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第2節 地域や職場における食育の推進
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）年度から開始した国民健康づくり運動である「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、主要な生活習
慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する項目や、栄養・食生活、身体活動・運動等に関す
る 53 項目の目標を設定しています。例えば、適正体重を維持している人を増加させるため、
肥満及び 20 歳代女性のやせの人の割合を減らすという目標を設定しています。また、成人だ
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満や痩身

第

の傾向が見られることから、肥満傾向にある子供の割合の減少についての目標も設定していま
す。さらに、野菜と果物の摂取量の増加については、野菜摂取量の平均値を 350g 以上にする
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ことや、果物摂取量 100g 未満の人の割合を 30％以下にすることを目指しています。こうした
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目標も勘案し、都道府県や市区町村においては、健康増進計画を策定し、計画に基づき様々な
健康づくりに関する取組を実施しており、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。
また、目標の達成に向けて、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「健康日本２１（第二次）分析評価事業」を行っており、
「健康日本
２１（第二次）
」の目標項目について、現状値を更新するとともに「健康日本２１（第二次）
」
の目標設定などに用いられている「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。分析等の結果については、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。
「健康日本２１（第二次）
」の運動を更に普及、発展させるため、健康寿命の延伸に向けて、
企業・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、主食・主菜・副菜を揃えた食事、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3（2021）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
に焦点を当てた普及啓発ツールを、「スマート・ライフ・プロ
ジェクト」のウェブサイトに掲載しました。普及啓発ツールを
用いて地方公共団体等に食生活の改善に関する取組を行っても

「スマート・ライフ・プロジェクト」
ロゴマーク

らい、その事例を紹介するなどの情報発信を行いました。

食生活改善普及運動

普及啓発ツール
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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「令和元（2019）年度国民医療費」
、
「令和2年（2020）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、特定健康診査の結果を受けて、生活習慣病の発症及び重症化リスクが高く改善が必
要な人に対して、特定保健指導等を実施し生活習慣の改善を図ることで生活習慣病の発症及び
重症化予防に努め、国民医療費の適正化に対応するものです。
近年、活力ある「人生 100 年時代」の実現に向けて、健康寿命の更なる延伸が課題となっ
ている中、健康無関心層も含めて自然に健康になれる食環境づくりの推進が急務となっていま
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す。厚生労働省では、自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた産学官等連
携の在り方について検討するため、
「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向
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けた検討会」を開催し、報告書を取りまとめました（コラム「健康的で持続可能な食環境づく
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りの推進」参照）
。

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）
URL：https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippo
n21/index.html

食生活改善普及運動（厚生労働省）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/0000089299_00003.html

農林水産省では、令和3（2021）年は果実と野菜の摂取による栄養と健康上の利点等に対
する世界的な認識を高めることを目的に、国連が定めた「国際果実野菜年」であることを踏ま
え、①専用ウェブサイトの開設、②「国際果実野菜年 2021」の取組を共に PR するオフィシャ
ルサポーターの募集、③おすすめレシピ・食べ方の募集・専用ウェブサイト等への掲載、④
ウェブシンポジウムの実施等、果実と野菜の重要性に関する普及啓発及び消費拡大に資する取
組を行いました。

「国際果実野菜年 2021」
日本語ロゴマーク

「国際果実野菜年 2021」
おすすめレシピ・食べ方の専用ウェブサイト

「国際果実野菜年 2021」
ウェブシンポジウムの様子
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「国際果実野菜年 2021」
（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/iy
fv.html

「国際果実野菜年 2021」おすすめレシピ・食べ方
（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/IY
FV2021/IYFV2021_menu/recipe.html

また、果実は各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の摂取源として重要な食品であることか
ら、「果樹農業の振興を図るための基本方針 1」
（令和2（2020）年4月 30 日農林水産省決定）
に基づき、果実は嗜好品ではなく、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
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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
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果実の摂取を促進するほか、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
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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、果実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。
さらに、国民の関心を高めるため、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、ポスターやロゴマークを作成するとともに、これらを使って消費者に対しては SNS
（Facebook）等を通じたお手頃価格の野菜やメニューの紹介、小売、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、販売等を依頼するなど、野
菜の消費拡大に取り組みました。

