児期の子供の食に関する知
識、経験及び技術を「子育て支援」の一環として提供
し、保護者と子供の育ちを共有し、食に関する取組を進
める役割を担うことが求められています。

保育所における食育の取組
（収穫した野菜でクッキング）

さらに、保育所は、「児童福祉法」（昭和 22 年法律第
164 号）第 48 条の4の規定に基づき、保育所の行う保育に支障がない限りにおいて、地域の
実情や当該保育所の体制等を踏まえ、保育所に入所していない子供を育てる家庭に対しても、
子育て支援を積極的に行うよう努めることが期待されており、食を通した子育て支援として、
次のような活動が展開されています。
① 食を通した保育所機能の開放（調理施設活用による食に関する講習などの実施や情報の
提供、体験保育等）
② 食に関する相談や援助の実施
③ 食を通した子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
④ 地域の子供の食育活動に関する情報の提供
⑤ 食を通した地域の人材の積極的な活用による地域の子育て力を高める取組の実施
食を通して保護者同士の交流の場の提供や促進を図っていくことで、保護者同士の関わりの
機会が提供され、食に対する意識が高まることが期待されます。また、多くの保育所で、育児
97

相談や育児講座等を通し、保護者の育児不安を軽減する活動が展開されています。

（3）子供の発育・発達を支援する食事の提供
近年は、保護者の就労形態の変化に伴い、保育所で過ごす時間が増加している子供も多く見
られるようになり、家庭とともに保育所も、子供のための大切な生活の場となっています。そ
のため、保育所で提供される食事は乳幼児の心身の成長・発達にとって大きな役割を担ってい

第

ます。
厚生労働省では、保育所を始めとする児童福祉施設において、乳幼児の発育・発達の過程に

章
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応じ、適切な栄養管理や食事の提供を行えるよう、平成 22（2010）年に「児童福祉施設にお

学校、保育所等における食育の推進

ける食事の提供ガイド」を、平成 24（2012）年に「保育所における食事の提供ガイドライン」
を作成し、児童福祉施設において、これらのガイドを参考に、子供の健やかな発育・発達を支
援するなどの観点から適切に食育が実施されるよう、周知啓発に取り組んでいます。
また、乳幼児期の特性を踏まえた保育所におけるアレルギー疾患を有する子供への対応の基
本を示すものとして「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を平成 23（2011）年に
作成し、各保育所で活用されています。同ガイドラインについては、保育所保育指針の改定や
関係法令等の制定が行われたこと、アレルギー疾患対策に関する最新の知見が得られたこと等
を踏まえ、平成 31（2019）年4月に改訂を行いました。具体的には、保育所におけるアレル
ギー対応に関する、子供を中心に据えた、医師と保護者、保育所のコミュニケーションツール
として「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の位置付けを明確化するとともに、
保育現場における食物アレルギー対応の重要性を踏まえ、構成の変更や記載内容の充実を図る
など、保育の現場における実用性を重視した内容に見直しました。
さらに、厚生労働省では、子供の食を通じた健康づくりの推進を図るため、児童福祉施設の
給食関係者等を対象とし、
「児童福祉施設給食関係者研修」を開催しています。同研修では、
子供の食を通じた健康づくりの推進に関する情報共有を行うとともに、地方公共団体や児童福
祉施設における食育等に関する取組を事例として紹介するなど、質の向上にも努めています。
令和2（2020）年度は、
「日本人の食事摂取基準（2020 年版）
」を踏まえた栄養管理について
の情報共有、保育所におけるアレルギー対応の事例紹介等を内容とした研修をオンデマンド配
信により開催し、約 1,200 名が参加しました。

2 幼稚園における食育の推進

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。この時期に行

われる食育では、食べる喜びや楽しさ、食べ物への興味や関心を通じて自ら進んで食べようと
する気持ちが育つようにすることが大切です。
幼稚園における食育については、平成 20（2008）年3月に改訂された「幼稚園教育要領」
に記載され、平成 30（2018）年度から実施されている要領でも充実が図られています。具体
的には、心身の健康に関する領域「健康」において、
「先生や友達と食べることを楽しみ、食
べ物への興味や関心をもつ」よう指導することとされています。また、幼児の発達を踏まえた
指導を行うに当たって留意すべき事項として、
「健康な心と体を育てるためには食育を通じた
望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、和やかな雰
囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心
をもったりするなどし、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つようにする
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こと」とされています。
こうした幼稚園教育要領の趣旨を、各種研修等を通じて幼稚園教諭等に周知し、幼稚園にお
ける食育の充実を図っています。

3 認定こども園における食育の推進

認定こども園は、就学前の子供を保育の必要の有無にかかわらず受け入れ、教育と保育を一

第

体的に提供する、いわば幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、保護者や地域に対する子育
て支援も行う施設です。

章
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認定こども園における食育については、平成 26（2014）年に策定された「幼保連携型認定

学校、保育所等における食育の推進

こども園教育・保育要領」に基づき、各園において食育の計画を策定し、教育・保育活動の一
環として計画的に行うこととしています。
平成 29（2017）年に改訂され、平成 30（2018）年度から施行されている「幼保連携型認
定こども園教育・保育要領」においても、第2章「ねらい及び内容並びに配慮事項」や、第3
章「健康及び安全」の中で、食育に関する内容の充実が図られました。特に第3章において
は、食育の推進として、食育のための環境の整備や「保護者や関係者等との連携した食育の取
組」について新たに明記されました。食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、家庭の
状況や生活の多様化といった食をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応
や、食育を推進しやすい社会環境づくりが重要になってきます。
また、認定こども園では、栄養教諭や栄養士、調理員等がその専門性を生かし、保育教諭等
と協力し、食育における様々な関係者との多様かつ日常的な連携を図るよう努めることで、各
園の実態に応じた取組が工夫されています。
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事例

豆づくりから始まった食育活動の展開～子供の一言でつながって～
社会福祉法人

横浜 YMCA 福祉会

YMCA オベリン保育園（神奈川県）

さがみはら し

YMCA オベリン保育園は神奈川県相模原市にあり、
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「食育と保育を分けるのではなく、保育の大きな枠組
みの中にある1つとして食育を考えていきたい」、
「子
供たちの声を体験につなげたい」といった考えを大切

学校、保育所等における食育の推進

にしながら、食育に取り組んでいます。
例えば、子供たちの豆づくりをめぐる食育活動は、
卒園児の保護者から味噌の木樽の寄贈があり、さらに
その後、大きな木樽に入り味噌づくりをしている職人
さんの写真を図鑑で見つけて、子供たちが味噌に興味

調理室前で食材の説明を受ける子供たち

を抱いたことから始まったものです。
味噌への興味をきっかけに、材料となる大豆を栽培したり、様々な味噌の種類があることを学
んだりして、子供たちの好奇心はいっそう膨らんでいきました。園では、日頃の保育の中でこうし
た機会を設けるとともに、地域の大豆農家から大豆の栽培を教えてもらうなど、地域に根付いた
食育の取組も行っています。令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り例年のような取組が難しいこともありましたが、子供たちは地域の農家の方とオンラインで交流
する機会などを通じて、限られた状況でどのように楽しむかということも学ぶことができました。
保育士や栄養士は、子供たちの興味や関心を大切に受けとめ、それぞれの専門性を活かしな
がら、子供たちが食に関する幅広い体験を積み重ねていけるよう日頃から食育に取り組んでい
ます。
こうした保育の大きな枠組みの中にある1つとして食育を考えることや、子供たちの声を体
験につなげることが、子供たちの豊かな学びと育ちにつながっています。
自然の恵みとしての食材に触れる機会を通して、子供たちは自らの感覚で食材を意識するよ
うになり、生産から消費までの一連の食の循環や、食べ物を無駄にしないことについても気付
きが生まれます。
今後も、子供たちが自らの感覚や体験を大切にするとともに、家庭や地域との連携を図りな
がら、保育士や栄養士等の保育に関わる幅広い関係者がそれぞれの専門性を活かしていく、食
育の取組を展開していきます。

食材についての「気付き」を「学ぶ」へ
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事例

地域の人と共に郷土食に触れ、食べることを楽しみながら感謝の
気持ちや食べ物への興味や関心をもつ取組

なんよう し
あか ゆ
○○県○○○市立○○○保育園
南陽市立赤湯幼稚園（山形県）

○○○○○○○○○○○○○○は、○○○○○○○
幼稚園における食育は、幼児が食べる喜びや楽しさ

第

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
を味わい、様々な活動を通して食べ物への興味や関心
○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
を持ったりするなどし、食の大切さに気付き、自ら進

章

2

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
んで食べようとする気持ちが育つようにすることが大
あか ゆ

おきたま

学校、保育所等における食育の推進

○○です。
切です。

なん

湯幼稚園は、山形県南部の置賜盆地に位置する南
また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
赤

よう し

なん よう し

陽
市 にあります。南 陽 市 はぶどうの発祥地であるな
○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○
ど、果樹栽培が盛んな地域です。園舎の周りには、さ
○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○
くらんぼやすもも、かりんの木があり、四季折々の自
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

干し柿を食べている様子

然を感じることができます。本園では市民農園を借りて、地域の方に野菜作りを教えてもらっ
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○で
ま

たり、園児の「やってみたい！」
、
「食べてみたい！」の発想から、果物や野菜の種を蒔き、保
す。
育室で栽培したりしています。また、自分でつかんだニジマスをさばき、命をいただく体験も
さらに、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
行っています。ここでは、郷土食についての昨年度の取組を紹介します。
（なお、令和2
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○。○○○○○○○○○
（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、これらの取組を実施して
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
おりません。
）
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。
あか ゆ

湯幼稚園では、核家族世帯の幼児が全体の6割を占めており、家庭において伝統文化に触
赤
取組を通じて、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
れる機会が少なくなってきました。地域ならではの郷土食である「笹巻き・干し柿」を作る取
○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○
組は、幼児と同居する祖父母や地域の方が先生になり、地域の食文化を伝承する機会としてい
○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ます。6月に行った笹巻き作りでは、幼児はもちろん、保護者や教師も体験し、笹に入れるも
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○
ち米の量やいぐさの巻き方を教えてもらっています。親子で「家でも作ってみよう。」とレシ
○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ピを見ながら作る方もいました。また、11 月には幼児の家庭からいただいた柿で、山形なら
○○○○○○です。
ではの冬の風物詩、干し柿作りも地域の方と一緒に交流しながら行っています。子供たちは、
今後は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
む

柿の剥き方のコツ、干し柿が保存食になること等を教えてもらっています。紐に結んだ柿を保
○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○
育室の窓に干し、毎日観察し「柿がだんだん小さくなっていくね。
」、「干すと水分が抜けてし
○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○
わしわになるね。
」と日々変わる様子を言葉にしています。出来上がった干し柿は、地域の方
○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
と交流した際にごちそうして喜ばれています。
○○○○○○○○○○○○○○○○です。
このような取組を通して、お世話になった方への感謝の気持ちが育まれ、さらに食べ物への
興味、関心が広がっています。今後も、食べることを通して、幼児の心と体を育んでいけるよ
う、そして伝統的な食文化を未来へつないでいけるよう、幼児と一緒に取り組んでいきたいと
思います。

干し柿作りの様子

笹巻き作りの様子

101

事例

みんなで食べるとおいしいね
あ

く

ね

認定こども園阿久根めぐみこども園（鹿児島県）

あ

く

ね

あ

く

ね

し

認定こども園阿久根めぐみこども園は、鹿児島県北西部の東シナ海沿岸に位置する阿久根市
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にあります。自然豊かな園庭の中で子供たちは毎日遊びを中心とした生活を送っています。
「みんなで食べるとおいしいね」という食育への思いをかたちにするため、昼食は3歳以上
の子供たちがランチルームで毎日一緒に食事をしています（新型コロナウイルス感染症の感染

学校、保育所等における食育の推進

防止のため、一斉に食べる人数や滞在時間を考え直し、グループに分かれて時間をずらして給
食を食べ始めるよう工夫したところ、楽しく食べることは継続しつつも、声が大きくなりすぎ
るという課題が少し解消されました。）。

あ く ね し

昔から、阿久根市の沖合ではイワシがよく獲れます。それを使っ
たイワシの丸干しが地域の味にもなっていましたが、最近では食生
活の変化から家庭の食卓にあがることがなくなってきました。そこ
で、地元の生産者の協力を得て、定期的に給食で提供するように
しました。噛めば噛むほど味が出るイワシの丸干しを子供たちは大

イワシの丸干しを食べる園児

好きになり、卒園児の中には「小学校ではあのイワシが出ないから

嫌だ。
」といった声も上がるほどになりました。また、
かん きつ るい

ボンタンやデコポンといった柑橘類の栽培も盛んで、
かんきつるい

地域の民家では様々な柑橘類の木を庭先に植えている
ことも珍しくありません。冬になると職員や保護者が
かん きつ るい

かん きつ

持ち寄った様々な柑橘類を大きさ順に並べる「柑橘列
車」が現れます。年々種類が増え、今では 20 種を超

かんきつ

柑橘列車

えるようになりました。しばらく飾り、食べ頃になると、みんなで皮をむいて食べます。みんな
と一緒だと皮むきも楽しく、皮が厚いボンタンも先生と一緒に必死になってむきます。家庭の食
卓にあがる機会が減っても、園の給食で食べることができれば、子供たちには地域の味の記憶が
残るだろうと思います。さらに、プランター等を活用して、子供の目につく園庭の一角で野菜を
作る菜園ゾーンを充実させています。子供たちは種や苗を植えるところから関わり、中には水や
りも熱心に取り組んでくれる「農場長」のような存在も出てきました。実がつき始めると、いつ
食べられるのかと足繁く菜園をのぞき、興味を示しています。そして、収穫も楽しみですが、食
べることも楽しみです。園庭の一角で採れた野菜を焼いていると、匂
いに誘われて子供たちが集まってきます。あまり野菜が得意でない子
供も、このときは食べてみようとします。改めて、野菜を食べたくな
る環境をどう作っていくかが重要だと気付かされます。
令和元（2019）年度の取組を通じて、保育の中に「食育」の意
識をより高めていき、豊かな食卓を家庭に求めるだけではなく、園
で日々の遊びと生活の中で楽しい、おいしい、いい匂い、もっと食
べたいという気持ちを増やしていくことが大事だと感じています。
野菜の生育を観察する園児
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第1節 「食育ガイド」等の活用促進
「食育ガイド 1」は、
「
「食べる
こと」は「生きること」
」とし、
乳幼児から高齢者に至るまで、
ライフステージのつながりを
大切にし、生涯にわたりそれ
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ぞれの世代に応じた食育の実



践を促すため、平成 24（2012）
年3月に作成・公表（平成 31

地域における食育の推進

（2019）年3月に改訂）された
ものです。食べ物の生産から
食卓までの「食べ物の循環」
やライフステージを踏まえた

「食育ガイド」

「生涯にわたる食の営み」等を図示し、各ステージに応じた具体的な取組を提示しています。
農林水産省では、国民一人一人が自らの食生活の振り返りを行い、実践に向けた取組の最初
の一歩を踏み出すことができるよう、
「食育ガイド」をウェブサイトに掲載し、普及啓発を
図っています。また、国民一人一人の健康の増進や生活の質（QOL）の向上、食料の安定供
給の確保を図るための指針である「食生活指針 2」について、平成 28（2016）年6月に一部改
定を行いました。これは、平成 12（2000）年3月、当時の文部省、厚生省及び農林水産省に
よる決定から 16 年が経過し、この間に、「食育基本法」の制定、
「健康日本 21（第二次）
」の
開始、「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録などの食生活に関する
幅広い分野での施策に進展があったためです。この一部改定に併せて、国民一人一人が、バラ
ンスのとれた食事を中心に、食料の生産・流通から食卓、健康までを視野に入れた食生活を実
践していけるよう、
「食生活指針」の項目ごとに、具体的に取り組むべき内容を「解説要領」
としてもまとめました。
平成 17（2005）年6月に、
厚生労働省と農林水産省によ
り「食生活指針」を具体的な
行動に結び付けるために策定
さ れ た「 食 事 バ ラ ン ス ガ イ
ド 3」は、食事の望ましい組合
せやおおよその量をイラスト
で分かりやすく示したもので
す。一人一人が食生活を見直

「食事バランスガイド」

すきっかけになるものとし
1

食育ガイド（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/guide/guide_201903.html

