
参考資料 1

第3次食育推進基本計画の重点課題に関する

食育推進評価専門委員会（第4期第4回）の主な意見

～重点課題の方向性～

く 1＞若い世代に対する食育の推進

親世代が自分で判断できるような食育に関するリテラシーや情報リテラシーの向上、若い女性の痩

せの問題を扱う必要があるのではないか。

各世代に様々な問題があるため、若い世代以外にも自を向ける必要があるのではないか。

く2＞家族形態の多様化等に応じた地場等での食育の推進

「家族形態の多様化等に応じたJ食育とは、地域ぐるみで取り組むべきコミュニティー（学校、職

場、地域等）の課題ではないか。

く3＞食文化の継承や食品ロスの軽減など持続可能な社会の実現に向けた食育の推進

世界遺産に指定された和食と食文化をしっかりと子供たちに継承させるという意味から、 「食文化の

継承j は1つの項目として重点化してはどうか。

生産から消費までの過程の理解は、食育として非常に大切。

く 4＞食育推進の基盤づくり

「食育推進の基盤づくり」は非常に暖味。

健康寿命の延伸につなげるための食育

第2次基本計画の重点課題 f生活習慣病の予防及ひ。改善につながる食育の推進Jは非常に重要。

目標を達成していないのであれば、第3次計画においても重点課題として残す必要があるのではな

いか。減塩や肥満予防を含む生活習慣病の予防という項目を作つてはどうか。

健康寿命の延伸は高齢者の問題だけではなく、子供の頃からの習慣が非常に重要。また、 健康寿命

の延伸のためには、高齢期に至るまでの食育が非常に大切であるため、全世代にわたる非常に良い課

題ではないか。

食事摂取基準の見直しにより、食塩の目標量が下げられたこと、食品表示法の改正による栄養成分

表示の義務化に合わせて、減塩を取りあげるべきではないか。

個人の行動変容は難しいが、社会環境を整えることで全体の向上（減塩）が見込めることがある。

また、日本人の食塩摂取の6割は加工食品由来であり、中食、外食、加工食品の摂取が増えている。

このため、企業の消費者志向の経営と、消費者の選択、地域における協働によって問題の解決につな

がるのではないか。

子供たちの生活では、精分の摂りすぎも気になる。
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情報提供

一一る…町一一一時一ナtc.;y l 
の情報をしっかり提供していくことが必要ではないか。

重点課題の考え方

アの課一回一…とだ………町一一 ］
コンセプトのキーワード （案）

園、地方自治体、企業等関係団体、世代間での連携・協働が非常に大事。

多様な関係者のつながりがきちんとできることが大事。

コンセプトはキーワードだけで伝わるような、分かりやすいメッセージにすることが必要。
同一ー 一一一一一ーー－一一一一一ーー

「地域及び世代のつなが りと連携」としてはどうか。

第2次計画から第3次計画に続くような 「連携・協働による実践の深化へ」としてはどうか。

「生涯にわたるライフステージに応じた間断のない食育の推進」 を生かした形のキーワー ドとしてい

ただきたい

～食賓の全体像と第3次食育推進基本計画の重患課題の整理｛婁〕～

全体的に有機的につながっている食育という全体像について、備轍的に、また、個人も国も絶えず

検証するという意味では、このような構造化は非常に重要Q

指標化し、マトリ ックスのような形で自分がどこにいるのか、どのような努力目標を持つのか、自

分がどこに働きかけることができるのかが分かるような形で構造化されると今後役立つのではない

か

重点課題を 「（1 ）個人が主体的に取り組む食育の推進」 と「（ 2）個人の食育を支える地域の取組

や環境づくり」のどの位置に配置するか、もう少し見直しが必要。

「（ 1 ）個人が主体的に取り組む食育の推進」と「（2 ）個人の食育を支える地域の取組や環境づく

り」の重なる部分について、双方向の矢印を記載しているが、オーバーラップをするよ うな政策の部

分もあると思われるため、より視覚的に分かるような表現に改めた方がいいのではないか。

「（ 1 ）個人」と「（ 2 ）地域」のくくりとなっているが、個人→家庭地域→コミュニティー→社会環

境といったもう少し細かい視点を構造化の中に入れるべき。 J 
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｜第2次食育推進基本計画 〉

重点課題

r113次食宵推進器本計圃J ＼ ＼ う〉 第3次食育推進基本計画 〉 ｜参考資料2
2点鶴居の方向性〈寮〉 ／ ／ 

(1）生涯にわたる

｛～委員からのご意見～ υ 

！①第2次計画を踏まえた設定であるべき。 : 11 1 ・ 重点課題のテーマ
: 11く1＞若い世代を中心とした食育の推進

ライフステージに応じた

間断ない食育の推進
1②20歳代を中心とする若い世代では、食生活に ！｜｜ 若い世代自身が取り組む食育の推進、次世代に伝え
； 関する知識や意識、実践状況の面で、他の世代 i 11 つなげる食育の推進

(2）生活習慣病の予防

及び改善につながる

食育の推進

！ よりも課題が多い。 ；｜｜ く2＞多様な暮らしを支える食育の推進〈新〉
③若い世代へのアプローチは、次世代の親教育に : 11 様々な家族の状況や生活の多様化に対応し、すべての

もつながるため重要。 ~ 11 子供や高齢者などを含め、健全で充実した食生活を実現
④子供に対する食育が重要。 ! 11 できるような食経験や共食の機会を提供

(3）家庭における ｜｜； ⑤家族形態の多様化等に応じた食育の推進が

共食を通じた子どもヘ II : 必要。（ひとり親世帯や貧困の状況にある子供、

の食育の推進 II : 一人暮らし高齢者など）

，..一ー・圃圃園田園圃圃圃帽圃圃E 田園田園田園田：： ⑥「生活習慣病の予防Jや「健康寿命の延伸Jは
～食育を取り巻く環境の変化～ ！！ 重要な課題。
。若い世代の食育の実践に ! j⑦食品関連事業者が健康的な食事を意識して

関する改善、充実の必要性 ~i 滅塩対策に取り組むことは重要。

世帯構造の変化 ＼ ＼ 
／／⑧持続

子供の相対的貧困率の上昇 ／A
ムず； 必要。

。新たな成長戦略における ；； 
日 ⑨食の継承や生産者への理解の観点も重要。

「健康寿命の延伸jのテーマ化 E I 

＠食品口スの削減を目指した : ：⑩和食や食文化を子供たちに継承していくという
国民運動の開始 I I 意昧から、「食文化の継承Jは重点化すべき。

O「和食；日本人の伝統的な

食文化」のユネスコ無形文化

遺産への登録決定
＠市町村の食育推進計画作成

率に関する課題
－・・・・・・同国・・・・・・・・・・・・・・・・田・・・・・・・・・・・圃・・圃・・・・・・・・”・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・・掴園町

⑪子供から高齢期に至るまでのライフステージに
応じた間断ない取組が必要。

⑫圏、自治体、関係団体すべての連携・協働が大事。

地域による取組は重要なファクタ一。
、ーー園田園帽園田園・圃圃圃恒国国圃掴薗田園ーー園田園圃圃田園圃圃圃帽．，’