「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

「毎日くだもの 200 グラム運動」
ロゴマーク

「野菜を食べようプロジェクト」
ポスター

「1日 350g」と目安を表した
「野菜を食べようプロジェクト」
ロゴマーク

「野菜を食べようプロジェクト」
（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/2ibent.html

1

果樹農業の振興に関する基本的な事項等に関する基本方針であり、食育等の消費拡大に向けた対策の

推進が挙げられている。
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日本人の野菜、果実の消費量は減少傾向にあります（図表 2-3-1）
。
図表 2-3-1

野菜、果実の消費量
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資料：農林水産省「食料需給表」
注：1）消費量は1人1年当たり供給純食料（消費者等に到達した食料）であり、実際に摂取された食料の数量ではない。純食料と
は、野菜の芯などを除いた量
2）令和2（2020）年度は概算値

第4次基本計画では、健康寿命の延伸を目指す「健康日本２１（第二次）
」の趣旨を踏まえ、
令和7（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 1
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ました。
「令和元年国
民健康・栄養調査」によると、1人1日当たりの野菜類摂取量の平均値は 280.5g、果実類摂
取量の平均値は 100.2g となっています（図表 2-3-2、2-3-3）。また、果物摂取量 100g 未満
の者の割合は 61.6％です。
野菜の摂取量を年齢階級別にみると、特に 20～40 歳代で少ないことが摂取量の平均値を下
げている原因と考えられます。また、同調査によると外食を週に1回以上利用している者の割
合は、20～30 歳代では5割を超えており、その世代の野菜類摂取量が少ないことの理由の一
つと考えられます 2。
足立区では、野菜を食べやすい環境を整えるため、飲食店や青果店等区内 875 店舗の「ベ
ジタベライフ協力店」において、野菜たっぷりメニュー（野菜 120g 以上を目指すメニュー）
やベジ・ファーストメニュー（食前ミニサラダ等）を提供しており、若い世代にも積極的に野
菜を摂取してもらえる取組を行っています。こうした食環境整備によって、区内の 30 歳代の
野菜摂取量は令和元（2019）年度から増加傾向にあります。厚生労働省では、本取組を「健
康寿命をのばそう！アワード」において表彰し、こうした取組を全国に横展開することで、野
菜摂取量の増加に向けた取組を推進しています。
また、農林水産省においても、社員食堂や家庭で利用しやすい、野菜を多く使ったメニュー
1

果実類のうちジャムを除く摂取量

2 「平成 27 年国民健康・栄養調査」において、外食を毎日1回以上利用している者はそれ以外の者に比
べ、野菜類の摂取量が少ないという結果が得られている。

74

第 2 節 ● 地域や職場における食育の推進

を提案・情報提供するなど、野菜の消費拡大対策を実施しています。
果実の摂取量を年齢階級別にみると、特に 20～50 歳代で少ないことが摂取量の平均値を下
げている原因と考えられます。近年、国産果実の高品質化、生産量の減少等により価格が高値
傾向にあることや、皮むきや切る手間が敬遠されること等が主な理由として考えられます。果
実は、どの年代も生鮮果実の摂取が中心であり、高年齢層ほどその特徴が顕著です。一方、若
い年齢層では、摂取しやすいカットフルーツ等の果実加工品も好まれています。20～50 歳代
の果実摂取量の増加に向けた取組として、農林水産省では、こうした世代による利用頻度の多
い外食やコンビニエンスストアで扱いやすい果実加工品の安定供給に向け、省力型栽培技術体
系の導入等による加工用の原料果実の安定供給や果実加工品の試作等の取組を推進していま
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す。
野菜類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20 歳以上）