3

食事バランスガイド（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/index.html

2
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食生活指針（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/shishinn.html
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て、より多くの人に活用されることが重要であり、地方公共団体におけるヘルシーメニューの
普及啓発等、地域の特性に応じた食環境の整備においても活用されています。
厚生労働省では、
「食事バランスガイド」の普及・活用を図るため、保健所や市町村保健セ
ンターの健康づくりに関する事業等において教材として活用しています。また、農林水産省で
は、地方農政局等において、食育に関するイベント等で、
「食事バランスガイド」の活用のた
めの講座や、地域の特性を盛り込んだ「地域版食事バランスガイド」の紹介等を行っていま
す。令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からイベント
の実施が難しい中、東海農政局では、「食事バランスガイド」を紹介する動画を作成し、ウェ
ブサイトで紹介しました 1。
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1

食育実践 web（農林水産省東海農政局）: https://www.maff.go.jp/tokai/keiei/shokuhin/shokuiku/

jissen.html
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第2節 健康づくりや生活習慣病の予防や改善のための取組の推進
1 健康寿命の延伸につながる食育の推進

厚生労働省では、平成 25（2013）年度から開始した「健康日本２１（第二次）
」において、

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指して 53 項目の具体的な目標を設定しています。
目標達成に向け、主要な項目については継続的に数値の推移等の調査や分析を行い、都道府県
における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努める必要があることから、平成 26（2014）
年度から開始した「健康日本２１（第二次）分析評価事業」では、
「健康日本２１（第二次）
」
の目標項目について、現状値を更新し、グラフ化や「健康日本２１（第二次）
」の目標設定等

第
章

3

に用いられている「国民健康・栄養調査」における主要なデータの経年変化と諸外国との比較
に関する分析を行っています 1。また、健康格差に関する基本データとして、
「国民健康・栄養
調査」における都道府県別の状況や都道府県等健康増進計画の目標値に関連する施策の取組事

地域における食育の推進

例について整理をし、厚生労働省及び本事業の委託先である国立研究開発法人医薬基盤・健
康・栄養研究所国立健康・栄養研究所のウェブサイトに掲載しています 2。
「健康日本２１（第二次）
」では、健康寿命の延伸に向け、企業・民間団体・地方公共団体と
協力・連携した取組として「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進しています。毎年9月
に展開している食生活改善普及運動では「食事をおいしく、バランスよく」を基本テーマに、
野菜摂取量の増加、食塩摂取量の減少及び牛乳・乳製品の摂取習慣の定着に向けた取組を実施
しています。令和2（2020）年度は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
家庭で食事をとる機会が増加したと見込まれることから、家庭での食生活改善の重要性を普
及・啓発することに焦点を当て、
「スマート・ライフ・プロジェクト」のウェブサイトに普及
啓発ツールを掲載するとともに、地方公共団体等の取組例を紹介するなどの情報発信を行いま
した 3。

食生活改善普及運動 「おうちご飯にバランスプラス」

1
2

健康日本２１（第二次）分析評価事業（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）
：https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html

国民健康・栄養調査に関する情報のページ（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）
：https://www.nibiohn.go.jp/eiken/chosa/kenkoeiyo.html

3 食生活改善普及運動令和2年度取組例（厚生労働省）
：https://www.mhlw.go.jp/content/000701285.pdf
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国民医療費（医科診療医療費）の約3割、死亡者数の約5割が生活習慣病によるものとなっ
ています（厚生労働省「平成 30 年度国民医療費」
、
「令和元年（2019）人口動態統計」
）
。この
ため、平成 20（2008）年度から、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定
保健指導制度が実施されています。この制度は、生活習慣の改善に主眼を置いたものであり、
保健指導の実施によって、悪性新生物以外の生活習慣病に係る国民医療費の抑制に対応するも
のです。
さらに、糖尿病の発症予防のためには、生活習慣の改善、適切な食生活や適度な運動習慣等
によって糖尿病予防に取り組もうとしている人たちを支援していく環境の整備が必要であるこ
とから、厚生労働省補助事業「糖尿病予防戦略事業」を実施しています。本事業では、地域特

第

性を踏まえた課題解決型の予防対策や、飲食店等と連携して食事のバランスに偏りのある対象
集団にアプローチする食環境整備の推進を図っています。
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保健所や市町村保健センターにおいては、地域の健康増進計画に基づき健康づくりに関する

地域における食育の推進

事業が行われており、管理栄養士等による栄養指導や運動指導が行われています。
農林水産省では令和元（2019）年度、従業員等の健康管理に配慮した企業等の先進的な食
育推進に関する事例集を作成・公表しました 1。

1

企業の食育推進事例集（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kigyo/jirei.html
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事例

図書館と協働した「おうちご飯」での食生活改善の取組
～コロナ禍における「おらほの健康☆りくぜんたかた」の推進～

りくぜんたか た

し

岩手県陸前高田市
りく ぜん たか た

し

陸前高田市では、
「食育基本法」及び「第3次食育推進
基本計画」や「岩手県食育推進計画」を基本とし、平成
りくぜんたか た

し

28（2016）年度に、陸前高田市の「食育推進計画」を策
定しました。
「はまって
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かだって

みんなで食べっぺ

し！（集まって語り合い、皆で食べましょう） おらほの
健康☆りくぜんたかた」をスローガンとし、①すべてのラ
イフステージに応じた食育の推進、②地域の特性や食文化
を活かした食育の推進、③地域の人やつながりに根ざした

図書館での取組の様子

地域における食育の推進

食育の推進の3本の柱で取り組んでいます。
りくぜんたか た

し

陸前高田市立図書館は、東日本大震災で壊滅的な被害を受けましたが、平成 29（2017）年
7月に市の中心市街地に新図書館として設立・再開し、市民の憩いの場として活用されていま
す。図書館には令和元（2019）年度から食育の取組に参加してもらっており、毎年、食育月間
になると「食」に関する本のコーナーを特設したり、減塩に関するチラシ等を設置しています。
りく ぜん たか た

し

令和2（2020）年度、陸前高田市では前述①の食育推進の一環として、厚生労働省が行う
食生活改善普及運動の期間にあわせて、9月から図書館で食生活改善に関する普及啓発の取組
を実施しました。コロナ禍での外出自粛により家庭で食事をとる機会が増える中、より自宅で
の食生活改善の重要性が高まると考えられます。料理本は普段から人気が高く、料理本コー
ナーなら多くの来館者の目につきやすいという図書館職員の意見を踏まえ、令和2（2020）
年度は、ふだんの食事作りの中で食生活改善を図るきっかけになるように、料理本コーナーの
棚に食生活改善に関する普及啓発のポップとチラシを設置しました。「おうちご飯」をテーマ
にした「おいしく減塩1日マイナス2 g」、「毎日プラス1皿の野菜」、「毎日のくらしに with ミ
ルク」のマークと、食品に含まれる食塩の量の一覧や関連のあるレシピを一緒に載せるなど、
チラシを手に取ってもらえるように工夫しました。
この取組は地元の新聞に取り上げられ、新聞を読んだ市民が図書館に来館するなど、広く知
られることとなりました。図書館で取組を実施することで、幅広い年代の多くの市民に向けて
普及啓発を図れました。
今後も図書館と連携して、こうした取組を定期的に実施し、食育の推進に取り組んでいきた
いと考えています。

普及啓発チラシの一例
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2 貧困の状況にある子供に対する食育推進

近年、地域住民等による自主的な取組として、

無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを
提供する子供食堂等が増えており 1、家庭における
共食等が難しい子供たちに対し、共食等の機会を
提供する取組が広まっています。政府では、内閣
府を中心として、貧困の状況にある子供たちに対
する食育の推進や貧困の連鎖の解消につながる子
供食堂等の活動への支援を含む官公民の連携協働

第

プロジェクトとして、
「子供の未来応援国民運動」
を推進しています。この国民運動では、民間資金

章
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による「子供の未来応援基金」を通じて、子供食

地域における食育の推進

堂等を運営する NPO 等を支援するほか、貧困の
状況にある子供たちへの支援を行う団体や企業等
が参加するフォーラムを開催しています。令和2
（2020）年度は新型コロナウイルス感染症対策の
ため、オンラインで実施しました。また、全国の

子供食堂における衛生管理のポイントにおける
チェックリスト（厚生労働省）

子供食堂が加盟する団体との連携等を通じて、子供食堂等を運営する団体と団体の活動への支
援を希望する企業等とのマッチングを推進しています。令和2（2020）年7月には、新型コ
ロナウイルス感染症に係る情勢を踏まえ、これまで子供食堂等による支援活動を行ってきた
NPO 法人等が、感染防止対策の観点から、会食に代えて弁当や食材の配布などの支援をする
場合に、
「子供の未来応援基金」による緊急支援を行いました。さらに、多様かつ複合的な困
難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供食堂等のように、子供
たちと「支援」を実際に結び付ける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深
化し、地域における総合的な支援体制を確立する地方公共団体の取組を支援しています。
厚生労働省では、ひとり親家庭の子供に対し、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援と併
せて、食事の提供を行うことが可能な居場所づくりを行っています。また、子供食堂に対し
て、活用可能な政府の施策や、食品安全管理などの運営上留意すべき事項を周知するととも
に、行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対して、子供食堂の活動への協力を呼び掛
ける通知を、平成 30（2018）年6月に発出しました。令和2（2020）年度は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大に伴い、子供食堂の活動に関し、感染拡大の防止に向けた対応とと
もに、上述の居場所づくりに関する補助等、活用可能な政府の施策や、これを活用した柔軟な
運営が可能である旨などを周知しています。
農林水産省では、子供食堂と連携した地域における食育が推進されるよう、ウェブサイトにおい
て関連情報を紹介しているほか、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ています。また、令和2（2020）年度から、子供食堂や子供宅食等にお
いて食育の一環として子供にごはん食を提供する取組に対して、政府備蓄米を無償で交付してい
ます。さらに、令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国産農林水産
物等を食育活動を行う子供食堂等へ提供する際の食材費や輸送費を支援する事業を実施しました。
1

NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ及び全国の子供食堂の地域ネットワークの調査によ

ると、令和2（2020）年 12 月現在、子供食堂は全国で少なくとも 4,960 か所
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事例

子供や地域の人々の居場所としての子供食堂
NPO 法人 SK 人権ネット（埼玉県）

くまがや

NPO 法人 SK 人権ネットが運営する「熊谷なないろ
食堂」
（以下「なないろ食堂」という。）では、毎週月、
水、金曜日の週3回、地域の子供等に食事の提供を
行っています。中学生以下と 70 歳以上は無料、その
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他は 200 円で利用でき、誰でも気軽に参加できる子
供食堂です。様々な世代の方が集まり、子供食堂であ
ると同時に地域の交流の場にもなっています。

地域における食育の推進

全国的に子供の貧困対策や地域の居場所づくりの必

食事の様子

くまがや し

「いろいろな
要性が話題になる中、熊谷市には子供食堂がほとんどありませんでした。そこで、
人が関わり、いろいろな環境の子供に来てほしい」との願いから、平成 30（2018）年4月から
月に1回のペースでなないろ食堂を始めました。その後、本当に困っている家庭の子供たちが安
心して食事ができる環境を整えたいとの思いから、同年 10 月からは月に2回に、令和元（2019）
年8月からは平日の週3回に回数を増やしました。ふだんは、NPO 法人 SK 人権ネットの職員3
名が、地域の方や大学生のボランティアの協力を得て食事の提供を行っています。
なないろ食堂で使用する食材の多くは地域の農家や企業から寄附されたものです。くまがや
農業協同組合の直売所では「なないろボックス」という専用ボックスを設置してもらい、週3回、
食材を入れてもらうようにしています。毎月、寄附さ
れた食材をどのように使ったのか、なないろ食堂では
どのような活動を行っているか等を報告するため、活
くま がや

動の内容や子供たちの様子をまとめた「熊谷なないろ
食堂通信」を作成し、寄附者に届けることで、なない
ろ食堂への理解を深めてもらい、継続的な食材支援に
つなげています。また、この活動により、利用されず
に廃棄されてしまう食材を減らすことができています。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響で、通常どおり皆で集まって食べる
形式では食事を提供できませんでしたが、その代わり
として週3回、希望者に対し弁当の配布を行いました。
毎回120～140 名の方に提供を行っており、地域に根
付いた活動になっています。8月には、感染対策を実
施した上でなないろ食堂の駐車場で夏祭りを開催しま

くまがや

熊谷なないろ食堂通信
令和2（2020）年8月号

した。子供たちはゲーム、店舗の隣の畑での白菜やブロッコリーなどの植付け、きゅうりやナス
などの夏野菜の収穫と、楽しいひとときを過ごしました。また、10 月からは、2か月に1度、支
援が必要な世帯（ひとり親及び世帯主が失業している世帯）に対し、食材の配布を始めました。
今後も、地域の方々の協力も得ながら、食事の提供を通して、子供たちにとって心身の成長
の場となるよう、取り組んでいきたいと考えています。
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事例

子供たちから「ごはんおいしい！」の声
～子供食堂での政府備蓄米の活用～
ごしょがわら

五所川原システム合同会社

いとか学園（青森県）

いとか学園は、平成 30（2018）年7月、「いのちを尊び輝くことを学び合う園」を理念と
ご し ょ が わ ら し

して五所川原市に設立された民間の学童保育（放課後児童クラブ）です。令和元（2019）年
ご し ょ が わ ら し

みなみ

ちゅうおう

度から市の委託を受けて運営しており、現在は五所川原市立 南 小学校を中心として中央小学
ごしょがわら

さかえ

校、五所川原小学校、栄小学校の1～5年生約 70 名の児童が放課後の時間を過ごしています。

第

また、いとか学園は、平成 30（2018）年8月から毎月1回土曜日に子供食堂を開催してきま
した。子供（中学生まで）は無料、大人は 300 円で参加でき、月替わりの昼食のほかに、四季
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折々の和菓子と抹茶を楽しむこともできます。子供食堂には、放課後児童クラブに通う児童と

地域における食育の推進

その保護者、また、老人福祉施設の利用者や乳幼児などの地域の方々も参加しています。美味
しい食事を一緒に食べたり、茶道を体験したり、子供同
士や世代間の交流を図りながら、触れ合うことで豊かな
心を育む一期一会の時間を大切にしてきました。子供食
堂の実施に当たっては、いとか学園の調理員やスタッフ
のほか、地域の方にも手伝ってもらっています。野菜な
どの食材を寄附してくれる人もおり、地域の人々に支え
られながら開催しています。

冬至について調べたことを発表

令和2（2020）年度は、
「食育と日本文化」をテーマ

に、新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い、衛生面にも配
慮しながら、月1回の子供食堂を継続して実施しました。毎回、
季節の日本の伝統行事等を取り上げ、米と地域の季節の食材を使っ
た和食を提供しました。例えば、12 月は、「「ん」のつく食べ物と
れんこん

冬至」をテーマに、ごはん（政府備蓄米）、おでん（人参、蓮根、
こんにゃく

たけのこ

大根、蒟 蒻、はんぺん、どんこ椎茸、筍 ）、おしんこを提供し、
「ん」と「運」をかけて、来年の「幸運」と新型コロナウイルス感
染症の終息を願いながらみんなで食べました。子供たちはもちろ
んのこと、参加した大人からも、政府備蓄米の「炊き立ての温か
いごはんおいしい！」と好評でした。また、これまで米を使った

いなり寿司を作る子供たち

ご へいもち

日本の郷土料理として、かぼちゃ餅、五平餅、いなり寿司を一緒につくる体験活動も行ったほ
か、節分には、豆にちなんできな粉をまぶしたおにぎりをみんなで食べました。さらに、北国
ならではの四季の変化に応じ、令和3（2021）年2月 27 日には「ひな祭りこども茶会」を、
3月 27 日には「梅まつりこども茶会」を子供食堂で開催し、農林水産省から無償交付された
政府備蓄米を活用しながら、日本の食文化について学びました。
いとか学園では、子供たちにぬくもりのある居場所を提供するとともに、子供食堂等の活動
を通して日本の伝統的な食文化を伝える取組を継続していきたいと思います。
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事例