く3＞健康寿命の延伸につながる食育の推進
健康づくりや生活習慣病の予防のための減塩等の推進、
メタボリツクシンドローム、肥満、やせ・低栄養予防など

く4＞食の循環や環境を意識した食育の推進（新）
食の生産から消費までの理解、食品目スの削減等

く5＞食文化の継承に向けた食宵の推進（新）
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

2.重点課題に取り組む視点

①子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を

推進
②園、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

※重点課題に関するものを含め、食育の総合的な推進
については、第3次計画の第3及び第41こて記述予定。



「第3次食育推進基本計画J目標（案） 参考資料3

く2014/8/28現在〉． ：新規の目標 ． ：目標の変更 ． ：目標値の変更

第2次食育推進基本計画 第3次食育推進基本計画

目標
目標値

回線(26年度） (27年度）
目標値 具体的な目標値

1食宵に関心を持っている国民の割合の増加 1食宵に関心を持っている国民を増やす

① 食育に関心を持っている国民の割合 70.5九 ！ 68.7% I 90%以上 ①食育に関心を持っている国民の割合

2朝食又は夕食を家族と一緒に食べる『共食Jの回数の増加 2朝食文は夕食を家族と一緒に食ベる『共食Jの回数を増やす

② 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる『共食Jの回数 週9回！週10.0回！週 10回以上 Im朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食Jの回数

3地峨等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす

Im地域等で共食したいと思う人が共食する割合

3朝食を欠食する園民の割合の減少 4朝食を毎日食べる国民を増やす

③ 朝食を欠食する子供の割合 1.6九 1.5% 0% 

④ 朝食を欠食する20歳代・30歳代男性の割合 28.7九 I28.2% I 15%以下 園 朝食を毎日食べる若い世代の割合

5中学校における学校給食の実施率を上げる

圏 中学校における学校給食実施率

4学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 6学校給食における地場産物等を使用する割合を増やす

⑤ 学校給食における地場産物を使用する割合 26.1% I 2s.8% I 30%以上 ⑥学校給食における地場産物を使用する割合

⑥ 学校給食における国産の食材を使用する割合 77% 77% ! 80%以上 ⑦学校給食における国産食材を使用する割合

5 宣長養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 7栄養バランス等IこE慮した食生活を実践する国民を増やす

⑦ 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合 5附 I52.7% I酬以上 国 主食主菜副薬を組み合わ付事を1日2回以上ほぽ毎日食べ吋国問合

主食・主薬・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぽ毎日食べている若い世代の割合

6内臓脂肪症候群（メタポリツクシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、運動等を継
続的に実践している国民の割合の増加

8生活習慣摘の予防や改善のために、ふだんから食生活に気をつけ、実践する国民を増やす

⑧ 内臓脂肪症候群（メタボリツクシンドローム）の予防や故善のための適切な食事、運動等を
間 I421% I叫 上

: 生活習慣病の予防や政善のために、ふだんから食生活に気をつけ実践する国民の割合

継続的に実践している圏民の割合 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数

7よく暗んで味わって食べるなどの食ベ方に関心のある国民の割合の埴加 9ゆっくりよ〈噛んで食べる由民を増やす

⑨ よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合 70.2目 111.6% I 80%以上 Dゆっくりよく噛んで食べる国民の割合

8食宵の推進に関わるボランティアの散の増加 10食宵の推進に関わるボランティアの敏を増やす

⑩ 食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数 34.5万人I33.9万人I31万人以上 ⑬食宵の推進に関わるボランティア団体等において活動している園民の数

9農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 11農林漁業体験を経践した国民を増やす

⑪ 農林漁業体験を経験した国民の割合 27% 33九 I 30%以上 Im農林漁業体験を経験した国民（世帯）の割合

10食晶の安全性に闘する基礎的な知簡を持っている国民の割合の増加 12食品の安全性について基礎的な知臓を持ち、自ら判断する国民を増やす

⑫ 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合 37.4% ! 70.1% I 9側以上 圏 食問銚…基礎的な知識を持ち悶…悶合

食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する若い世代の割合

11推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 13推進計画を作成・実施している市町村を増やす

⑬ 推進計画を作成・実施している市町村の割合 40協 I 16.0% I 100覧 ⑪推進計画を作成・実施している市町村の割合

14食晶ロス仰l瀦のために何らかの行動をしている国民を増やす

L.11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

15地場や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し伝えている国民を増やす

園 地場や家間け継…た伝統叫理や作法などを継承町いる国民の割合

地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承している若い世代の割合

※現在協議中であり変更があり得ます。



｜参考資料 4 I 

「第3次食育推進基本計画」具体的な目標〈案）

【目標 1】食育に関心を持っている国民を増やす

新規追加 極扇｜ 変更 削除

目標設定の ． 食育を国民運動として推進し、成果を挙げるためには、国民一人一人が

必要性 自ら実践を心掛けることが必要であり、そのためにはまず、より多くの国

民に食育に関心を持ってもらうことが欠かせない。

． また、食育に関心を持っている国民は、関心を持っていない国民よりも

朝食を食べる頻度やバランスの良い食事の頻度が高い傾向にある※10 

． 第2次食育推進基本計画では、目標値を 90%以上としているが、平成 26

年度の結果では、 68.7%に止まっており紅、引き続き食育に関心をもって

いる国民の割合の増加を目標とする必要がある。

船 内閣府平成22年度「食育の現状と意識に関する調査J

来 Z 内閣府 ；平成26年度「食育に関する意識調査」

具体的な
① 食育に関心を持っている国民の割合【継続】

目標値（案）

データソース 「食育に関する意識調査J（内閣府）【継続】

調査項目 「食育」について以下のとおり説明したよで質問する。

「食育」は、心身の健康の増進と豊かな人間形成のために、食に関する

知識や食を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践することができる

人聞を育てることです。その中には、規則正しい食生活や栄養バランスの

とれた食事などを実践したり、食を通じたコミュニケーションやマナー、

あいさつなどの食に関する基礎を身に付けたり、自然の恵みへの感謝や伝

統的な食文化などへの理解を深めたりすることが含まれますD

〈設問〉あなたは、「食育」に関心がありますか、それとも関心がありません

か。この中から1つ選んでください。

（ア）関心がある （イ） どちらかといえば関心がある

（ウ）どちらかといえば関心がない （エ）関心がない

〈集計〉 「（ア）関心があるJ又は「（イ） どちらかといえば関心がある」と

回答した人を該当者として集計

調査項目設定
第1次計画、第2次計画において本質問で把握しているため引き継ぐ

の考え方

調査項目設定に

関する留意点

関係省庁 関係各府省庁
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【目標2】朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食Jの回数を増やす

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

データソース

調査項目

（新規追加 陣議｜ 変更 削除）

家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図ること

は食育の原点であり、共食を通して、食の楽しさを実感するだけでなく、食や

生活に関する基礎を習得する機会にもなっていく。

このため、第2次食育推進基本計画では、「家庭における共食を通じた子供

への食育の推進」を重点課題として定め、これまで食育を推進してきた。

平成 26年度内閣府「食育に関する意識調査」では、共食の回数が 10回と

なり、第2次食育推進基本計画の目標に達したところである。

しかし、未だ朝食を家族と食べる頻度が2～3日以下の人が36.側、夕食

を家族で食べる頻度が2～3日以下の人は24.2出もおり、こうした低頻度の

人の共食の回数の増加を図ることが必要である。

② 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数【継続】

「食育に関する意識調査」（内閣府）【継続】

いずれも家族と同居している者を対象とする

〈設問 1＞朝食を家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

（ア）ほとんど毎日 （イ）週に4～5日 （ウ）週に2～3日

（工）週に 1日程度 （オ）ほとんどない

〈設問.2＞夕食を家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

（ア）ほとんど毎日

（ヱ）週に 1日程度

（イ）週に4～5日

（オ）ほとんどない

（ウ）週に2～3日

〈集計〉共食の回数は、「ほとんど毎日食べる」を週7回、 「週に4～5日食べ

る」を 4.5回、「週に 2～3日食べる」を 2.5回、「週に 1日程度食べるJを

1固として、朝食・夕食ごと（設問1及び2）に、当該人数を掛け、合計し

たものを全体数で割り、朝食と夕食の回数を足して週当たりの回数を算出。

調査項目設定｜第1次計画、第2次計画において本質問で把握しているため引き継ぐ

の考え方

調査項目に

関する留意点

関係省庁 ｜内閣府
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【目標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

