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1 食育基本法
「食育基本法」（平成17年法律第63号）は、食育に関し、基本理念を定め、国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることによ
り、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化
的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成17（2005）
年６月に公布され、同年７月に施行されました（図表１）。

同法においては、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべ
きものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力
を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められ
ています。

また、食育の推進に当たっては、国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、「食」 
に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健
康を増進する健全な食生活を実践することが重要とされています。

さらに、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、「食」に関わる人々の
様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければな
らないと定められています。

図表1 食育基本法の概要

食育基本法の概要
1．目的
国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進し、施策を総合的かつ

計画的に推進すること等を目的とする。
2．関係者の責務等
（1）�基本理念及び国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、国民等の

責務を定める。
（2）政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書を提出する。
3．食育推進基本計画等
（1）食育推進会議は、以下の事項について食育推進基本計画を作成する。
①食育の推進に関する施策についての基本的な方針
②食育の推進の目標に関する事項
③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
④施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

（2）都道府県は都道府県食育推進計画、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努める。
4．基本的施策
（1）家庭における食育の推進
（2）学校、保育所等における食育の推進
（3）地域における食生活の改善のための取組の推進
（4）食育推進運動の展開
（5）生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
（6）食文化の継承のための活動への支援等
（7）食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
5．食育推進会議等
（1）�農林水産省に食育推進会議を置き、会長（農林水産大臣）及び委員（関係大臣、有識者）

25人以内で組織する。
（2）都道府県は都道府県食育推進会議、市町村は市町村食育推進会議を置くことができる。

食育推進施策の基本的枠組みはじめに
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2 食育推進基本計画
「食育基本法」では、農林水産省に設置される食育推進会議において、食育推進基本計画

（以下「基本計画」という。）を作成することと定められています（第16条）。
これに基づき、令和３（2021）年３月には、それまでの食育に関する取組の成果と課題を

踏まえ、「第４次食育推進基本計画」（以下「第４次基本計画」という。）が決定されました。
この第４次基本計画は、令和３（2021）年度からおおむね５年間を対象とし、食育の推進に
当たっての基本的な方針や目標を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取
り組むべき施策等を提示しています。

基本的な方針としては、３つの重点事項（（１）生涯を通じた心身の健康を支える食育の推
進、（２）持続可能な食を支える食育の推進、（３）「新たな日常」やデジタル化に対応した食
育の推進）が定められています（図表２）。

図表2 第4次食育推進基本計画（概要）

第4次食育推進基本計画（概要）
（令和3（2021）年度からおおむね5年間）

第1　�食育の推進に関する施策についての基本的
な方針

1．重点事項
（1）�生涯を通じた心身の健康を支える食育の推

進
（2）持続可能な食を支える食育の推進
（3）�「新たな日常」やデジタル化に対応した食育

の推進
2．基本的な取組方針
（1）国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
（2）食に関する感謝の念と理解
（3）食育推進運動の展開
（4）�子供の食育における保護者、教育関係者等

の役割
（5）食に関する体験活動と食育推進活動の実践
（6）�我が国の伝統的な食文化、環境と調和した

生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食
料自給率の向上への貢献

（7）食品の安全性の確保等における食育の役割
第2　食育の推進の目標に関する事項
1．目標の考え方
国民運動として食育を推進するにふさわしい
定量的な目標値を設定

2．食育の推進に当たっての目標
（1）食育に関心を持っている国民を増やす
（2）�朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」

の回数を増やす
（3）�地域等で共食したいと思う人が共食する割

合を増やす
（4）朝食を欠食する国民を減らす
（5）�学校給食における地場産物を活用した取組

等を増やす
（6）�栄養バランスに配慮した食生活を実践する

国民を増やす
（7）�生活習慣病の予防や改善のために、ふだん

から適正体重の維持や減塩等に気をつけた
食生活を実践する国民を増やす

（8）ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす
（9）�食育の推進に関わるボランティアの数を増

やす
（10）農林漁業体験を経験した国民を増やす
（11）�産地や生産者を意識して農林水産物・食品

を選ぶ国民を増やす
（12）�環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国

民を増やす
（13）�食品ロス削減のために何らかの行動をして

いる国民を増やす
（14）�地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料

理や作法等を継承し、伝えている国民を増
やす

（15）�食品の安全性について基礎的な知識を持ち、
自ら判断する国民を増やす

（16）�推進計画を作成・実施している市町村を増
やす

第3　食育の総合的な促進に関する事項
1．家庭における食育の推進
2．学校、保育所等における食育の推進
3．地域における食育の推進
4．食育推進運動の展開
5．�生産者と消費者との交流の促進、環境と調和
のとれた農林漁業の活性化等

6．食文化の継承のための活動への支援等
7．�食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

第4　�食育の推進に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項

1．多様な関係者の連携・協働の強化
2．�地方公共団体による推進計画に基づく施策の
促進とフォローアップ

3．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
4．�推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置
の効率的・重点的運用

5．基本計画の見直し
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3 食育に関する施策の推進体制
農林水産省は、基本計画の作成及び推進に関する事務を担っています1。そして、食品安全委

員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省等の関係府省庁等との連携を図りながら、政府とし
て一体的に食育の推進に取り組んでいます。

国、地方公共団体による取組とともに、地域においては、学校、保育所等、農林漁業者、食
品関連事業者、ボランティア等の様々な立場の関係者の緊密な連携・協働の下、食育を国民運
動として推進しています（図表３）。

図表3 食育推進体制

1　平成27（2015）年９月に公布、平成28（2016）年４月に施行された「内閣の重要政策に関する総合調
整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第66号）によ
り、内閣府で担当していた基本計画の作成及び推進に関する事務は、平成28（2016）年４月１日に全て農
林水産省に移管
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新型コロナウイルス感染症（以下本項において「感染症」という。）による影響は、人々の
生命や生活のみならず、行動・意識・価値観にまで波及しました。接触機会低減のためのテレ
ワークの増加、出張機会の減少等により、在宅時間が増加するとともに、外出の自粛等により
飲食業が甚大な影響を受けるなど、我が国の農林水産業や食品産業にも様々な影響を与えまし
た。また、在宅時間や家族で食を考える機会が増えることで、食を見つめ直す契機にもなって
おり、家庭での食育の重要性が高まっています。

ここでは、感染症による影響が長期化する中での国民の意識等の変化や、感染拡大の状況に
応じた関係省庁における取組に加え、子供宅食における食育活動やオンラインを用いた食育の
事例について紹介します。

1 共食に対する考え方や行動の変化 
～「食育に関する意識調査」から見た新型コロナウイルス感染症の影響～

農林水産省が実施した「食育に関する意識調査」によると、地域や所属コミュニティー（職
場等を含む。）での食事会等の機会があれば「参加したいと思う」（「とてもそう思う」又は「そ
う思う」）と回答した人の割合は、令和元（2019）年度は43.3％であったのに対して、令和
２（2020）年度は30.8％、令和３（2021）年度は36.7％でした（図表1-1-1）。

また、「参加したいと思う」と回答した人のうち、過去１年間に食事会等に「参加した」と
回答した人の割合は、令和元（2019）年度及び令和２（2020）年度は70％を超えていたも
のの、令和３（2021）年度は42.7％と大幅に減少しました（図表1-1-2）。

令和２（2020）年度から調査方法を変更したため、単純に比較することはできませんが、
感染症の感染拡大下において、共食に対する人々の考え方や行動に変化が見られたことがうか
がえます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大と食育第1部

図表1-1-1 地域等で共食したいと思う人の
割合の推移

43.3
30.8 36.7

0
20
40
60
80
100

令和元
（2019）
（1,721人）

（年度）2
（2020）
（2,395人）

3
（2021）
（2,447人）

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」
注：１）�地域や所属コミュニティー（職場等を含む。）での食

事会等の機会があれば「参加したいと思う」（「とても
そう思う」又は「そう思う」）と回答した人の割合

　　２）設問への回答者数を（　）内に記載
　　３）�令和２（2020）、令和３（2021）年度調査については、

設問の冒頭に「新型コロナウイルス感染症の感染防止
対策が十分にとられているという前提でお伺いしま
す。」との文言を追記している。

　　４）�令和元（2019）年度は「調査員による個別面接聴取」、
令和２（2020）、令和３（2021）年度調査は「郵送及
びインターネットを用いた自記式」で実施

図表1-1-2 地域等で共食したいと思う人が
共食する割合の推移

73.4

42.7

0
20
40
60
80
100

令和元
（2019）
（745人）

（年度）2
（2020）
（738人）

3
（2021）
（899人）

（％）

70.7

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」
注：１）�地域や所属コミュニティー（職場等を含む。）での食

事会等の機会があれば「参加したいと思う」（「とても
そう思う」又は「そう思う」）と回答した人のうち、
過去１年間に「参加した」と回答した人の割合

　　２）設問への回答者数を（　）内に記載
　　３）�令和２（2020）、令和３（2021）年度調査については、

設問の冒頭に「新型コロナウイルス感染症の感染防止
対策が十分にとられているという前提でお伺いしま
す。」との文言を追記している。

　　４）�令和元（2019）年度は「調査員による個別面接聴取」、
令和２（2020）、令和３（2021）年度調査は「郵送及
びインターネットを用いた自記式」で実施
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2 関係省庁における取組 
～家庭での食育や子供食堂等への支援、デジタル化に対応した食育の推進等～

感染症による影響が長期化する中で、関係省庁においては、学校等の臨時休業等の際に生じ
る未利用食品の利用を促進する取組、家庭での食生活改善の重要性を普及・啓発するための
ツールの作成、子供食堂・子供宅食やフードバンク等への支援、デジタル化に対応した食育の
推進等を実施しました。

（文部科学省、厚生労働省、農林水産省　学校等の臨時休業等の際に生じる未利用食品の利用促進）
文部科学省、厚生労働省及び農林水産省は、オミクロン株の感染拡大に伴う小学校、中学校

等の臨時休業等により、学校給食で使用される予定であった食品が未利用となり、やむを得ず
廃棄されることが懸念されたため、地域の実情に応じながら、学校における未利用食品の利用
促進等に取り組めるよう、教育委員会が他部署等と連携し、未利用食品をフードバンクや社会
福祉施設等へ提供した取組事例等を示した事務連絡を令和４（2022）年２月に連名で発出し
ました。

（文部科学省　給食実施に当たっての留意点等を記した衛生管理マニュアルの作成）
文部科学省では、学校の衛生管理に関するより具体的な事項について、学校の参考となるよ

う、令和２（2020）年に「学校における新型コロナウイルス感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、情勢等を鑑みながら改訂を行っています。本
マニュアルにおいて、学校給食は児童生徒の健やかな育ちを支える重要な機能である一方、感
染のリスクが高い活動でもあるため、給食を実施するに当たっての留意点等を記しています。
また、地域の感染レベルに応じた学校給食の提供方法についても例示しています。

（厚生労働省　家庭での食生活改善の重要性を普及・啓発するためのツール作成）
感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により、自宅で食事をとる機会が増加したことから、厚

生労働省では、毎年９月に実施している食生活改善普及運動において、家庭での食生活改善の
重要性を普及啓発するためのツールを作成し、ウェブサイトに掲載するとともに、地方公共団
体や関係団体等に周知しました（第２部第３章第２節１「健康寿命の延伸につながる食育の推
進」参照）。また、「おうち時間」が「健康づくり」のきっかけになるよう、感染症の感染拡大
下での「新・健康生活」におけるポイントを紹介したリーフレットを作成し、厚生労働省ウェ
ブサイトに掲載しました。

食生活改善普及運動　普及啓発ツール
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（農林水産省　感染症の影響を受けた国産農林水産物等の学校給食や子供食堂等への提供を支援）
農林水産省は、「国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業」により、感染症の感染拡大に

よる外食需要の減少等の影響を受け、在庫の滞留等が生じた国産農林水産物等を学校給食や子
供食堂、子供宅食等へ提供する際の食材調達費や輸送費、インターネット販売を行う際の送料
等への支援を行いました。例えば愛知県では、感染症の感染拡大による需要減少の影響を受け
在庫が増加していた「名