どうぞがつながる。明日につながる。みまたん宅食どうぞ便
み ま た ちょう

三股 町 社会福祉協議会（宮崎県）

みまたちょう

三 股町社会福祉協議会では、平成 29（2017）年 12
月から「みまたん宅食どうぞ便」（以下「どうぞ便」と
みまたちょう

いう。
）を実施しています。どうぞ便は、三 股町在住の
18 歳未満の子供がいる家庭で「生活が大変」と感じる
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世帯に、月に一度、世帯一人当たり 10 食分の食材を届
ける子供宅食の事業です。とにかく気軽に利用してほし
いとの思いから、
「たくさんあるからどうぞ！」という

地域における食育の推進

意味を込め、どうぞ便という名称にしました。
令和2（2020）年度には延べ 765 世帯、26,030 食
分を提供し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
う学校の全国一斉休業時には、臨時便として多いときで
月2回の配送を行いました。

みまたちょう

みまた

どうぞ便で届ける食材は、三股町で取れる米や、三股

ちょう

トゥルーミールス

町 の食育推進団体「TrueMeals」が手作りした味噌や

どうぞ便のチラシ

パン、新鮮な地元の有機野菜等で、地元の農家や企業からの寄附がメインとなっています。
また、管理栄養士が作成した簡単レシピも同梱し、届いた食材を上手に使う食事作りを支援
しています。活動を始めた当初、野菜等にあまり手を付けない家庭があることに配送ボラン
ティアが気づいたため、料理を作る習慣がない、作り方が分からないという家庭にどうしたら
食材を使ってもらえるかと考え、まずは「家庭でお米を炊いて、地域の食材を使ってお味噌汁
を作る」ことができるようにと、簡単レシピの同梱を始めました。毎月の簡単レシピ以外にも、
食材の旬や下ごしらえの方法、豆知識等をまとめた「暮らし BOOK」を作成し、利用者に配布
しています。
さらには、単に食材を届けるだけでなく、届ける中で特に支援が必要と思われる家庭の子供
には、個別に学習支援・生活支援を行っているボランティア団体を紹介するなど、どうぞ便を
入口としてほかの支援につなげることができています。家庭の困りごとを見つけ、解決できる
よう様々な支援につなげていくことで、みんなが「あきらめなくていい人生」を送れるよう、
今後とも取り組んでいきたいと思います。

簡単レシピとともに届けられる食材の一例
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3 若い世代に対する食育推進

若い世代は、食に関する知識、意識、実践等の面で他の世代より課題が多く、こうした若い

世代が食育に関する知識を深め、意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活を実践する
ことができるように食育を推進することが必要です。
厚生労働省では、
「健康日本２１（第二次）
」において、男性の肥満及び 20 歳代女性のやせ
の者の割合を減らすなど、適正体重を維持している者の増加や適切な量と質の食事をとる者の
増加などの目標を設定して、その達成に向けた取組を推進しています。
また、厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査」においては、外食及び持ち帰りの弁
当・惣菜を週1回以上利用している者は、男女とも若い世代ほどその割合が高い傾向が見られ

第

ました。厚生労働省では、健康な心身の維持・増進に必要とされる栄養バランスを確保する観
点から、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の実践が促進されるような食環境の整備に向け
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て、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店、社員食堂、学生食堂などの様々な

地域における食育の推進

場面で若い世代に対して栄養バランスの取れた食事の提供が促進されるように総合的な施策を
推進しています。
農林水産省では、令和元（2019）年度に、若い世代に対する食育を推進していくため、
ウェブ調査やグループディスカッション等を行い、明らかになった結果を踏まえて作成した啓
発資材をウェブサイトで公表しています 1。

1

考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活（農林水産省）
：https://www.maff.

go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html
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事例

若い世代による食育に関する情報発信、政策提案、商品開発
（第4回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）
き おう

き おう

畿央 nutrition egg チーム < 畿央大学 >（奈良県）
き おう

畿央 nutrition egg チームは、大学生等の若い世代に向けて栄養・食生活改善を中心とした
き おう

健康づくり支援活動を行うことを目的に、畿央大学の管理栄養士養成課程の学生で構成された
き おう

食育ボランティアサークルです。平成 21（2009）年に奈良県が畿央大学を含む県内管理栄養
士養成施設4大学に、
「管理栄養士養成施設で得た専門的知識や技術を駆使し、奈良県内の若
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い世代に対する食育をしてほしい」と呼び掛けたことをきっかけとして、各大学でサークルが
き おう

結成されました。畿央 nutrition egg チームでは、一人暮らしの新入生向けの食生活の支援、
学食とコラボした若い世代向けのメニュー開発等を行い、同世代に向けた食育活動を行ってき

地域における食育の推進

ました。そのほか、企業が主催する小学校でのエコクッキングのサポート、地元生協やレスト
ラン等の「スマートミール 1」認証への申請の支援等、県内の市町村や企業等と連携した活動を
行っています。

な

ら

また、4大学のサークルの連合協議会である「ヘルスチーム菜良」として、奈良の伝統野菜
やまと

や ま と まる

である大和野菜の一つ「大和丸なす」等地域特産品を用いた商品開発等、4大学で協働した取
組も実施しています。
特に、若い世代への情報発信として、高校や大学の文
化祭等において、栄養・食生活に関する啓発活動を行う
ほか、奈良県と協働で高校生向けの啓発資材を作成する
などの活動を行っています。若い世代は野菜の摂取不足
や朝食の欠食等、食生活に関する課題が多いため、栄養
や食生活に関する適切な知識を身に付け、行動を変容す
るよう促すことが非常に重要です。大学生によるサーク
ル活動は、同世代ならではの工夫を凝らした情報を発信

高校の文化祭での出展の様子

できることが強みであると考えています。
これらの活動が様々な人々に評価されることにより、
管理栄養士を目指す学生の意識の向上やスキルアップに
つながり、チームの活動の更なる進展につながっていま
す。また、若い世代の活動が地域の食育関係団体への刺
激となり、地域全体の食育に対する機運の醸成にも貢献
しています。

小学校での料理教室

1 「健康な食事・食環境」コンソーシアムから認証を受けた、科学的根拠に基づく、健康に資する
要素を含む、栄養バランスのとれた食事、すなわち主食・主菜・副菜がそろい、減塩にも配慮した
食事の通称
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4 高齢者に対する食育推進

高齢者については、健康寿命の延伸に向け、個々の高齢者の特性に応じて生活の質（QOL）

の向上が図られるように食育を推進する必要があります。
65 歳以上の低栄養傾向の者（BMI ≦ 20kg/m2）の割合は、男性で 12.4％、女性で 20.7％
です。特に、女性の 85 歳以上では、27.9％が低栄養傾向となっています（図表 2-3-1）
。
図表 2-3-1

低栄養傾向の者（BMI ≦ 20kg/㎡）の割合（65 歳以上、性・年齢階級別）

（％）

男性

第

50

女性

3
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40
30
20
12.4

10
0

9.7

12.7

12.7

15.3

17.2

総数 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上
（895人） （277人） （245人） （204人） （111人） （58人）

20.7

19.0

19.0

地域における食育の推進

27.9
23.1

19.9

総数 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上
（1,024人）（290人） （290人） （212人） （146人） （86人）

資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」

急速な高齢化の進展により、地域の在宅高齢者等が健
康・栄養状態を適切に保つための食環境整備、とりわけ、
良質な配食事業を求める声が、今後ますます高まるもの
と予想されます。そのため、厚生労働省では、平成 28
（2016）年度に「地域高齢者等の健康支援を推進する配食
事業の栄養管理の在り方検討会」を開催しました。同検
討会では、配食には医療・介護関連施設と住まいをでき
る限り切れ目なくつなぐ役割や、低栄養予防・フレイル
予防に資する役割が期待されることに鑑み、地域高齢者
等の健康支援を推進する配食事業において望まれる栄養
管理の在り方について、「地域高齢者等の健康支援を推進
する配食事業の栄養管理に関するガイドライン 1」
（以下
「ガイドライン」という。
）を取りまとめました。平成 29
（2017）年度は、配食事業者と配食利用者のそれぞれに向

地域高齢者のフレイル予防の推進に向けた
普及啓発用パンフレット

けた普及啓発用パンフレットを作成しました。平成 30（2018）年度からは、事業者及び地方
公共団体において、ガイドラインを踏まえて取り組んでいる先行事例を収集し、事業者及び地
方公共団体向けの参考事例集を作成しています。令和元（2019）年度は、フレイル予防も視
1

平成 29（2017）年3月厚生労働省健康局策定
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野に入れて策定された「日本人の食事摂取基準
（2020 年版）
」を活用し、高齢者やその家族、行
政関係者等が、フレイル予防に役立てることがで
きる普及啓発ツールを作成しました。この普及啓
発ツールは、新型コロナウイルス感染症の流行を
踏まえ、高齢者やその支援者向けに居宅で健康を
維持するための情報等を発信するために令和2
（2020）年9月に開設したウェブサイト「地域が
いきいき
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集まろう！通いの場」でも紹介しまし

「地域がいきいき

集まろう！通いの場」ウェブサイト

た。
また、農林水産省では、栄養面や噛むこと、飲み込むことなどの食機能に配慮した新しい介
護食品を「スマイルケア食」として整理し、消費者それぞれの状態に応じた商品選択に寄与す

地域における食育の推進

る表示として、
「青」マーク（噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養
補給を必要とする方向けの食品）
、
「黄」マーク（噛むことに問題がある方向けの食品）
、
「赤」
マーク（飲み込むことに問題がある方向けの食品）とする識別マークの運用を平成 28（2016）
年に開始しました（図表 2-3-2）
。平成 29（2017）年度には、スマイルケア食の普及をより一
層推進するための教育ツールとして、制度を分かりやすく解説したパンフレットや動画を作成
しました。令和2（2020）年度には、引き続きツールを活用し、スマイルケア食の普及を図
りました。さらに、地場産農林水産物等を活用した介護食品（スマイルケア食）の開発に必要
な試作等の取組を支援しました。
図表 2-3-2

スマイルケア食識別マーク

青マーク：噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、
健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品

黄マーク：噛むことに問題がある方向けの食品

赤マーク：飲み込むことに問題がある方向けの食品

※マーク内の数字は、内容物の「固さ」に応じた分類番号。黄マークで「5～2」、赤マークで「2～0」の番号が表示される。
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事例

「高齢者の食生活支援体制づくり」

～自然にフレイル予防になる食環境づくり～
あつぎ

神奈川県厚木保健福祉事務所
あつぎ

神奈川県厚木保健福祉事務所の地域食生活対策推進協議会（以下「協議会」という。）では、
平成 30（2018）年度から「高齢者の食生活支援体制づくり」をテーマにフレイル予防に取り
組んでいます。管内の市町村と、フレイル予防の現状と課題について共有した中で、フレイル
予防の必要性は認識しているが、対象者や実態が把握しにくい等の意見がありました。そこで、

第

「プレフレイル」
（フレイル予防）に着目した支援体制づくりを進めるための基礎資料とするた
め、令和元（2019）年 11 月～令和2（2020）年1月にかけて、管内7か所のスーパーマー
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ケット等の協力を得て、買い物に来た 65 歳以上を対象に食事調査を行い、450 名から回答を

地域における食育の推進

得ました。その結果を基に、食事の偏りを確認し、偏った食事内容になっている方を「プレフ
レイル」としてフレイル予防の取組対象者と想定しました。調査の結果、回答者の平均年齢は
76 歳で、450 名のうち 55 名（12％）が「プレフレイル」であり、
「プレフレイル」の方はそう
でない方と比較して、
「高齢者のみの世帯が多い」
、
「1日の食事回数が2回の方が多い」
、
「家庭
食（家庭で調理した食事）を食べる機会が少ない」、「惣菜を食べる機会が多い」等の特徴があ
りました。摂取頻度の高いものは、緑黄色野菜、果物、牛乳・乳製品、摂取頻度の低いものは、
肉、芋、魚介類と、本来、フレイル予防のためにたんぱく質の積極的な摂取が求められる高齢
者であっても、メタボリックシンドローム予防の食事を続けていることが明らかになりました。
本調査の結果から、協議会では、フレイル予防になる食環境づくりの必要性を確認し、令和
2（2020）年度は、高齢者が正しい情報を得る機会と、食物の入手環境の整備を進めること
になりました。
高齢者に正しい情報を伝えるための機会として、管内の市町村から高齢者サロンを紹介して
もらい、厚生労働省が作成した「食べて元気にフレイル予防」のパンフレットを用いて保健福
祉事務所の管理栄養士が出前講座を行いました。また、管内の市町村で高齢者サロンの支援を
している栄養士や保健師に対して、食事内容について、メタボ対策からフレイル対策へ切り替
えることの必要性を伝えました。サロンは、地域の高齢者から生活実態や正しい情報を周知す
る方法等の生の声を聞く良い機会となりました。
現在は、管内の市町村と連携してリーフレット
（
「お元気シニアの身体づくり」～食事編～）を作成
しており、市町村や地域包括支援センター、自治会
やスーパーマーケット等とも連携をして高齢者に周
知していきます。また、今後、スーパーマーケット
等とも連携し、惣菜や弁当の品揃え等、食環境の整
備を併せて行う予定です。

高齢者サロンでの出前講座の様子
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（1）国における取組
平成 21（2009）年に厚生労働省において開催された「歯科保健と食育の在り方に関する検
討会」で、「歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書「歯・口の健康と食育～噛ミング
30（カミングサンマル）を目指して～」
」が取りまとめられました。この報告書において、全
ての国民がより健康な生活を目指すという観点から、一口 30 回以上噛むことを目標として、
「噛ミング 30（カミングサンマル）」というキャッチフレーズを作成するとともに、食育推進
に向けた今後の取組として、各ライフステージにおける食育推進の在り方、関係機関や関係職
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種における歯科保健と食育の推進方策、新たな視点を踏まえた歯科保健対策の推進等について
提言がなされました。
また、食を通して健康寿命を延伸するためには、乳幼児期から高齢期に至るまで、噛む・飲

地域における食育の推進

み込むなどの機能を担う歯や口の健康が重要です。このため、厚生労働省では、平成 23
（2011）年に公布・施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」
（平成 23 年法律第 95 号）
に基づき、平成 24（2012）年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」
（平成 24 年厚生
労働省告示第 438 号。以下「基本的事項」という。
）を制定し、乳幼児期から高齢期までの各
ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健を推進しています。この「基本的事項」におい
て、食育と関連の深い口腔機能の維持・向上についての目標が設定されており、平成 30
（2018）年度には、これらの目標についての中間評価が取りまとめられました。
さらに、平成元（1989）年から推進している「8020（ハチマル・ニイマル）運動」は、全
ての国民が健やかで豊かな生活を過ごすため、80 歳になっても 20 歯以上保つことを目標とし
ており、8020 達成者の割合は、5年に一度実施している歯科疾患実態調査の結果によると、
昭和 62（1987）年の 7.0％から平成 28（2016）年には 51.2％へと上昇しています。なお、
「健康日本２１（第二次）」では、歯・口腔の健康に関する目標として、80 歳で 20 歯以上の自
分の歯を有する者の割合の増加に加え、60 歳において 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合
の増加が設定されており、この割合は平成 17（2005）年の 60.2％から平成 28（2016）年に
は 74.4％へと上昇しています。
例年、厚生労働省・公益社団法人日本歯科医師会・開催地の自治体及び都道府県歯科医師会
が協同して、
「全国歯科保健大会」を開催しており、健全な歯と口腔によってもたらされる質
の高い食生活などが、全身の健康の維持・向上や健康長寿の延伸に重要であることを多方面に
向けて広く発信しています。なお、令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から開催中止となりました。
これらの運動や取組を通じて、歯科口腔保健における食育を推進しています。

（2）都道府県等における取組
各都道府県等でも歯科口腔保健における食育の推進に関する取組が行われており、厚生労働
省では、「8020 運動・口腔保健推進事業」を通じて都道府県等の取組への支援を行っていま
す。この中で、噛み応えのある料理を用いた噛むことの大切さの教育や、食生活を支える歯・
口腔の健康づくりについての歯科医師・栄養士などの多職種を対象とした講習会、バランスの
良い食事をとるための歯、舌、口唇等の口腔機能に関する相談に対応できる歯科医師の養成
等、食育に関わる事業も実施されています。
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（3）関係団体における取組
公益社団法人日本歯科医師会、日本歯科医学会、一般社団法人日本学校歯科医会及び公益社
団法人日本歯科衛生士会の4団体は、平成 19（2007）年に、国民全てが豊かで健全な食生活
を営むことができるよう、食育を国民的運動として広く推進することを宣言した「食育推進宣
言」を出しました。この宣言において、歯科に関連する職種は多くの領域と連携して食育を広
く推進することとされています。
公益社団法人日本歯科医師会と公益社団法人日本栄養士会は、平成 22（2010）年に、
「健
康づくりのための食育推進共同宣言」を出しています。歯科医師、管理栄養士・栄養士は、こ
の宣言において、
「食」の専門職として全ての人々が健康で心豊かな食生活を営むことができ
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るようにその責務を果たすと同時に、互いに連携・協働して国民運動である食育を広く推進す
ることとしています。また、共通認識を深めるため、両会はこれまでに3回の共同シンポジウ
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ムを開催しています。