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

データソース

調査項目

（ ｜新規追加｜ 継続 変更 削除 ）

家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミ tュニケーションを図ること

は食育の原点であり、共食を通して、食の楽しさを実感するだけでなく、食や

生活に関する基礎を習得する機会にもなっていく 。

このため、第2次食育推進基本計画では、「家庭における共食を通じた子供

への食育の推進」を重点課題として定め推進してきた。

しかし、近年では、ひとり親世帯、貧困の状況にある子供、高齢者の一人

暮らしなどが増えており、様々な家族の状況や生活の多様化により、家族と

の共食が難しい人も増えている。

家族との共食は難しいが、共食により食を通じたコミュニケーション等を

図りたい人にとって、地域や所属するコミュニティー （職場等を含む）にお

ける共食の機会は重要である。

③ 地域等で共食したいと思う人が共食する割合【新規追加】

「食育に関する意識調査」 （内閣府）【新規追加】

〈設問 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、参加したいと思いますか。この中から 1つ選んでください。

（ア）とてもそう思う （イ） そう思う （ウ）どちらともいえない

（ヱ）あまりそう思わない （オ）全くそう思わない

〈集計〉「（ア）とてもそう思う」文は「（イ）そう思う」と回答した者を該当

者として集計

設問 1の該当者を対象とする

〈設問2）あなたは過去 1年間に、地域や所属コミュニティーでの食事会

等に参加しましたか。

（ア）参加した （イ）参加していない

〈集計〉 「（ア）参加した」を該当者とし‘設問 1の該当者に占める割合を集計

調査項目設定｜ ・ 地域や所属するコミュニティーで共食したいと思う人が実際に共食できる

の考え方 ｜ ような環境を整えていくことが必要であるが、一方、地域における様々な共

食の環境は直接、正確に把握することは困難である。

調査項目に

関する留意点

このため、地域や所属コミュニティーで共食したいと思っている人がどの

程度実際に共食しているかを把握することで、ニーズに応じた共食環境が整

っているかの参考とする。

関係省庁 ｜内閣府
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【目標4】朝食を毎日食べる国民を増やす

目標設定の

必要性

（新規追加 属高司 変更 削除 ） ※表現は若干変更

朝食欠食に関する取組については、食育推進基本計画 （平成 18年～内閣

府）をはじめ、「健康日本21」、「健康日本21 （第二次）」（平成 12年～厚生

労働省）、「健やか親子21 J、「健やか親子21 （第2次）J （平成 13年～、

厚生労働省）、「早寝早起き朝ごはん運動J（平成 18年～、文部科学省）など

でも一体的に取り組まれてきた。

しかし、第2次食育推進基本計画や他の国民運動等の進捗状況を見ても、

朝食を食べる人の割合（朝食欠食の状況）は決して改善していない。

特に若い世代では、他の世代に比べて、朝食を欠食する割合が依然として

高〈、今後も引き続き取組を推進する必要がある。

具体的な ｜④ 朝食を毎日食べる若い世代※1の割合【変更※】

目標値（案） ｜ ※1 20歳代及び30歳代の男女

データソース｜ 「食育に関する意識調査」（内閣府）【変更】

（参考）第2次基本計画 「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）

調査項目 ｜〈設問〉あなたはふだん朝食を食べますか。この中から 1つ選んでください。

（ア）ほとんど毎日食べる （イ）週に4～5日食べる

（ウ）週に2～3日食べる （ヱ）ほとんど食べない

〈集計〉「（ア）ほとんど毎日食べる」と回答した人を該当者と して集計

調査項目設定｜・ 朝食を毎日食べることは、生活習慣の形成という点で非常に重要であるこ

の考え方 ！ とから特に若い世代（20歳代、 30歳代）の習慣的な朝食摂取の状況を指標と

して設定する。

なお、第2次食育推進基本計画では、成人の中でも特に問題が顕在化して

いた男性について把握してきたが、第3次食育推進基本計画では、若い世代

は次世代に食育をつなぐ大切な担い手でもあるため、男女について把握する

こととする。

また、子供については、平成27年時点でその割合が1.5%となり、目標

(0%）に到達しないものの、朝食を「ほとんど食べないJと回答した子供

はほぼいない状況にまでになったため、今後は目標を設定せず、その経過の

み追っていくこととする。

調査項目設定｜・ 「食生活が多様化し、朝食の食事内容も様々となる中で、第2次食育推進

に関する ｜ 基本計画の際にデータソースとしてきた国民健康・栄養調査では、「朝食欠

留意点 ｜ 食」の定義について検討する必要があるのではないか」（第4期・第2回評

関係省庁

価専門委員会）

（参考） 20～30歳代の男性のうち、調査日の朝食の食事状況で、「食事をしなかった場合」、

「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合J、「菓子、果物、乳製品、曙好

飲料などの食品のみを食べた場合」のいずれかを記入した人を「欠食Jの該当者と して集

計。

－国民健康・栄養調査は1日調歪であるため、対象者の調査日の状況に朝食の

摂取状況が影響を受ける可能性がある。

内閣府、厚生労働省 （文部科学省）
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【目標5】中学校における学校給食の実施率を上げる

（ ｜新規追加｜ 継続 変更 削除 ）

目標設定の

必要性

学校給食は、栄養バランスのとれた豊かな食事を子供に提供することより

子供の健康の保持増進や体位の向上を図っている。

また、食に関する指導を効果的に進めるために、給食の時間以外において

も、給食は生きた教材として活用することが出来るものであり、大きな教育

的意義を有している。

小学校においては、平成 25年5月現在で、全小学校数の 98.4% (20, 458 

校）が完全給食※1を実施しているが、中学校では、全中学校数の 80.1%

(8, 456校）に留まっており、中学校においても、完全給食※1の実施率を上

げる必要がある。

※1 完全給食給食内容がパン又は米飯 （これに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他

の食品を含む。）‘ミルク及びおかずである給食。
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⑤ 中学校における学校給食実施率 【新規追加】