な
古
ご

屋
や

コーチン」が、親子丼やひきずり鍋1などとして、県内の小・中
学校で学校給食として提供されました。提供時には、「名古屋コーチン」の特徴や歴史等を紹
介したパンフレットを配布し、子供たちからは「初めて食べたが美味しかった。」、「地元の特
産品や地産地消について考える機会になった。」などの感想がありました。

提供された給食を食べる子供たち「名古屋コーチン」の説明資料

（農林水産省　フードバンクへの支援強化）
令和３（2021）年は、感染症対策に伴う緊急事態宣言や営業自粛等に伴い食品関連事業者

において活用できなくなった未利用食品が、やむを得ず廃棄されることが懸念されました。こ
のような状況を踏まえ、令和２（2020）年３月から行っていた、食品関連事業者がフードバ
ンクに寄附することを希望する未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対してこれ
らの情報を一斉に発信する取組を、令和３（2021）年も継続して行いました。この取組によ
り、感染症対策に伴って食品関連事業者から発生する未利用食品のフードバンクへの寄附を促
進しました。また、令和３（2021）年３月から12月までの間、緊急事態宣言の再発令の影響
を踏まえた緊急対策として、フードバンクに対して、子供食堂等向けの食品の受入れ、提供を
拡大するために必要となる経費を支援しました。

（農林水産省　子供食堂や子供宅食等に対する政府備蓄米の無償交付）
令和２（2020）年度に引き続き、子供食堂や子供宅食等における食育の一環として使用で

きるよう、政府備蓄米の無償交付を行いました。この、子供食堂等での食育の取組を支援する
ため、農林水産省のウェブサイトでごはん食や食育に関する啓発資料（チラシ、パンフレット
等）を掲載しています。

1　鶏肉を使ったすき焼きのこと（農林水産省：うちの郷土料理「かしわのひきずり」https://www.
maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/kashiwanohikizuri_aichi.html）
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（農林水産省　「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進）
農林水産省では、「新たな日常」における食育体験やオンライン体験の可能性について考え

るセミナーとして、令和３（2021）年２月に「食育推進フォーラム2021 新しい時代の食育
を考える ～コロナ時代の食育とは～」、令和３（2021）年６月に「令和３年度食育月間セミ
ナー ～「新たな日常」でも実践！持続可能な食を支える食育の推進～」を開催し、先進事例
紹介やパネルディスカッションを実施しました。また、令和２（2020）年度は、感染症の発
生状況を踏まえ、食育推進全国大会の開催を中止しましたが、令和３（2021）年度は、岩手
県において令和３（2021）年６月26日、27日に「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ました。

さらに、令和３（2021）年度は、「こども霞が関見学デー1」の一環として公開されたウェブ
サイト「マフ塾」にて、食育に関するコンテンツ「おうち時間で 学ぼう♪ 調べてみよう♪ 
作ってみよう♪」として、かまどでごはんを炊く様子や、うがい薬を使ってビタミンCが多
い野菜や果物を調べる様子の動画等を掲載しました。

くわえて、「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進に向けて、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た「デジタル食育ガイドブック」を作成しま
した。

マフ塾（農林水産省）
URL：�https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2021/index.html

デジタル食育ガイドブック（農林水産省）
URL：�https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/movie/index.html

1　文部科学省をはじめとした府省庁等が連携して、業務説明や省内見学などを行うことにより、親子の
触れ合いを深め、子供たちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に
対する理解を深めてもらうことを目的として実施するもの
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近年、支援を必要とする子育て家庭に定期的に食材を届ける子供宅食の取組が広がりつつあ
り、平成30（2018）年には一般社団法人こども宅食応援団が立ち上がりました。こども宅食
応援団では、ウェブサイトを活用した情報発信等による子供宅食の普及や活動支援に取り組ん
でいます。
農林水産省では以前から、学校給食におけるごはん食の拡大を支援するため、政府備蓄米を

無償交付する取組を行ってきましたが、令和２（2020）年度から、子供食堂や子供宅食にお
いて食育の一環としてごはん食を提供する取組に対しても交付を開始しました。各地の子供宅
食実施団体では、政府備蓄米を各家庭に届ける中で、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取
組を行っています。
長野県長

なが
野
の
市
し
で活動する「こども宅食えんまる便」

は、長野県立大学健康発達学部食健康学科の学生に協
力を依頼し、学生が作成したレシピと手紙を米と一緒
に子育て家庭に届けました。家庭によっては、食材が
届いても調理の仕方が分からず、使用できないことが
あるため、簡単に作れるレシピも同封することで、料
理が苦手な人でもすぐに調理ができるように工夫しま
した。
徳島県徳

とく
島
しま
市
し
で活動する「クレエール子ども食堂宅

食便」では、200軒の子育て家庭に米や手作り弁当
などを届けており、米を届ける際には米の研ぎ方、炊
き方、米を使ったレシピを同封しました。定期的に子
供料理教室も開催しています。また、子供宅食の活動
とは別に、令和元（2019）年6月と令和３（2021）
年6月には、「おにぎりキッズ大会」を行いました。
大学生のボランティアに協力してもらい、いろいろな
おにぎりの材料を揃え、子供たちに好きな具材を選ばせたり、おにぎりの握り方を教えたりし
て、オリジナルのおにぎりを作り、みんなで一緒に楽しく食べました。子供たちの笑顔や喜ん
でお礼を言いながら帰る姿を見て、支援者も心地よい達成感を感じることができました。

学生が作成したレシピ

クレエール子ども食堂に届いた政府備蓄米

「おにぎりキッズ大会」の様子おにぎりをのせたクレエール子ども食堂お子様セット

子供宅食における食育活動
一般社団法人こども宅食応援団（東京都）、こども宅食えんまる便（長野県）、

クレエール子ども食堂宅食便（徳島県）

事 

例
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埼玉県秩
ちち
父
ぶ
郡
ぐん
小
お
鹿
が
野
の
町
まち
の吉田牧場では、乳牛約80頭を飼育しており、生産する生乳のほと

んどが地域の小・中学校の学校給食に提供されています。また、生乳を生産するだけでなく、
酪農教育ファーム1の活動にも力を入れており、酪農教育ファーム認証牧場2として、子供たち
に、酪農体験の場を提供するとともに、学校に出向く出前授業等を実施してきました。酪農体
験には、年間約500名の子供たちが参加し、牛への餌やりや牛舎の掃除、牛の乳搾り、アイス
クリーム作り等を体験していました。しかし、感染症の感染拡大の影響により、こうした活動
を行うことが困難となりました。この状況を打破するため、学校に協力をお願いして令和２
（2020）年９月頃から、オンライン酪農体験授業の取組を開始しました。
オンライン酪農体験授業では、事前に、吉田牧場がオリジナルで作成した紙芝居「牛の一

生」、「牛のからだ」、「人間と牛とのかかわり」を使った授業を学校の先生が行ったり、子供た
ちからの質問を受け付けてメールでやり取りすることで、子供たちの酪農への興味を高めます。
その後、牧場と教室をオンラインでつなぎ、牧場内の様子や、子牛に牛乳を飲ませたり、牛の
乳搾りをする様子を見せると、教室は大いに盛り上がります。映像で見てもらうだけでなく、
実物大の牛が描かれた布や、牛が実際に食べている餌を教室に用意することで、五感を使って
子供たちに牧場の様子を少しでも体感してもらいます。すると、子供たちからは、「牧場に行っ
てみたい！」、「やってみたい！」といった声が自然に上がってきます。子供たちとのコミュニ
ケーションも大事にしており、一人一人からの質問に答える時間も設けます。例えば、「乳牛
としての役目を終えた牛の肉を食べることは悲しくないか。」という質問に対し、「悲しいけれ
ど、食べられずに捨てられてしまうことが一番残念なので、「ありがとう」という気持ちを持っ
て食べる。」と回答するなど、命を感謝の気持ちを持って残さずに頂くことの大切さを伝えま
す。そして、感染拡大の状況が落ち着いたら牧場に遊びに来てほしいと呼び掛け、授業を締め
くくります。授業の後は、授業中に答え切れなかった子供たちからの質問をメールで受け付け
ることで、子供たちの酪農への関心を絶やさないようにします。
始めたばかりの取組であるため、試行錯誤しながらの授業ではありますが、「子供たちの気

持ちを牧場につなぎとめたい。」、
「感染拡大が収束したら牧場に
遊びに来てもらいたい。」とい
う思いを持って、これからもオ
ンライン酪農体験授業の取組を
続けていきます。

1　「食やしごと、いのちの学び」をテーマに、主に学校や教育現場等と連携して行う、酪農に係る作業等を
通じた教育活動を行う牧場等のこと。一般社団法人中央酪農会議ウェブサイト参照：https://www.dairy.
co.jp/edf/gaiyo.html
2　酪農教育ファーム推進委員会（日本における酪農教育ファームの推進を目指し、一般社団法人中央酪農
会議の提唱により、教育関係者と酪農関係者の協力を得て設立された団体）が定めた認証規程に基づき、安
全・衛生対策等をクリアして認証を受けた牧場等のこと。一般社団法人中央酪農会議ウェブサイト参照：
https://www.dairy.co.jp/edf/sikumi.html

牧場と学校が連携したオンライン酪農体験授業の取組
吉田牧場（埼玉県）

事 

例

授業の様子 実物大の牛が描かれた布
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1 食生活と環境との関連
近年、日本各地のみならず世界各国で異常気象に伴う自然災害が頻発するなど、地球規模の

気候変動の影響が顕在化しており、自然災害による農林漁業への被害も深刻なものとなってい
ます。また、海洋プラスチックごみ汚染、生物多様性の損失など私たちの健全な食生活を脅か
しかねない問題に直面しています。

それらの問題には私たち人間の生活が関係しており、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）の第6次評価報告書第1作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を
温暖化させてきたことには疑う余地がない。」と評価されました。IPCCが令和元（2019）年
に作成した「気候変動と土地：気候変動、砂
漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食
料安全保障及び陸域生態系における温室効果
ガスフラックスに関するIPCC特別報告書」

（以下「土地関係特別報告書」という。）によ
ると、世界の食料システム1からの温室効果
ガス 2 排出量は人為起源の総排出量の21～
37％を占めると推定されています。その内
訳は、農業由来が10～14％、土地利用変化
由来が5～14％、農地外が5～10％です3。
また、日本の温室効果ガス排出量を消費ベー
スで見ると、全体の約1割が食によるもので
あるという報告もあります（図表1-2-1）。4

一方、土地関係特別報告書では、植物性の
食品や温室効果ガス排出量の少ないシステム
において生産された動物性の食品を組み合わ
せたバランスのとれた食生活等を実践するこ
とにより、温室効果ガスを令和32（2050）
年までに追加対策なし（BAU）の場合の予
測（BAU（Business As Usual）予測）5と

1　土地関係特別報告書においては、「食料の生産、加工、流通、調理及び消費に関連するすべての要素
（環境、人々、投入資源、プロセス、インフラ、組織など）及び活動、並びに世界レベルにおける社会経済
的及び環境面の成果を含む、これらの活動の成果」と定義されている。

2　二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）など、地球温暖化の原因である可能性が
極めて高いと考えられているもの

3　農業由来は農地内の作物と家畜の活動、土地利用変化由来は農業に関連した土地利用及び土地利用変
化動態、農地外は農業、林業及びその他の土地利用（AFOLU）セクターに含まれない活動起源であり、主
にエネルギー（例：穀物の乾燥）、輸送（例：国際貿易）及び産業（例：無機肥料の合成）といった食料シ
ステムの一部に由来し、農業生産活動（例：温室での暖房）、生産・製造前（例：農地投入物の製造）及び
生産・製造後（例：農業食品加工）の活動を含む。