地域における食育の推進

「食育推進全国大会」においては例年、公益社団法人日本歯科医師会と開催地の都道府県歯
科医師会の共同で食育に関するブースを出展していますが、令和2（2020）年度の同大会が、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、開催中止となりました。
公益社団法人日本歯科医師会は、平成 19（2007）年6月に「歯科関係者のための食育推進
支援ガイド」を作成してから約 10 年が経過し、国民の生活環境にも変化が生じてきているこ
とから、同ガイドの見直しを行い、平成 31（2019）年3月に「歯科関係者のための食育支援
ガイド 2019」を作成しました。同ガイドは、同会ウェブサイトに掲載しています 1。
日本歯科医学会は、食育に関する公開フォーラムや多職種によるワークショップ、研修会等
の実施や、歯科医療関係者向けの FAQ2、小児のための口腔機能発達評価マニュアルの作成を
行っています。
公益社団法人日本歯科衛生士会では、
「ライフステージごとの食育」の普及啓発を目的とし
たポスターを作成し、幅広い年齢層の国民に対して更なる周知を図っています。また、
「歯科
衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集」をウェブサイトで公表しています 3。さらに、公益
社団法人日本歯科衛生士会では、学童期の食育を推進するための小冊子を作成しました。これ
は、「「決めるチカラ」を使ってよくかんで食べよう！」をテーマに自分の食べ方に関する問題
点を発見して工夫して解決する過程を大切にした小冊子で、全国の歯科衛生士が学校歯科保健
活動で活用しています。

1
2
3

歯科関係者のための食育支援ガイド 2019（公益社団法人日本歯科医師会）：https://www.jda.or.jp/

dentist/program/guide.html

歯科医療関係者向け子どもの食の問題に関するよくある質問と回答（日本歯科医学会）
：https://

www.jads.jp/date/faq160821.pdf

歯科衛生士と多職種連携の食育推進活動事例集（公益社団法人日本歯科衛生士会）：https://www.

jdha.or.jp/pdf/outline/renkei_syokuiku.pdf
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「ライフステージごとの食育」ポスター
（小児期）

「ライフステージごとの食育」ポスター
（成人期）
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地域における食育の推進

「ライフステージごとの食育」ポスター
（高齢期）

「「決めるチカラ」を使ってよくかんで食べよう！」
小冊子 （学童期）
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第4節 栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践の推進
「日本型食生活」とは、ごはん（主食）を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆
類、果物、お茶など多様な副食（主菜・副菜）等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生
活をいいます。日本の気候風土に適した多様性のある食生活として、生活する地域や日本各地
で生産される豊かな食材を用いており、旬の食材を利用して季節感を取り入れることや、地域
の気候風土にあった郷土料理を活用すること、ごはんを中心に洋風や中華風などの多彩な主菜
を組み合わせることにより、幅広く食事を楽しむ要素を有しています。
近年、ライフスタイルが多様化しており、家庭での調理を前提とせずに、ごはんと組み合わ

第

せる主菜、副菜等に、中食、冷凍食品、レトルト食品、合わせ調味料等を活用することで、
「日本型食生活」を実践することが可能となりました。
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農林水産省では、こうした「日本型食生活」の実践等を促進するため、地域の実情に応じた

地域における食育の推進

食育活動に対する支援を行っています。また、
「日本型食生活」の中心であるごはんについて
は、米の需要の減少に歯止めをかけるため、平成 30（2018）年 10 月から米の消費拡大を応
援する「やっぱりごはんでしょ！」運動を開始しており、企業等が実施する消費拡大につなが
る情報を農林水産省のウェブサイト 1 や各種 SNS で発信しています。令和2（2020）年度は、
消費者にとって関心がある「健康」や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中食・外食
事業者の応援企画等、ニーズに応じたタイムリーな情報を発信しました。

1

米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」
（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syouan/

keikaku/soukatu/gohan.html
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事例

かわ さき し

川崎市と株式会社タニタの連携による、栄養バランス等を考慮した
中学校給食メニューの提供
かわさき し

神奈川県川崎市

かわさき し

川崎市の中学校給食では、
「みんなで創る「健康給食」」をコンセプトとし、主要な食材は国
産を用いる、昆布や鰹節からとっただしを使うなど、塩分を控えめにしてもおいしく食べられ
るような工夫を行い、和食の基本である一汁三菜をベースとした主食・主菜・副菜・汁物のそ
ろった栄養バランスに配慮した給食の提供に取り組んでいます。
かわさき し
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川崎市は、体組成計等の製造・販売等とともに「タニタ食堂」で有名な株式会社タニタ 1 と、
中学校給食を始めとする食育等について緊密に連携・協力し、広く市民の健康増進に資するこ
かわ さき し

とを目的とし、平成 29（2017）年1月 17 日に「川崎市と株式会社タニタとの連携・協力に

地域における食育の推進

関する包括協定書」
（協定期間：平成 29（2017）年1月 17 日～令和3（2021）年3月 31 日）
を締結しました。連携事業として、中学校給食の監修「健康給食＠川崎プロデュース by
TANITA」（以下「タニタ監修献立」という。）、生徒向け「食育特別授業」等を実施していま
す。
タニタ監修献立は、
「タニタ食堂」の健康づくりの
メソッド（
「野菜たっぷり」
、
「塩分控えめ」、「かむ回
数を増やすよう野菜を大きめにカット」）を中学校給
食向けにアレンジした献立で、平成 30（2018）年
度から季節に応じて年4回提供しています。献立提
供時には、レシピと食に関する情報を掲載した食育
啓発用リーフレットを全生徒に配布しています。こ
のリーフレットは、区役所、図書館、市民館等、市

タニタ監修献立

民が利用する施設でも配布し、各家庭で活用できるように広く周知を図っています。また、献
立提供時には、タニタの管理栄養士と市の栄養教諭
等が仕上がり等の確認を行い、中学校を訪問した際
には給食を食べることや生徒と会話を重ねることに
より献立の改善を行っています。
タニタ監修献立の提供により、生徒の食への興味・
関心を向上させ、食育の推進を図るとともに、献立
作成時の参考になる健康づくりのメソッド等につい
てのノウハウを習得することができました。
また、食育啓発用リーフレットを定期的に配布す
ることで、生徒や保護者に食育への関心を高めても
らう機会としても活用してきました。
今後は、連携事業で蓄積されたノウハウを生かし、
「健康給食」の普及・啓発を進めていきたいと考えて
食育啓発用リーフレット

1
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います。

株式会社タニタは、体組成計を始めとした「健康をつくる」商品やサービスを展開する健康総
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第5節 食品関連事業者等による食育推進
食育の推進に当たっては、教育関係者、農林漁業者、食
品関連事業者等の関係者間の連携と、各分野における積極
的な取組が不可欠です。食品関連事業者等は、消費者と接
する機会が多いことから、食育の推進に占める役割は大き
く、様々な体験活動の機会の提供や健康に配慮した商品・
メニューの提供、食に関する情報や知識の提供が求められ
ています。

「スマート・ライフ・プロジェクト」
ロゴマーク

第

近年、食品製造業、小売業、外食産業を始めとした食品
関連事業者等による食育活動は、CSR（企業の社会的責任）活動の一環としてなど、様々な
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位置付けで取り組まれています。

地域における食育の推進

具体的な取組内容は、工場・店舗の見学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理教室の開催
等のほか、店舗での食育体験教室の開催、出前授業、提供するメニューの栄養成分表示や、食
生活に関する情報提供等、幅広いものとなっています。例えば公益社団法人日本給食サービス
協会では、会員の事業者が給食を提供する社員食堂等で健康に配慮した食事を提供するととも
に、「給食施設における栄養情報提供ガイド（2020 年）
」を日本給食経営管理学会と共同で作
成し、エネルギー等の栄養成分表示の適正な運用を行うなど、健康に関する情報提供の取組も
行っています。また、
「新しい生活様式」の実践が求められる中、オンラインでの取組も増え
ています。
厚生労働省では、平成 25（2013）年度から開始した「健康日本２１（第二次）
」において、
健康寿命の延伸に向け、企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携した取組として「スマー
ト・ライフ・プロジェクト」を推進しています。
「スマート・ライフ・プロジェクト」が推進
するテーマの一つに「食生活」があり、これに関する優良事例を取りまとめた事例集を公式
ウェブサイト内に掲載しています。
農林水産省では、
「果樹農業振興基本方針」
（令和2（2020）年4月 30 日農林水産省決定）
に基づき、果物は嗜好品ではなく、適量を毎日の食生活に取り入れるべき必需品であるという
ことについて、科学的見地からの理解が広まるよう多角的な取組を行っています。具体的に
は、生産者団体と協力し「毎日くだもの 200 グラム運動」による家庭や学校給食等における
果物の摂取を促進するほか、栄養面では各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の摂取源として
重要な食品であり、健康の維持・増進に役立つ機能性関与成分も含まれているといった健康へ
の有益性の周知、社会人（企業）を対象とした普及啓発（
「デスク de みかん」等）に取り組ん
でおり、果物の摂取が生涯にわたる食習慣となるよう、その定着を推進しています。

「毎日くだもの 200 グラム運動」
ロゴマーク

「毎日くだもの 200 グラム運動」において
実施した食育教室の様子
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さらに、農林水産省では、地域の食文化の継承に向けた調理体験や、食や農林水産業への理
解を深めるための体験活動の提供等、地域における食育活動を実施する食品関連事業者等に対
する支援を行いました。
令和2（2020）年度には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、滞留の発
生や価格下落等が生じている一部の国産果物、野菜について、農業者団体等を通じて、希望す
る小中学校等の学校給食に無料で提供するとともに、生産者等による食育教室を行いました。
また、秋から冬にかけて天候が順調であったため、例年と比べて生育が良好で、安価傾向と
なった野菜の消費拡大を図るため、昨年度に引き続き、
「野菜を食べよう」プロジェクトを実
施し、消費者に対しては SNS（Twitter）等を通じたお手頃価格の野菜やメニューの紹介、小
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売、食品企業等の事業者団体に対しては野菜を豊富に使用したメニューの提案、商品の製造、
販売等を依頼しました。
「令和元年国民健康・栄養調査」では、1日当たりの野菜類摂取量の平均値は 280.5g、果実

地域における食育の推進

類摂取量の平均値は 100.2g でした（図表 2-3-3、2-3-4）
。
図表 2-3-3

野菜類摂取量の平均値の推移（性別、20 歳以上）

（g/ 日）
350

303.5

300

295.3
288.2

303.4
295.3
288.5

289.1
281.7
275.3

295.1
285.0
277.4
271.0

286.5
279.3

296.4

300.8

299.4

292.3

293.6

283.1
271.6

285.0

288.7

295.4
283.7
276.5
270.5

288.2
281.9

290.9

288.3

281.4

280.5

273.3

273.6

250

200

令和元
平成 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
（年）
（2019）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）

総数
資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物
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男性

女性
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図表 2-3-4

果実類摂取量の平均値の推移（性別、20 歳以上）

（g/ 日）
150
140 134.4
126.6

130
120

115.1

101.4

120.9
109.8

125.3
119.2

109.0

112.3

108.7

102.2

110.7

111.2

100.9

100.2

106.3
95.8

80

96.7

97.1

100.5
90.9

96.2

89.6

3
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92.9

119.7
111.7

116.5

110.3
103.7

122.5
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100 105.8
90

112.9

121.3

110

122.5

87.5

地域における食育の推進

70
60
50

令和元
平成 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
（年）
（2019）
（2008）
（2009）
（2010）
（2011）
（2012）
（2013）
（2014）
（2015）
（2016）
（2017）
（2018）

総数

男性

女性

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料
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「健康日本２１（第二次）」では、野菜摂取量の平均値 350g と果物摂取量 100g 未満の者の
割合 30％を目標としています。また、
「毎日くだもの 200 グラム運動」では果物摂取量 200g
を推奨しています。いずれも到達しておらず、年齢階級別に見ると、野菜類、果実類ともに若
い世代ほど摂取量が少なくなっています。また、果実類（ジャムを除く）の摂取量ごとの人数
の割合をみると、20 歳以上での摂取量 100g 未満の者の割合は 61.6％となっています。
（図表
2-3-5、2-3-6、2-3-7）。引き続き、摂取量増加のため、野菜や果物の安定供給とともに、消
費者への普及・啓発の取組が重要です。
図表 2-3-5
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野菜類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20 歳以上）

（g/ 日）
350
300

288.3
280.5
273.6

地域における食育の推進

250
200

258.9
233.0
239.5
223.2
222.6
212.1

278.2
253.0
268.6
260.7
246.8
241.2

307.1 309.8
304.3

332.5
323.1
314.4

60～69歳

70～79歳

298.6
284.2
274.5

150
100
50
0

総数

20～29歳

30～39歳

40～49歳
全体

50～59歳
男性

80 歳以上

女性

資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物

図表 2-3-6

果実類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20 歳以上）

（g/ 日）
200
138.8

150
100

0

118.6

111.2
100.2
87.5

総数

20～29歳

53.2

43.9
32.9

30～39歳

55.2 60.5
49.3

70.6
53.4

40～49歳

50～59歳

全体
資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料
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96.8

84.7

46.9 52.7
41.2

50

170.5
159.4
147.4
141.7141.1142.0

男性

60～69歳

女性

70～79歳

80 歳以上
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図表 2-3-7

果実類摂取量ごとの人数の割合（年齢階級別、20 歳以上）

総数（4,927人）

61.6

38.3

20～29歳（365人）

14.2

11.6

60.8

30～39歳（460人）

60～69歳（1,046人）

11.2

30.3

70歳以上（1,539人）

8.0

22.0

10

30

50 ～ 100g 未満

12.5
13.0

14.7

40

50

7.2 3.7 5.2
10.1

11.1

8.3

9.3

100 ～ 150g 未満

7.1
10.2

23.0

12.4

60

5.5

30.5

70
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資料：厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
注：果実類とは、生果、果汁・果汁飲料

日本と米国の野菜消費量を比較してみると、1人1年当たりの野菜消費量は、米国では近年
やや減少しているものの 1970 年代から長期的に増加傾向で推移する一方、我が国では減少傾
向で推移したことから、1990 年代中頃以降は、米国が我が国を上回って推移しています（図
表 2-3-8）。
米国における野菜の消費の増加理由としては、①カット野菜等の多種類で利便性の高い商
品・商材の開発と普及、②カリフォルニア州などの野菜産地での生産拡大、③コールドチェー
ンの導入による遠距離輸送の実現、④「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書（1977
年 12 月）」
（通称：マクガバンレポート）を踏まえた栄養政策の推進等が挙げられます。
図表 2-3-8

日米における1人1年当たりの野菜消費量の推移

（㎏）
昭和 43
（1968）年
140
137 ㎏

日本

平成 6
（1994）年

130

120

110

昭和 55
（1980）年

120 ㎏

平成2
（1990）年
平成 5
（1993）年

昭和 43
（1968）年
104 ㎏

100

90

米国

昭和 55
（1980）年

114 ㎏

102 ㎏

91 ㎏

80
22
25 （年）
昭和40
45
50
55
60
平成2
7
12
17
（2013）
（1965） （1970） （1975） （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010）
資料：国際連合食糧農業機関（FAO）
「FAOSTAT」
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事例

地域で広がる「さかな丸ごと食育」の取組
一般財団法人東京水産振興会（東京都）

一般財団法人東京水産振興会（以下「東京水産振興会」という。）では、消費者への魚食普
及を目的に、日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的研究を行い、その成果とし
（以下「探検ノート」という。）を発刊
て、平成 23（2011）年に「さかな丸ごと探検ノート 1」
しました。そして、
「探検ノート」を活用した「さかな丸ごと食育」実践活動を、栄養・食を
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支える専門家の質を高める研修事業等を行っている NPO 法人食生態学実践フォーラムと連携
して行っています。
「さかな丸ごと食育」の特徴は、
「人間と食物と環境との関わり」の深さ・広さ・その循環性