学校給食実施状況等調査（文部科学省）

学校給食を週3回以上実施している全国の国公私立の小学校・中学校（中等教育

学校前期課程を含む）・ 特別支援学校・夜間定時制高等学校に対し、下記の内容

について調査

〈設問〉給食の形態区分別 （完全給食、補食給食、ミルク給食）の実施学校数

及び提供している児童・生徒数

〈集計〉完全給食を実施している中学校数 （国公私立）の割合を集計

調査項目設定｜・ 現在、学校給食は、適切な栄養摂取による健康の保持増進に加え、児童生

の考え方 ｜ 徒が食事についての正しい理解を深め、望ましい食習慣を養うなど、食育の

観点からもその活用が求められている。日々の食事を通じ、実体験に基づく

指導を継続的に実施することができる学校給食は、学校における食育の指導

において重要な手段となっている。

小学校においては、既に 98%以上の学校で完全給食が実施されているが、

中学校における実施率は小学校と比べて低くなっており、子供たちに対して

より効果的に食育を推進していくためには、中学校における完全給食の普及

と充実が望まれる。

このため、完全給食を実施している中学校数の割合を指標として設定する。

調査項目設定｜学校給食を実施するかどうかは学校設置者の判断となる。（ただし、本指標の

に関する

留意点

関係省庁

設定は、学校設置者に対して学校給食の実施義務を課すものではない。）

文部科学省

ら



【目標6】学校給食における地場産物等を使用する割合を増やす

新規追加 臨調 変更 削除

目標設定の ． 学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活

必要性 用することは、地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、

生産者の努力や、食に関する感謝の念を育む上で重要である。この他、地産

地消は有効な手段であるため、学校給食においても都道府県単位で地場産物

の使用状況を把握することが重要である。

具体的な
⑥ 学校給食における地場産物を使用する割合

目標値（案）

データソース 文部科学省調べ

調査内容 完全給食を実施する公立の小学校、中学校及び中等教育学校前期課程、夜間

定時制高等学校のうち、単独調理場方式の学校については50校に 1校の割合

で、共同調理場方式の学校については 50場に 1場の割合で、各都道府県教育委

員会が選定した 458校を対象に調査を実施。

6月、 11月の各5日間の学校給食の献立に使用した食品のうち、当該都道府

県で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合を所定の様式で各学校に記入・提

出を依頼

調査項目設定 ． 食育の推進のために学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生

の考え方 きた教材」として活用することは、生徒の地域の自然や文化、産業等に関す

る理解を深めるとともに、生産者の努力や、食に関する感謝の念を育むこと

を目的としており、地場産物使用状況を把握する観点から、学校給食におい

て使用された地場産物の食品数割合を調査している。

． 平成 16年度時点で 21.2弘であったが徐々に上昇し、平成21年度以降 25%

台を保っているが、第2次基本計画期間中（平成23年～）の推移は横ばい

で、目標は達成していない。このため、本指標を引き続き指標として設定す

る。

調査項目に

関する留意点

関係省庁 文部科学省 （農林水産省）
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【目標6】学校給食における地場産物等を使用する割合を増やす

新規追加 隠語｜ 変更 削除

目標設定の ． 学校給食に学校所在地の産物に加え、国産食材を使用し、食に関する指導

必要性 の「生きた教材」として活用することは、我が国の食文化や食料自給率、食

料安全保障等への関心を高めるごとも含め‘地場産物や地域経済に対する理

解促進に寄与することから、学校給食において国産食材の使用状況を把握す

ることが重要である。

具体的な
⑦ 学校給食における国産食材を使用する割合

目標値 （案）

データソース 文部科学省調べ

調査内容 完全給食を実施する公立の小学校、中学校及び中等教育学校前期課程、夜間

定時制高等学校のうち、単独調理場方式の学校については50校に1校の割合

で、共同調理場方式の学校については50場に1場の割合で、各都道府県教育

委員会が選定した 458校を対象に調査を実施。

6月、 11月の各5日間の学校給食の献立に使用した食品のうち、当該都道府

県で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合を所定の様式で各学校に記入 ・提

出を依頼。

調査項目設定 ． 食育の推進のために学校給食に国産食材を使用し、食に関する指導の 「生

の考え方 きた教材」として活用することは、我が国の食文化や食料自給率、食料安全

保障等への関心を高めるとともに、 地場産物や地域経済に対する理解促進に

寄与することを目的としており、国産食材使用状況を把握する観点から、学

校給食において使用された国産食材の食品数割合を調査している。

． 平成25年 12月に第2次食育推進基本計画を部分改定することにより導入

された目標であり、目標を達成していないため、本指標を引き続き指標とし

て設定する。

調査項目に

関する留意点

関係省庁 文部科学省 （農林水産省）
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【目標7】栄養バランス等に配慮した食生活を実践する国民を増やす

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

データソース

調査項目

（新規追加 陣夜可 変更 削除 ） ※表現は若干変更

生涯にわたって健全な心身を培い健全な食生活を実践するためには、国民

一人一人が個々人に適した適切な量と質の食事を習慣的にとることが必要で

ある。

⑧ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1日2回以上ほぽ毎日食べている

国民の割合【変更】

⑨ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1日2回以上ほぽ毎日食べている

若い世代の割合【新規追加】

「食育に関する意識調査」 （内閣府）

〈設問〉主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉・魚・卵 ・大豆製品などを

使ったメインの料理）・副菜（野菜・きのこ・いも・海藻などを使った

小訴・小皿の料理）を 3っそろえて食べることが1日に2回以上あるの

は、週に何日ありますか。この中から 1つ選んでください。

（ア） ほぽ毎日 （イ）週に4～5日

（ウ） 週に2～3日 （ヱ）ほとんどない

〈集計〉「（ア）ほぼ毎日」と回答した人を該当者として集計。

調査項目設定｜・ 第2次基本計画では、 （1)に示す「日頃の健全な食生活の実践のための指

の考え方 ｜ 針等の参考状況」で栄養バランスに配慮した食生活の実践を想定して評価し

てきた。

しかし、指針等の参考状況は、指針等に関する内容の理解度や参考の程度

により、実際の食生活の実践状況には違いが見受けられる。このため、食事

全体における栄養バランスを示す指標の実践状況について把握することが必

要である。

ただし、個々の栄養素について目標量等を提示するよりは、包括的で国民

にとってわかりやすい指標が必要である。

「健康日本21C第二次）Jでは、 1日2食、主食・主菜 ・副菜がそろって

いる場合、それ以下と比べて、栄養素摂取量（たんぱく 質、脂肪エネルギー

比、ミネラル、ビタミン）は適正になるとの報告＊ 1があるなどを踏まえ、

適

の

切な量と質の食事をとる人の増加を目指し、「主食・主菜・副菜を組み合わ

せた食事」を取りあげている傘 Z。このため、栄養バランスに配慮した食事

目安として、本指標を設定した。

引 足立己幸 ：「料理選択型栄養教育の枠組みとしての核料理とその構成に聞する研究」

民族衛生，70-107, 50(2). 1984 

• z健康日本21（第二次） （厚生労働省） 生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

「（1）栄養・食生活J②適切な量と質の食事をとる者の割合の増加

8 



現状 ：68.1 % （平成23年度）、 目標 ：80%（平成34年度）

データソース 内閣府「食育の現状と意識に関する調査」

調査項目に 「栄養バランス等に配慮している国民の割合を示す指標として、指針等の参考

関する留意点 状況が適切か」との指摘があった （第4期 ・第2回評価専門委員会）。

関係省庁 内閣府、厚生労働省、農林水産省
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【目標8】 生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから食生活に気をつけ、

実践する国民を増やす （ 新規追加 継続 医司 削除 ）

目標設定の

必要性
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な
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一
ソ
一
目