4　温室効果ガスの排出量をCO2に換算
5　「BAU予測」とは、既に施行、立法化あるいは採択されている以上の追加対策がなされない場合の排
出予測のことを指す。

食と環境の調和
第1部

特集

図表1-2-1 消費ベースでの日本のライフサイ
クル温室効果ガス排出量

資料：�南斉規介（2019）産業連関表による環境負荷原単位デー
タブック（3EID）（国立環境研究所）、Nansai�et�al.�
（2020）�Resources,�Conservation�&�Recycling�152�
104525、総務省（2015）平成27年産業連関表に基づ
き国立環境研究所及び地球環境戦略研究機関（IGES）に
て推計

注：�各項目は、我が国で消費・固定資本形成される製品・サー
ビス毎のライフサイクル（資源の採取、素材の加工、製品
の製造、流通、小売、使用、廃棄）において生じる温室効
果ガス排出量（カーボンフットプリント4）を算定し、合
算したもの（国内の生産ベースの直接排出量と一致しな
い。）。また、農業や森林による吸収分は含まれていない。
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比較して世界全体で７～80億トン1／年緩和できる可能性があると推定されています。また、
食品ロス及び廃棄の削減は、温室効果ガス排出量を削減し、食料生産に必要な土地面積の減少
を通じた適応に寄与し得るとされており、食品ロス及び廃棄を削減し、食生活における選択に
影響を与える政策を含む、食料システム全体にわたる政策は、より持続可能な土地利用管理、
食料安全保障の強化及び低排出シナリオを可能とするとされています。

くわえて、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学−政策プラットフォーム
（IPBES）が令和元（2019）年に公表した報告書では、人間活動の影響により、地球全体でか
つてない規模で多量の種が絶滅の危機に瀕している、栽培植物と家畜の在来種が全世界で失わ
れつつあり、遺伝的多様性を含む多様性の消失は、世界の食料安全保障にとって重大な脅威に
なる、としています。そして、食料安全保障及び生物多様性の保全と持続可能な利用の両立を
促す策として、食品廃棄の防止、持続可能で健康な食品選択の促進等を挙げています。

SDGs（持続可能な開発目標）2において、「目標2．飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄
養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標12．持続可能な生産消費形態を確保す
る」等が掲げられています。また、国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続
可能な環境が不可欠であり、第4次基本計画では、そうした考え方を踏まえ、「持続可能な食
を支える食育の推進」を重点事項の一つとし、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮
した食育を推進することとしています。

また、令和3（2021）年5月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」にお
いても、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取
組と環境負荷軽減のイノベーションを推進することとしており、消費段階における具体的な取
組の一つとして、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進を挙げています（コラム

「みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーショ
ンで実現～」参照）。これは、「食育基本法」の前文に記されている「都市と農山漁村の共生・
対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊
かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率
の向上に寄与することが期待されている。」にも通じるものです。

第4次基本計画と「みどりの食料システム戦略」とがあいまって、多面的に食育を推進する
ことにより、持続可能な食に対する国民の理解や関心が一層高まることが期待されます。国民
が、自分たちの食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮した農林水産
物・食品を選ぶなど、環境に配慮して行動できるようになることは、持続可能な食料システム
の構築にもつながっていくものと考えられます。

本特集では、地球環境問題に対する国民の関心や、ふだんの食生活における環境に配慮した
行動の実践状況等、各種調査の結果から見えてくる課題を整理するとともに、環境と調和のと
れた持続可能な食料生産とその消費に配慮した食育に取り組んでいる事例を紹介します。

1　温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の排出量に換算した数値
2　平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記
載された、令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のター
ゲットから構成される。
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コラム 気候変動が食料生産に及ぼす影響

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第6次評価報告書第2作業部会報告書では、人
為起源の気候変動により、自然の気候変動の範囲を超えて、自然や人間に対して広範囲にわた
る悪影響とそれに関連した損失と損害を引き起こしている、と初めて明記されました。そして、
地球温暖化が進行すると、さらに多くの自然と人間のシステムが適応の限界に達することなど
も示されました。食料問題に関しては、極端現象の頻度と強度の増大を始めとした気候変動が、
食料及び水の安全保障を脅かし、SDGsを達成するための取組を妨げていることなどが示唆さ
れています。また、例えば、健康と食料生産に対するリスクについて、暑熱や干ばつによる食
料生産の突然の損失及び暑熱による労働生産性の低下が相互に作用し、それぞれ悪化すると
いったことが示唆されています。

我が国においては、平成30（2018）年に施行された「気候変動適応法」（平成30年法律第
50号）に基づき、令和2（2020）年12月に「気候変動影響評価報告書」が作成・公表され
ました。同報告書では気候変動が日本に与える影響について、7つの分野（農業・林業・水産
業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都
市生活）で評価が行われました。

同報告書では、農業・林業・水産業において、気候変動は作物の生育や栽培適地の変化、病
害虫・雑草の発生量や分布域の拡大、家畜の成長や繁殖、人工林の成長、水産資源の分布や生
残に影響を及ぼし、食料や木材の供給や農業・林業・水産業に従事する人々の収入や生産方法
に影響を及ぼすとされています。また、こうした影響は、商業、流通業、国際貿易等にも波及
することから、経済活動に及ぼす影響は大きいと述べられています。現在の状況について、気
温上昇や降水の時空間分布の変化等による作物の品質や収量の低下が多くの品目で生じている
こと、スルメイカやサンマ等の回遊性魚介類の分布域の変化と、それに伴う加工業や流通業へ
の影響が生じていること等が報告されました。また、世界では、気候変動により主要穀物の平
均収量が減少していること等が報告されており、干ばつなど異常気象による収量減少が穀物価
格の高騰の一因になった事例もあるとされました。将来予測される影響としては、水稲、果菜
類、秋播き小麦、暖地生産の大豆、茶などの収量の減少、ブドウの着色度の低下、家畜の成長
の低下、日本周辺海域におけるマイワシ、ブリ、サンマの分布域の変化等が予測されています。
また、世界全体では、コメ、小麦、大豆、トウモロコシの収量を減少させることが多数の文献
を調査した研究で確認されています。

この報告書を踏まえ、令和3（2021）年10月に「気候変動適応計画」（令和3（2021）年
10月22日閣議決定）が改定され、7つの基本戦略の下、関係府省庁が緊密に連携して気候変
動適応を推進することとされました。また、農林水産省においては、同報告書及び「みどりの
食料システム戦略」を踏まえ、農林水産分野についてより具体的な適応に関する計画を定める
ため、「農林水産省気候変動適応計画」を令和3（2021）年10月に改定しました。
「気候変動適応計画」には、国民の基本的役割として、気候変動適応の重要性に対する関心

と理解を深めるよう努めること、国又は地方公共団体が行う気候変動適応に関する施策への協
力が挙げられています。国民がその役割を果たすことができるよう、関係者が協力して情報の
収集、整理、分析を行い、分かりやすく情報発信していくことが重要です。
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コラム
みどりの食料システム戦略～食料・農林水産業の生産
力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の
脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした生産・
消費の変化などの政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、
災害や気候変動に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進していく
必要があります。

さらに、持続的な生産・消費への関心の高まりやESG投資1市場の拡大に加え、諸外国でも
環境や持続性等に関わる戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、このようなSDGsや
環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農林水産業にお
いてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務となっています。
このため、農林水産省では、令和3（2021）年5月に、食料・農林水産業の生産力向上と持
続性の両立をイノベーションで実現する新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」
を策定しました。同戦略では、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流
通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進す
ることとしており、令和32（2050）年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッ
ション化の実現、化学農薬の使用量をリスク換算で50％低減、化学肥料の使用量を30％低減、
耕地面積に占める有機農業の取組面積を25％（100万ha）に拡大、事業系食品ロスの最小化
等、14の目標を掲げています。

本戦略が実践され、革新的な技術・生産体系の社会実装が進んでいくことにより、持続可能
な食料システムが構築され、①我が国の持続的な産業基盤の構築、②国民の豊かな食生活、地
域の雇用・所得拡大、③将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承につながることが期待
されます。

1　環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）を重視した投資

令和32（2050）年までに目指す姿と取組方向
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2 地球環境問題に対する国民の関心
令和2（2020）年度に内閣府が実施した「気候変動に関する世論調査 1」によると、地球の

温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題について「関心がある」又は「あ
る程度関心がある」と回答した人は88.3％と大半を占めていました（図表1-2-2）。

図表1-2-2 地球環境問題に対する関心（年齢階級別）

61.161.1

49.549.5

46.846.8

42.342.3

25.525.5

20.320.3

45.645.6

32.632.6

42.242.2

43.943.9

46.146.1

52.152.1

55.155.1

42.842.8

3.63.6

4.44.4
6.56.5

7.87.8

16.516.5

19.319.3

7.97.9

1.21.2

0.30.3

0.40.4

1.01.0

4.34.3

2.72.7

1.41.4

0 20 40 60 80 100（％）
70歳以上（506人）

60～ 69歳（315人）

50～ 59歳（278人）

40～ 49歳（293人）

30～ 39歳（188人）

18～ 29歳（187人）

全体（1,767人）

関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 全く関心がない 無回答

88.388.3

資料：内閣府「気候変動に関する世論調査」（令和2（2020）年11～12月実施）

また、気候変動が人間生活に与える影響として問題だと思うこととして、「農作物の品質や
収穫量の低下、漁獲量が減少すること」を挙げた人が最も多く、気候変動が食に与える影響を
懸念している人が多いという結果になっています（図表1-2-3）。

図表1-2-3 問題だと思う気候変動の与える影響

1.3
0.6
1.8

37.0
37.7
38.0
42.4
45.0
53.8
64.6
73.9
79.5
83.8

0 20 40 60 80 100
無回答

特に問題はない
その他

水質が悪化すること
渇水が増加すること

デング熱などの蚊を媒介とする感染症が増加すること

生活環境の快適さが損なわれること
熱中症が増加すること

野生生物や植物の生息域が変化すること

洪水、高潮・高波などによる気象災害が増加すること
農作物の品質や収穫量の低下、漁獲量が減少すること

（複数回答可）
全体（1,767人）

（％）

豪雨や暴風による停電や交通まひなどインフラ・ライフラインに被害が出ること

気象災害による工場の被災など社会・経済に被害が発生すること

資料：内閣府「気候変動に関する世論調査」（令和2（2020）年11～12月実施）

1　全国18歳以上を対象に、令和2（2020）年11月から12月に、郵送法で実施
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3 環境に配慮した食生活に対する国民の考え方や実践の状況
第4次基本計画では、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の推進に関連

する目標として、「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす」ことや「環
境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす」こと等を設定しています。令和3

（2021）年度「食育に関する意識調査1」等で明らかになった、国民の考え方や実践の状況は以
下のとおりです。

（1）「食品ロスの削減」に係る国民の考え方や実践の状況
食品ロス問題を放置すると、大量の食べ物が無駄になるだけでなく、環境の悪化や将来的な

人口増加による食料危機にも適切に対応できないことが危惧されます。我が国では、食料及び
飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、本来食べられるにもかかわら
ず廃棄されている食品ロスが、令和元（2019）年度の推計で570万トン発生しています。食
品ロス量は年々減少傾向にありますが、令和2（2020）年の国連世界食糧計画（WFP2）によ
る食料配布量（約420万トン）を上回っています。内訳は、事業系で309万トン、家庭系で
261万トンとなっており、事業者の取組だけでなく、家庭での取組も重要であることが分かり
ます（図表1-2-4、1-2-5）。

図表1-2-4 食品ロス量の推移

食
品
ロ
ス
量
（
万
ト
ン
）

資料：農林水産省及び環境省による推計

1　全国20歳以上を対象に、令和3（2021）年11月から12月に、郵送及びインターネットを用いた自記
式で実施

2　 United Nations World Food Programmeの略
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図表1-2-5 食品廃棄物等の発生状況と割合（概念図）

資料：農林水産省及び環境省による推計

令和12（2030）年までに飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能
な農業を促進するというSDGsの目標を達成するために、食品ロスの削減は、国際的にも重要
な課題です。国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要性について認識を深め、自ら主
体的に取り組むことが不可欠であり、第3次基本計画から、食品ロス削減のために何らかの行
動をしている国民を80％以上とすることを目標としています。

