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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に必要
な基本的事項を定めるもの
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第３次食育推進基本計画（平成28年度～平成32年度）
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２

食育基本法
（平成17年法律第63号（衆法））

目的：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



① 子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進
② 国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティアなどが主体的かつ多様に
連携・協働しながら取組を推進

若い世代を中心とした食育の推進

様々な家族の状況や生活の多様化に対応し、子供や高齢者を含む全ての国民が健全で
充実した食生活を実現できるような食体験や共食の機会の提供

健康づくりや生活習慣病の予防のための減塩等及びメタボリックシンドローム、肥満・やせ、
低栄養の予防などの推進

食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等の推進

和食、郷土料理、伝統食材、食事の作法など伝統的な食文化への理解等の推進

重点課題

４

重 点 課 題

重点課題

２

重点課題

１

重点課題

３

重点課題

５

第３次食育推進基本計画の重点課題

３

取組の視点

若い世代自身が取り組む食育の推進、次世代に伝えつなげる食育の推進

多様な暮らしに対応した食育の推進

健康寿命の延伸につながる食育の推進

食の循環や環境を意識した食育の推進

食文化の継承に向けた食育の推進



４

若い世代を中心とした食育の推進 若い世代の朝食摂取重点課題

１

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（平成28（2016）年11月実施）

■朝食摂取頻度

〇 若い世代の朝食摂取頻度が他の世代よりも低くなっている。
〇 成人の朝食欠食が始まった時期について、中学生、高校生の頃から習慣化したという人が2割程度であ

るとともに、20歳以降に朝食を欠食し始めたと回答した人は男女とも半数存在。

■朝食欠食が始まった時期（成人）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成17（2005）年、平成21（2009）年）及び
農林水産省「食育に関する意識調査」（平成28（2016）年11月実施）
注：朝食を食べる頻度について、「ほとんど毎日食べる」以外の回答をした人が対象



５

若い世代を中心とした食育の推進 若い世代の食事の摂り方等重点課題

１

■主食・主菜・副菜を組み合わせた食
事を1日2回以上ほぼ毎日食べている

若い世代の割合の推移

資料：農林水産省（平成27（2015）年は内閣府）「食育に関する意識調査」
注：20～39歳が対象

〇 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上「ほぼ毎日」食べていると回答した若い世代の割合は39.4％であり、
第3次基本計画作成時の調査結果（43.2％：平成27（2015）年度）と比べて 3.8ポイント減少
〇 ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容」として、「家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい」、「食事の正しい
作法を習得したい」、「家族と調理する機会を増やしたい」など、食を通じたコミュニケーションについての関心が、他の世代よ
りも若い世代で高くなっている。このように、若い世代が食について必ずしも無関心ではないと考えられ、若い世代に向けて
はSNS（ソーシャルネットワークサービス）を活用するなど、世代に応じた方法や内容で食育を推進する必要がある。

■ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（平成28（2016）年11月実施）



６

〇 地域や所属コミュニティー（職場等を含む。）で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」及び「そう思う」）と回答した45.1%の人のうち、過去1年間に地域等での共食の場へ「参加した」と回答
した人の割合は71.4％であり、第3次基本計画作成時の調査結果（64.6％：平成27（2015）年度）と比べて
6.8ポイント増加。

Ｑ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、参加したいと思いますか。

多様な暮らしに対応した食育の推進 地域等における共食重点課題

２

資料：農林水産省（平成27（2015）年は内閣府）「食育に関する意識調査」

■地域等で共食したいと思う人が共食する割合

Ｑ.（地域等で共食したいと思う人に対し、）過去1年間に地域等での共食の場に参加したか。



７

〇 健康寿命は、平成25（2013）年時点で、男性が71.19歳、女性が74.21歳。健康寿命と平均寿命との差は
男性9.02年、女性12.40年となっている。

○ それぞれ平成13（2001）年と比べて延びているものの、平成13（2001）年から平成25（2013）年までの
健康寿命の延び（男性1.79年、女性1.56年）は、同時期における平均寿命の延び（男性2.14年、女性1.68
年）と比べて小さい状況。

資料：平均寿命： 平成13（2001）・16（2004）・19（2007）・25（2013）年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22（2010）年は
厚生労働省「完全生命表」健康寿命：厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用
対効果に関する研究」（平成27年3月農林水産省今後の食育推進施策について（最終とりまとめ）より）