的
値
一
タ
一
項

体
標
一
一
一
査

具
目
二
工
調

生活習慣病の予防や改善には、日常から望ましい食生活を意識し、実践す

ることが重要である。

しかし、エネルギーや食塩などの過剰摂取に代表されるような栄養等の

偏りや朝食欠食などの食習慣の乱れ、それに起因する肥満や過度のやせ・

低栄養など生活習慣病につながる課題はいまだ改善するに至っていないた

め、引き続き、取組が求められる。

⑩ 生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから食生活に気をつけ実践す

る国民の割合【変更】

「食育に関する意識調査」 （内閣府）

〈設問 1＞あなたは、生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから食生活

に気をつけ実践していますか。この中から 1つ選んでください。

（ア）とても気をつけて実践している

（イ）まあ気をつけて実践している

（ウ）あまり気をつけて実践していない

（ヱ）全く気をつけて実践していない

〈集計〉「（ア）とても気をつけて実践している」、「（イ） まあ気をつけて実践

している」と回答した人を該当者として集計。

※具体的な意識や実臨状況を把握するため、同調査内でく設問2）を実施予定。

〈設問2）あなたは、生活習慣病の予防や改善のために、①～⑥のことについてふだんの

生活でどの程度心がけて実践していますか。あてはまるものを 1つずつ選んで下

さい。

① 食べ過ぎないようにしている （エネルギーを調整している）

② 塩分を取り過ぎないようにしている（減塩をしている）

③ 脂肪 （あぷら）分の量と質を調整している

④ 甘いもの （糖分）を取り過ぎないようにしている

⑤ 野菜をたくさん食べるようにしている

⑥ 果物を食べている

（ア）とても気をつけて実践している

（イ） まあ気をつけて実践している

（ウ）あまり気をつけて実践していない

（エ）全く気をつけて実践していない

〈集計〉それぞれについて 「（ア）とても気をつけて実践している」、「（イ）まあ気をつけ

て実践しているJと回答した人を該当者と して集計。

（参考 1）平成22年「国民健康・栄養調査J（厚生労働省）

〈設問〉あなたは高血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群 （メ タボリック

シンドローム）の予防や改善のために普段の生活で心がけていることがあります

か。あてはまる番号全て選んでO印をつけて下さい。
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1 食べ過ぎないようにしている fカロリ一制限している）

2 塩分を取りすぎないようにしている

3 脂肪（あぶら分）を取りすぎないようにしている

4 甘いもの（糖分）を取りすぎないようにしている

5 野菜をたくさん食べるようにしている

6 肉に偏らず魚を取るようにしている

7 お酒（アルコール）を飲み過ぎないようにしている

8 運動をするようにしている

9 睡眠で休養を充分にとるようにしている

10 気分転換・ストレス解消をするようにしている

11 あてはまるものがない

（参考2）「健康意識に関する調査」 （厚生労働省）

〈設問〉あなたは健康のために食生活に気をつけていると思いますか。

《付問》具体的に気をつけていることは何ですか。 （いくつでも）

・朝昼晩と 1日3回規則正しく食べている ・間食や夜食をとらない

－腹八分目を心がけている

．家族そろって食べている

－じっくり時間をかけて食べている

．外食をしすぎないようにしている

・栄養バランス壬考えて、色々な食品をとる

・塩分を控えている ・油分を摂りすぎないようにしている

．海藻類を食べている

・ホウレン草、ニンジンなど緑や黄色の濃い野菜を食べている

・生野菜を食べている ・果物を食べている

－魚・肉・卵などを食べている ・牛乳・乳製品を食べている

・大豆・豆製品を食べている ・その他

調査項目設定｜・ 第2次基本計画では、生活習慣病予防のうち、特に内臓脂肪症候群 （メ

の考え方 タボリツクシンドローム）に着目した予防や改善について、適切な食事や

定期的な運動、体重計測の継続的な実践の実態を把握してきた。しかし、

現在の調査項目では、メタボリツクシンドロームの予防や改善以外の生活

習慣病予防や健康づくり等を目的にした人の食生活の実践状況は把握され

ていない。

また、疾患等によっては、調整が必要な栄養素等が異なる。このため、

第 3次基本計画では、生活習慣病全般の予防や改善のため、特に、 エネルギ

一、ナトリウム （食塩相当量）、指質、糖類等に着目し、ふだんからどのよ

うに食生活に気をつけ、実践しているかを把握する目的で本指標を設定し

た。

調査項目に ｜・ 第 2次基本計画では、メタボリツクシンドロームの予防や改善に限定し

関する留意点｜ て実態を把握しているため、 メタボリツクシンドローム以外の生活習慣病

の予防や改善のために適切な食生活を実践している人が回答していない可

能性もあることが指摘されている。（第4期 ・第2回評価専門委員会）

生活習慣病の予防や改善につながる主な食生活の実践状況について、ど
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のように総合評価するかは検討が必要である。 ｜ 
関係省庁 ｜厚生労働省 ｜ 
【目標8】 生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから食生活に気をつけ、

実践する国民を増やす（断規追加｜ 継続 変更 削除）

目標設定の

必要性

生活習慣病の予防や改善には、適正な食生活を日常的に意識し、実践する

ことが重要である。

日本では、成人1人1日あたりの食塩摂取量（平均値）は減少傾向を示し

ているが、生活習慣病の予防や改善にあたって食塩摂取量を低減することは

個々人の努力だけでは限界があることから、食事内容の量や内容の調整がで

きるよう、栄養成分表示や食品に含まれる食塩含有量を減らす取組などを促

す環境介入が必要であることが以前より示唆されている※10 

か 健康日本21評価作業チーム「健康日本21J最終評価 （平成23年 10月）
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ヱ