地域における食育の推進

（g/ 日）
350

3
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図表 2-3-2
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70～79歳
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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 2-3-3

果実類摂取量の平均値（性・年齢階級別、20 歳以上）

（g/ 日）
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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、ジャム、果汁・果汁飲料
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コラム

健康的で持続可能な食環境づくりの推進

厚生労働省では、活力ある「人生 100 年時代」の実現に向けて、自然に健康になれる持続可
能な食環境づくりの推進に向けた産学官等連携の在り方を検討するため、「自然に健康になれ
る持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」を開催し、令和3（2021）年6月に報告
書を取りまとめました。
この検討会では、食環境づくりを「人々がより健康的な食生活を送れるよう、人々の食品へ
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のアクセスと情報へのアクセスの両方を相互に関連させて整備していく」ことと定義しました。
そしてその上で、今後の食環境づくりの方向性として、全世代や生涯の長きにわたって関係し

3
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得る日本の重要な栄養課題として「食塩の過剰摂取」に優先的に取り組みつつ、「若年女性の
やせ」や「経済格差に伴う栄養格差」にも取り組むことを示しました。あわせて、栄養・食生
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活と環境の相互作用性を踏まえ、事業者が行う地球環境、自然環境等に配慮した取組にも焦点
を当てることとしています。具体的には、健康関心度等の程度にかかわらず、誰もが自然に健
康になれるよう、事業者による栄養面・環境面に配慮した食品（商品）の開発、販促、広報活
動等を、産学官等が連携して推進していく予定です。
検討会の報告書を踏まえ、厚生労働省では、関係省庁の協力を得て、産学官等連携による食
環境づくりの推進体制として、
「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチ
ブ（健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ）」を設立しました。このイニシアチブでは、
広く事業者の参画を募りながら、事業者の自主的な取組を促していくこととしています。参画
事業者は具体的な行動目標等を設定し、毎年の進捗と併せてこのイニシアチブで公表すること
で、事業者の環境・社会・企業統治（ESG）評価の向上、事業機会の拡大等が期待されます。
さらに、学術機関とも連携し、食環境づくりの推進に資するデータの整備等も行っていく予定
です。このように、産学官等連携による取組により、食環境づくりが効果的に進み、国民の健
康寿命の延伸を通じて、活力ある持続可能な社会の構築につながることを目指しています。な
お、こうした食環境づくりの推進については、日本政府が令和3（2021）年 12 月に主催した
「東京栄養サミット 2021」の成果文書（東京栄養宣言（グローバルな成長のための栄養に関す
る東京コンパクト））において、日本政府コミットメントとして記載されています。
健康的で持続可能な食環境の実現に向けた社会実装エコシステムの構築と展開
• 厚⽣労働省での有識者検討会※１や、東京栄養サミット2021の日本政府コミットメントを踏まえて設置する「健康的
で持続可能な⾷環境戦略イニシアチブ※２」では、⾷塩の過剰摂取、若年⼥性のやせ、経済格差に伴う栄養格差等
の栄養課題や環境課題を重大な社会課題として捉え、産学官等※３の連携・協働により、誰もが自然に健康になれ
る⾷環境づくりを展開します。日本はもとより、世界の人々の健康寿命の延伸、活⼒ある持続可能な社会の実現を
目指します。
※１ 自然に健康になれる持続可能な⾷環境づくりの推進に向けた検討会（2021年２⽉〜６⽉計４回開催、座⻑︓武⾒ゆかり ⼥⼦栄養大学大学院研究科⻑）
※２ 正式名称︓「健康的で持続可能な⾷環境づくりのための戦略的イニシアチブ」
※３ 「産」は、⾷品製造事業者、⾷品流通事業者、メディア等、多様な業種を含む。

