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	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3（2021）
年度、「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3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の3項目を掲げ、農林水産省ウェブサイトへの掲載、
関係府省庁、都道府県及び関係機関・団体への協力・参加の呼び掛けや周知ポスターの作成な
ど、「食育月間」の普及啓発を図りました。また、「持続可能な食を支える食育の推進」をテー
マとしたセミナーをオンラインで開催し、「新たな日常」における食育体験やオンライン体験
の可能性について、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（コラム「「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～」参照）。

2 食育推進全国大会の開催
農林水産省、岩手県及び第16回食育推進全国大会岩手県実行委員会は、「食育月間」中の令

和3（2021）年6月26日、27日に、岩手県において「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（コラム「「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～」参照）。

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、保育所における、野菜に興味や関心を持ち、食べることの喜び、食への意欲に
つなげていくための体験活動や、高等学校における、若い世代の関心が高いスポーツ栄養を取
り上げ、1週間分の食事の写真を利用した栄養指導等、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」等の取組
事例について情報提供を行っています。

都道府県・政令指定都市の取組（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/torikumi.html

食育推進運動の展開
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コラム
「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～

第16回食育推進全国大会inいわて
「第16回食育推進全国大会inいわて」は、令和3（2021）年6月26日、27日に「食で幸

せ「希望郷いわて」～伝えよう いわての魅力と 感謝の気持ち～」をテーマに、岩手県滝
たき

沢
ざわ

市
し

の岩手産業文化センターアピオをメイン会場に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大状況を踏まえ、方法をオンラインに変更して開催しました。

当日は、食とスポーツをテーマにしたアスリートトークショーや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、7月か
ら10月までの毎月19日の「食育の日」に、料理研究家のトークショーや東日本大震災の津波
を教訓にした講演会など様々なコンテンツを追加配信し、オンライン開催の充実を図りました。

「岩手おもてなし中継」の様子料理教室の様子2日目のオープニングの様子

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～
農林水産省では、令和3（2021）年6月30日に「食育月間」の取組の一環として、第4次

基本計画を広く周知し、実践につなげることを目的に、オンラインによる「食育月間セミナー」
を開催しました。

第4次基本計画の重点事項の一つである「持続可能な食を支える食育の推進」をテーマに、
「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、より多くの人に食育を実践してもらうためにはどのよう
な点に考慮すべきか等について話し合いました。

事例紹介の様子
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	第2節	 国民的な広がりを持つ運動としての展開
1 全国食育推進ネットワークの活用

農林水産省では、「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
や知見を食育関係者間で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むため、令和2

（2020）年度に「全国食育推進ネットワーク」（以下本節において「ネットワーク」という。）
を立ち上げ、食育関係者の会員登録を呼び掛けました。令和3（2021）年度は、ミニセミ
ナーとディスカッションを組み合わせたサロン等の開催、食育イベントや研修会等の先進的な
食育の取組事例の収集・発信を行い、ネットワークの周知と会員間の活動の活性化に取り組み
ました。例えば、令和4（2022）年2月には、「「みんなで食育推進フォーラム2022」～新た
な日常やSDGsの観点から食育を考えよう～」を開催し、「SDGsと食育」について、専門家
による講演やパネルディスカッションを実施しました。

また、食育の取組を子供から大人まで誰にでも分かりやすく発信するため、絵文字で表現し
た「食育ピクトグラム」及び「食育マーク」の普及を図りました。

「食育ピクトグラム」 「食育マーク」

食育ピクトグラム及び食育マークのご案内（農林水産省）
URL：https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pictgram/index.html

2 「新たな日常」やデジタル化に対応する食育の推進
第4次基本計画では、デジタルトランスフォーメーション（デジタル技術の活用による社会

の変革）が一層進展する中で、SNSの活用やインターネット上でのイベント開催及び動画配
信、オンラインでの非接触型の食育の展開などを推進することとしています。

農林水産省では、デジタル化に対応した食育を推進するため、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。

また、農林水産省の職員がYouTuberとなる省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」
では、若い職員が中心となって、20以上のチームが動画を制作、公開しています。「タガヤセ
キュウシュウ」は職員の地元のお米で作ったおにぎりを大臣に食べてもらって米のおいしさ
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を、「TASOGARE」は視聴者と一緒にごはんを食べるライブ配信で共食の大切さを、「＃あな
たの知らない東北」は東北の郷土料理の魅力を、「なまらでっかい道」は北海道の農林水産業
や食文化を紹介するなど、全国各地の農林水産物や農林水産業、農山漁村の魅力を発信してい
ます。