調

調査項目設定

の考え方

⑪ 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の登録数【新規追加】

Smart Life Project登録企業数 （厚生労働省）

〈設定〉食品企業 ：食品中の食塩や脂肪の低減に取り組み、 SmartLife 

Projectに登録のあった企業数

加工食品や外食など食品に含まれる食塩含有量を減らす取組は、食生活に

対して関心が低い人や、時間等の条件により、食生活における生活習慣病の

予防や改善が実行しにくい人など、幅広い人々に対して改善の影響をもたら

す可能性がある。

「健康日本21 C第二次）」において、生活習慣病の予防のほか、生活の質

の向上や社会機能の維持・向上の観点から、健康な社会環境づくりとして、

企業等による食環境の改善の促進は重要であるとしている。また、これらの

推進のひとつとして、企業連携を主体とした SmartLife Projectにおいて

食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む企業が登録を行う仕組みを整備し、そ

の登録企業を把握している※20

このため、食環境を整備することで、個々人の生活習慣病の予防や改善を

支援することを目的として本項目を設定した。

来 1健康日本21評価作業チーム「健康日本21J最終評価 （平成23年10月）

れ 健康日本21（第ニ大）（厚生労働省）

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標「（1）栄養・食生活J

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

現状（平成24年） 食品企業登録数 14社／飲食店登録数 17. 284社

目標 （平成34年度）；食品企業登録数 100社／飲食店登録数 30,000社

調査項目に
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関する留意点

関係省庁 ｜厚生労働省

【目標9】ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす

（新規追加 継続 医司 削除 ）

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

スソ
一
目

タ
一
項

二
査

デ
一
調

国民が健やかで豊かな生活を送るにあたって、歯科保健の領域では、口

腔機能が十分に発達し、維持されることが重要となる。

第2次食育推進基本計画では、「よく噛んで味わって食べる国民の割合の

増加jを目標に掲げ、これまで食育の推進を図ってきた。

その後、「健康日本21（第二次）J （平成24年改正）※1や「新たな成長

戦略J （平成25年）※Zなどで、健康寿命の延伸に向けた取組が着目され

歯科保健の領域においても、口腔の健康と関連させた健康づくりの視点を

踏まえた食育の推進がより一層必要となってきている。

第2次食育推進基本計画では、よく噛んで味わって食べるなどの食べ方

に関心を持ってもらうことが重要との理由から、食べ方に関する関心度を

指標としてきたが、 5年間の取組により関心を持っている国民が7割を超

えた。そこで、次の段階として、行動変容を目指した指標を検討すること

も必要である。

議寸 厚生労働省「健康日本21 （第二次）」

来E 新たな成長戦略～ f日本再興戦略－JAPANis BACK－」～戦略市場創造プラン

⑫ ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合【変更】

（参考）第2次基本計画

よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合

「食育に関する意識調査」（内閣府）【新規追加】

〈設問〉あなたは、ふだんゆっ〈りよく噛んで食べていますか。

この中から1つ選んで ください。

（ア）ゆっくりよく噛んで食べている

（イ）どちらかといえばゆっくりよく噛んで食べている

（ウ）どちらかといえばゆっ くりよく噛んで食べていない

（エ）ゆっくりよく噛んで食べていない

〈集計〉「（ア〉ゆっくりよく噛んで食べている」、「（イ）どちらかといえば

ゆっくりよく噛んで食べている」の該当者を集計

（参考）

《成人》設 問．ゆっくりよく噛んで食事をしますか（生活歯援プログラム）

回答肢：毎日・時々・いいえ

《子供》児童生徒の食事状況等調査

（平成 17年 19年，22年，26年，今後は実施予定なし）

設 問 ：食事はゆっくりとよくかんで食べる

13 



回答肢：「はい」、「いいえ」、「わからない」

調査項目設定 ． ロから取り込まれた食物を十分に岨臨して食べることは、快適な食生活

の考え方 を送るための基本であり、 QOL（生活の質）の向上にも大きく寄与する。

． 近年の研究では、 岨隔力が低下することにより、食品選択や栄養摂取状

況などにも影響を及lまし、その結果、生活習慣病や低栄養が心配される場

合も示唆されている。 このほか、 早食いと肥満との聞にも強い関連がある

ことが明らかになっている。 このため、健康寿命の延伸という観点から、

岨隔の程度や食べる速さに着目することが重要となってきた。

． 第2次食育推進基本計画では、よく味わうことを含めて、全体の食べ方

に関心を持ってもらう ことが重要ということから関心度を把握してきた

が、「味わう」という行為は、しっかり噛み、ゆっくり食べた結果、感じら

れることでもあるため、第3次基本計画では、味わう前提であり、健康寿

命の延伸にもつながる「ゆっくりよく噛んで食べる」 ことに着目して指標

を設定する。

． なお、平成 12年に決定された食生活指針においても、「しっかり噛んで

ゆっくり食べる」 ことが掲げられている※30

米3 食生活指針 （文部省 ・厚生省 ・農林水産省決定）

「適正体重を知り、日々 の活動に見合った食事量をJ

－しっかりかんで、ゆっくり食べましょう

調査項目に 「味わう」行為は、主観的な要素が強く、複合的な要因が関連するため、評

関する留意点 価する際には留意が必要である。

関係省庁 厚生労働省
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【目標 10】食育の推進に関わるボランティアの数を増やす

新規追加 極語｜ 変更 削除

目標設定の ． 食育を国民運動として推進し、これを国民一人一人の食生活において実

必要性 践してもらうためには、食生活の改善等のために全国各地で国民の生活に密

着した活動に携わるボランティアが果たしている役割が重要である。

具体的な
⑬食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数

目標値 （案）

データソース 内閣府食育推進室調べ

調査内容 「全国食生活改善推進員協議会が調べている食生活改善推進員の数」と

「都道府県等を通じて調査を行ったそれ以外の食育推進ボランティアの数

（食生活改善推進員を除く）」を合計して把握

調査項目設定 団体を通じて正確な数が把握できる食生活改善推進員の数と都道府県等を

の考え方 通じて調査を行ったそれ以外の食育推進ボランティアの数を合計する形によ

り調査D

調査項目に

関する留意点

関係省庁 内閣府、厚生労働省、農林水産省 （文部科学省）
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【目標 11】農林漁業体験を経験した国民を増やす

（新規追加圃 変更 削除）

目標設定の

必要性
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国民の食生活が自然の恩恵のょに成り立っていることや食に関わる人々

の様々な活動によって支えられていることについて理解を深める等、食に

関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関する体験

活動の機会を提供することが重要である。

⑩ 農林漁業体験を経験した国民 （世帯）の割合

「食生活及び農林漁業体験に関する調査」（農林水産省）

〈設問〉または家族の中で農林漁業体験に参加した人がいる」国民 （世帯）

の割合

※各年度において郵送配布アンケート調査を実施

対象： 20～69歳の男女

発送数 ：4,000人（回収数 3, 595人 （平成26年度））

〈集計〉「本人または家族の中で農林漁業体験に参加した人がいる」という

回答の割合を実績値とする。

調査項目設定｜・ 第2次基本計画では、農山漁村交流プロジェクト、酪農教育ファームと

の考え方 ｜ いった子供を始めとした農林漁業体験活動を促進し、その体験を家族の中

において共有化することにより、農林漁業体験活動の促進を通じた食に関

する関心や理解の増進を図ることとすることから、「農林漁業体験参加者を

有する世帯」を「農林漁業体験を経験した国民の割合」として農業体験の

促進状況を把握してきた。

第2次基本計画目標 （計画期間中に 30%以上）は既に達成されている

が、国民の更なる食や農林水産業への理解増進を図る観点から、子供も含

めて幅広い世代に対する農林漁業体験の機会の提供を拡大していくことが

必要となっている。

このため、農林漁業者等による教育ファーム等の農林漁業体験や子ども

農山漁村交流プロジェクトなど体験活動を促進することにより「農林漁業

体験に参加した国民の割合の増加」を引き続き目標と して設定する。

調査項目に

関する留意点

関係省庁 農林水産省
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【目標 12】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

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

（新規追加 継続 医司 削除） ※表現も若干変更

食に対する信頼を揺らがす圏内外の事案の発生や、食品の安全に関する

情報が氾濫する中、食品安全に対する国民｝の関心や不安は依然として高い。

健全な食生活の実現に当たっては、食品の選び方や適切な調理・保管の

方法などについて基礎的な知識を持ち、その知識を踏まえて行動に反映さ

れることが必要となる。

なお、第2次基本計画では食品安全の知識の有無のみとしていたが、 5

年間の取組により基礎的な知識を有すると回答した国民の割合は7害ljを超

えており、次の段階として、基礎的な知識をどの程度意識して判断してい

るかの視点を加味するなど指標を検討する必要がある。

⑮食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合

【変更】

⑩ 食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する若い世代の

割合【新規追加】

（参考）第2次基本計画

食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合

データソース｜ 「食育に関する意識調査」（内閣府）

指標に関する ｜ 〈設問〉安全な食生活を送るためのポイントとして、以下の項目をどの程度

調査項目 ｜ 意識し、判断していますか。この中から 1つ選んでください。

〈回答肢〉

①食品を買うときや食べるときに「消費期限Jなど容器包装に記載され

ている表示を確認すること

② 「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなく

なるわけではないため、においや見た目など食品の状態に応じて判断す

ること

③ 食品に表示されている「保存方法Jや「使用方法」を守ること

④ 生肉や生魚を扱った包丁、まな板、トンゲ、箸などの器具は、専用の

ものを使うか、他の調理に使用する場合には熱湯をかける（またはよく

洗う）こと

⑤ 料理は、長時間、室温で放置しないこと

⑥ 生の状態 （生食用として販売されているものは除く）や加熱が不十分

な状態で肉を食べないこと
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⑦錠剤・カプセル状の健康食品は病気の治療や予防のために使用しない