地域における食育の推進

について魚を例に、研究や実践で検証してきた「根拠のある内容」を基に学び合うことによっ
て、学習者が考え、工夫し、実践できる力を育むことを狙っていることです。地球の資源であ
る魚の生態や生産・流通から食卓までのフードシステムを含め、生きる力の形成へと、魚のこ
とを「丸ごと探検」します。その実践活動の特徴は、学習を支援する質の高い人材を養成し、
全国的かつ組織的であること、魚は地域の特徴が色濃く多様であり、地域の特性を生かしてい
ることです。これまでに登録された養成講師 2 は 850 名になり、上記の研究の成果、新開発し
た教材、活動事例の紹介等のニュースレターを共有し、活動に生かし合っています。

「さかな丸ごと探検ノート」－さかなと人間と環境の循環図
とよみ

【豊海おさかなミュージアムを拠点に広がる「さかな丸ごと食育」の取組】
とよみ

ふ とう

とよみ

東京都豊 海水産埠 頭 にある東京水産振興会は、情報発信施設の豊 海おさかなミュージアム
（以下「ミュージアム」という。）を運営しており、そのミュージアムを会場とし、食育セミ
ナーを実施しています。セミナーは、NPO 法人食生態学実践フォーラムの理事である専門講
師と東京水産振興会の職員でもある養成講師が中心となり、ミュージアムのある地域の子供や
大人とともに、それぞれ月1回、継続して実施しています。参加者は、「探検ノート」を活用
しながら、ミュージアムに豊富にある書籍や映像などの資源も参考にして旬の魚について調べ
たり、併設されたキッチンで魚料理を主菜にした食事づくりをしたり、魚についての理解を深
め、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を共食して、学びます。
1

編著：足立己幸、著：竹内昌昭、発行：一般財団法人東京水産振興会（2011）

2 「さかな丸ごと食育」の講師には、専門講師と養成講師の2種類があり、いずれも所定の研修を
修了する必要がある。
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令和2（2020）年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりミュージアムを閉館せ
ざるを得ない期間がありましたが、参加者とメールでやりとりをしたり、参加者が他の参加者
に資料を届けたり、セミナーを開催できない状況でも情報を共有することによって、つながり
を継続できるよう工夫を凝らしました。今後も、ミュージアムは、地域の人々が「さかな丸ご
と」の面白さや大切さに気付くことができ、いきいきと過ごすことができる場となるよう、地
域の人とのつながりを大切にした活動を続けていきます。
【地域の特性を生かした「さかな丸ごと食育」を共有して広がる地域の連携】

しおがまし

「さかな丸ごと食育」の専門講師である宮城学院女子大学教授は、学生とともに、塩釜市水
しおがま

第

しおがまし

産振興協議会と連携し、塩竈市魚市場を拠点とした「塩竈さかな丸ごと探検隊」の活動を行っ
しおがま

しおがま

ています。塩竈の子供たちに魚の町である塩竈 1 のことをもっと知ってもらうことも狙いの一

章

3

つです。
しおがまし

地域における食育の推進

塩竈市魚市場は、東日本大震災により被災し、平成 27（2015）年7月に一部が再建 2 され
ました。その際、魚を売るだけでなく、消費者と直接関わる活動も行いたいと、「魚食普及ス
しおがま

タジオ」を併設しました。
「塩竈さかな丸ごと探検隊」では、魚市場の人々からメバチマグロ
しおがま

しおがま

のブランド「三陸塩竈ひがしもの」の話や取扱い日本一の冷凍キンメダイが塩竈の加工業者の
手により加工製品になる話を聞いたり、スタジオでキンメダイの干物や特産品の揚げかまぼこ
を作ったり、地域の加工場の揚げかまぼこ作りに使った廃油をバイオディーゼル燃料にした市
内循環バスを見学したりします。参加した子供たちは、「日本一、すげえ！」、「おいしい！」、
「バスの排気口から揚げかまぼこの匂いがする。」など、「さかな丸ごと食育」を体感します。
また、魚市場で開かれるお祭りで活動の内容を地域の人々に報告（発信）する機会を設けてお
り、子供たちは学んだことを他者に伝えることによって、やりがいも体感します。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、人数を減らして
しおがま

実施を続けました。また、
「塩竈さかな丸ごと探検隊」の「学ぶ」から「伝える」までの一連
しおがま

の活動を「塩 竈モデル」として冊子にまとめま
した。
東京水産振興会は、生産者と消費者の双方の
視点に立った水産業の振興に取り組んでおり、
「さかな丸ごと食育」の推進はその柱となってい
ます。このような経緯を踏まえ、「さかな丸ごと
食育」の取組を地域に根ざした持続的な活動と
しお

して定着させ、より一層推進していくため、塩

がま し

しおがまし

しおがま

竈市（塩竈市魚市場）と連携して「塩竈モデル」
を活用した「さかな丸ごと食育」活動を進めて

魚料理が主菜の食事づくり

いくとともに、食育の推進と魚食普及等を目的とした包括連携協定締結に向け協議を進めてい
ます。
1

しおがまし

塩 竈市は全国に 13 か所ある特定第3種漁港（第3種漁港（利用範囲が全国的な漁港）のうち水

産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの）の一つで、全国有数のマグロ水揚げ港である塩

釜漁港を有するとともに、かまぼこなどの水産加工品の製造工場も多く、水産業が基幹産業として
2

深く根付いた地域である。

その後、平成 29（2017）年に全面改築工事を終えた。
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事例

地域の関係者と共に農林水産物の活用と食育を一体的に推進～地産
地消や食文化の継承等を通じた持続可能な地域づくりと人づくり～

（第4回食育活動表彰

農林水産大臣賞受賞）

生活協同組合コープおきなわ（沖縄県）

生活協同組合コープおきなわ（以下「コープおき
なわ」という。
）では、様々な関係者と連携し、子供
から大人まで幅広い世代に対し、地産地消の促進や
食文化の継承に関する取組を実施しています。
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中学校を対象にした取組では、学校や行政、生産
者、地元企業、大学等と連携し、キャリア教育の一
環として行われている地域の特産品を活用した商品
なかぐすくそん

なか ぐすく

地域における食育の推進

開発を支援しています。中城村立中 城 中学校の2年
生が、特産品を利用して観光客にも地元の人にも愛

定置網漁体験の様子

される商品開発を目指し取り組んだプロジェクトで
は、コープおきなわの職員が助言を行うとともに、
地域と生産者やメーカーをつなぐ橋渡し役を担いま
した。クラスごとに「島ニンジンケーキ」などの地
域の特産品を使った商品を開発し、生徒自らがコー
プおきなわの店舗で販売しました。地域が一体となっ
て地産地消を推進するとともに、中学生が自ら地域
の歴史や特徴、産業の課題や農林水産物の特性を発

市場でのセリ体験

見し、特産品販売を通じて地域の魅力を発信するこ
とで、地域の「誇り」を感じることのできる取組と
なっています。
また、生産者や地元企業と連携した「親子米づく
りスクール」や「定置網体験ツアー」を開催し、生
産から販売、消費までの一連の流れを体験すること
で、食の循環について学ぶ機会の提供を行っていま
す。例えば、
「定置網体験ツアー」には、定置網漁体

なかぐすく

中 城 中学校での授業の様子

験だけでなく、市場でのセリ体験、店舗での加工体
験や販売体験も含まれています。さらに、旬の沖縄
食材に触れ、食事作りを楽しむきっかけを提供する
子供向けや親子向けの料理教室、沖縄の伝統的な食
文化を継承するための琉球料理教室や薬膳料理講習
会の実施等、多岐にわたる活動を行っています。
食育を通した地域の活性化や中学生の成長は沖縄
の未来づくりそのものであり、今後も、活動を工夫
しながら取組を継続していきたいと考えています。
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ゆし豆腐づくり等を行っている
親子向けの料理教室
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事例

みんなの食の学校「全国おにぎりキャラバンオンライン」
オーガニック料理教室ワクワクワーク（神奈川県）

オーガニック料理教室ワクワクワーク（以
下「ワクワクワーク」という。）では、「小さ
な料理教室からできること全てに取り組むこ
と」をモットーに、平成 30（2018）年から

第

食品ロスの削減や有機農業についての講座を
開催するなど、
「持続可能な食」について学

3

章

ぶ取組を続けてきました。
「おにぎりキャラバン」は、
「毎日のごはんは
宝物」をテーマに、どの世代にとっても身近な

地域における食育の推進

オンラインでの
「おにぎりキャラバン」
の様子

おにぎりを通して食の楽しさ・大切さを伝える
プロジェクトで、これまで延べ1,000 名以上の
方が参加しています（令和3（2021）年2月
時点）
。
「おにぎりキャラバン」は、当初、おに
ぎりと味噌汁とその地域の郷土料理の大切さを
伝えながら全国を回る企画でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施が難しく
なりました。そこで、全国の学校一斉休業をきっかけとして、自宅等からでも参加できるよう、
オンラインの参加型ワークショップに切り替え、令和2（2020）年4月から開始しました。
ワークショップの参加者は、炊いたごはんや具材、海苔などを準備し、自宅等からオンライ
ンで参加します。ワークショップでは、まずワクワクワークの認定講師が「おにぎりキャラバ
ンで伝えたいこと」を話します。そして、おにぎりに関するクイズを出題したり、「おにぎり
の思い出話タイム」として、参加者がそれぞれのおにぎりに関する思い出を話します。その後、
講師がおいしいおにぎりの握り方をレクチャーし、参加者みんなでおにぎりを握り、最後に全
員が「今日のおにぎり」を紹介します。オンラインの取組を始めてから、全国から、高齢者や
障がいのある方も参加できるようになり、様々な地域や世代、性別の方が一堂に集まる取組と
なっています。参加者からは、
「家族の人が食べてくれるのがたのしみです。」、「素手で握るお
にぎりがこんなにおいしいことを初めて知りました。」などの感想が寄せられています。
りくぜんたか た し

「おにぎりキャラバン」の取組は、復興支援を目的とした陸前高田市とのコラボレーションや、
Instagram でのフォトコンテスト、オリジナルのおにぎりレシピコンテスト等にも発展し、全世
代の方が楽しめる複合的なプロジェクトとなっています。こうした取組が評価され、令和2
（2020）年度、農林水産省・消費者庁・環境省連携「あふの環プロジェクト1」主催「サステナ
2
アワード 2020 伝えたい日本の“サステナブル”
」にて受賞作品に選定されました。

1 「あふの環 2030 プロジェクト～食と農林水産業のサステナビリティを考える～」。持続的な消費
拡大に向け、生産から消費までのステークホルダーの連携を促進するため農林水産省・消費者庁・
環境省が連携して立ち上げたプロジェクト

2 「サステナアワード」とは、SDGs ゴール 12「つくる責任つかう責任」を踏まえ、食や農林水産

業に関わる持続可能なサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取組の中で、特に社会的課題

の解決につながり、わかりやすく大勢の人の関心を引き付ける取組を表彰するもの。令和2（2020）
年度、第1回の表彰を行った。
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第6節 ボランティア活動による食育推進
1 ボランティアの取組が活発化するような環境の整備

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は、地域での食育推進運動の中核

的役割を担うことが期待されています。第3次基本計画を作成した平成 26（2014）年度の
34.4 万人から令和元（2019）年度は 36.2 万人と増加したものの、第３次基本計画での目標値
である 37 万人には達していません。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
境の整備が必要とされています。厚生労働省では、「地域における行政栄養士による健康づく
り及び栄養・食生活の改善の基本指針 1」において、住民主体の活動やソーシャルキャピタルを
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活用した健康づくり活動を推進するために、ボランティア組織の育成や活動の活性化が図られ
るよう、食育推進のネットワークの構築について記述しています。
さらに、一般財団法人日本食生活協会では、健康づくりのための食育アドバイザーとして活

地域における食育の推進

動している食生活改善推進員や、ボランティアの中核となり地域の食育を推進していく食育推
進リーダーの育成等、地域に根ざした食育の活動を推進しています。特に、食生活改善推進員
が地域で質の高い活動ができるよう、食生活改善の実践方法や食育の普及活動についてのリー
ダー研修の実施、地域住民に対する食育に関する講習会の開催等、食育の普及啓発活動への支
援を行っています。

2 食生活改善推進員の健康づくり活動の促進

地域における食育の推進に当たっては、地域の健康課題、食習慣、食文化等を理解し、地域

に密着した活動を幅広く推進していくことが重要です。一般財団法人日本食生活協会は、その
傘下の全国食生活改善推進員協議会と行政との連携を図りつつ、
「私達の健康は、私達の手で
～のばそう健康寿命

つなごう郷土の食～」をスローガンに、生活習慣病予防対策に重点を置

き、時代に即した健康づくりのための食育活動を進めています。令和2（2020）年4月現在、
全国 46 道府県の 1,301 市町村に協議会組織が存在し、ボランティア団体として住民のニーズ
にあった健康づくり事業を推進しています。食生活改善推進員は、市町村が行う食生活改善推
進員の養成事業の修了後、自らの意思により当該協議会の会員となることで活動が始まりま
す。地域における食育推進活動の最大の担い手となっており、令和元（2019）年度は1年間
で延べ約 1,350 万人に対して健康づくり活動を実施しました。なお、令和2（2020）年度は、
新型コロナウイルス感染症対策をした上で実施しました。
主な活動には、次のようなものがあります。

（1）世代別に取り組む生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業（第3弾）
「健康日本２１（第二次）
」では、社会参加の機会の増加による社会環境の質の向上を図り、
健康寿命の延伸、健康格差の縮小を目指しています。
令和2（2020）年度は令和元（2019）年度に引き続き、
「健康日本２１（第二次）
」の目標
を踏まえ、世代別のニーズに合わせた食生活改善の推進と社会環境の整備に取り組みました。
対象を「若者世代」
、
「働き世代」
、
「高齢世代」の大きく3つに分け、少人数の講習会や訪問活
動を行いました。若者世代には、朝食欠食の解消と食事バランスの必要性をテーマに、バラン
1
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スのとれた食事を習慣化することが健康的な身体を作り食事の楽しさにつながること、働き世
代には、生活習慣病予防として「適正体重の維持」や「減塩」
（食塩摂取量8 g 未満）
、
「野菜
350g 以上摂取」の大切さを伝え、食生活の見直し及び体重測定や血圧測定の習慣化の推進を
図りました。また、高齢世代には、低栄養予防や閉じこもりによる孤立化を防ぐために、第1
の居場所である「家庭」
、第2の居場所の「職場」に次ぐ、第3の居場所「シニアカフェ」を
オープンさせ、小さなコミュニティ単位でのお茶会等を通して閉じこもり予防を進めました。
低栄養・フレイル予防の取組としては、食事のポイントや方言の入ったラジオ体操等で身体を
動かす内容にしました。

第
章

3

地域における食育の推進

講習会テキスト

高校への出前授業

「シニアカフェ」

（2）
「おやこの食育教室」で「食育5つの力」
「おやこの食育教室」は、体験学習を通し
て「食育5つの力」である①食べ物を選ぶ
力、②料理ができる力、③食べ物の味がわ
かる力、④食べ物のいのちを感じる力、⑤
元気なからだがわかる力を理解することを
目的としています。令和2（2020）年度は
「朝食と共食の大切さ」をテーマに、「食物
アレルギー」と「食品ロス」についても情
報を発信し、親子での調理体験から成長著
しい大事な時期における食事の大切さを共

「おやこの食育教室」

に学び、親子のコミュニケーションの充実を図りました。また、一般財団法人日本食生活協会
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が作成した「食育ランチョンマット」を教材
として、食の基本である主食・主菜・副菜の
正しい並べ方を学びました。本教室は、いろ
いろな体験を通して様々な能力を見いだす絶
好の機会でもあり、親子で共食の大切さを感
じ取ってもらうことにもつながりました。

「食育ランチョンマット」

第
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（3）生涯骨太クッキング
健康寿命の延伸と生活習慣病の予防を目的
として、料理講習会「生涯骨太クッキング」