消費者庁では毎年、「消費者の意識に関する調査−食品ロスの認知度と取組状況等に関する
調査−1」を実施しています。令和3（2021）
年度調査によると、食品ロス問題について、

「知っている」（「よく知っている」又は「あ
る程度知っている」）と回答した人が80.9％
であり、年齢階級別で最も多かったのは70
歳以上でした（図表1-2-6）。また、食品ロ
ス削減のために何らかの行動をしている人の
割合は78.3％であり、令和７（2025）年度
の目標値（80％以上）には達していないも
のの、平成26（2014）年度に比べ10ポイ
ント以上増加しています（第3部「食育推進
施策の目標と現状に関する評価」参照）。

食品ロスを減らすための取組については、
「残さずに食べる」を挙げた人が69.3％と最
も多く、次いで、「「賞味期限」を過ぎてもす
ぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか
判断する」、「冷凍保存を活用する」、「料理を
作り過ぎない」でした（図表1-2-7）。

1　全国の18歳以上を対象に、インターネット調査で実施

図表1-2-6 食品ロス問題の認知度（年齢階級
別）

よく知っている ある程度知っている
あまり知らない 全く知らない

30.9 

20.2 

20.8 

20.7 

18.5 

18.9 

37.4 

23.1 

59.8 

65.8 

60.9 

58.1 

51.7 

47.2 

47.7 

57.8 

6.7 

11.2 

12.0 

14.5 

15.6 

18.8 

5.6 

12.0 

2.6 

2.9 
6.3 

6.8 

14.1 

15.1 

9.3 

7.0 

70歳以上
（1,295人）

60 ～ 69歳
（734人）

50 ～ 59歳
（778人）

40 ～ 49歳
（857人）

30 ～ 39歳
（659人）

20 ～ 29歳
（570人）

18 ～ 19歳
（107人）

全体
（5,000人）

0 20 40 60 80 100
（％）

80.9

資料：�消費者庁「令和3年度消費者の意識に関する調査結果報
告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」
（令和4（2022）年3月実施）
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図表1-2-7 食品ロスを減らすための取組

10.1 

0.4 
6.9 

11.9 
23.0 
24.4 
26.1 

28.6 
29.7 

41.7 
45.1 
47.2 

69.3 

0 20 40 60 80
取り組んでいることはない

その他
外食時には、小盛りメニュー等希望に沿った量で料理を提供する店舗を選ぶ
商品棚の手前に並ぶ期限の近い商品を購入する（いわゆる「てまえどり」）
小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する

飲食店等で注文し過ぎない
期限間近による値引き商品・ポイント還元の商品を率先して選ぶ
残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）など、工夫して食べる

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する
料理を作り過ぎない
冷凍保存を活用する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する
残さずに食べる

（％）

（複数回答可）
全体（5,000人）

資料：�消費者庁「令和3年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」（令和4（2022）
年3月実施）

令和元（2019）年度調査によると、食生活の中で「もったいない」を意識した場面として
は、「期限切れ等で食べずに捨ててしまうとき」を挙げた人が最も多く53.0％でした。また、

「レストラン等で他人の食べ残したものを見たとき」を挙げた人が49.2％であった一方、「自
分又は自分の家族等が食べ残したものを見たとき」を挙げた人は37.5％と10ポイント以上の
差がありました（図表1-2-8）。我が国には「人のふり見て我がふり直せ」ということわざも
ありますが、「もったいない」を「我が事」化できる人が増えるよう、また、様々な取組の実
践を促すよう、一層の普及啓発が必要です。

図表1-2-8 食生活の中で「もったいない」を意識した場面

11.7 

0.7 

19.4 

37.5 

45.5 

49.2 

53.0 

0 20 40 60

意識したことはない

その他

ごみ（特に生ごみ）を捨てるとき

自分又は自分の家族等が食べ残したものを見たとき

食品廃棄に関する問題（恵方巻の廃棄等）のニュース（記事）を見たとき

レストラン等で他人の食べ残したものを見たとき

期限切れ等で食べずに捨ててしまうとき

（％）

（複数回答可）
全体（3,000人）

資料：�消費者庁「令和元年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査－」（令和2（2020）
年1月実施）
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長野県は、SDGsの「目標12．持続可能な生産消費形
態を確保する」を意識して、「新しい生活様式」の実践下
においてもプラスチックごみや食品ロスなどの廃棄物の
発生抑制に努めるとともに、持続可能な資源への転換等
を進めています。環境省が実施する「一般廃棄物処理事
業実態調査（令和元年度）」によると、1人1日当たりの
ごみ総排出量が816g／人日で、6年連続で全国最少の都
道府県となっており（全国平均は918g／人日）、令和7

（2025）年度には790gとすることを目指して、様々な
取組を行っています。

例えば長野県松本市では、ごみの減量と食育の推進の
観点から「もったいない」をキーワードとして、あらゆ
る世代に対して、家庭や外食時など様々な場面で食品ロ
スを減らす取組を推進しています。

外食時と家庭での取組として、「残さず食べよう！ 
3０・1０（さんまるいちまる）運動」を展開していま
す。外食時は、宴会時の食べ残しを減らすため、「まず適
量を注文し、乾杯後の30分間とお開き前の10分間は、
自分の席について料理を楽しむ」ことを推奨するものです。家庭では、毎月30日を冷蔵庫の
賞味期限・消費期限の近いものや野菜・肉等の傷みやすいものを積極的に活用し、冷蔵庫の中
をきれいにする「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月10日をふだん捨ててしまいがちな野菜の
茎や皮などもまるごと余すところなく使って料理したり、冷蔵庫に余りがちな料理や食材をリ
メイクしたりする「もったいないクッキングデー」とし、取組を推進するものです。

また、子供に対する取組として、市内の保育所・幼稚園の年長児と小学校の3年生を対象に、
食べ物を作ってくれた人への感謝の心を育むとともに、資源の大切さを忘れないよう、食品ロ
ス削減のための環境教育を実施しています。また、環境教育の内容を日頃から振り返ることが
できるよう、食品ロスをテーマとした紙芝居・絵本を作成し、活用しています。

さらに、食品関連事業者と連携した取組として、「フレッシュフードシェア事業」を実施し
ています。これは、食品ロス削減と子供の居場所づくり事業への支援を目的とし、規格外等の
理由で市場に出回らない生鮮食品等を事業者
から提供してもらい、子供食堂等に提供する
事業です。令和3（2021）年度は、延べ23
回実施し、寄附された食品は、全量を子供食
堂等に提供しました。野菜等（計2,156kg）
のほか、市民、事業者等から卵、鶏肉、菓子、
調味料等もいただき、活用しています。

地方公共団体における食品ロス削減の取組
長野県松

まつ
本
もと
市
し

事 

例

フレッシュフードシェア事業の流れ

環境教育の様子

松本市

30・10運動のPR用コースター
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（2）「環境に配慮した農林水産物・食品の選択」に係る国民の考え方や実践の状況
第4次基本計画では、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮

した農林水産物・食品を選ぶことは、環境への負荷を減らし、持続可能な食料システムの構築
につながることから、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を75％以上とすることを
新たに目標として設定しました。第4次基本計画においては、環境に配慮した農林水産物・食
品の例として、化学農薬や化学肥料の使用を避けることを基本とした有機農産物・食品、輸入
に伴う輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制される国産飼料を活用した畜産物、過剰包装でな
くごみが少ない商品を挙げています。

令和3（2021）年度に農林水産省が実施した「食育に関する意識調査」によると、環境に
配慮した農林水産物・食品1の選択の重要性（大切だと思うか）について、「とてもそう思う」
又は「そう思う」と回答した人が87.5％と大半を占めました（図表1-2-9）。

図表1-2-9 環境に配慮した農林水産物・食品の選択の重要性（性・年代別）

35.5 

33.8 

35.7 

34.9 

31.6 

24.9 

25.7 

28.1 

31.8 

57.2 

55.9 

50.2 

55.2 

58.1 

57.0 

50.0 

56.1 

55.6 

6.6 

9.7 

11.3 

8.7 

7.6 

15.5 

17.6 

12.4 

10.4 

0.5 

0.4 

2.4 

0.9 

1.4 

1.3 
4.5 

2.0 

1.4 

0.2 

0.0 

0.3 

0.1 

0.6 

1.3 

1.8 

1.1 

0.6 

0 20 40 60 80 100

60歳以上（575人）

40 ～ 59歳（476人）

20 ～ 39歳（291人）

女性（1,342人）

60歳以上（497人）

40 ～ 59歳（386人）

20 ～ 39歳（222人）

男性（1,105人）

全体（2,447人）

とてもそう思う そう思う どちらともいえない
あまりそう思わない まったくそう思わない 無回答

（％）

87.587.5

資料：�農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

また、環境に配慮した農林水産物・食品の選択については、14.5％が「いつも選んでいる」、
54.8％が「時々選んでいる」と回答した一方、25.4％が「あまり選んでいない」と回答しま
した。また、60歳以上は他の世代に比べ、「選んでいる」（「いつも選んでいる」又は「時々選
んでいる」）と回答した人が多くいました（図表1-2-10）。「いつも選んでいる」又は「時々選
んでいる」と回答した人に、どのような農林水産物・食品を選んでいるか尋ねたところ、「国
産のもの」を挙げた人が85.1％と最も多く、次いで「近隣の地域で生産・加工されたもの」、

「小分け商品等食べ切れる量のもの」でした（図表1-2-11）。そのうち、最もよく選んでいる
ものを一つ選んでもらったところ、「国産のもの」が最も多く半数を占めました。

1　「食育に関する意識調査」においては、「環境に配慮した農林水産物・食品とは、農薬や化学肥料に頼
らず生産された有機農産物や、過剰包装でなくごみが少ない商品など、環境への負荷をなるべく低減した
農林水産物・食品のことです。」という説明を加えている。
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図表1-2-10 環境に配慮した農林水産物・食品の選択（性・年代別）
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5.55.5
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7.07.0
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0 20 40 60 80 100
60歳以上（575人）

40 ～ 59歳（476人）
20 ～ 39歳（291人）

女性（1,342人）

60歳以上（497人）
40 ～ 59歳（386人）
20 ～ 39歳（222人）

男性（1,105人）

全体（2,447人）

いつも選んでいる
まったく選んでいない

時々選んでいる
無回答

あまり選んでいない

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

図表1-2-11 選んでいる環境に配慮した農林水産物・食品

0.1無回答
0.7

18.2
32.0
32.3
33.7

47.6
59.0

85.1

0 20 40 60 80 100

その他
表示はないが配慮して生産されたことが分かるもの4

廃棄等される可能性があるもの3
過剰包装でないもの

環境への配慮に関する表示があるもの2
小分け商品等食べ切れる量のもの1
近隣の地域で生産・加工されたもの

国産のもの

（複数回答可）
全体（1,696人）

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）
注：1）環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」と回答した人が対象
　　2）調査時の選択肢
　　　1　小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量のもの
　　　2　環境に配慮していることに関する表示（有機JASマーク、水産エコラベル等）のあるもの
　　　3　消費期限が近いなど、廃棄等される可能性があるもの
　　　4　�具体的な表示はないが、生き物とその生息環境の保全（土壌や水質保全含む）や化石燃料の使用を減らす等温暖化防止に

配慮して生産されたことが分かるもの
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コラム
有機農産物・食品、エシカル消費、フードテッ
クに係る国民の考え方や実践の状況

第4次基本計画では、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の推進として、
生物多様性の保全に効果の高い食料の生産方法や資源管理等に関する国民の理解と関心の増進の
ための普及啓発、持続可能な食料システムにつながるエシカル消費（人や社会、環境に配慮した
消費行動）の推進、多様化する消費者の価値観に対応したフードテック（食に関する最先端技術）
への理解醸成等に取り組むこととしています。そのうち、各種調査で明らかになった、有機農産
物・食品、エシカル消費、フードテックに係る国民の考え方や実践状況は以下のとおりです。