こと

⑧ 「天然・自然Jとうたわれている健康食品であっても、アレルギーの

可能性や品質を確認すること

⑨健康食品は、表示されている「適切な使用法」「使用上の注意事項」を

よく読んで守ること

（ア）非常にあてはまる、（イ）あてはまる、 （ウ）どちらでもない

（工）あてはまらない、 （オ）まったくあてはまらない

〈集計〉 ①～⑨の各項目について、「ア非常にあてはまる」、「イ あてはま

る」と回答した人を該当者として集計し、総合評価を行う予定。

調査項目設定｜・ 食品の安全性に関する基礎的な知識を持つ国民の割合は、第2次食育推

の考え方 ｜ 進基本計画作成時には37.4%だったが、平成26年度調査時点では 70.円台

まで増加した。

調査項目に

関する留意点

食育基本法制定後 10年間の取組を推進する中で、固としてリスクコミュ

ニケーションの仕組みもある程度構築され、省庁聞における連携も進んで

きている。

第2次食育推進基本計画作成時の目標値には達していないものの、 7割

の国民が基礎的な知識を持つと回答するまでになってきている。

このため、第3次食育推進基本計画においては、個人が実践できる、よ

り身近な食品安全の問題として「食中毒」 「表示J「健康食品」の3つのカ

テゴリーに着目し、適切立行動をとるため、基礎的な知識を活用し、どの

程度判断しているかの意識レベルを調査項目として設定した。

関係省庁 ｜消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省
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【目標 13】推進計画を作成・実施している市町村を増やす

新規追加 隠語l 変更 削除

目標設定の ． 市町村が食育を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

必要性 取組の方向性を共有しながら、それぞれの特性をいかして連携、協働し地域が

一体となって食育を実効的に進めていくことが重要であり、食育基本法でも、

都道府県及び市町村に対して、食育推進計画を作成することを求めている。

具体的な
⑪ 推進計画を作成・実施している市町村の割合【継続】

目標値（案）

データソース 内閣府食育推進室調べ

調査項目 政令指定都市及び市町村に下記の内容について調査【継続】

〈設問〉「食育推進計画の作成の有無」、「計画の名称J「作成時期」等について

〈集計〉全市町村のうち、市町村の食育推進計画を作成している市町村の割合を

集計。

調査項目設定 ． 食育基本法では、都道府県及び市町村に対して、食育推進計画の作成を求め

の考え方 ており、都道府県については、平成21年時点で 100%に達した。

． 一方、市町村では、平成27年3月時点で、その作成率は 76.0% (1. 741市町

村のうち 1,323市町村）であり、 1/4の市町村では未だに推進計画を作成で

きていない。

． このため、地域が一体となって食育に関する課題や取組の方向性を共有し、

連携することを目指した本指標を引き続き設定する。

調査項目に ． 都道府県別に市町村計画の作成率を確認すると、 100%を達成した県が 10県

関する留意点 ある一方で、 7道県では未だに作成率が50%未満となっており、地域格差がみ

られる。

． 離島など人口規模が小さい市町村では＼マンパワー不足や情報不足などの課

題も挙げられており、市町村の特徴等により、障害要因は異なる。

関係省庁 内閣府
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【目標 14】食品口ス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

データソース

調査内容

（｜新規追加｜ 継続 変更 削除 ）

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスについては、年間 642万トン （平

成 24年度推計）発生しているが、その削減を進めるためには、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の認識を深め、自ら主体的に取り組

むことが不可欠である。

⑩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

「消費者意識基本調査」（消費者庁）

日本では年間約 1700万トンの食品廃棄物が排出されています。このうち、食べ

られるのに廃棄される食品 （食品ロス）は約500～800万トン （我が国の米の年間

収穫量に匹敵）と試算され、「食品ロス」が資源・環境等の観点から大きな問題と

なっています。

〈設問 1＞あなたは、こうした「食品ロス」という問題を知っていますか。

当てはまるものを 1つお選びください。

1 .よく知っている 2. ある程度知っている

3. あまり知らない 4.ほとんど・全く知らない

〈設問2）あなたは、「食品ロスJを軽減するために取り組んでいることはありま

すか。当てはまるもの全てをお選びください。

1 .小分け商品、少量パック商品、パラ売り等、食べきれる量を購入する

2. 冷凍保存を活用する 3. 料理を作り過ぎない

4.飲食店等で注文し過ぎない

5. 日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

6.残さず食べる

7. 「貰昧期限」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

8. その他

9.取り組んでいることはない

〈設問 1）において「 1.よく知っているJ「2.ある程度知っている」と答えた

もののうち、〈設問2）で 「9.取り組んでいることはない」「無回答j以外の回

答者をクロス集計
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※上記設聞は平成26年度消費者意識基本調査 （平成27年6月公表）の項目であ

り、今後の説聞の詳細については要検討。

調査項目設定 ． 食品ロスの削減を進めるためには、具体的な取組を行う国民を増やすことが重

の考え方 要であることから、食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の

増加を目標とする。

． 平成26年度の調査結果では、「食品ロス」という問題を知っていると答えた割

合は 68.6部（「よく知っている」 14.3弘、「ある程度知っているJ54.4弘） であり、

何らかの食品ロス削減の取組を行っていると答えた割合は、全体の 67.4弘である

※1 。

来 1 消費者庁 。平成26年度「消費者意識基本調査J

調査項目に

関する留意点

関係省庁 食品ロス削減関係省庁等連絡会議府省庁

（消費者庁、内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省）
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【目標 15】 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し

伝えている国民を増やす

（ ｜新規追加｜ 継続 変更 削除 ） 

目標設定の

必要性

具体的な

目標値（案）

ス一ソ
一
容

タ
一
内

二

査

デ
一
調

近年、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、食の生活様式の標準化の

進展などにより、「和食」をはじめとした日本の食文化の存在感と活力は徐々に

失われつつある（ユネスコ無形文化遺産登録提案書より）。

平成25年 12月、「和食；日本人の伝統的な食文化」が食の生産から加工、準

備及び消費に至るまでの技能や知識、実践や伝統に係る包括的な社会慣習とし

てユネスコの無形文化遺産に登録された。その継承が国際公約となっている

中、日本の食文化の継承は喫緊の課題となっており、固としても取り組む必要

がある。

⑩地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し伝えている

国民の割合

⑩ 地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承している若い

世代の割合

「食育に関する意識調査」（内閣府）

〈設問 1）あなたは、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ますか。

（ア〉受け継いでいる。 （イ）受け継いでいない。

※ 〈設問 1)で「（ア）受け継いでいる」と答えた方を対象に質問

〈設問2）あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭において受け継いで

きた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を地域や次世代 （子供やお

孫さんを含む）に対し伝えていますか。

（ア） 伝えている。 （イ）伝えていない。

〈集計〉「郷土料理、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・作法を受け継ぎ、地域や次世代 （子供や孫を含む）

へ伝えている」国民の割合は、〈設問 1）の「（ア）受け継いでいるJと

〈設問2）「（ア）伝えている」を掛け算出。

※若い世代 （20歳代及び30歳代）については＜設問1＞のみを集計し、算出す

る。

調査項目設定｜・ 平成25年度の調査によると、地域や家庭で受け継がれてきた料理や昧につい

の考え方 ｜ て知っている人は、 5割程度（46.9弘）で、あった ※10 そのうち、8割程度

(79. 2略） は受け継いだ料理や昧を次世代に伝えたいと思っているが、平成20

年度の調査によると、地域や家庭で受け継がれてきた料理や昧で「伝えたいも
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のがある（67.飢）J人のうち、実際に伝えている人は5割程度 （51.0拡） しかい