全国各地の農林水産物や農林水産業、農山漁村の魅力を動画で発信

3 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3（2021）年度に、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、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5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241件の応募があり、農林水産大臣賞6件及び
消費・安全局長賞10件の表彰を行いました。受賞した取組については、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16回食育推進全国大会inいわて」のオンライン開催に伴い、表彰式は行わず、大会の公
式ウェブサイト上で受賞者の活動紹介を行いました。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3（2021）
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93件の中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3（2021）
年度は、学校12校、共同調理場1場、また、16人の学校給食関係者及び1団体が表彰されま
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3（2021）年度は、功
労者として226人、功労団体として17団体、特定給食施設の17施設が表彰されました。ま
た、国民の生活習慣を改善し、健康寿命を延ばすための運動「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10回健康寿命をのばそう！アワード」の
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生活習慣病予防分野では、応募のあった78件の中から15の企業、団体、地方公共団体が表彰
されました。また、母子保健分野について、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、地方公共団体に対して、応募のあった38件のうち11の企業、団体、地
方公共団体が表彰されました。
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	第3節	 都道府県・市町村における食育運動の展開
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。

2 食育推進計画の作成状況
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

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4（2022）年3月末現在では、89.6％（1,741市町村中1,560市町村）
となっています（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

また、市町村食育推進計画の作成割合が100％の都道府県は24県でした。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）。

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％ 24

75～100％未満 17

50～ 75％未満 6

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和4（2022）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数の割合

図表2-4-3 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

都道府県
作成状況

都道府県
作成状況

市町村数 作成済数 作成割合 市町村数 作成済数 作成割合
北海道 179 133 74.3% 滋賀県 19 19 100%
青森県 40 33 82.5% 京都府 26 17 65.4%
岩手県 33 33 100% 大阪府 43 41 95.3%
宮城県 35 35 100% 兵庫県 41 41 100%
秋田県 25 25 100% 奈良県 39 39 100%
山形県 35 31 88.6% 和歌山県 30 20 66.7%
福島県 59 54 91.5% 鳥取県 19 17 89.5%
茨城県 44 44 100% 島根県 19 19 100%
栃木県 25 23 92.0% 岡山県 27 27 100%
群馬県 35 35 100% 広島県 23 23 100%
埼玉県 63 63 100% 山口県 19 19 100%
千葉県 54 49 90.7% 徳島県 24 20 83.3%
東京都 62 51 82.3% 香川県 17 17 100%

神奈川県 33 33 100% 愛媛県 20 20 100%
新潟県 30 30 100% 高知県 34 34 100%
富山県 15 13 86.7% 福岡県 60 56 93.3%
石川県 19 19 100% 佐賀県 20 18 90.0%
福井県 17 13 76.5% 長崎県 21 21 100%
山梨県 27 26 96.3% 熊本県 45 36 80.0%
長野県 77 62 80.5% 大分県 18 18 100%
岐阜県 42 42 100% 宮崎県 26 18 69.2%
静岡県 35 35 100% 鹿児島県 43 41 95.3%
愛知県 54 54 100% 沖縄県 41 22 53.7%
三重県 29 21 72.4% 合計 1,741 1,560 89.6%

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（令和4（2022）年3月末現在）
注：東京都は特別区を含む。
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東松島市食育推進協議会は、令和3（2021）
年3月に策定された第3期東松島市食育推進計
画の下、多様な関係者と連携し、様々な媒体を
用いて取組を行っています。

同計画は、「新しい生活様式」に対応した食
育にも言及しており、情報発信のデジタル化の
推進として、市の公式YouTubeチャンネルに
おける動画の配信や、市の防災メールを活用し
た食育に関する情報発信、民間の料理レシピサ
イトへの地元の食材を用いたレシピの掲載等を
実施しています。これらの実施に当たっては、
動画の企画は食育関係団体や薬剤師会等から、
動画の編集作業は地域おこし協力隊や地元中学
校のコンピューター部の生徒から、レシピの掲
載は病院や福祉施設から協力を得るなど、様々
な関係者と連携しながら取組を進めています。

また、オンラインで情報発信を行うだけでな
く、幅広い世代に情報を届けられるよう、世代
ごとにその特性を踏まえて作成したテキスト「東松島食べる学校」を地域の健康づくり活動等
で配布するなどし、「食」を学ぶ機会を作っています。

さらに、情報発信だけにとどまらず、市内の飲食店と連携し、「スマートミール1」を外食又
は持ち帰りの弁当として提供することで、住んでいるだけで、そして滞在しているだけで健康
な食を営める環境づくりに取り組んでいます。

こうした取組により、市民が意識せずとも自然と健康になれる食環境づくりを進めていき、
これからも、郷土の恵みを生かしながら、地域ぐるみで食育を推進していきたいと考えていま
す。

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

スマホでも・紙面でも・お店でも
いつでもどこでも健康な食に触れることができるまちづくり
（第5回食育活動表彰　農林水産大臣賞受賞）
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食育推進協議会（宮城県）
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市と薬剤師会の動画撮影風景

「東松島食べる学校」
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第3節	●	都道府県・市町村における食育運動の展開