• 参画事業者はSMART※４形式の⾏動目標と評価指標を自ら設定しつつ、より効果的な方策を、イニシアチブ参画
事業者同士で検討し、協働することにより、誰もが自然に健康になれる⾷環境づくりを目指します。
※４ Specific（具体的）、Measurable（測定可能）、Achievable（達成可能）、Relevant（関連のある）、Time-bound（期限のある）

•

•

実施内容

•

•

イニシアチブとしてのゴール策定
⁃ 東京栄養サミット2021での⾷環境づくりに関する日本政府コミットメントを踏まえた、産学官等で協働
すべき効果的な取組の特定、⾏動ロードマップの策定 等
食環境づくりに資する研究・データ整備等の推進
⁃ 日本及びアジアの⾷⽣活や栄養課題に適合した栄養プロファイリングシステムの検討
⁃ 消費者への効果的な訴求方法、販売方法等に関する実証 等
各参画事業者のSMART形式の⾏動目標に関するPDCAプロセス支援
⁃ 産学官等の間における情報交換等の場・機会の設定
⁃ 同業種・異業種間の情報交換・意⾒交換（連携機会の創出）
⁃ 国（厚⽣労働省等）、研究所等との情報交換・意⾒交換（事業リスク回避の上で参考となる
栄養面・環境面の国際動向等の共有を含む。） 等
⁃ ⾦融機関関係者等との情報交換等の場・機会の設定
⁃ 機関投資家等アドバイザーとの情報交換・意⾒交換 等
国内外に向けた情報発信

「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」の概要
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2 貧困等の状況にある子供に対する食育の推進
子供の貧困率 1 は、「令和元（2019）年国民生活

基礎調査」において、平成 30（2018）年は 13.5％
となっています。また、平成 29（2017）年「生活
と支え合いに関する調査（特別集計）
」によると、
子供がある全世帯の 16.9％に食料が買えない経験
がありました。こうした中、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 2、

第

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。

章
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政府では、内閣府を中心として、貧困の状況にあ

地域における食育の推進

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

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）

は、民間資金による「子供の未来応援基金」を通じて、子供食堂や子供宅食等を運営する
NPO 等を支援するほか、広く国民を対象に、支援の輪を広げることを目的としたフォーラム
を開催しています。また、全国の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。
「子
供の未来応援基金」については、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、感染防止対策の観点から、子供食堂での会食に代えて弁当や食材の配布等
を追加的に行う NPO 等を対象に緊急支援を実施し、また、令和3（2021）年度においても、
子供食堂、弁当や食材の配布等を行う NPO 等を支援しました。さらに、内閣府では、地方公
共団体が実施する子供の貧困対策の取組を支援する「地域子供の未来応援交付金」を拡充し、
子供食堂など子供の居場所を整備する地方公共団体へ緊急支援を行いました。
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3（2021）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する感染拡大の防止に向けた対応や、居場
所づくりに関する補助等の周知に加え、生活困窮世帯等に対する栄養・食生活支援の推進につ
いて通知を発出しました。また、困窮するひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子供等を対
象とした子供食堂、子供宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象に広域的に運営支
援、物資支援等を行う民間団体を公募し、その取組に要する経費を助成する「ひとり親家庭等
1

2

17 歳以下の子供全体に占める、貧困線に満たない 17 歳以下の子供の割合。貧困線とは、等価可処分所

得（世帯の可処分所得（総所得（収入）から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を世帯員
数の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分の額

認定 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3（2021）年 12 月現在、子供食堂は全国で少なくとも 6,014 か所

77

の子どもの食事等支援事業」を実施しました。
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を把握するアンケート、ヒア
リング等の調査や、食材の提供に向けた生産者とのマッチングの実施を支援しています。ま
た、令和2（2020）年度から子供食堂や子供宅食等において、食育の一環として使用できる
よう、政府備蓄米を無償で交付しています。この、子供食堂等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。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、令和3（2021）年
7月からは、交付した数量を適切に使用した場合に追加の申請を可能としたほか、令和4