〇有機農産物・食品
有機農業とは、化学的に合成された肥料

及び農薬を使用しないこと、遺伝子組換え
技術を利用しないことを基本として、農業
生産に由来する環境への負荷をできる限り
低減した農業生産の方法を用いて行われる
農業のことで、有機農業に取り組んでいる
水田では、生物多様性保全効果が高いとい
う報告があります。農林水産省が平成29

（2017）年度に実施した「平成29年度有
機食品マーケットに関する調査1」によると、
有機食品を「ほとんど利用（購入・外食）
していない」と回答した人が半数以上を占
めましたが、週に1回以上利用していると
回答した人も17.5％いました（図表1）。
また、令和元（2019）年度に、過去1年
間に有機食品（オーガニック食品）を飲食
した人を対象に実施した「有機食品等の消
費状況に関する意向調査2」によると、オー
ガニック食品を飲食している頻度は、「月に1回未満」と回答した人が34.0％と最も多く、次
いで「月に2～3回程度」、「週に1回程度」でした（図表2）。また、オーガニック食品を初
めて飲食したきっかけは、「自分や家族が病気にならないため」と回答した人が22.6％と最も
多く、次いで「広告やメニュー等を見て興味を持ったため」、「家族が購入したため」でした。
一方、「環境を守るため」と回答した人は7.6％と少ない傾向でした（図表3）。有機農産物・
食品を選択することと環境との関わりを意識している人が少ない中、「みどりの食料システム

1　16歳以上（調査会社のアンケートモニター）を対象に、平成30（2018）年1月にウェブアンケートを
実施
2　過去1年間に有機食品（オーガニック食品）を飲食した全国の20歳以上の者を対象とし、令和元
（2019）年８月から９月にかけて実施。本調査における「オーガニック食品」とは、商品名に「オーガニッ
ク」や「有機」と称する農畜水産物や加工品であり、有機JASマークや海外のオーガニック認証（ユーロ
リーフ、USDAオーガニック等）マークが添付されているもの

図表1 有機食品の利用頻度

ほぼ毎日
3.3 週に2～ 3回程度

5.7
週に2～ 3回程度

5.7

週に1回程度
8.5

月に2～ 3回程度
9.1

月に1回程度
6.5

月に1回
未満
12.1

ほとんど利用（購入・外食）
していない
54.8

全体（4,530人）
数値は百分率

17.517.5

資料：�農林水産省「平成29年度有機食品マーケットに関する
調査結果」（平成30（2018）年1月実施）
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戦略」を踏まえ、食と環境の調和の観点から消費者の行動変容を促し、有機農産物・食品の理
解と関心を高めていくことも重要といえ、農林水産省では、有機農業を地域で支える取組事例
の共有や消費者を含む関係者への周知を行うとともに、地域の食育関係者が行う環境に配慮し
た農林水産物・食品の理解向上のための取組を支援するなど、有機農業に関して消費者の理解
や関心を増進する機会を増やすよう努めています。

図表2 オーガニック食品の飲食頻度

5.35.3

6.66.6

5.95.9

12.512.5

11.711.7

12.112.1

16.516.5

16.816.8

16.716.7

18.718.7

18.018.0

18.418.4

13.113.1

12.812.8

12.912.9

33.833.8

34.234.2

34.034.0

0 20 40 60 80 100 (%)

女性（550人）

男性（549人）

全体（1,099人）

ほとんど毎日 週に 2～ 3回程度 週に 1回程度
月に 2～ 3回程度 月に 1回程度 月に 1回未満

資料：�農林水産省「有機食品等の消費状況に関する意向調査」（令和元（2019）年８～９月実施）

図表3 オーガニック食品の飲食頻度と初めて飲食したきっかけとの関連

22.6 22.6 20.3 20.3 15.7 15.7 7.6 7.6 6.6 6.6 5.6 5.6 3.03.0
2.4 2.4 

16.3 16.3 

0 20 40 60 80 100（％）

全体（1,099人）

自分や家族が病気にならないため 広告やメニュー等を見て興味を持ったため
家族が購入したため 環境を守るため
知人などからの勧めがあったため 自分や家族がアレルギー疾患や病気になったため
家畜の健康（アニマルウェルフェア）を守るため （自分もしくは配偶者の）妊娠・出産があったため
その他

資料：�農林水産省「有機食品等の消費状況に関する意向調査」（令和元（2019）年８～９月実施）

〇エシカル消費
エシカル消費とは、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動の

ことです。具体的には、障がい者支援につながる農林水産物・食品、フェアトレードや寄附付
きの食品、有機食品やエコラベルのついた水産物等の環境に配慮した農林水産物・食品、被災
地産品等を購入することや、地産地消を実践するといった消費活動を行うことです。

消費者庁が令和元（2019）年度に実施した「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する消費
者意識調査1」によると、エシカル消費について59.1％が「興味がある」（「非常に興味がある」
又は「ある程度興味がある」）と回答し、平成28（2016）年度に実施した調査の結果と比べ、
増加しました（図表4）。また、イメージについて、「これからの時代に必要」を挙げた人が
51.8％と平成28（2016）年度に比べて大幅に増加し、「よく分からない」を挙げた人は
24.4％と半減しました（図表5）。

1　全国16～65歳の一般消費者（調査会社の登録モニター）を対象にしたインターネット調査
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図表4 エシカル消費についての興味

5.5

5.8

53.6

30.1

33.1

32.8

7.8

31.2

0 20 40 60 80 100
（％）

令和元（2019）年度
（2,803人）

平成28（2016）年度
（2,500人）

非常に興味がある ある程度興味がある
あまり興味がない 全く興味がない

59.1

資料：�消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する
消費者意識調査報告書」（令和元（2019）年度は令
和2（2020）年2月実施、平成28（2016）年度は
平成28（2016）年12月実施）

図表5 エシカル消費に対するイメー
ジ

（複数回答可）

0.6 

1.3 

2.6 

3.6 

7.2 
10.0 

12.4 

15.2 

15.4 
18.2 

20.2 
24.4 

51.8 

0.2 

1.4 
2.7 

3.8 

6.2 
8.7 
10.4 

9.5 
7.8 

15.5 

10.8 
48.4 

29.3 

0 20 40 60
その他
不自然
怪しい

面倒
知的

値段が高い
まじめ
難しい
先進的
優しい
前向き

よく分からない
これからの時代に必要

平成 28（2016）年度（2,500 人）
令和元（2019）年度（2,803 人）

（％）

資料：�消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する
消費者意識調査報告書」（令和元（2019）年度は令
和2（2020）年2月実施、平成28（2016）年度は
平成28（2016）年12月実施）

また、通常の商品・サービス（食料品）より1～10％の割高であれば購入すると回答した
人が73.1％を占め、平成28（2016）年度に実施した調査の結果と比べ大幅に増加し、エシ
カル消費に積極的な人が増加傾向にあることが示唆されました（図表6）。一方、エシカル消
費につながる商品・サービス（食料品）の購入状況について、38.2％が「あまり購入していな
い」又は「購入していない」と回答しており、行動まで至っていない人もいることがうかがえ
ました（図表7）。エシカル消費に関連するマークの認知状況のうち、「エコマーク」は
80.5％が「知っている」と回答したのに対し、食に関する認証マークについては「オーガニッ
ク」が39.3％、「フェアトレード」が14.4％、「MSC（海のエコラベル）」が5.1％という状況
でした（図表8）。「食育に関する意識調査」では、環境に配慮した農林水産物・食品を選んで
いない理由として、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」と回答
した人が最も多く（P.31～32参照）、その一因として、マークの認知状況が低いことが考えら
れるため、マークを活用した普及啓発等、エシカル消費を実践する人が増えるよう一層の働き
掛けが重要といえます。
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〇フードテック
世界的に健康志向や環境志向等、食に求める消費者の価値観が多様化していること等を背景

に、生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用
したビジネスモデルであるフードテック1への関心が高まっています。農林水産省では、食・
農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテック等の新興技術について、協調領

1　我が国においては、大豆ミートや、健康・栄養に配慮した食品、人手不足に対応する調理ロボット、昆
虫を活用した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の生産等の分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研
究開発を実施している。

図表6 エシカル商品・サービス（食料
品）の購入金額に対する考え方

24.6

39.4

73.1

51.8
2.2

8.8

0 20 40 60 80 100
（％）

令和元（2019）年度
（2,276人）

平成28（2016）年度
（1,545人）

0%（通常の商品・サービスと同額）
1～10%
11%以上

資料：�消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する
消費者意識調査報告書」（令和元（2019）年度は令
和2（2020）年2月実施、平成28（2016）年度は
平成28（2016）年12月実施）

注：1）�エシカル商品・サービスを「これまで購入したこ
とがあり、今後も購入したい」又は「これまでに
購入したことはないが、今後は購入したい」と回
答した人が対象

　　2）�（質問）あなたは、エシカル消費につながる商品・
サービスを、通常の商品・サービスよりどの程度
なら割高であっても購入しますか。（お答えは1
つ）

図表7 エシカル商品・サービス（食
料品）の購入状況

7.9 

36.0 

53.9 

32.8 

36.9 

22.0 

1.3 

9.2 

0 20 40 60 80 100

令和元（2019）年度
（1,113人）

平成28（2016）年度
（824人）

購入している
どちらかというと購入している
あまり購入していない
購入していない

（％）

38.238.2

資料：�消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する
消費者意識調査報告書」（令和元（2019）年度は令
和2（2020）年2月実施、平成28（2016）年度は
平成28（2016）年12月実施）

注：�エシカル商品・サービスを「これまで購入したことが
あり、今後も購入したい」又は「これまで購入したこ
とがあるが、今後は購入したくない」と回答した人が
対象

図表8 エシカル消費に関連するマークの認知度

14.0 
1.7 
5.1 
7.9 
11.3 
14.4 
18.5 

39.3 
80.5 

0 20 40 60 80 100
知っているものはない

RSPO
MSC
FSC

レインフォレスト・アライアンス
フェアトレード

伝統マーク
オーガニック

エコマーク

（複数回答可）
全体（2,803人）

（％）

資料：消費者庁「「倫理的消費（エシカル消費）」に関する消費者意識調査報告書」（令和2（2020）年2月実施）
注：�FSCはForest�Stewardship�Councilの略。国際的な森林認証制度の一つで、第三者機関が森林経営の持続性等の一定

の基準により森林を認証し、認証森林からの木材（製品）を分別・表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促
す仕組み

　　MSCはMarine�Stewardship�Councilの略。イギリスに本部を置く海洋管理協議会が運営主体で、漁業が対象
　　�RSPOはRoundtable�on�Sustainable�Palm�Oilの略。アブラヤシ農園から始まり、最終製品ができるまでの各工程を認

証するものであり、生産段階での認証（P&C認証）とサプライチェーン認証（SC認証）がある。
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域の課題解決や新市場開拓を促進するため、令和2（2020）年10月に産学官連携による
「フードテック官民協議会」を立ち上げました。

農林水産省では、令和32（2050）年の市場規模を算出するための資料を得ることを目的と
して、令和2（2020）年12月にアンケート調査1を実施しました。令和32（2050）年頃に
普及・活用が期待されるフードテック食材について食べたいと思うかという質問に対し、「植
物性のタンパク質から作られた大豆ミートなどの代替肉」は、「積極的に食べたいと思う」又
は「少しは食べたいと思う」と回答した人が55.6％と半数以上を占めました（図表9）。また、
将来的な普及・活用が見込まれるフードテック調理器具・サービスのうち、「長期間食材・食
品の美味しさを変化させずに保存できる特殊冷凍技術」については、「積極的に活用したいと
思う」又は「少しは活用したいと思う」と回答した人が64.0％を占めました（図表10）。

こうした動きに対応し、例えば、植物性のタンパク質から作られた大豆ミートなどの代替肉
が本物の畜産物と誤認されることのないよう、表示の適正化を図ることにより消費者の適切な
商品選択を確保しつつ、関連する事業者を支援していくことが重要といえます。また、我が国
の畜産業は日本の農業産出額の約4割を占め、畜産から生じる堆肥から農産物や飼料を生産す
ることにより、飼料、家畜、堆肥という循環を形成する等といった役割は、今後より一層重要
になると考えられます。そのため、畜産業についても、需要に応じた生産を推進しつつ、将来
にわたり持続的なものとなるよう、畜産業の果たしている役割について消費者に分かりやすく
発信していくことが重要です。

