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●第４次食育推進基本計画では、2025年度までに、１日当たりの野菜摂取量の平均値を350g以上、果
物摂取量※100g未満の者の割合を30％以下とすることを新たに目標として設定しています。

●「令和元年国民健康・栄養調査」によると、野菜類摂取量は280.5g、果実類摂取量は100.2gとなって
います。また、果物摂取量100g未満の者の割合は61.6%です。

●野菜の摂取量は20～40歳代、果実の摂取量は20～50歳代で特に少なくなっており、平均値を下げて
いる原因と考えられます。

●足立区では、地域内の飲食店等で野菜摂取量を増やす取組を実施しており、厚生労働省では、この取
組を「健康寿命のばそう！アワード」において表彰し、全国に横展開することで、野菜摂取量増加に向け
た取組を推進しています。

●農林水産省では、野菜や果実の摂取量を増やす取組として、「野菜を食べようプロジェクト」や「毎日く
だもの200グラム運動」を行っているほか、外食等で扱いやすい果実加工品の安定供給に向けた取組
を推進しています。

　

健康寿命の延伸につながる食育

地域での食育の推進地域での食育の推進

学校・保育所等での食育の推進

●保育所、幼稚園、認定こども園では、「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども
園教育・保育要領」に基づいて、教育や保育の活動の一環として、計画的に食育の取組が実施されてい
ます。

就学前の子供に対する食育
　

●食材という「もの」に対する子供の向き合い方が変わることで、「ひと（人間関係）」や
「こと（活動）」に対しても変容が見られるのではないかと仮説を立て、教育・保育を実践
しています。

●子供たちが興味を持つような手作り教材を使った取組や、給食のフキの筋取りなどを子
供たちが行う体験を通して、食材との距離が縮まり、食べることへの意識が高まる姿が
見られるようになりました。

●また、食べる楽しさや喜びを感じることが、園生活全体の充実や子供たちの自信にもつ
ながっており、様々な遊びや友達に自ら興味や関心を持って関わろうとするようになりま
した。

事例 「偏食からのはじめの一歩」プロジェクト
～子供たちの「もの」「ひと」「こと」に関わる力の変容をめざして

認定こども園　武庫愛の園幼稚園（兵庫県）

フキの筋取りのお手伝い
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●厚生労働省では、2020年４月から５月の緊急事態宣言下及びその前後におけ
る児童・生徒（小学５年生、中学２年生）とその保護者の栄養・食生活の変化に
影響する要因の把握を目的に調査を行いました。

●その結果、世帯所得が高い群と比較して、所得が低い群では、緊急事態宣言後
は感染拡大前よりも、食事を作る時間や心の余裕が少なくなり、食材や食事を
選んで買う経済的余裕が少なくなったと回答した保護者の割合が多いことが
明らかになりました。

●また、緊急事態宣言下では、所得が低い群、保護者の食事準備に対する知識・
態度・スキルの合計点が低い群において、肉・魚・卵及び野菜のそれぞれを１日
２回以上摂取している子供の割合が少ないことが明らかになりました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
踏まえた調査研究

コ ムラ
●世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物等の需要増加、気候

変動の影響等により、中長期的には逼迫が懸念されます。また、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大やロシアによるウクライナ侵略等による食料供給に対
する懸念も生じています。

●例えば小麦の国際価格は、北米での高温乾燥による不作等に、ロシアによるウ
クライナ侵略が重なり、2022年３月に過去最高値を記録しました。国内におけ
る食料の消費者物価指数も、2021年後半以降上昇傾向で推移しています。

●農林水産省では、食料安全保障の確立への理解を深めるよう、食料需給に関
する情報の収集・分析と消費者等への情報発信を強化しています。

我が国の食料安全保障をめぐる状況コ ムラ

緊急事態宣言下及び前後における児童・生徒の肉・魚・卵及び野菜のそれぞれを１日２回以上
食べている者の割合（保護者の食事準備に対する知識・態度・スキルの合計得点の四分位別）

※1点(全くわからない)～５点(よくわかる)とし、７項目の得点を合計した(7点～35点)。
　得点が高いほど、良好であることを示す。

21点以下

22-25点

26-29点

30点以上

地域での食育の推進

緊急事態宣言下及び前後における児童・生徒の肉・魚・卵及び野菜のそれぞれを１日２回以上
食べている者の割合（世帯所得四分位別）
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資料：令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
　　「新型コロナウイルス感染症流行前後における親子の栄養・食生活の変化及びその要因の解明のための研究」

資料：総務省「消費者物価指数」（令和2（2020）年基準）を基に農林水産省作成
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●毎年６月の「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すよう、各地で様々な取組が行われています。

●また、農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により対面での食育活動が困難となった
人や、デジタル化に対応した食育を今後実践してみたいと考えている個人・グループをターゲットとして

「デジタル食育ガイドブック」を作成しました。

●2021年６月の「食育月間」には、「第16回食育推進全国大会inいわて」をオンラインで
開催し、岩手県産食材を使った料理教室、復興支援への感謝を発信する「岩手おもてな
し中継」等を配信しました。

●また、「食育月間セミナー」をオンラインで開催し、「新たな日常」における食育の体験活
動やオンライン体験の可能性について、先進事例の紹介やパネルディスカッションを実
施しました。

食育推進運動の展開

「食育月間」の取組
～「第16回食育推進全国大会inいわて」、「食育月間セミナー」を
    通じた食育の普及啓発～

コ ムラ

岩手おもてなし中継
の様子

中学生・高校生向けのワークショップ

「三色バランスの簡単おにぎらず」

地域での食育の推進

第5回食育活動表彰 受賞事例

●食育の取組が全国で展開していくことを目的として、「食育活動表彰」を始め、各種の表彰を実施して
います。

❶「ZENB initiative」を通じた、食にまつわる環境意識や健康意識を高める活動
   ～植物を可能な限りまるごといただく～

❷親子の食育で健康寿命延伸へチャレンジ！こども食育レッスン１・２・３♪

●年長児とその保護者が、三色食品群※について、ゲームなどを通じて学んだ後、「三色バランスの簡単
おにぎらず」を調理する取組を行っています。

●2020年度のアンケート結果では、「三色食品群について家庭で話す」と回答した保護者の割合が
レッスン前と比較して約6倍に増えるなど、親子の食への関心を高めることができま した。

●株式会社Mizkan Holdingsでは、「おいしさ」、
「健康」、「サステナビリティ」の３つの視点で食の
未来を考える活動を2018年11月から実施して
います。

●2019年には、「フードロスを減らすには？～10
代と考える10年後の食の未来～」をテーマに中
学生・高校生向けのワークショップを実施しまし
た。野菜の皮や芯まで丸ごと食べられる商品を
ヒットさせるための方法を考えるなど、若い世代
に食における環境負荷の低減という視点を提示
しました。

株式会社Mizkan Holdings（東京都）

青森市食生活改善推進員会（青森県）

ワン ツー スリー

ゼンブ 　      イニシアティブ

※食品を、栄養素の働きから、体をつくるもとになる
「赤」、エネルギーのもとになる 「黄」、体の調子を
整えるもとになる「緑」の3つのグループに分けた
もの

デジタル食育ガイドブック
https://www.maff.go.jp/j/
syokuiku/network/movie/
index.html

もっと詳しく知りたいときは

「第5回食育活動表彰事例集」
https://www.maff.go.jp/j/
syokuiku/hyousyo/5th/
result.html
#5jirei

その他の受賞事例を知りたいときは
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