第

（2022）年1月からは、子供食堂の申請1回当たりの交付数量を増やしました。さらに、令和
2（2020）年度から令和3（2021）年度にかけて、新型コロナウイルス感染症に伴う需要減
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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調達費や輸
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送費等を支援する事業を実施しました。

3 若い世代に関わる食育の推進

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。
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に掲載しています。

「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」パンフレット

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）
URL：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html
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事例

子供たちの自主性を引き出す！大学で 11 年間受け継がれる食育教
室の取組（第5回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞）

か がわ
○○県○○○市立○○○保育園
香川短期大学 食育ゼミ（香川県）

香川短期大学食育ゼミは、平成 23（2011）
年度から、学生が入れ替わる中でも 11 年間継
続し、地域の児童への食育として、様々な体験
活動を企画・実施してきました。毎年 11 月に

第

は、
「生活文化にふれよう！」と題し、小学生
が参加する調理実習を行っているほか、保育所
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や幼稚園、子供食堂においても、年間を通して
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食育活動を実施しています。

調理実習の様子

令和3（2021）年度は、
「生活文化にふれよ
う！～カンタン・ヘルシー♪“地産地消”ワン
プレートランチ～」と題し、香川県の農林水産
物や主食・主菜・副菜のそろった栄養バランス
のよい食事をとることの大切さを学んでもらえ
るよう、「地産地消」と「食と健康」をテーマ
に取り上げました。香川県産の食材を使った調
理実習を行うだけでなく、一般社団法人香川県
水産振興協会の職員から、瀬戸内海の水産物や
県内の養殖業の歴史についての話を聞いたり、
主食・主菜・副菜それぞれの栄養面の特徴をク

子供食堂での食育指導の様子

イズを交えて楽しく学んだりしました。
こうした食育活動では、子供たちの自主性を大切にしており、例えば調理実習では、学生は
サポート役となり、子供たちが主体となって調理することで、子供たちの意欲や自主性を引き
出すようにしています。
このような取組が先輩から後輩へと受け継がれており、今後も継続して「子供主体の食育教
室」を通して、地域の子供たちに食の大切さを伝えていこうと考えています。

4 職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進

従業員等が健康であることは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたら

し、結果的に企業の業績向上につながると期待されています。
厚生労働省では、
「健康日本２１（第二次）
」の運動を更に普及、発展させるため、健康寿命
の延伸に向けて、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。運動、食生活、禁煙、健診・検診の受診について、
具体的なアクションの呼び掛けを行い、国民が自ら行動を変容することで生活習慣病の予防に
結び付けることを目的としています。適切な食生活を促すため、
「健康な食事」のための食環
境整備の考え方を活用した取組も行っています。職場における従業員等の健康に配慮するた
め、社員食堂のメニューの見直しを行い、従業員に対して企業内で健康情報を掲示するなどの
79

好事例について、その取組内容を整理し、
「スマートミール探訪」としてウェブサイトで公表
し、情報提供を行っています。
平成 17（2005）年に「食育基本法」が制定されてから 15 年以上が経ち、家庭、学校や地
域等で様々な食育の取組が広がってきている一方で、企業の食育推進は、取組が広がり始めた
ところで、基本的な情報が不足している状況にあります。このため、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のうち、先進的かつ積極的に食育を推進す
る取組に焦点を当てた基礎情報を収集し、事例集を作成・公表しました。
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スマートミール探訪（スマート・ライフ・プロジェクト）
URL：https://www.smartlife.mhlw.go.jp/minna/kenkou_shokuji/
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5 高齢者に関わる食育の推進

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 2-3-4）
。
図表 2-3-4

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

（％）
50

男性

女性

40
30

27.9

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

23.1
19.0

19.0

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、
「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」を策定するとともに、配食事業者と配食利用者のそれぞれに向けた普及啓発
1
80

平成 29（2017）年3月厚生労働省健康局策定
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用パンフレットを作成し、好事例の取りまとめ
もしています。また、フレイル 1 予防も視野に
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
の感染拡大を踏まえ、高齢者やその支援者向け