図表9 フードテック食材の摂取希望
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ゲノム編集によって栄養価が高められた野菜や果物

環境負荷が小さく、栄養価の高い昆虫をパウダー状に加工
して作られたパンやパスタ等の食品

牛等の動物から取った少量の細胞を培養して作った培養肉

陸上養殖、植物工場などを組み合わせ、閉鎖空間で
資源（水、養分など）を循環させて生産された野菜や魚

それさえ食べれば健康上必要な栄養素が
すべて摂取できる完全栄養食品

植物性のタンパク質から作られた大豆ミートなどの代替肉

積極的に食べたいと思う 少しは食べたいと思う どちらともいえない
あまり食べたいと思わない 絶対に食べたくない

全体（1,000人）

55.655.6

資料：�（農林水産省委託事業）株式会社三菱総合研究所「令和2年度フードテックの振興に係る調査委託事業報告書」（令和3
（2021）年3月）

1　委託事業として、株式会社三菱総合研究所が実施。同社が保有するアンケートパネルである「生活者市
場予測システム」のサンプルのうち、令和2（2020）年時点で20代～40代前半の年齢層（令和32（2050）
年時点では、50代～70代前半にあたる層）の男女1,000名が対象
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コラム
認証マーク～環境に配慮した農林水産物・食品
の判断材料～

認証マークとは、国や第三者機関が基準（安全性や品質など）を設け、その基準に適合して
いるかを審査の上、認められた商品に付けられるものです。生産から廃棄にわたるライフサイ
クル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に付けられる

「エコマーク」や、一般消費者の目に触れにくい商品の流通過程において、環境に優しい貨物
鉄道を利用して運ばれている商品や、積極的に環境に優しい鉄道貨物輸送に取り組んでいる企
業を知ってもらうための「エコレールマーク」等がその例です。農林水産物・食品を購入する
ときに、どれが環境に配慮した方法により生産等された農林水産物か、また、どれがそのよう
な農林水産物を利用した食品かを判断する材料となる認証マークもあります。例えば化学農薬
や化学肥料などに頼らず自然界の力で生産された食品を表す「有機JASマーク」、生態系や資
源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物を表す「水産エコラベル」のほか、認証
製品または原料が、持続可能性の3つの柱（社会・経済・環境）の強化につながる手法を用い
て生産されたものであることを表す「レインフォレスト・アライアンス認証マーク」、原料が
生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て認証製品になるまでの各工程で、国際フェア
トレード基準が守られていることを証明する「国際フェアトレード認証ラベル」などです。

農林水産省では、認証マークについて、事業者に対する認証取得の促進のほか、消費者に対
する普及啓発にも取り組んでいます。例えば「有機JASマーク」については、有機農産物の生
産に取り組み始めた生産者やこれから有機農産物の生産を始める生産者等に向けて、認証を取
得するための生産方法の基準や手続の流れ等をハンドブックにまとめ、ウェブサイトに掲載す
るとともに、指導者の育成や、新たに認証を取得する際の研修受講等の支援を実施しています。

図表10 フードテック調理器具・サービスの活用希望
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したカートリッジで料理を作る3Dフードプリンター

家庭料理を食べやすい介護食に作り変えることが
できるスマート調理家電

レシピを決めるだけで、自宅の調理ロボット・機器を
一括操作できるキッチンOS

冷蔵庫・食料保存庫の在庫と自分・家族の登録データ・
生体情報からその日の最適なレシピを提案するサービス

長期間食材・食品の美味しさを変化させずに保存できる
特殊冷凍技術

積極的に活用したいと思う 少しは活用したいと思う どちらともいえない
あまり活用したいと思わない 絶対に活用したくない

0 20 40 60 80 100（％）
全体（1,000人）

64.064.0

資料：�（農林水産省委託事業）株式会社三菱総合研究所「令和2年度フードテックの振興に係る調査委託事業報告書」（令和3
（2021）年3月）
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消費者に向けては、ウェブサイトにおいて情報発信を行っているほか、有機農業、有機農産物
に関するセミナーを開催するなどにより、有機農業や「有機JASマーク」について周知を図っ
ています。

また、日本で主に活用されている「MSC1認証」、「ASC2認証」、「MEL3認証」等の国際水準
の「水産エコラベル」については、国産水産物の認証取得を希望する漁業者等に対する認証取
得の促進や国産認証水産物を消費者へPRする取組等を支援しています。

そうした取組の一方で、消費者庁が令和元（2019）年度に実施した「「倫理的消費（エシカ
ル消費）」に関する消費者意識調査」では、「エコマーク」は80.5％が「知っている」と回答
したのに対し、食に関する認証マークについては「オーガニック」が39.3％、「フェアトレー
ド」が14.4％、「MSC（海のエコラベル）」が5.1％という結果が出ています（コラム「有機
農産物・食品、エシカル消費、フードテックに係る国民の考え方や実践の状況」参照）。消費
者が環境に配慮した農林水産物・食品を選択する際の参考となることから、認証マークの付い
た商品数を増加させ、消費者の目に触れる機会を増やすとともに、今後も認証マークの普及啓
発に努めていくことが重要です。

1 
 

 

 

有機 JAS マーク 

MSC 認証 ASC 認証 MEL 認証 

日本で主に活用されている水産エコラベル 

エコレールマーク エコマーク 

認証マークの例 

農林水産物・食品に関する認証マークの例 

1　Marine�Stewardship�Councilの略。イギリスに本部を置く海洋管理協議会が運営主体で、漁業が対象
2　Aquaculture�Stewardship�Councilの略。オランダに本部を置く水産養殖管理協議会が運営主体で、
養殖業が対象
3　Marine�Eco–Label�Japanの略。一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会が運営主体で、漁
業と養殖業が対象
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4 食と環境の調和のための食育の推進
環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費に配慮した食育を推進するに当たって、

どのような人々にどのような働き掛けを行うのが効果的か、どのような施策が有用かを考える
必要があります。令和3（2021）年度に実施した「食育に関する意識調査」の結果から示唆
された内容は以下のとおりです。

（1）理解を深める
環境に配慮した農林水産物・食品について、「国産のもの」を最もよく選んでいると回答し

た人の選択理由を見ると、「品質が良いと思うから」を挙げた人が84.5％と圧倒的に多く、次
いで「健康の維持につながるから」、「生産者を応援したいから」を挙げた人が約半数いまし
た。一方、「環境問題を解決したいから」を挙げた人は12.6％であり、回答者が環境に配慮し
た農林水産物・食品の選択をどのように捉えているか、曖昧な面がある可能性が示唆されまし
た（図表1-2-12）。また、国産のものであっても化学肥料を過剰に使用している場合など、環
境負荷が高い場合もあるため、どのような農林水産物・食品を選ぶことがどのように環境に配
慮することにつながるのかなど、理解の醸成を図る必要があることが課題として浮き彫りにな
りました。

図表1-2-12 「国産のもの」を最もよく選んでいると回答した人の選択理由

1.9 

1.7 

4.8 

5.6 

8.1 

8.3 

12.6 

15.3 

36.1 

51.9 

54.5 

84.5 

0 20 40 60 80 100

無回答

その他

何かの役に立ちそうだから

価格が安いから

なんとなくよさそうだから

賢い消費者でありたいから

環境問題を解決したいから

未来の子供たちのために

自分の家族のため

生産者を応援したいから

健康の維持につながるから

品質が良いと思うから

（複数回答可）
全体（890人）

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

（2）興味・関心を高め、行動変容を促す
地球環境問題への関心及び環境に配慮した農林水産物・食品選択の重要性と環境に配慮した

農林水産物・食品の選択との関連を見たところ、「関心がある」、重要性について「とてもそう
思う」と回答した人のうち、それぞれ80.2％、85.9％が「選んでいる」（「いつも選んでいる」
又は「時々選んでいる」）と回答しており、関心がある人又は重要であると思っている人ほど
環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいました。一方、「関心がある」と回答した人のう
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ち、18.8％が「選んでいない」（「あまり選んでいない」又は「まったく選んでいない」）と回
答、重要性について「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した人のうち、それぞれ12.8％、
29.2％が「選んでいない」と回答するなど、関心があったり重要であると思ったりしていて
も行動を実践できていない人が一定数見られました（図表1-2-13）。

図表1-2-13 地球環境問題への関心及び環境に配慮した農林水産物・食品の選択の重要性と環境に配
慮した農林水産物・食品の選択との関連

0.00.0

1.61.6
7.87.8

31.331.3

2.92.9
8.78.7

25.725.7

4.24.2
23.623.6

62.762.7

54.654.6

31.731.7

61.361.3

54.454.4

39.639.6

60.260.2

26.726.7

11.011.0

48.448.4

26.726.7

16.316.3

56.356.3

14.614.6

2.52.5

1.81.8

17.017.0

3.03.0

2.52.5

0 20 40 60 80 100（％）
そう思わない(48人)

どちらともいえない(254人)

そう思う(1,361人)

とてもそう思う(779人)

関心がない(312人)

どちらかといえば関心がある(1,190人)

関心がある(933人)〈関心〉

〈重要性〉

いつも選んでいる 時々選んでいる あまり選んでいない まったく選んでいない 無回答

80.280.2 18.818.8

85.985.9 12.812.8

29.229.2

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）

環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」と回答し
た人に、選ぶようになったきっかけを尋ねたところ、「出版物やテレビ、ウェブサイト等のメ
ディアで知ったこと」が32.2％と最も多く、次いで「食べてみて美味しさに気付いたこと」、

「親等から家庭で教わったこと」でした（図表1-2-14）。
一方、「あまり選んでいない」又は「まったく選んでいない」と回答した人に、選んでいな

い理由を尋ねたところ、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」を
挙げた人が55.6％と最も多く、次いで「本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからな
い」、「価格が高い」でした（図表1-2-15）。また、そのうち、最も当てはまる理由を一つ選ん
でもらったところ、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」と回答
した人が最も多く、次いで、「価格が高い」、「本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわか
らない」でした。

地球環境問題に関心のある人や環境に配慮した農林水産物・食品の選択を重要であると思っ
ている人ほど環境に配慮した農林水産物・食品を選択している人が多く、環境に配慮した農林
水産物や食品を選択する人を増やすためには、関心を高めたり、重要性を伝えたりしていく必
要があります。一方、関心があったり重要と思ったりしても行動を実践していない人がいるた
め、そうした人の行動変容を促すアプローチも重要といえます。選択しない理由として、「ど
れが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」、「本当に環境に配慮した農林水
産物・食品かわからない」を挙げた人が多かったことから、どのような農林水産物・食品が環
境に配慮したものなのか、人々が判断するための信頼できる情報を提供していく必要があり、
認証マークも活用しながら、一層の普及啓発を図っていく必要があります。また、選ぶように
なったきっかけとして、「食べてみて美味しさに気付いたこと」と回答した人が多かったこと
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から、実際に食べてもらい、その良さを知ってもらうといった工夫も重要といえます。
一人でも多くの人に食と環境の調和に興味・関心を持ってもらい、環境に配慮した食生活を

実践してもらえるよう、関係省庁において様々な取組がなされています。例えば農林水産省が
消費者庁、環境省と連携して「あふの環（わ）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～」を立ち上げた（コラム「食と農林水産業のサステナビリティを考える
～あふの環（わ）2030プロジェクトをはじめとした持続可能な生産・消費の推進～」参照）
ほか、環境省では、令和3（2021）年8月にサステナブルで健康な食生活の選択肢を紹介す
る冊子「サステナブルで健康な食生活の提案」を作成・公表しました（コラム「サステナブル
で健康な食生活の提案」参照）。また、食品ロスの削減に向けても関係省庁等において様々な
取組を行っています（第2部第5章第2節3「食品ロス削減に向けた国民運動の展開」参照）。
今後も関係者が連携し、積極的な取組を推進していくことが期待されます。