地域における食育の推進

を実施し、あわせて、令和2（2020）年度は、
「高血圧予防」、「糖尿病予防」をテーマに減塩
と適正体重の維持について学習し、フレイル
から要支援や要介護の状態になりやすくなる
ことから、低栄養予防と骨折・転倒予防のた
めのロコモーショントレーニングや手軽にで
きる体操にも取り組み、健康維持及び増進に

「生涯骨太クッキング」

努めました。また、一般財団法人日本食生活
協会が作成した「シニアランチョンマット」を
教材として活用し、低栄養予防のためにエネル
ギーとたんぱく質をしっかりとることの大切
さを伝えました。

「シニアランチョンマット」

（4）男性のための料理教室
高齢者の単身世帯が増加する中、男性を対象
に、食生活の自立や生活習慣病を防ぐことを目
的とした少人数の料理教室や訪問活動を実施し
ました。
「男性料理教室 20 のレシピ」を教材に、
ごはんの炊き方から始め、
「生きていくための
20 品目」を覚えてもらいました。この男性料理
教室の参加者からは、
「人と人とのつながりが
地域参加へのきっかけにもなっている」との声
が寄せられています。
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（5）やさしい在宅介護食教室
高齢になると加齢に伴い食欲が低下し、料
理を作る意欲も減退していくため、知らぬ間
に低栄養状態になる高齢者が増加しています。
今後も高齢化は続き、家庭での食事介護の知
識を習得することが求められてくることから、
令和2（2020）年度は自分でも作ることがで
きる介護食を知り、その作り方を学ぶことを
目的に、
「やさしい在宅介護食教室」を実施し
ました。

第

「やさしい在宅介護食教室」

また、単身の高齢者への食事支援や安否確認

章
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の一つとして、
「おとなりさん、お向かいさん

地域における食育の推進

活動」の「一皿・一声運動」を実施しました。

（6）
「毎月 19 日は食育の日」全国一斉キャ
ンペーン活動
全国食生活改善推進員協議会では、国が毎月
19 日を「食育の日」と設定したことに賛同し、
平成 18（2006）年度から「毎月 19 日は食育

「やさしい在宅介護食」

「シニアカフェドリル」

の日。家族そろって食事を楽しみましょう」をテーマに全国各地において訪問活動等を実施し
ています。「食育の日」のチラシを配布し、食育の大切さや食育の認知度を高めるための活動
を行っています。

「毎月 19 日は食育の日」
全国一斉キャンペーン活動①

「毎月 19 日は食育の日」
全国一斉キャンペーン活動②
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事例

くるまざ

「放射線と食の安全」についての車座意見交換会
（第4回食育活動表彰

農林水産大臣賞受賞）

なら は まち

楢葉町食生活改善推進員会（福島県）
なら は まち

楢 葉 町 食生活改善推進員会は、昭和 62
（1987）年に設立され、料理教室の開催や、
町のイベントや乳幼児健診などでの食事提
供等、地域に根ざした食育の推進活動を行っ

第
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3

てきました。東日本大震災と東京電力福島
第一原子力発電所の事故による避難指示に
伴い、一時休会しましたが、平成 26（2014）

地域における食育の推進

年から活動を再開しました。再開後、地域

くるまざ

車座意見交換会の様子

住民を対象とした料理教室を実施する中
で、住民が食品中の放射性物質に不安を
抱いていることを知り、知識の普及と不
安の軽減を目的に、「放射線と食の安全」
くるまざ

についての車座意見交換会を開始しまし

オリジナルメニューで放射性
物質と食品の安全について学
ぶ様子

た。

くるまざ

車座意見交換会は、地域のサロン等で
実施しており、専門家による放射線と食
品についての講話のほか、町立の食品放
射線検査所で検査した自家栽培の野菜を

使った食事を作り、参加者に提供しています。参加者に提供する食事に使用した野菜に含まれ
る放射性物質の検査結果も講話の中で説明し、参加者の放射性物質に対する理解を深められる
よう工夫しています。町内で栽培した野菜は、たとえ放射性物質が検出されなかったとしても、
子供や若者に食べさせない、又は食べさせたくないと考える住民がいまだ多く、放射性物質へ
の誤解や風評が住民の間にもあります。そのような状況の改善に向けて、本活動は住民が放射
性物質と食の安全に関する正しい知識を獲得する貴重な機会となっています。意見交換会で提
供するメニューは、食生活改善推進員が開発した減塩すいとん等、住民が健全な食生活を送る
ためにも役立つものとなっています。

くるまざ

住民の放射性物質への不安はまだ続いているため、今後も車座意見交換会を継続していくと
ともに、小学生向けの「子供クッキング」や「減塩・野菜が多めの食事」をテーマにした料理
教室等を通して、住民の健全な食生活の実践につながる取組を行っていきたいと考えています。
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事例

会員それぞれの活動が会員みんなの活動に～山形の魅力ある食文化
を活かして「健康で豊かな食生活」の実現を目指す活動～

（第4回食育活動表彰

農林水産大臣賞受賞）

やまがた食育ネットワーク（山形県）

やまがた食育ネットワークは、山形県内で食育を
実践している又は実践しようとしている人等が集ま
り、食育活動の情報交換や会員相互の連携協力によ
り、食育活動のより一層の推進を図ることを目的と

第

しています。東北農政局山形農政事務所（当時）が
県内全域に食育のネットワークを構築するため、食

章

3

育を実践している個人や団体を集めたのが始まりで、
平成 18（2006）年に独立しました。最大の特徴は、

情報発信のための
手作りポスター

地域における食育の推進

当初は関係者の情報交換が主な活動でした。その後、
「ネットワークである」ということであり、最も重要
なことは「情報の共有と発信」と考えています。県
内を4つのブロックに分け役員を選出しており、会
員同士がつながり、協力し合い、それぞれの活動や、
ノウハウ・マンパワー等を生かし、多様な取組を経
験しながら、学び合うことによって、更に広がりを
生む活動になっています。
毎年、山形県で開催されている「やまがた健康フェ
ア」に、やまがた食育ネットワークとして出展し（令
和2（2020）年度は中止）
、会員企業による食品展

在来作物を使った親子料理教室

示や、生活習慣病予防や健康料理教室、在来作物や郷土料理の試食等を実施することにより、
本ネットワークの活動を理解していただくとともに、広く県民に、食育を体験し、学んでもら
えるよう、次世代につなげるための情報を発信しています。
また、在来作物を守り次ぐ人々を描いた山形発の長編ドキュメンタリー映画「よみがえりの
レシピ」の制作支援や上映会の活動、地域の特産物を使った料理教室を通して、山形の在来作
物の普及啓発も行っています。
少子高齢化や核家族化、共働き世帯の増加等に伴い、人々の食生活が変化する中、本ネット
ワークは、山形県全域の会員と様々な会員企業のネットワークを生かし、県民の健全な心身を
育むための楽しい食育活動を行い「豊かな山形の食文化・魅力ある日本の食」を伝える活動を
行っていきます。
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第7節 専門的知識を有する人材の養成・活用
厚生労働省等は、国民一人一人が食に関する知識を持ち、自らこれを実践できるようにする
ため、大学や短期大学、専門学校等における、食育に関する専門的知識を備えた管理栄養士・
栄養士（以下「管理栄養士等」という。
）や専門調理師・調理師（以下「専門調理師等」とい
う。）等の養成、関係団体との連携等により、人材の育成や食育の推進に向けての活動に取り
組んでいます。

1 管理栄養士・栄養士の養成・活用
第
章

3

厚生労働省等では、食生活や健康づくりに関する専門的な知識を有し、食育を推進する上で

重要な役割を担う者として管理栄養士等の養成に取り組んでいます。管理栄養士等は、
「栄養
士法」
（昭和 22 年法律第 245 号）に基づく資格であり、栄養士は都道府県知事から、管理栄養

地域における食育の推進

士は厚生労働大臣から免許が交付されています。
令和2（2020）年4月1日現在、栄養士養成施設数は 301 校（令和元（2019）年度 300
校）であり、そのうち管理栄養士養成施設数は 151 校（令和元（2019）年度 149 校）です。
栄養士免許は、令和元（2019）年度 17,331 件（平成 30（2018）年度 18,037 件）
、管理栄養
士免許は令和2（2020）年 12 月現在で 9,736 件（令和元（2019）年 12 月現在 10,291 件）
交付されています。管理栄養士等は、学校、保育所、病院、社会福祉施設、介護保険施設、保
健所、市町村保健センター、食品産業、大学、研究機関等の様々な場において食生活に関する
支援を行っています。
特に、都道府県や市町村においては、地域での食育の推進が着実に図られるよう、行政栄養
士の配置を推進しています。行政栄養士は、都道府県や市町村の食育推進計画の策定や食育に
関する事業の企画・立案・評価、食生活改善推進員などのボランティアの育成、国民運動とし
ての食育の推進が図られるよう関係団体や関係者との調整等を行っています。
公益社団法人日本栄養士会では、会
員である約5万人の管理栄養士等が、
乳児期から高齢期までの食育を推進し
ていくための活動として、都道府県栄
養士会と協力して、全国各地で栄養相
談・食生活相談事業等を行っています。
4年目を迎える「栄養の日・栄養週
間 2020」では、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の状況下において
「栄養を楽しむ

コロナ禍のおうちごはんに提案する「予防めし」

－「栄養のチカラ」で、感染症に負けない！－」を統一テーマに、オンライ

ンを主体として様々な企画を実施しました。
「栄養ワンダー・オンライン」では、管理栄養士
等が自身の SNS に、感染症の予防に役立つ食事として、栄養バランスのとれた「予防めし」
のレシピを投稿するとともに、スペシャルサイトでは、
「予防めし」レシピ動画集と管理栄養
士等が実演する動画集「家庭でできる衛生管理術」等を広く国民に周知しました。
「2020 年
度全国栄養士大会・オンライン」では、
「持続可能な社会の実現のためにできること－栄養不
良の二重負荷の解決を目指す－」をテーマに、管理栄養士等が取り組むべき課題を協議し、対
応や実践の方法を共有しました。
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また、食育推進や特定健康診査・特定保健指導、介護予防などの活動拠点として、全都道府
県栄養士会に設置している「栄養ケア・ステーション」の更なる機能充実を図るとともに、拠
点数の拡大に向け、平成 30（2018）年度に「栄養ケア・ステーション認定制度」をスタート
させ、管理栄養士による地域の在宅医療・健康・栄養・食育等の問題に対する取組を進めてい
ます。
さらに、管理栄養士等のキャリア支援を目的として生涯教育を実施し、到達度に応じた認定
を行っています。その中では、関連学会等と共同で、特定・専門的な種類の業務に必要とされ
る高度の専門的知識・技能を身に付けた管理栄養士等を認定しています。

第

2 専門調理師・調理師の養成・活用

近年、外食への依存度が高くなっており、飲食店等における健康に配慮したメニューや商品

章
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の提供、行政等による食に関する分かりやすい情報の提供が重要となっています。また、急速

地域における食育の推進

に進む高齢化、生活習慣病の増大や食の安全・安心を脅かす問題の発生などの食生活を取り巻
く社会環境が大きく変化するとともに、厨房機器の多様化などの調理を巡る環境も変化してき
ていることから、時代に即した専門的知識・技術を有する専門調理師等の養成が求められてい
ます。
専門調理師等は、
「調理師法」
（昭和 33 年法律第 147 号）に基づく資格であり、専門調理師
については厚生労働大臣認定として「日本料理」
、
「西洋料理」
、
「麺料理」
、
「すし料理」
、
「中国
料理」及び「給食用特殊料理」の計6種類があり、また、調理師については都道府県知事免許
として交付されています。
令和2（2020）年4月1日現在、調理師養成施設数
は 283 校（令和元（2019）年度 282 校）であり、令和
元（2019）年度には調理師免許が 29,039 件（平成 30
（2018）年度 30,612 件）交付されています。専門調理
師は、令和2（2020）年度の専門調理師認定証書交付
数が 243 件（令和元（2019）年度 484 件）となってい
ます。
公益社団法人調理技術技能センターでは、高度な調理
技術を生かして地域における食育推進運動のリーダーと

公益社団法人日本中国料理協会の
出張給食授業の様子

して活躍できる専門調理師を養成するために、
「専門調理師・調理技能士のための食育推進員
認定講座」を開催しており、修了者を「専門調理食育推進員」に認定しています。この推進員
名簿を各都道府県に送付し、食育推進活動等における専門調理師の活用を促しています。
公益社団法人日本中国料理協会は、専門調理師等による中学校等での出張給食授業の実施
や、行政や調理師団体等が主催する食育事業の体験活動等の実施に協力し、地域の食育活動を
推進しています。
令和2（2020）年度においては、大阪、熊本などの各府県で、児童養護施設、老人ホーム、
公共施設、専門学校及び避難所等を訪問し、中国料理を提供しています。
公益社団法人全国調理師養成施設協会では、全国の調理師養成施設において、近隣住民等を
参加対象とした「食育教室」を開催し、健康に配慮した食生活の大切さを講義する、親子調理
実習を通じて一緒に食べる楽しさを伝えるなどにより食育の普及啓発に努めています。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じて、調理師養
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成施設において、オープンキャンパス等の行事にあわせて「食育教室」を実施しました。

「食育教室」の様子
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また、食育推進活動で活躍できる調理師として、食育実習等を含む一定のカリキュラムに基
づく講習及び試験による食育インストラクターの養成を行い、卒業後、食育インストラクター

地域における食育の推進

の知識を活かして食育のセミナーを行う調理師もおり、こうした活動を通じて食育の推進に資
しています。

3 医学教育等における食育推進

大学の医学部においては、医学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力

を学修目標として提示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に基づき、医学生に対す
る教育が実施されています。
本モデル・コア・カリキュラムでは、食生活を含む生活習慣とそのリスクに関して生活習慣
病とリスクファクター等の基本概念を説明できることや、栄養、食育、食生活を説明できるこ
と等が学修目標として設定されています。
このほか、文部科学省では、医学部関係者が集まる会議等において、食育の推進に関する教
育の充実について周知・要請を行っています。
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事例

東日本大震災からの復興における取組―食育の視点から

平成 23（2011）年3月11日に発生した「平成 23 年（2011年）東北地方太平洋沖地震」で
は、広い範囲で強い揺れが観測されるとともに、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸
み

ぞ

う

に大規模な津波被害が発生しました。この地震による被害は未曾有の規模となり、東京電力福
島第一原子力発電所の事故による災害も含めて、
「東日本大震災」と呼称することとされました。

第

東日本大震災の発生から 10 年、各地で行政や企業、ボランティア等による被災地の復興や
人々の暮らしを応援する活動が進められてきました。本事例では、それらの取組や、近年多発
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する自然災害等に備えた食に関わる取組を紹介します。

地域における食育の推進

みなみさんりくちょうとくら

【東日本大震災被災地の復興－宮城県南 三陸町戸倉地区でのカキ養殖における取組】
みなみさんりくちょうとくら

いかだ

宮城県南 三 陸 町 戸 倉地区では、津波により、カキの養殖筏が全て流されるなど大きな被害
を受けました。震災からの復興を目指す中で、
漁業者たちは、これまで環境に負荷をかけて
いたカキ養殖の方法を改善し、持続可能な養
殖業への転換を図るため、様々な取組を行っ
いかだ

てきました。例えば、養殖筏の数を震災以前
の3分の1に減らすことで、湾内の栄養塩が
十分にカキに行き渡るようになりカキの成長
が早まった結果、それまで2、3年かかって
いた養殖期間が、1年に縮まりました。また、
漁業者自身が、カキ養殖によって周辺海域の
水質が悪化しないようにモニタリング調査を
行ったり、養殖に必要な燃料の消費量を抑え

とくら

みなみさんりく

戸倉かき部会 南 三陸がんばる名場面フォトプロジェクト
あさ だ まさ し

（撮影・浅田政志氏）
いかだ

たりするなど、持続可能な養殖業の実現に向けた取組を実施しました。さらに、養殖筏の数を
抑えることで、漁業者の労働時間が減り、労働環境の改善にもつながりました。これらの取組
は国際的にも評価され、平成 28（2016）年には、カキ養殖では日本初となる ASC 認証 1「二
枚貝（カキ）
」を取得しました。対外的な評価が高まるにつれ、30 歳代以下の若い漁業者の数
が震災前の2倍に増えるなど、次の世代にもつながる持続可能な養殖業となっています。
とくら