■健康寿命と平均寿命の推移

健康長寿の延伸につながる食育の推進 健康寿命と平均寿命の推移
重点課題

３

■平均寿命と健康寿命の差

資料：平均寿命:厚生労働省「平成25 年簡易生命表」、健康寿命:厚生労働省「平成25 
年簡易生命表」、「平成25 年人口動態統計」、「平成25 年国民生活基礎調査」、総務
省「平成25 年推計人口」より算出

（年）



８

（資料）Kurotani et al：Quality of diet and mortality among Japanese men andwomen: Japan Public Health Center based prospective study. BMJ.2016; 352: i1209

■「食事バランスガイド」遵守と死亡との関連の結果

年齢、性別、地域、BMI、喫煙、身体活動、高血圧治療、糖尿病現既往、脂質異常症治療、コーヒー摂取、緑
茶摂取、職業の影響をできる限り除いた。

○ 健康な一般住民7万9594人を対象に、約15 年間の追跡における死亡との関連を検討。
○ 主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物、総エネルギー、菓子・嗜好飲料由来のエネルギーの摂取量を

算出。性・年齢・身体活動量に応じた「食事バランスガイド」の目安量からそれぞれ遵守度を評価。
○ 「食事バランスガイド」遵守得点最高グループは、最低グループと比べて、総死亡のリスクが 15％低下。

脳血管疾患による死亡のリスクは、22％低い。
○ 循環器疾患による死亡リスクは、副菜及び果物の摂取量が多い人ほど低い。

不足しがちな野菜や果
物を積極的に摂取し、
「食事バランスガイド」に
沿った食事をすることが
長寿につながることを示
唆。

健康長寿の延伸につながる食育の推進 食事バランスガイド遵守と死亡との関連重点課題

３



９

資料：厚生労働省「平成27（2015）年国民・健康栄養調査」 注：果実類摂取量はジャムを除く

■野菜類・果実類摂取量の平均値（20歳以上、男女計・年齢階級別）

健康長寿の延伸につながる食育の推進 野菜類・果実類の摂取量重点課題

３



１０

健康長寿の延伸につながる食育の推進 食塩摂取量の推移重点課題

３

■食塩摂取量の推移と現在の寄与率

〇 食塩摂取量については、平成27（2015）年の調査結果では、1日当たり男性は10.9g、女性は9.1gであり、
この10年で減少しているが、「健康日本21（第二次）」において目標とされている1日当たり8gには達して
ない。

〇 食塩の供給源を見てみると、調味料・香辛料から約7割の食塩をとっている状況。
〇 近年では、食の外部化率も高まり、加工食品等の利用も増えているため、食塩を多く含む食品や料理

等の摂取量をいかに減らすかが減塩するために重要。

出典：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
資料：厚生労働省「平成26（2014）年国民健康・栄養調査」



〇 農林漁業体験を経験した国民（本人または家族）の割合は30.6％。

○ 体験の際に農林漁業に携わる者から直接、指導を受けた人は83.0％。

○ 農林漁業体験に参加して変化したことは、「自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった」が

最も高く、次いで「地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった」が続く。農林漁業に携わる者の積極

的な関与があるかどうかで結果に違い。

■農業漁業体験による関心の変化（農林漁業者による指導の有無別）

資料：農林水産省「食生活及び農林漁業体験に関する調査」（平成28（2016）年10～11月実施） 注： 農林漁業体験に
本人又は家族が参加したことがある人が対象 複数回答