地域高齢者のフレイル予防の推進に向けた啓発用動画

に居宅で健康を維持するための情報等を発信す
集まろう！通

3

章

ウェブサイト「地域がいきいき

第

る た め に 令 和 2（2020） 年 9 月 に 開 設 し た
いの場」でも紹介しています。

地域における食育の推進

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
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

「地域がいきいき

集まろう！通いの場」ウェブサイト

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。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3（2021）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。

スマイルケア食（新しい介護食品）
（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo.html

1

加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、そし

て死亡などの危険性が高くなった状態
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事例

「高齢者の食生活支援体制づくり」

おか や

し

長野県岡谷市
○○県○○○市立○○○保育園

令 和 2（2020） 年 度 に お け る 岡 谷 市 の 高 齢 化 率 は 34.6％（ う ち 後 期 高 齢 者 の 割 合 は
19.9％）と増加傾向にあり、長野県や全国と比較しても高い状況にあります。
岡谷市では、令和3（2021）年度から「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施」
事業を開始するために、令和2（2020）年度に、関係部局が連携し、生活習慣病等の疾病予

第

防・重症化予防に関する取組やフレイル対策を含む介護予防に関する取組を一体的に実施する
ための検討を行いました。
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例えば、新型コロナウイルス感染症が拡大している中、無理のない範囲で実施できる高齢者
す おか

す

わ

地域における食育の推進

への支援を行うため、
「長野県栄養士会諏岡支部」や「長野県歯科衛生士会諏訪支部」と連携
し、
「出張！食と健口（けんこう）のミニ講座」や公民館事業を利用した「いちい学級」、住民
主体の地域活動である「生きがいデイサービス事業」等の既存の高齢者の通いの場を活用した
フレイル予防に関する取組を計画しました。
この計画に基づき、令和3（2021）年度に、高齢者の通いの場に管理栄養士や、歯科衛生士
等の医療専門職が出向き、
「フレイル予防講座」を実施しました。参加者からは「フレイルとい
う言葉を知らなかった。日々の生活の中で気を付けていきたい。
」等の感想がありました。取組
を通じて、参加した高齢者や事業に関わる関係者が共に学び、健康課題を共有することで、参加
者自身が健康状態に気付くきっかけとなるとともに、必要な支援につなげることができました。
そのほか、市内の大型商業施設の広場を活用し、
「長野県栄養士会諏岡支部」と連携して「食
を通じた健康づくりパネル展」を行うとともに、非接触で情報が得られやすいよう2次元バー
コードを活用した健康づくりの周知啓発を行いました。
今後は、岡谷市の公式 YouTube チャンネルやウェブサイトを活用して市民が簡単に作れる
料理動画を配信するなどにより、「フレイル予防」について周知を行っていく予定です。

講座に向けた打ち合わせ会の様子

岡谷市の食育
URL：https://www.city.okaya.lg.jp/kurashi_tetsuz
uki/iryo_kenko/shokuikujoho/index.html
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健康づくりパネル展の様子

しるくっきんぐ～フレイル予防～
（岡谷市の公式 YouTube チャンネル）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=w9xN
FX1W3A4
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6 地域における共食の推進

近年、ひとり親世帯、貧困の状況にある世帯、高

齢者の一人暮らし等が増え、様々な家庭の状況や生
活の多様化により、家庭や個人の努力のみでは、家
族との共食や健全な食生活を実践していくことが困
難な状況も見受けられます。
学童・思春期の共食を推進することは、健康状
態、栄養素等摂取量等、食習慣の確立などにつなが
ると考えられることから、厚生労働省では「健康日

第

本２１（第二次）
」において、共食の増加を目標項
目の一つとして設定し、取組を進めています。ま

章
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た、楽しい食事の時間は食欲を増進させることか

地域における食育の推進

ら、高齢者においては、
「食べて元気にフレイル予
防」のパンフレットや、新型コロナウイルス感染症
の感染防止に配慮して通いの場等において会食を行
う場合の留意点を周知し、家族や友人、地域の人と
会話をしながら食べることを促しています。
農林水産省では、子供食堂や高齢者サロン等の