とくら

みなみ

「海さ、ございん」プロジェクトでは、戸倉の漁業者が中心となり、戸倉のカキを始め、南

さん りく ちょう

三陸 町の海の幸を PR する取組を行っています。旬の水産物や水産加工品の販売、料理等を提
供するイベントを行っているほか、養殖現場まで船で赴き、カキの水揚げを見学するツアーも
行っています。また、海の豊かさを支える森林・林業への理解を深めるため、林業者の伐採の
見学や、間伐体験も行っており、森が豊かな海を育てるという循環を多くの人々に理解しても
らう取組を続けています。
1

水産養殖管理協議会（Aquaculture Stewardship Council）が管理運営する養殖に関する国際

認証制度で、自然環境の汚染や資源の過剰利用の防止に加え、労働者や地域住民との誠実な関係構
築を求める制度
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【東日本大震災被災地での共食の場づくりや食生活改善の取組】
東日本大震災の被災地では、震災直後から現在に至るまで、地域での共食の場づくりや、健
康づくりのための食生活改善に向けた取組が行われています。
おながわちょう

（宮城県女川町）
おながわちょう

宮城県女川町では、東日本大震災により、約 4,000 棟の家屋が被災し、一時 5,000 名余りの住
民が仮設住宅等で避難生活を送りました。特に仮設住宅
では、生活環境の変化や、近所付き合い等コミュニケー
ションの不足、活動量の低下、台所の狭さによる食事作

第

りの難しさ等、食生活への様々な悪影響が懸念されまし
おながわちょう
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た。そこで、女 川町では、平成 23（2011）年度、住民
に対する食生活支援事業として、仮設住宅における「栄

地域における食育の推進

養相談会」を17 仮設住宅で計 26回開催しました。単に

みんなで食卓を囲んだ食事

食生活に関する相談に
応じるだけでなく、町
の管理栄養士や食生活
改善推進員、大学の栄
養学の教員や学生が連
携し、仮設住宅で実際
に食事を作り、一緒に

男性向け料理教室

食べることで、住民に
食への関心を持ってもらい、健康づくりや食育の推進につなげていくことを目指しました。
また、企業と連携して、震災後に食事作りを始めた男性や一人暮らしの男性向けの料理教室
を開催するなど、食生活の改善につなげる取組を実施しました。この取組は、平成 23（2011）
年度から平成 25（2013）年度の約3年間で計 24 回開催し、延べ 290 名が参加しました。
このような取組は、現在も住民の食生活改善の取組として続けられており、災害公営住宅 1
を中心に、「栄養相談会」や子育て世代に対する食育料理教室等を実施しています。令和元
（2019）年度は、計 20 回開催し、200 名を超える住民が参加しました。
かまいしし

（岩手県釜石市食生活改善推進員協議会）
かまいしし

釜石市食生活改善推進員協議会は、昭和 54（1979）年に、「婦人の健康づくり保健栄養教
室」の修了者により結成され、活動を開始しました。その後 40 年にわたって、住民の健全な
食生活を支えるため、ライフステージに応じた食生活改善活動を実施してきました。例えば、
「おやこの食育教室」や市内小中学校の児童生徒を対象とした朝食摂取の重要性の普及啓発、
高校での栄養バランスや災害時の食事作り等についての普及啓発、子育て中の親子や妊産婦を
対象とした調理体験や郷土料理実習等です。
東日本大震災では、会員も含め住民の多くが被災し、震災直後、食料不足や先の見えない生
活への不安を抱えていました。そこで、当協議会はいち早く避難所での炊き出し支援を行い、
食の力により被災者の元気を取り戻すための取組を進めました。被災者が仮設住宅に入居した
1

142

災害により住宅を失い、自ら住宅を確保することが困難な方に対して、安定した生活を確保し

てもらうために、地方公共団体が国の助成を受けて整備する低廉な家賃の公営住宅

後は、地元の大学、県栄養士会、市の地域包括支援セ
ンター等と連携した「減塩クッキング教室」を実施し、
仮設住宅における限られた調理環境でも手軽に、簡単
にできるメニューを伝える取組を行いました。その後
も、地域の民間団体と連携し、会食や交流を通じた住
民の心のケアも含め、健康課題の解決に向けた活動を
行っています。食を通じた活動により住民が集まる場
が生まれ、
「人」と「人」とのつながりを通じたコミュ
ニティ再生にも貢献しています。

地域住民向けの講演会の様子

第

令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、家庭での食事機会
が多くなることから、簡単に調理でき、かつ栄養価の高い献立「おうちでごはん！食改さんオス
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スメ！栄養たっぷり1品メニュー♪」を作成し、地域住民を対象に訪問配付を行うなどの活動を行

【大震災を契機として注目される防災への備え】

地域における食育の推進

いました。

い ぶり とう ぶ

近年、東日本大震災を始めとし、熊本地震、北海道胆振東部地震、各地での豪雨災害等、多く
の自然災害が発生しています。管理栄養士・栄養士の指導による避難所での食事における栄養バ
ランスが確保できる体制づくりや、電気・水道・ガス等を極力使用せず、ふだんと近い食事をとる
ことを目指した災害食の開発、日常生活の中で災害時の食料備蓄を行う取組等が進んでいます。
（日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT; The Japan Dietetic Association-Disaster
Assistance Team）の取組）
公益社団法人日本栄養士会は、東日本大震災をきっかけに、国内外で大規模な自然災害が発
生した際、迅速に、被災地内の医療・福祉・行政（栄養部門等）と協力し、緊急栄養補給物資
の支援など、状況に応じた栄養・食生活支援活動を行うため「日本栄養士会災害支援チーム
（JDA-DAT）
」を設立しました。JDA-DAT は、災害発生後 72 時間以内に行動できる機動性、
大規模災害に対応できる広域性、栄養支援トレーニングによる専門的スキルを有する必要があ
り、それらを培うための研修を行っています。
災害が発生すると、JDA-DAT は、①被災地の医療・福祉・行政（栄養部門等）と連携し、
情報の収集・伝達・共有を行う、②必要物資の内容・量を把握し、物資の手配・分配の指揮を
行う、③被災施設・避難所等で責任者の許
可の下、個人に対する直接栄養補給の支援
を行う、④対応が困難な被災者について医
療機関に連絡するなどの対応を行います。
災害時の活動に加え、災害発生時に自助・
共助・公助が円滑に行われるよう、平時か
ら一般の方や専門職の方への防災活動とし
て、各地で開催される防災訓練へ参画し、
パッククッキング 1 の普及や災害時に乳幼児
1

JDA-DAT 活動の様子

高密度ポリエチレン製袋に食材を入れ、袋のまま鍋等で湯せんする調理方法
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等を守るための「赤ちゃん防災プロジェクト」等により支援を行っています。また、電子レンジ
やカセットコンロの入ったキッチンボックスを搭載している災害支援医療緊急車両を利用した復
興支援としての「JDA-DAT 絆プロジェクト」
、高齢者と幼児を「食」でつなぐ「ほっこりふれ
あいプロジェクト」等、各地での防災イベントや研修会への参加による広報活動も行っていま
す。そのほか、ウェブサイト上に、
「お役立ちデータ集」として、管理栄養士・栄養士等専門職
向けの解説資料や、備蓄食料品を使った簡単レシピ等、避難生活を送る人々の食生活の参考と
なるような資料を掲載しています。
（災害時に備えた食料備蓄
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ローリングストック法）

普段から少し多めに食料を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで常
に一定量の食料を家に備蓄しておく方法をローリングストック法と呼びます。
大災害の発生時、公的な支援物資がすぐに届かない場合があり、最低でも3日分、できれば

地域における食育の推進

1週間分程度の食料を確保しておくことが望ましいといわれています。ローリングストック法
は、普段の買物の範囲で取り組むことができ、買い置きのスペースを少し増やすだけで、災害
発生時でも普段から食べている食料を利用でき、安心して食事をとることができます。日常的
に食料として利用でき、災害時にも使える食料をローリングストックとしてバランスよく備え
ることが大切です。
一般財団法人日本気象協会では、家庭での備蓄の方法としてローリングストック法を推奨し
ています。一般財団法人日本気象協会は、神戸学院大学防災女子 1 と連携し、ローリングストッ
ク法で備蓄した食料を用いて、
「災害食」としてだけでなく普段からおいしく食べることがで
きるレシピを考案するなどの活動もしています。災害時は、電気・ガス・水道などのライフラ
インが断絶している場合があり、平常時よりも調理条件が制限される可能性があります。カ
セットコンロやポリ袋等を利用し、電気・ガス・水道を極力使わずに調理できる「災害食」は、
近年、新しい災害時の食事の考え方として
関心が高まっています。これまでのいわゆ
る非常食は「開封してすぐ食べられる」こ
とが前提でしたが、調理することにより、
備蓄する食材の幅が広がり、高齢者やアレ
ルギーを持つ人など食事の配慮が必要な場
合でも対応しやすくなるとともに、温かい
食事を食べることができます。平常時も災
害時も、ローリングストックした食料に
「ひと手間」かけることで、美味しく栄養バ
ランスのとれた食事が準備できます。
一般財団法人日本気象協会

1

ローリングストックの図

神戸学院大学の防災・社会貢献ユニットと社会防災学科の女子学生が、授業で学んだ知識や女

性ならではのアイデアを持ち寄って「身近な防災」を実現させるため、自主的に防災啓発活動を行
うグループ。地域や学校、団体等からの依頼により、防災講習会やイベントでの災害食アレンジレ
シピのデモンストレーション等を実施
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食育推進運動の展開

第1節 「食育月間」の取組
1「食育月間」実施要綱の制定等

基本計画では、毎年6月を「食育月間」と定めています。農林水産省は、令和2（2020）

年度の「食育月間」における取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「令和2年度「食育
月間」実施要綱」を定めました。実施要綱では、重点的に普及啓発を図る事項として、①食を
通じたコミュニケーションの促進と子供の生活リズムの向上、②健康寿命の延伸につながる健
全な食生活の実践の促進、③食の循環や環境への意識の醸成、④伝統的な食文化に関する関心
と理解の増進、⑤食品の安全性に関する情報提供と食品情報に関する制度の普及・定着、⑥都
道府県・市町村が作成する食育推進計画の普及の6項目を掲げ、農林水産省ウェブサイトへの
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掲載、関係省庁、都道府県及び関係機関・団体への協力・参加の呼びかけや周知ポスターの作
成・配布など、
「食育月間」の普及啓発を図りました。国民に、
「新しい生活様式」の中で増え
る家での時間を健やかでわくわくする食生活に結びつけてもらうため、手軽にバランスのよい

食育推進運動の展開

食事をとる工夫や提案を「6月は WISE な食育月間」として SNS で発信してもらうことを推
進しました。

2 食育推進全国大会の開催

農林水産省、愛知県及び第 15 回食育推進全国大会愛知県実行委員会は、
「食育月間」の全国
とこなめ

規模の中核的行事として、令和2（2020）年6月 27 日、28 日に、愛知県常滑市において「第
15 回食育推進全国大会 in あいち」を共催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の発
生状況を踏まえ、感染拡大を防ぐ観点から開催を中止しました。例年、食育推進全国大会で
は、食育活動表彰（第3節：食育推進の取組等に対する表彰の実施 参照）に関する表彰式や
事例発表会を行っていますが、令和2（2020）年度は、表彰受賞団体の紹介動画を作成し、
農林水産省のウェブサイトで情報発信しました。

3 都道府県及び市町村における食育に関する取組

「食育月間」には、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、国民の食育に対する理解を

深め、食育推進活動への積極的な参加を促し、その一層の充実と定着を図るため、地方公共団
体、各地の保育所、学校、図書館、飲食店、企業等において、各種広報媒体や行事等を活用し
た取組が展開されました。
具体的には、自宅で食への興味・関心を高めるきっかけになるよう、子供と作れる簡単レシ
ピの動画の作成及び配信の実施、野菜や果物をあまり摂取しない傾向にある若い世代を中心に
野菜や果物をしっかりと食べて栄養バランスのよい食事を目指してもらうためのソーシャルメ
ディアを活用したフォトコンテストの実施等、様々な場面で多様な活動が展開されました。
なお、農林水産省では、ウェブサイトにおいて各都道府県等における「食育月間」の取組事
例について情報提供を行っています 1。
1
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「食育月間」の取組「消費者の部屋」特別展示
食育の週～国産食材を知ろう、学ぼう～

「食育月間」の取組の一環として、令和2（2020）年
6月 22 日から 26 日まで、農林水産省の「消費者の部屋」
において、
「食育の週～国産食材を知ろう、学ぼう～」
をテーマに特別展示を行いました。
令和2（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、例年実施していた実演・体験・
ミニ講演会などを行わず、パネルや物品の展示を中心に、
国産食材について紹介を行いました。
食育の大切さについて学べる「食育ってどんないいこ

第

とがあるの？」
、米や米粉を使った製品やレシピを紹介
する「お米と米粉」
、ヨーグルトの特徴や健康効果など
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の豆知識やレシピを紹介する「愛してミルク？～ヨーグ
る「野菜・くだものをもっと知ろう」、農業女子プロジェ
クト 1 の取組や開発商品を紹介する「農業女子 PJ」、原木

食育推進運動の展開

ルトってなに？～」
、野菜、果物の旬などについて学べ

「消費者の部屋」特別展示
食育の週～国産食材を知ろう、学ぼう～
チラシ

しいたけの展示やきのこを使ったレシピを紹介する「きのこ・いろいろ

レシピ・いろいろ」

などのコーナーを設置し、様々な国産食材について知り、その良さを理解するきっかけづくり
となる内容としました。
展示期間中は、来場者が熱心に展示に見入る様子も見られました。特別展示により、多くの
方に国産食材の魅力を知ってもらうことができました。

「消費者の部屋」特別展示の様子

1

農林水産省が平成 25（2013）年から、女性農業者の知恵を様々な企業の技術等と結びつけ、新

たな商品やサービスの開発を行い、社会での女性農業者の存在感を高め、職業としての「農業」を
選択する若手女性の増加を図ることを目的として実施しているプロジェクト
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事例

未来の管理栄養士・栄養士と調理師がコラボ－学生料理レシピコン
テスト「学生チーム対抗「あいち元気レシピの競宴」」
愛知県

第 15 回食育推進全国大会（以下「全国大会」という。）は令和2（2020）年6月に愛知県
で開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、感染拡大防止の
観点から中止となりました。
愛知県では、全国大会の企画の一つとして、学生料理レシピコンテスト「学生チーム対抗
「あいち元気レシピの競宴」
」を実施する予定で準備を進めていました。これは、県内の管理栄
養士・栄養士を目指す学生等と調理師を目指す学生等がコラボチームを結成し、「今、子ども
たちに食べてもらいたい“元気レシピ”！」をテーマに、愛知県産の野菜、果物、卵、魚、味
噌の中から、2つ以上を取り入れたレシピを考案し、大会会場内のキッチンステージで調理を
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実演し競い合うという企画でした。
全国大会の中止が決定した段階で、既に学生同士がチームを結成し、レシピの検討等を始め
ていたことから、感染拡大防止のため、当初予定していた学生による調理ではなく、プロの調

食育推進運動の展開

理師による代理の調理により審査を行う形式で、令和2（2020）年 10 月にコンテストを実施
しました。全8チームが愛知県産の食材を使い、おいしさだけでなく栄養面のバランスや食物
アレルギーにも配慮した、アイデア満載のレシピを作成しました。
最優秀賞を受賞した「NGY

愛知の恵みつたえ隊！」

は、献立作成を得意とする名古屋学芸大学のメンバーと、
フレンチの技術をもつ名古屋ユマニテク調理製菓専門学
校のメンバーがタッグを組み、愛知の多種多様な魚介を
たっぷり詰めた「愛知の恵みぎゅっと、宝箱寿司」を考
案しました。和の箱寿司には、フレンチの手法を生かし、
洋の要素が入れ込まれ、具にしたあさりの味噌煮には、

料理の例

子供たちにそのすばらしさを伝えたいと愛知の豆味噌を
使用しました。
学校や企業、病院等の給食施設では、共に働く管理栄
養士・栄養士と調理師のコミュニケーションがとても重
要です。参加した学生からは、「味と栄養のバランスを考
え、お互いの意見にどう折り合いをつけるか難しかった
が、新たな気付きもあり、相互理解につながりとてもた
めになった。」といった感想があり、献立を考える人と調
理する人がしっかりと話し合い、協力することの重要性
に気付くよい機会となりました。