１１

食の循環や環境を意識した食育の推進 農林漁業体験による関心の変化重点課題

４

資料：農林水産省「食生活及び農林漁業体験に関する調査」（平成28
（2016）年10～11月実施）

■農林漁業体験への参加経験者の有無



〇 「食生活指針」に掲げられた項目全てにおいて、農林漁業体験への参加経験があると回答した人の方が、

実践度（「実践している」又は「おおむね実践している」と回答した人の割合）が高くなっている。

○ 日本型食生活の実践度は、経験者が66.9％、未経験者が56.4％でした。日本型食生活の実践度につい

ては、経験者と未経験者で10％以上の差が出ている。

〇 より多くの人に農林漁業体験の機会を持ってもらうことは有効であると示唆。

１２

食の循環や環境を意識した食育の推進 農林漁業体験と食生活指針等の実践度重点課題

４

■農林漁業体験への参加経験者の有無と「食生活指針」の実践度

資料：平成28年度「食生活及び農林漁業体験に関する調査」 ※経験者とは、本人又は家族の中に、農林漁業体験に参加した人がいると回答した者

■農林漁業体験への参加経験の有無と「日本
型食生活」の実践度

カレーラ
イス
サラダ
果物

ごはん
みそ汁
焼魚
煮物
果物

麻婆丼
酢物
果物

オムライス
スープ
サラダ
ヨーグルト
果物

ごはんをベースに中食を組み合わせた日本型食生活の例



〇 食品ロスについては、事業系が330万トンあるのに対し、家庭系は302万トンと推計されており（農林水

産省と環境省による平成25（2013）年度推計）、家庭系も約半分を占めている。

〇 「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合」は、平成27（2015）年で76.4％。

〇 購入した食品を食べないまま、捨ててしまうことが「よくある」又は「ときどきある」と答えた人に対し、捨

ててしまった原因を尋ねたところ、「消費・賞味期限内に食べられなかった」が70.5％、購入後、冷蔵庫

や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった」が61.1％など、必要以上に在庫を抱えている状況がう

かがえる。

１３

食の循環や環境を意識した食育の推進 食品ロスの原因等重点課題

４

Ｑ 購入した食品を食べないまま、捨ててしまった原因は何だと思いますか。

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」（平成28（2016）年11月実施）
注： 購入した食品を食べないまま、捨ててしまうことが「よくある」又は「ときどきある」と答えた人が対象複数回答

■食品ロスの原因■食品ロス削減のために何らか
の行動をしている国民の割合

資料：消費者庁「消費者意識基本調査」



１４

○ 平成27年度の食品の食べ残し量の割合は、食堂・レストランでは3.6％。主な食品別に1食当たりの食べ
残し量をみると、「穀類」が6.7gと最も多く、次いで「野菜類」が2.7g、「調理加工食品」が1.8gとなっている。

○ 1食当たりの食べ残し量の割合をみると、「野菜類」が3.7％と最も高く、次いで「調理加工食品」が3.5％、
「穀類」が2.7％となっている。

○ 平成26年度における世帯食の食品ロス率は3.7％となった。これを食品ロスの発生要因別にみると、過剰
除去によるものが2.0％、食べ残しによるものが1.0％、直接廃棄によるものが0.7％となっている。

○ 世帯員構成別に食品ロス率をみると、「単身世帯」では4.1％、｢２人世帯｣では4.0％、｢３人以上世帯｣では
3.4％となっており、「単身世帯」の食品ロス率が最も高くなっている。

資料：農林水産省「食品ロス統計調査・世帯調査（平成26年度)」

■世帯員構成別の食品ロス率（平成26年度）

詳細はこちら→ http:// www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/loss_gaisyoku_15/

■主な食品別の１食当たりの食べ残し状況
（ 食堂・レストラン）

資料：農林水産省「食品ロス統計調査・外食調査（平成27年度）」

食の循環や環境を意識した食育の推進 食品ロス統計調査・外食調査重点課題

４



１５

食文化の継承に向けた食育の推進 伝統的な食文化の継承重点課題

５

〇 郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を「受け
継いでいる」と回答した人の割合は60.0％であり、第3次基本計画作成時の調査結果（60.0％：平成27（2015）年
度）から変わらない。

〇 「受け継いでいる」と回答した人のうち、地域や次世代に対し「伝えている」と回答した人の割合は69.2％であり
第3次基本計画作成時の調査結果（69.3％：平成27（2015）年度）と比べて0.1ポイント減少。

■ 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ている国民の割合の推移

■ 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、伝えている国民の割合

資料：農林水産省（平成27（2015）年は内閣府）「食育に関する意識調査」

資料：農林水産省（平成27（2015）年は内閣府）「食育に関する意識調査」 注：地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方、作法を「受け継いでいる」と答えた人が対象



１６

食文化の継承に向けた食育の推進 和食に関するパンフレット重点課題

５

ダウンロードはこちら → http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/index.html.