「新型コロナウイルス感染症に気をつけて通いの場に参
加するための留意点」チラシ

「共食の場」において、地域の農林漁業者や住民等と一緒に行う伝統食の調理体験や、地域で
採れる食材や伝統食に関する講座の開催等、
「共食の場」における食育活動を支援しています。
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事例

子供食堂へのサポートを通じた地産地消と食育実践の取組
（第5回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞）

○○県○○○市立○○○保育園
九州国際大学村上ゼミ「子ども食堂チーム」
（福岡県）

九州国際大学村上ゼミ「子ども食堂チーム」
では、月1回開催される地域の子供食堂へ出向
き、調理や配膳・片付けなどの作業をサポート
しています。そして、子供たちとの触れ合いの

第

中で、生産者への感謝や食材の魅力、望ましい
調理法などについて考えています。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大下のた

地域における食育の推進

めなかなか思いどおりには進められていません
が、通常は開催日の1週間前に、子供食堂の主
催者と学生、指導教員とで事前ミーティングを

食材検討と試作・試食

行います。それまでに学生たちは食材を選定し
調理法を考えておきます。食材の検討・購入に
当たっては、地元の農産物直売所へ出向くのを
基本とし、売り場で生産者の話を聞いたり、商
品の脇に表示されている生産者情報を見たりし
て食材を選びます。時には、生産者に誘われて、
畑での生育ぶりを見せてもらうこともありま
す。
このようにして得た情報を基に、子供たちに
その日の食材を解説するためのフリップボード
を用意します。地元の特産品を使ったメニュー

子供たちへの食材説明用フリップ

の場合、それがどうして有名になったか、どのような栄養素が含まれているか、他にどのよう
な調理法があるかなどについて、子供たちが理解しやすいようイラストを多用してまとめます。
さらに、中には調理すると元の姿が分からなくなる食材（ほうれん草など）もあるため、調
理前の生の食材をテーブルに置き、子供たちが手に取って見られるようにしています。
この活動が、子供たちの食への興味・関心を高めることにつながることを願い、これからも
取り組んでいきたいと考えています。
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7 災害時に備えた食育の推進

大規模な自然災害等の発生に備え、地方公共団

体、民間団体などにおける食料の備蓄に加えて、各
家庭で食料を備蓄しておくことが重要です。
厚生労働省では、平成 30（2018）年度から令和
2（2020）年度の地域保健総合推進事業の一環で
「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライ
ン」を作成するとともに、災害時に想定される状況
を考慮し、地方公共団体に対する普及啓発を行って

第

きました。また、大規模災害時に、健康・栄養面や
要配慮者にも配慮した栄養・食生活支援を行うため
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には、平時からこれらを考慮した食料の備蓄を行う

地域における食育の推進

ことが重要であるため、そうした食料の備蓄の推進
を目的として、「大規模災害時に備えた栄養に配慮
した食料備蓄量の算出のための簡易シミュレーター」
を作成し、健康増進部局と防災部門等で連携するよ
う地方公共団体に依頼しました。

「災害時に備えた食品ストックガイド」

農林水産省では、ローリングストックといった日頃から家庭での食料の備蓄を実践しやすく
なる方法等をまとめた「災害時に備えた食品ストックガイド」と、乳幼児や高齢者、食物アレ
ルギーを有する人といった、災害時に特別な配慮が必要となる人がいる家庭での備蓄のポイン
トをまとめた「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」を公表しています。こ
れらのガイドブックを学校教育現場や地方公共団体、自治会組織等で活用してもらうととも
に、民間企業が主催する防災関連の展示会等で講演を行い、家庭での食料の備蓄について普及
啓発を行っています。
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