審査の様子

また、本コンテストの実施を通して、学生のみならず、審査や調理において協力していただ
いた団体や企業の方々とも新たな連携を図ることができました。こうした連携や協働を財産と
して、今後も本県の食育の一層の推進に努めていきます。
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第2節 食育に関する施策等の総合的な情報提供
農林水産省では、食育の様々な分野に関して広く国民の理解を深めるため、
「食育基本法」
や第3次基本計画などの食育に関する基本情報や、都道府県及び市町村の食育推進計画の作成
状況等、食育推進の施策等に関する総合的な情報提供を行っています。
具体的には、農林水産省ウェブサイト内の「食育の推進 1」において、食育推進施策のほか、
消費者に健全な食生活の実現や食と農林水産業への理解を深めてもらうため、
「食育ガイド」
、
「食生活指針」
、
「食事バランスガイド」
、
「日本型食生活」
、
「農林漁業体験」等に関する資料を
掲載しています。また、食育を実践する人、又は、これから実践しようとしている人に効果的
で広がりのある活動を目指してもらうため、
「食育実践ガイドブック」
、
「基礎から始める教育
ファーム運営の手引き」等を掲載しています。さらに、食と農林漁業体験に関する情報を提供
するため、「食育メールマガジン」を配信（月に1回程度）しています。令和2（2020）年度

第

は、学校等で食育の教材として利用してもらうため、食育に関する動画を集めた「食育動画の
ご紹介」ページを作成、公開しました 2。加えて、消費者が安全で健やかな食生活を送る上で役
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に立つ情報を取りまとめてウェブサイトで提供しています 3。

食育推進運動の展開

地方農政局等においても、地域の関係者と連携したフォーラム等の開催、食育推進ネット
ワークの活動等について、ウェブサイトによる情報提供を行うとともに、地域に密着した様々
な方法で情報提供を行っています。
食品安全委員会では、食品の安全性に関して、様々な方法で情報提供を行っています。具体
的には、食品健康影響評価（リスク評価）や食品の安全性に関する情報を随時更新し、ウェブ
サイトや国民の関心が高い事項等を掲載した広報誌等を通じた情報提供を行っています 4。
これに加え、各種意見交換会を通じて情報や意見の共有・交換を図っています。さらに、食
品 の 安 全 性 に 関 す る 情 報 を タ イ ム リ ー に 提 供 す る た め、SNS 等（Facebook、 ブ ロ グ、
YouTube）による情報発信を行うとともに、食品安全委員会の審議結果概要等を毎週メール
マガジンで配信しています。
文部科学省では、学校における食育の推進への理解を深めるため、ウェブサイトにおいて、
栄養教諭制度、食に関する指導、学校給食衛生管理基準等の情報提供を行っています 5。
厚生労働省では、ウェブサイトにおいて、
「栄養・食育対策」として、
「国民健康・栄養調
査」や「日本人の食事摂取基準」等について、情報提供を行っています 6。また、都道府県、保
健所、市町村保健センター等における健康づくりの活動を通じ、母子保健、健康づくり、食品
の安全性に関する情報提供を行っており、多くの人々が正しい情報を入手できるよう取り組ん
でいます。

1

食育の推進（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html

3

安全で健やかな食生活を送るために（農林水産省）：https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html

2
4
5
6

食育動画のご紹介（農林水産省）
：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/movie/index.html
食品安全委員会（食品安全委員会）
：https://www.fsc.go.jp/

学 校 に お け る 食 育 の 推 進・ 学 校 給 食 の 充 実（ 文 部 科 学 省 ）
：https://www.mext.go.jp/a_menu/

sports/syokuiku/

栄養・食育対策（厚生労働省）
：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/

kenkou/eiyou/index.html
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全国食育推進ネットワークと食育推進フォーラ
ム 2021

○全国食育推進ネットワーク
農林水産省は、食育の推進に向け、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、企業、団
体、ボランティア、個人等幅広い関係者が、それぞれの活動を生かしながら連携・協働し、食
育活動を推進する体制の強化を図るため、令和2（2020）年度、「全国食育推進ネットワー
ク」
（愛称：みんなの食育）を立ち上げました。
「全国食育推進ネットワーク」を通じて、新たな日常やデジタル化に対応した食育など、最
新の食育活動の方法や知見を情報共有するとともに、異業種間のマッチングによる新たな食育
活動の創出や、食育の推進に向けた研修を実施できる人材の育成等に取り組んでいきます。さ
らに、食育に取り組んでいる者又は食育に関心のある者で、本ネットワークの目的に賛同する
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機関、団体、企業、学校、農林漁業者、学校関係者、個人等にネットワーク会員への参加を促
進し、会員の食育に関する取組をホームページや SNS を通じて一元的に情報発信し、情報発信
力を強化します。

食育推進運動の展開
「全国食育推進ネットワーク」の体制図

○食育推進フォーラム 2021
令和3（2021）年2月 16 日に、
「新しい時代の食育を考える」をテーマに「食育推進フォー
ラム 2021」
（以下「フォーラム」という。）を開催しました。「オンライン料理教室 / デジタル
を有効活用した食育の推進」についての講演、新たな食育に取り組む企業における先進的事例
の発表、
「多くの人に食育を実践してもらうために～新しい時代の食育～」をテーマとしたパ
ネルディスカッションが行われました。農林水産省からは、「全国食育推進ネットワーク（み
んなの食育）」についての説明や、食育の取組をわかりやすく発信するため、令和2（2020）
年度に作成した「食育ピクトグラム」について紹介しました。フォーラムには会場とオンライ
ン参加を合わせ約 480 名が参加しました。
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食育推進運動の展開

「食育ピクトグラム」

講演の様子

パネルディスカッションの様子
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第3節 食育推進の取組等に対する表彰の実施
食育に関する優れた取組を表彰し、その内容を広く情報提供することにより、食育が国民運
動として一層推進されることが期待されます。
農林水産省では、令和2（2020）年度に、ボランティア活動、教育活動、農林漁業、食品
製造・販売等その他の事業活動を通じた食育関係者の取組を対象として、その功績を称えると
ともに、取組の内容を広く国民に周知し、食育を推進する優れた取組が全国に展開されていく
ことを目的として、
「第4回食育活動表彰」を実施しました。ボランティア部門、教育関係
者・事業者部門において、個人・団体を含む 186 件の応募があり、農林水産大臣賞7件及び
消費・安全局長賞 12 件の表彰を行いました。受賞した取組については、令和2（2020）年度
は事例集に加え、動画での紹介も行いました。なお、例年、食育推進全国大会において表彰式
を実施していますが、
「第 15 回食育推進全国大会 in あいち」の開催中止に伴い、表彰式は中
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止となりました。また、地産地消の取組を一層促進するため、平成 17（2005）年度から「地
産地消等優良活動表彰」を実施しています。令和2（2020）年度は、地産地消や国産農林水
産物の消費拡大に資する地域の創意工夫ある優れた取組や活動について、応募総数 88 件の中

食育推進運動の展開

から農林水産大臣賞等を選定・表彰し、優良事例としてウェブサイト等で紹介しました。
文部科学省では、学校給食の普及と充実に優秀な成果を上げた学校、共同調理場、学校給食
関係者、学校給食関係団体について、文部科学大臣表彰を実施しています。令和2（2020）
年度は、学校9校、共同調理場3場が「学校給食優良学校等」として、また、15 人の学校給
食関係者及び1団体が「学校給食功労者」として表彰されました。
厚生労働省では、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
について、栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。令和2（2020）年度は、功
労者として 254 人、功労団体として 30 団体、特定給食施設の 15 施設が表彰されました。ま
た、国民の生活習慣を改善し、健康寿命をのばすための運動「スマート・ライフ・プロジェク
ト」が掲げる4つのテーマ（適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診）を中心
に、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する「第9回健康寿命をのばそう！アワード」の生
活習慣病予防分野では、応募のあった 76 件の中から 18 の企業、団体、地方公共団体が表彰さ
れました。さらに、平成 27（2015）年度から、
「健やか親子 21（第2次）
」のスタートに合
わせ、母子保健分野を加え、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しています。令和2（2020）年度は、応募のあった 98 件のうち、
12 の企業、団体、地方公共団体が表彰されました。
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第4節 食育推進運動の展開における連携・協働体制の確立
1 食育推進計画の作成目的と位置付け

食育を国民運動として推進していくためには、多様な関係者が食育に関する課題や国の政策

の方向性を共有し、それぞれの特性を生かして連携・協働しながら、地域が一体となって取り
組むことが重要です。
「食育基本法」においては、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、
食育推進会議において、基本計画を作成するものと定めています。
また、全国各地においても、食育の取組が効果的に進められることが必要であることから、
都道府県については基本計画を、市町村については基本計画及び都道府県食育推進計画を基本
として、食育推進計画を作成するよう努めることとしています。

第

2 食育推進計画の作成割合の推移

基本計画の作成時、食育推進計画の作成割合を、平成 22（2010）年度までに、都道府県は
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100％、市町村は 50％以上とすることを目指して取組を始めました。その結果、都道府県の

食育推進運動の展開

食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の 85.1％（47 都道府県中 40 都道府県）から、平
成 20（2008）年度調査において 100％に到達し、目標を達成しました。
一方、市町村における食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の 4.1％（1,834 市町村中
75 市町村）から、令和3（2021）年3月末現在では、89.3％（1,741 市町村中 1,554 市町村
作成）に増加しています（図表 2-4-1）
。
図表 2-4-1

都道府県及び市町村の食育推進計画の作成割合の推移
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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（2015）年度までは内閣府）調べ

3 市町村食育推進計画の状況

令和3（2021）年3月末現在、1,741 市町村のうち 1,554 市町村で食育推進計画が作成さ

れ、全国における作成市町村の割合は 89.3% となりました。また、市町村食育推進計画の作
成割合が 100％の都道府県は 23 県でした。さらに、作成割合が 50％に満たない都道府県は0
県となりましたが、目標達成に向けて更なる対応が必要です（図表 2-4-2、2-4-3、2-4-4）
。
農林水産省では、平成 30（2018）年9月に市町村食育推進計画の作成・見直しに当たって
の留意事項や参考となる情報を取りまとめたほか、情報提供や研修会等へ講師を派遣するな
ど、都道府県と連携して市町村食育推進計画作成の支援を進めています。
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図表 2-4-2

都道府県別

管内市町村における食育推進計画の作成状況

作成割合

該当
都道府県数

100％

23

75 ～ 100％未満

18

50 ～ 75％未満

6
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4

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和3（2021）年3月末現在）
注：作成割合とは、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
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図表 2-4-3

作成割合別

都道府県における管内市町村の食育推進計画作成状況

作成割合
100%
（23 県）
75～100% 未満
（18 都府県）
50～75% 未満
（6 道府県）

該当都道府県名
岩手県
静岡県
愛媛県

宮城県
滋賀県
高知県

茨城県
兵庫県
佐賀県

群馬県
奈良県
長崎県

神奈川県 新潟県 石川県 山梨県 岐阜県
島根県 岡山県 広島県 山口県 香川県
大分県

青森県 宮城県
富山県 福井県
鹿児島県

秋田県
長野県

山形県
愛知県

福島県
大阪府

北海道

京都府

和歌山県

三重県

栃木県
鳥取県

宮崎県

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和3（2021）年3月末現在）
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沖縄県

埼玉県
徳島県

千葉県
福岡県

東京都
熊本県
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図表 2-4-4
都道府県

都道府県別

管内市町村における食育推進計画の作成割合

作成状況
作成割合

都道府県

市町村数

作成済数

北海道

179

132

73.7%

滋賀県

青森県

40

34

85.0%

京都府

作成状況
市町村数

作成済数

作成割合

19

19

100.0%

26

17

65.4%

岩手県

33

33

100.0%

大阪府

43

41

95.3%

宮城県

35

35

100.0%

兵庫県

41

41

100.0%

秋田県

25

24

96.0%

奈良県

39

39

100.0%

山形県

35

31

88.6%

和歌山県

30

18

60.0%

福島県

59

54

91.5%

鳥取県

19

16

84.2%

茨城県

44

44

100.0%

島根県

19

19

100.0%

栃木県

25

24

96.0%

岡山県

27

27

100.0%

群馬県

35

35

100.0%

広島県

23

23

100.0%

埼玉県

63

60

95.2%

山口県

19

19

100.0%

54

49

90.7%

徳島県

24

20

83.3%

62

49

79.0%

香川県

17

17

100.0%

33

33

100.0%

愛媛県

20

20

100.0%

新潟県

30

30

100.0%

高知県

34

34

100.0%

15

12

80.0%

福岡県

60

55

91.7%

19

19

100.0%

佐賀県

20

20

100.0%

福井県

17

16

94.1%

長崎県

21

21

100.0%

山梨県

27

27

100.0%

熊本県

45

36

80.0%

長野県

77

64

83.1%

大分県

18

18

100.0%

岐阜県

42

42

100.0%

宮崎県

26

16

61.5%

静岡県

35

35

100.0%

鹿児島県

43

41

95.3%

愛知県

54

53

98.1%

沖縄県

41

21

51.2%

三重県

29

21

72.4%

合計

1,741

1,554

89.3％

食育推進運動の展開

富山県
石川県
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神奈川県

第

千葉県
東京都

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和3（2021）年3月末現在）
注：東京都は特別区を含む。
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事例

市民みんなで参画「食育で健康～スマートウエルネスシティ～」
おかざき食育やろまいプロジェクト

（第4回食育活動表彰

農林水産大臣賞受賞）

おかざき し

岡崎市食育推進会議（愛知県）
おか ざき し

愛知県岡 崎 市 食育推進会議では、「そこに暮らす
ことで健幸（けんこう）になれるまち～スマートウ
わ

エルネスシティ 1～」を目指し、「食育の環プロジェ
クト（8→∞）
」のもと、市民一人一人が生涯にわ
たり健全な心身を培い豊かな人間性を育むことがで
きるよう、全世代への参画を促し、多角的な食育活
動を展開しています。
「おかざき食育やろまいプロジェクト」は、第3

第
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おか ざき し

次岡 崎 市 食育推進計画（以下「第3次計画」とい

「給食センター探検隊」での大釜調理疑似体験

う。
）のシンボルプロジェクトです。第3次計画で
定める取組について、市民への分かりやすい浸透を

食育推進運動の展開

み か わ べん

目的に、三河弁の「やろまい」の「や」にかけて8
わ

つのプロジェクトに整理しました。「食育の環 プロ
ジェクト（8→∞）
」はその一つです。食に関わる
多様な関係者がつながり、協働して食育を推進する
わ

、生涯にわたって豊かな食生活を実現
「関係者の環」
し、健康に暮らしていくためにそれぞ

店頭で PR「野菜を食べよう大作戦！」

れのライフステージに応じた取組を意
識し、自らが学び、実践したことを次
世代へ伝える「ライフステージ・継承
わ

の環 」を掲げ、包括的な食育活動に取
り組んでいます。単発の食育講座等の
イベントで終わることなく、食べ物の
供給側である給食事業者や企業・団体

「まめ吉」、「給食戦隊ツクルンジャー」等による食育ショー

等との協働により、いつでも（日常）、だれでも（幅広い年齢層）、どこでも（家、学校・保育
所、お店等）、市民が食育に参画できる仕組みづくりを行っています。
今後も、全市民が食育をより身近に感じ、楽しく学び、参加できるような取組を実施し、幼
少期からの食と農の体験機会の提供や食育に関心の低い世代へのアプローチにより、活動の裾
野を広げ、実践・定着へつなげていきたいと考えています。そして、これまで以上に関係団体
や企業、ボランティア、市民との協働の内容や範囲を広げ、市民が気軽に参画し、生涯にわた
り食と健康、環境に優しい暮らしを実現できる持続可能な活動へと発展させていきます。
1

Smart Wellness City（スマートウエルネスシティ）は、株式会社つくばウエルネスリサーチの

登録商標。そこに暮らすことで「健幸になれるまち Smart Wellness City（スマートウエルネスシ

ティ）
」の実現のためには健康増進インセンティブによる住民の行動変容促進等、4つの要素が重要。
おかざき し

岡崎市は平成 29（2017）年9月に SWC 首長研究会に加盟
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