関東農政局における食育推進方針（平成29年度）

◆ 若い世代における食や農林水産業へ関心を
高めるための食育

若い世代（学生～出産・子育て世代）に向け、ごはん食のメリ

ット等をわかりやすく、中食や外食の有効活用等を含めた実行
性の高い「日本型食生活」を周知

※食育月間における食育セミナーの開催、パネル展示、大学で
のパンフ・チラシ配布 等

◆ 農林漁業者、農林漁業関係団体と連携した
食育

子供から高齢者までの幅広い世代に対し、食への感謝や農林水

産業への理解を深めるため、食料の生産段階の様々な体験の機
会を提供

※農林漁業体験や生産者との交流をコーディネート、農林漁業体
験・工場見学施設をＨＰ「食育ひろば」にて紹介（現在173） 等

◆ 食品関連事業者等と連携した食育

子供から高齢者までの幅広い世代に向け、「日本型食生活」を

推進するとともに、食の生産から消費までの食の循環の理解や
食品ロスの削減等の推進

※企業の食育活動の実践に関する交流会の開催（2月東京都内）
※関東食育ネットワーク会員への情報提供（会員数：1, 557）

◆ ｢和食；日本人の伝統的な食文化｣の保護・
継承

地方公共団体、民間団体と連携し、若い世代（学生～出産・子
育て世代）に向け、各種食育イベント等において「和食」や「食文
化」の魅力を発信。

※セミナーやイベントを通じ発信。ポスター、パンフレット等を使用
し情報提供

◆ 学校関係者、栄養関係者等との連携の強化

学校関係者、栄養関係者、食育実践者（消費者、企業、料理

人、学生団体等）等多様な者との連携を強化し、第３次食育推
進基本計画の周知をはじめ食育情報を共有

※第３次食育推進基本計画の説明
平成28年度 ５８回実施
平成29年度 ４１回実施予定 （8月現在）

◆ 地方自治体との連携

管内の都県・市町村担当者と連携し、地域の魅力再発見食育

推進事業の活用を促進するとともに、管内における地方自治体
の食育推進計画策定率100％を目指す

※都県・政令市担当者会議の開催（平成28年11月、29年度7月・1月）
※都県市等が開催する推進会議・計画検討会に参加（平成28年

度21 回、29年度17回予定（8月現在）
※都県開催イベントへブース出展
※都県・政令市に対し食育月間におけるポスター掲示依頼（6月）

１７



食と農の体験活動、食文化の継承に向けた食育の推進

平成29年度 食育月間セミナー （29.6.28）

○ 関東農政局は、「食・農・地域を知り、伝えよう日
本の食文化」をテーマとしたセミナーを開催（361人
参加）。

概要はこちら→ http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29_shokuiku_semina.html

○ 関東農政局は、「多様な連携で輝く若い世代への食育」をテーマとした交流会
を開催。

○ 102人（企業・団体49、大学・学生団体等44、地方自治体等9）が参加。
○ 東京家政大学ヒューマンライフ支援センター准教授 内野美恵氏から情報提供

をしていただき、国際学院埼玉短期大学調理学研究部部長 生方美紀氏、副部
長 中屋未来氏、さいたまヨーロッパ野菜研究会会長 北康信氏、パパ料理研究家
・株式会社ビストロパパ代表取締役 滝村雅晴氏から活動紹介をしていただきまし
た。また、内野美恵氏がコーディネーターとなり、交流会を開催しました。

平成28度 企業の食育活動の実践に関する交流会 （29.2.21）

概要はこちら→ http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/290221_kigyou_kouryu.html

企業、学生、行政と連携した食育の推進

○ 長野県短期大学生活科学科教 授中澤弥子氏から
「伝えよう 育てよう 日本の豊かな食文化～日本国内
外での農や食の体験活動の事例から～」をテーマに
講演 していただき、森の食農学校スマイル農園農園
主 豊泉裕氏、日本料理教室 A Taste of  Culture 主
宰 安藤エリザベス氏から事例紹介をしていただきま
した。

１８

関東農政局

関東農政局



関東食育推進ネットワークの活性化

平成28年度 関東食育ネットワーク交流会 （28.9.16）

概要はこちら→ http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/280916ibentogaiyou.html

食育に関する情報提供「食育ひろば」

１９

関東農政局のホームページ「食育ひろば」では、食育に関する様々な情報を紹介しています。

■農林漁業体験情報
■関東食育推進ネットワーク情報
■イベント情報 など

食育ひろば 検索 http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/index.html

○ 「みんなではぐくむ♪関東の食育」をテーマに関東食育推進ネットワーク交流会を開
催（48人参加）。

○ 野菜ソムリエの牧野悦子氏、いばらきコープの市原るり子氏、松本市健康福祉部健
康づくり課の種田厚子氏、あどぼけの会の鬼形明房氏、ファーム・インさぎ山の萩原さ
とみ氏、関東農政局地域食品課長をグループ進行役にワールド・カフェ方式の意見交
換会を行いました。最後に、東京家政大学ヒューマンライフ支援センター准教授の内野
美恵氏から講評をいただきました。

ご清聴ありがとうございました。

関東農政局

関東農政局