図表1-2-14 環境に配慮した農林水産物・食
品を選ぶようになったきっかけ

全体（1,379人）
数値は百分率

出版物やテレビ、ウェブ
サイト等のメディア

で知ったこと
32.2 

食べてみて美味しさに
気付いたこと

19.9 

親等から家庭で
教わったこと

16.3 

家族や友人・知人
に勧められたこと

8.5 

店舗のチラシ・
売り場で知ったこと

8.4 

食に関する
イベント等で
教わったこと

3.8 

学校で
教わったこと

3.0 

子どもや孫が学校等で学習した
ことに影響されたこと

1.7 

その他
3.3 

無回答
2.9 

資料：�農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）
年11～12月実施）

注：�環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」
又は「時々選んでいる」と回答した人が対象

図表1-2-15 環境に配慮した農林水産物・食
品を選んでいない理由

0.7 

5.4 

4.1 

8.3 

10.8 

15.0 

41.3 

49.2 

55.6 

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

食と環境が関係していると思わない

ほしい農林水産物・食品がない

身近に環境に配慮した農林
水産物・食品がない

興味・関心がない

価格が高い

本当に環境に配慮した農林
水産物・食品かわからない

どれが環境に配慮した農林水産物・
食品か判断する情報がない

（複数回答可）
全体(734人)

（％）

資料：�農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）
年11～12月実施）

注：�環境に配慮した農林水産物・食品を「あまり選んでいな
い」又は「まったく選んでいない」と回答した人が対象
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（3）環境面、栄養面双方からのアプローチ
環境に配慮した農林水産物・食品の選択と栄養バランスに配慮した食事（主食・主菜・副菜

を組み合わせた食事）の摂取頻度との関連を見たところ、環境に配慮した農林水産物・食品を
「いつも選んでいる」と回答した人は他に比べ、栄養バランスに配慮した食事を「ほぼ毎日」
食べていると回答した人が多く60.2％を占めました。一方、「まったく選んでいない」と回答
した人のうち、「ほとんどない」と回答した人は47.3％と約半数を占めました（図表1-2-
16）。

図表1-2-16 環境に配慮した農林水産物・食品の選択と栄養バランスに配慮した食事の摂取頻度との
関連

23.223.2

26.526.5

37.937.9

60.260.2

37.737.7

11.611.6

25.225.2

28.128.1

22.022.0

25.825.8

17.917.9

28.828.8

25.425.4

13.813.8

24.124.1

47.347.3

18.618.6

7.77.7

3.13.1
11.611.6

0 20 40 60 80 100

まったく選んでいない（112人）

あまり選んでいない（622人）

時々選んでいる（1,342人）

いつも選んでいる（354人）

全体（2,447人）

ほぼ毎日 週に 4～ 5日 週に 2～ 3日 ほとんどない 無回答

（％）

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（令和3（2021）年11～12月実施）
注：全体には環境に配慮した農林水産物・食品の選択について無回答であった者の回答も含まれている。

環境面に配慮した行動と栄養面に配慮した行動に関連が見られたことは、栄養バランス、環
境を切り口とした食育の推進によって、双方に配慮した食生活を営む力を身に付ける相乗効果
の可能性を示唆するものと考えられます。

我が国の「食生活指針」は、食料生産・流通から食卓、健康へと幅広く食生活全体を視野に
入れて作成されていることが大きな特徴であり、「食事を楽しみましょう。」、「適度な運動とバ
ランスのよい食事で、適正体重の維持を。」、「主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
や「食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。」等が指針の項目に含まれています。

「食事バランスガイド」は、「食生活指針」を具体的な行動に結び付けるためのツールとして、
「何をどれだけ食べたらよいか」を考える際の参考となるように、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ています。農林水産省では令和3（2021）年度、

「食事バランスガイド」に加えて、持続可能な環境のために「何を選べばよいか」、「どのよう
な点を考慮して選べばよいか」等を考える際の参考となる情報を提供することを目指して検討
を行いました。

人間の健康と地球の健康（豊かな地球環境の維持）の双方を維持できるよう、環境面と栄養
面に配慮した包括的な視野を持って食育を推進することが求められています。
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食と農林水産業のサステナビリティを考える
～あふの環（わ）2030プロジェクトをはじめとした持続可能な生産・消費の推進～コラム

農林水産省では、消費者庁、環境省と連携し
て、令和2（2020）年6月に「あふの環（わ）
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～」（以下「あふの環（わ）
プロジェクト」という。）を立ち上げました。

「あふ」とは、食と農林水産業（Agriculture, 
Forestry, Fisheries and Food）の頭文字を
取ったものであり、古語では、会ふ（出会う）、
和ふ（混ぜ合わせる）、饗ふ（食事のもてなし
をする）といった意味があります。生産側と消
費側それぞれの取組を促進し、互いに意識・行
動を変えていくことで、新たな市場を創ること
を目指しています。
「あふの環（わ）プロジェクト」では、勉強

会や交流会のほか、参加メンバーが一斉に食と
農林水産業のサステナビリティに関する情報発
信を実施する「サステナウィーク」、全国各地
の食や農林水産業に関わる持続可能な取組を分かりやすく伝える動画を表彰する「サステナア
ワード」等を行っています。本プロジェクトには、令和4（2022）年3月末現在で150社・
団体が参画しています。

また、持続可能な生産・消費の推進のため、農林水産省と消費者庁が連携して、令和4
（2022）年3月に「日経SDGsフォーラムシンポジウム」を実施しました。「サステナアワー
ド2021伝えたい日本の“サステナブル”」で農林水産大臣賞、消費者庁長官賞を受賞した団
体の代表者による講演のほか、持続可能な取組を行う企業の代表らによるパネルディスカッ
ションを行いました。

これらの取組を通じて生産から消費までのサプライチェーン全体での行動変容を促していき
ます。

「あふの環（わ）プロジェクト」ポスター

	

特
集	

食
と
環
境
の
調
和



35

サステナブルで健康な食生活の提案コラム
環境省は、SDGsやパリ協定などの流れを受けて食の持続可能性（サステナビリティ）に対

する国内外の関心が高まっていることを踏まえ、令和3（2021）年8月に、一人一人が日々
の生活の中で取り組めるよう、サステナブルで健康な食生活の選択肢を紹介する冊子「サステ
ナブルで健康な食生活の提案」を作成・公表しました。地域の旬の食材を楽しむこと、有機

（オーガニック）食品やジビエ、菜食などを一人一人のスタイルで生活の中に取り入れること、
食品ロスを減らすことなど7つのテーマを取り上げています。地域の旬の食材を楽しむこと

（地産地消・旬産旬消）は、生産・輸送・保存に掛かるエネルギーを低く抑えることにつなが
る可能性があり、また健康や地域活性化、食料安全保障など他のメリットもあることを、関連
するデータとともに、分かりやすく紹介しています。

環境省では、食品関連企業等とサステナブルで健康な食生活に関する意見交換会を開催する
とともに、ポイント制度やナッジなどを活用した行動変容を促す仕組みの検討、情報・取組の
見える化の促進などにより、食生活を通じた「サステナブルライフスタイル」への移行を進め、
地球循環共生圏（地域SDGs）1の創造を目指しています。

意見交換会の様子

1

サステナブルで健康な食生活の提案

食の地産地消・旬産旬消で
美味しさや季節感を楽しみ
ましょう！

有機(ｵｰｶﾞﾆｯｸ)食品などを
生活の中に取り入れて
みましょう！

それぞれの生活にあった形で
食の自産自消を楽しみましょ
う!

シカ肉やイノシシ肉などの
ジビエを食生活に取り入れて
みましょう！

それぞれのスタイルで
生活の中に菜食を取り入れる
という選択肢もあります!

食品ロスを減らすよう
心がけましょう!

食を通じてカーボンニュートラル やサーキュラーエコノミーの実現、生物多様性の
保全等に貢献する取組も広がっています！一人一人がこうした取組に関心を持ち、
後押ししましょう！

・SDGsやパリ協定などの流れを受けて食の持続可能性(サステナビリティ)に対する国内外の関心が高まっています。
・一人一人が今日から取り組めるアクションとして、サステナブルで健康な食生活の選択肢を紹介します！

食生活を通じてサステナブルライフスタイルへの移⾏を進め、地域循環共生圏(地域SDGs)を創造

サステナブルで健康な食生活の提案

サステナブルで健康な食生活の提案（環境省）
URL：http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sustainable-syoku/mat01-1.pdf

1　「地球循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社
会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮される
ことを目指す考え方
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三菱地所株式会社は、東京駅周辺の大
だい

丸
まる

有
ゆう

（大
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手
て

町
まち

、丸
まる

の内
うち

、有
ゆう

楽
らく

町
ちょう

地区）ならではの街づ
くりの観点から「大人の食育」をテーマとして「食育丸の内」の活動を平成20（2008）年か
ら行ってきました。令和2（2020）年までの間に、イベント開催回数は230回以上、参加者は
延べ50万人を超え、産地（生産者）、レストラン（シェフ）、消費者をつなぐ様々な試みを行っ
てきました。その取組は、東日本大震災の復興支援、シェフの技術革新、働く女性を始めとす
る人々の心身の健康と未来、環境やサステナビリティ（持続可能性）といったテーマに波及す
るようになってきました。そして、令和2（2020）年の新型コロナウイルス感染症の世界的な
感染拡大を契機として、改めて「食とは生きることに向き合う経験」であるとの考え方に立ち
返り、生産者、シェフ、消費者を含む、一人一人の本来的な幸せと成長に向き合える場づくり
を「食」を通じ、リード、伴走していきたいとの思いを形にするために、プロジェクト名を

「EAT&LEAD（イートアンドリード）」として令和3（2021）年に新たにスタートしました。
「EAT&LEAD」では、3つのアクションとして、アクション1「ひとりひとりの＜食の感受性

＞を高める」、アクション2「ひとりひとりの＜食の消費について考える力＞を高める」、アク
ション3「ひとりひとりの＜応援と成長のサイクルの循環＞への意識を高める1」を掲げています。

令和3（2021）年は、「EAT&LEAD」と大丸有SDGsACT5実行委員会2との共催で、「食
従事者3と消費者をつなぎ、未来の食卓に変化を起こす」ことを狙いとして、持続可能性に配
慮した食材「サステナブル・フード」について実際に食べ、体感しながら学ぶイベント

「SUSTABLE（サステーブル）～未来を変えるひとくち～」を計6回開催しました。10月4日
に開催された第2回では、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会会長から水産資
源の持続可能な供給を守ることの重要性や、環境や生態系の保全に配慮した漁業・養殖の認証
制度である「MEL認証」の話を、また、東

あずま
町

ちょう
漁業協同組合組合長から日本で初めて「MEL認

証」を取得したブリの安全性や美味しさ等の魅力を聞いた後、シェフが作ったブリをメインの食
材とした軽食を食べました。さらに、認証の仕掛人、漁業者、シェフによる、海と水産物の持
続的利用やこれからの水産業についての意見交換を通して、参加者が自ら行動を変えることで、
未来の食・環境を守ることができることを学びました。参加者からは、いずれの回でも高い関
心と反響が寄せられており、例えば、「自分事にしづらい環境に関する話題なども、実際の食材
が調理され美味しくいただけることで身近に感じることができた。」などの声が寄せられました。

大丸有という「街」があることを強みとし、「食と持続可能
性」というテーマについて、より多くの人に体感してもらい、
他人事ではなく自分事にしてもらえるよう、消費者と食従事者
が共に学ぶ機会を提供し、食を通じ社会課題やその解決策を見
出すきっかけとし、共に考えていく場を大切にしていきたいと
考えています。

1　食従事者と消費者が、互いの垣根を超えて知り合い、対話する機会を作ることで、“共感”と“共鳴”を生み
出し、ひとりひとりが真に応援したい物や事にお金を遣い、共に支え合い成長していくサイクルを循環させること
2　大丸有（大手町、丸の内、有楽町地区）を起点として、大丸有内外の企業・団体が連携し、SDGs達成
に向けた活動を推進するプロジェクト
3　生産者、企業、シェフ等

MEL認証に関する説明の様子

大人が楽しんで学べる体験型イベント「SUSTABLE（サステーブル）」
～作り手、使い手、食べ手をつなぐ～

三菱地所株式会社（東京都）
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いすみ市は房総半島南部に位置する農林水産業が盛んな地域で、複雑に蛇行する夷
い す み

隅川
がわ

中流
域の砂泥地は、川と丘陵地から供給される養分を蓄え、良質な米作りに適した田園地帯となっ
ています。いすみ市は、「環境創造型農業」の推進及び自然環境の保全・再生を通じた地域活
性化推進のため、平成24（2012）年に農業関係団体や自然環境保全・生物多様性関係の団体
など22団体からなる「自然と共生する里づくり協議会」を立ち上げ、その後、平成27（2015）
年には「いすみ生物多様性戦略」を策定しました。里山里海の自然資源の保全・再生を土台と
し、その上に農林漁業の振興と生物多様性教育及び食農教育の推進の2つをまちづくりの大き
な柱として位置付けています。

平成25（2013）年には、行政のイニシアチブにより市を挙げての有機稲作がスタートする
など、名産の米作りでも大きな転換が図られました。その後、平成27（2015）年に学校給食
への地元産の有機米の導入が始まり、平成29（2017）年10月には市立の小・中学校給食の
全量有機米化を達成しました。それに伴い追加的に生ずる費用は市が負担する形で支援してい
ます。また、有機米の生産・供給を広げるだけでなく、有機米の価値を地域に浸透させたい、
理解者（ファン）を増やし、有機米産業を下支えしたいといういすみ市農林課の思いに共感し
た民間の野生生物研究所とNPO法人いすみライフスタイル研究所の協力を得て、平成28

（2016）年から、栄養教育と農業体験と環境学習（有機稲作体験や田んぼの生き物調査など）
を一体化させた「教育ファーム」の授業が小学校5年生の「総合的な学習の時間」で実施され
ています。児童が学校給食で食べている有機米を題材に、生物多様性を支える共生の概念や、
農業が里山の生物多様性を保障し、同時に生物多様性が農業を保障していること、里山の歴史
と現代に至るまでの変化、近代農業がもたらした正の影響と負の影響、自然と共生する環境保
全型農業が注目されている理由などを学びます。

令和2（2020）年3月には、「教育ファーム」の授業で活用できるよう「いすみの田んぼと
里山と生物多様性」が発行されました。田んぼが持つ多面的機能や環境の大切さについて児童
が体験を通して学ぶことができるよう、児童自身に考えてもらう問題提起型の内容となってい
ます。さらに、教育ファームに関わった小学校の先生等によって「100年変わらないもの探し」
というプログラムが作成されました。100年前から変わらず自分たちが住む地域に残っている
ものについて考え（探しに行き）、なぜ残っているかその理由について意見を出し合い、その
上で100年後に残っていてほしいものが何かについて考えるものです。100年前のことを考
えることは自ずと100年後にどうしたいかを考えることにつながり、地域の農業をどうしてい
きたいかにも関わります。今後も「教育ファーム」の取組を広げるとともに、内容の拡充を
図っていきます。

座学での説明有機稲作体験の様子田んぼの生き物調査の様子

有機米を導入した学校給食や有機米作りを通して学ぶ、農業と食と
地域社会と、生物多様性との関わり

千葉県いすみ市
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栃木県日光市を流れる大谷川には、イワナが
生息していますが、ごみの投棄や河川工事によ
る生息環境の悪化や、魚を捕食する鳥や外来魚
の増加、釣り人による乱獲等が原因で、その数
は近年、大きく減少しています。鬼怒川漁業協
同組合日光支部及び国立研究開発法人水産研
究・教育機構は、こうした現状を地元の子供た
ちに知ってもらい、どうすればイワナが数多く
生息する川を作り、未来に残していくことがで
きるのか、日光市立清滝小学校の児童たちと一
緒に考える授業を令和元（2019）年から実施
してきました。

令和3（2021）年10月に大谷川で実施し
た、清滝小学校の全校児童約30名が参加した
授業では、日光市の地域おこし協力隊1の協力
の下、イワナが減少した原因を学び、イワナを
増やすための活動を行いました。川の周りのご
み拾いや、鳥から身を守ることができる魚の隠
れ家作り、学校で育てたイワナの稚魚の放流等、
様々な活動を通じ、イワナを増やすためには何
ができるか、大谷川にどんな川になってほしいかを考えました。活動のうちごみ拾いは、3、
4年生が提案したもので、児童たちの自発的な行動が見られたほか、授業の最後に行った「大
谷川には、どんな川になってほしいですか？」という質問には、全員が「いつでも魚にあえる
川」と答えました。

こうした子供たちの思いを受け、大谷川を、子供たちがいつでもイワナに会える川にできる
よう、そして未来に残していける持続可能な川にできるよう、今後も授業を続けていきたいと
考えています。

1　都市地域から過疎地域等の条件不利地域に移住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地
域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・
定着を図る取組（総務省：地域おこし協力隊https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/
c-gyousei/02gyosei08_03000066.html）

大
だい
谷
や
川
がわ
のイワナを増やそう！～子供たちと考える持続可能な川作り～

日
にっ
光
こう
市
し
立清
きよ
滝
たき
小学校、鬼

き
怒
ぬ
川
がわ
漁業協同組合日

にっ
光
こう
支部、

国立研究開発法人水産研究・教育機構（栃木県）
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隠れ家の近くに稚魚を放流

漁業協同組合の人と一緒に魚の隠れ家を設置
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徳島県立吉野川高校は、徳島県立阿
あ

波
わ

農業高等学校と徳島県立鴨
かも

島
じま

商業高等学校が統合し、
平成24（2012）年に開校した県内唯一の農業系と商業系の学科を併設した学校です。徳島県
では「エシカル消費1」の推進に力を入れており、全ての県立高校に、エシカル消費を研究・実
践する組織であるエシカルクラブが設立されています。本校はそのリーディングスクールと位
置付けられており、平成29（2017）年に「エシカル消費自主宣言」を行いました。全ての授
業でエシカルの要素を取り入れており、例えば英語ではエシカルに関連する文献を読んだり、
数学ではエシカルに関わる統計を用いて分析を行ったりしています。また、エシカルクラブで
は、食ビジネス科を中心に、生徒会、農業クラブ、家庭クラブ、部活動、各種委員会と連携し、
校内にとどまらず地域への貢献を含め、「食」を起点とした多様な活動を展開しています。

食ビジネス科の生徒が運営している校内のスクールカフェは、農業科学科の生徒や地域の農
家が生産した農産物の規格外品等を学内で加工したスイーツやジャム、エシカルコーヒーなど
を提供しています。提供の際には、顧客に対し、事前にストローやミルク等が必要であるかの
確認や、食べきれる量にするなど、必要量のみの提供となるよう心掛けるとともに、地域住民
を含む来店者2に対し、生産者の情報や規格外品を利用していることなどを伝え、地産地消や
食品ロスについて考えてもらうきっかけも提供しています。また、提供している商品や原材料
の情報、取得している認証、関連するSDGsの目標3等を記載した「本日のSDGs」というチラ
シを作成し、周知を行っています。

本校では、校内にある農産物直売所「アグリ吉野川」
で、生産した農産物や加工品等の販売を行ってきました。
一方、地域の商店の閉店が相次ぎ、「シャッター商店街」
となっていたことから、生徒が自ら自治体や町内会にか
けあい、空き店舗を借りて農産物直売所「鴨島駅前にぎ
わいづくり」を開設しました。ここでは、レジ袋削減に
取り組んでおり、家庭で不要になった紙袋を回収して、
レジでエコバックを持参していない来店者に渡し、次回
もこの紙袋を持ってきてもらうように促す「紙バックカ
ムバック大作戦」を展開しています。この活動の影響も
あり、エコバックを持参する来店者が増えました。

これらの活動は生徒が自ら考えて取り組んでいます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で活動が一
部縮小されていますが、今後も農と食と地域活性化を絡
めた様々な取組を行っていきたいと考えています。

1　エシカル消費については、P24参照
2　令和4（2022）年3月現在、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から地域住民の来店は中断し
ている。
3　エシカル消費は、SDGsの17ある目標のうち、「目標12．持続可能な生産消費形態を確保する」と特に
関連している。

「紙バックカムバック大作戦」

スクールカフェ

「エシカル消費自主宣言」
～生徒の活動から地域に広がるエシカル消費～

徳島県立吉
よし
野
の
川
がわ
高等学校（徳島県）
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札幌市では平成18（2006）年度から、教育委員会、環境局環境事業部、経済観光局農政部
が連携し、各部局の関係団体である一般財団法人札幌市環境事業公社、株式会社ばんけいリサ
イクルセンター、札幌市農業協同組合との協働で「さっぽろ学校給食フードリサイクル」に取
り組んでいます。学校給食の調理過程で発生する調理くずや食べ残し等の生ごみを堆肥化した
後、その堆肥（以下「フードリサイクル堆肥」という。）を活用して野菜等を栽培し、学校給
食の食材として用いるなどの取組を行っています。

市内300校の小・中学校・中等教育学校・特別支援学校（以下本事例において「小・中学校
等」という。）の全校でフードリサイクル堆肥を活用して生産したレタス、玉ねぎ、とうもろこ
し、かぼちゃなどの食材を学校給食で用いているほか、そのうち、生ごみの回収を実施する学
校は297校（回収可能な学校全校）、フードリサイクル堆肥を用いた栽培活動を実施する学校
は206校に上り（令和3（2021）年度時点）、本取組に参加する学校は年々増加しています。

また、フードリサイクル堆肥やこれを用いて栽培された食材、本取組に関する啓発資材（ポ
スター、DVD等）を市内の小・中学校等に配布して、食育・環境教育の充実を図っており、
小学校1年生から中学校3年生まで、発達段階に合わせた指導を実施しています。例えば、小
学校低学年の生活科でフードリサイクル堆肥を活用した栽培・観察や栄養教諭による食材に含
まれる栄養素の話や調理員への感謝の気持ちを育む指導を行っているほか、中・高学年の総合
的な学習の時間でSDGsの「目標2．飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、
持続可能な農業を促進する」と関連付け、食料の安定確保の観点から見たフードリサイクルに
関する学習を、また、高学年の家庭科でフードリサイクル堆肥を活用して栽培した野菜等を用
いた調理実習を行っており、さらに、中学校の総合的な学習の時間で環境問題に関する学習を
行うなどしています。

本取組の成果も現れており、令和2（2020）年度に市内の小・中学校等を対象に実施した
調査によると、本取組への興味関心の高まりが見られたとする学校は67.4％、本取組の仕組
みの理解が進んだとする学校は60.5％、地産地消への関心の高まりが見られたとする学校は
47.1％、給食残量が減少したと回答した学校は31.4％でした。また、過去に実施した保護者
向けのアンケートでは、「授業についての会話をした」、「子供の行動に変容があった（食べ残
しやごみの分別に気を付けるなど）」、「家族の行動に変容があった（食べ残しやごみの分別に
気を付けるなど）」との回答が多くあり、授業後に家庭にも取組の効果が広がっていることが
分かりました。

現在、学校給食で提供しているレタスやとうもろこしは、
天候によって提供量が左右されやすく、予定どおりに給食の
食材として提供できず、さらには、それらを教材にした指導
ができなくなることがありました。そのため、天候に左右さ
れず、提供量が確保できる作物の種類を増やすことが課題で
す。引き続き、各主体が連携・協働して本取組の一層の推進
を図っていきます。

焼豚チャーハン
（フードリサイクル堆肥を用いて生産し

たレタスを使用）

「さっぽろ学校給食フードリサイクル」
～多様な主体の連携・協働で食育・環境教育指導を展開～

北海道札
さっ
幌
ぽろ
市
し

事 

例

	

特
集	

食
と
環
境
の
調
和


	食育R4_00a表紙
	食育R4_00cこの文書は
	食育R4_00d目次
	食育R4_00eはじめに
	食育R4_01-01
	食育R4_01-02