ない※Z0 

． 地域や家庭で受け継がれてきた料理や昧を継承し、かつ次世代へ伝えている

人は「知っている （5割程度）j ×「伝えたいと思っている （8割程度）J× 

「実際に伝えている（5割程度）」でその割合は2割程度にとどまっている可能

性があり、食文化の継承が円滑に行われているとはいいがたい状況である。

． その要因としては、「受け継いでいる人 （知っている人）の割合が低い （継承

段階）」ことと、「受け継いだ人の中でも実際に次世代に伝えている人の割合が

多くない（伝達段階）」との双方に課題があると想定される。

． 特に、 20歳代及び30歳代では、「知っている」割合 （継承段階〉が30%程度

と低く、伝統的な料理や作法などについての継承が円滑に行われているとはい

いがたい状況である。

． このため、伝統的な料理や作法などを継承しかっ次世代へ伝承に取り組む人

を増やしていくために、「郷土料理や伝統料理などの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・作法を受け継ぎ、地域や次世代 （子供

や孫を含む）へ伝えている国民の割合」を調査項目として設定する。

． なお、特に若い世代（20歳代及び30歳代）については、食文化の継承段階に

課題があることから、「継承」に特化した目標を設定する。

※1 平成 25年度「食育に関する意識調査」

※2 平成20年度「食育に関する意識調査」

調査項目に ． 「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昧、箸づか

関する留意点 いなどの食べ方・作法」など食に関する文化は、日常生活の一部であるため、

調査を受ける側がそれを食文化だと認識していない場合がある。

． このため、伝統的な料理や作法などを受け継いでいるか否かは、本人の主観

的な要素が大きくなることに留意が必要。

関係省庁 農林水産省（文部科学省）
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「第3次食育推進基本計画』具体的な目標に関する闘査項目一覧（案）

｜参考資料51

目標
第2次食宵推進基本計画

質問
食宵に関心を持っている国民の劃合

「食育jは、心身の健康の増進と豊かな人間形成のために、食に関する知議や食

を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践することができる人聞を育てること

です。その中には、規則正しい食生活や栄養バランスのとれた食事などを実践した

り、食を通じたコミュニケーションやマナー、あいさつなどの食に関する基礎を身に
付けたり、自然の恵みへの感謝や伝統的な食文化などへの理解を深めたりするこ

とが含まれます。

｜ 第3次食宵推進基本計画

質問

1食宵に関心を持っている国民の割合

「食育JIま、心身の健康の憎進と豊かな：人間形成のために、食に関する知識や食

を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践することができる人聞を育てること
です。その中には、規則正しい食生活や栄養バランスのとれた食事などを実践した

り、食を通じたコミュニケーションやマナー、あいさつなどの食に関する基礎を身に

付けたり、 自然の恵みへの感謝や伝統的な食文化などへの理解を深めたりするこ
とが含まれます。

備考

, . 

:!tL~t:1枇！内育jに関心が叫すか、それとも関心が問ぜんか。 この中村1 つ選んで！？都内育Jに関心が加すれそれとも関心が問ゼんか。 この中から1つ選んで｜変動し
民を増やす ｜ください。 I＜ださμ

（ア）関心がある （イ）どちらかといえ！£関心がある ！（ア）関心がある （イ）どちらかといえぱ関心がある
（ウ）どちらかといえlま関心がない （エ）関心がない j（ウ）どちらかといえ！ま関心がない （工）関心がない

〈集計〉 ！〈集計〉
｜け）関心がある」「（似らかと叫関心 が あ る 」 と 回 答 し 以 棚 心 が 針 山 て 「）関仇るJ「（イ）自らルえ蜘があるjと回答し山「関仇以』として
集計。 i集計。

！・内閣府「食育に関する意議翻査J j・肉閤府「食育に関する意識調島

｜朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 i朝食又は夕食を豪族と一緒に食べる「共食」の回数

I＜設問〉 iく設問〉
.i＜家族と同居している方のみを対象＞ iく家族と同居している方のみを対象＞
1・朝食を家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。この中から1つ選んで〈ださい匂 i・朝食を家族と一緒に食べることほどの〈らいありますか。この中から1つ選んでください。
i（ア）ほとんど毎日 （イ）週！こ4～5日 （ウ〉週に2～38 I （ア）ほとんど毎日 （イ）週！こ4～5日 （ウ〕週lこ2～38

2. .j（エ）週に1日程度 （オ）ほとんどない i （工）週に1日程度 （オ）ほとんどない

朝食又は夕食l ！ 
ト夕食を家族と一緒に食べることはどの〈らいありますか。この中から1つ選んでください匂 i・ 夕食を家族と一緒に食べることほどの〈らいありますか。この中から1つ選んでください。

を窓族と一緒 icア）ほとんど毎日 （イ）週凶～5日 （ウ）週に2～3日 i （ア〉ほとんど毎日 （イ〉週に4～5日 （ウ）週，－2～3日 ｜変更なし
に食べる『共 leエ〕週に1日程度 （オ）ほとんどない ！（エ）週lこ1日程度 （オ）ほとんどない 』

食」の回数を i : 
増やす ｜〈集計〉 iく集計〉

｜「ほとんど毎日jを週7回、「週に4～5日Jを週4.5回、「週に2～3回Jを週2.5回、「週lこ18j「ほとんど毎日」を週7回、「週！こ4～5日Jを週4.5回、「週に2-3回」を週2.5回、「週に1日

3. 

.I程度」を週1固とし、朝食、夕食ごとに、該当人数を掛l久合計したものを全体で割り、朝食と i程度Jを週1固とし、朝食、夕食ごとに、該当人数を掛け、合巴計したものを全体で割り、朝食と
｜夕食の回数を足して週当たりの回数として集計。 i夕食の回数を足して週当たりの回数として集計a

i・肉閣府「食育に関する意識調査j i・肉閤府「食育に関する意識調査」

i地場等で共食したいと思う人が共食する割合

I＜設問〉
i・地械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！ま、参加したいと思
いますか。この中から1つ選んで下さい。
（ア）とてもそう恩う （イ）そう思う （ウ）どちらといえない
（エ）あまりそう恩わない （オ）全〈そう恩わない

l 「（ア）とてもそう思う」「〔イ）そう思うJと回答した人に対して
地峨等で共食
したいと思う
人が共食する i

割合を増やす堅

・あなたは過去1年間lこ、地織や所属コミュニティーでの食事会等に参加しましたか。 ｜新規
（ア）参加した （イ）参加していない

iく集計〉
i「（ア）参加した」と回答した人を該当者として、食事会等の機会があれば参加したいと恩う人
iの中での割合を集計。

！※今後の支銭方策に繋がるような問についても調査する0

．．肉開府「食育に関する意識調査」

i朝食を女食する子供の割合

［設問〉・あなたは、毎日朝食を食ベますか。1つ選んでOをつけてください。
1必ず食べる 2 1週間に2～3日食ベないことがある
3 1週間に4～5日食べないことがある 4 ほとんど食べない

く集計〉
「4 ほとんど食べないJと回答した人を該当者として集計

・（独）日本スポーツ振興センター「児童生徒の食事状況等調査」

i朝食を欠食する20歳代・30歳代男性の割合 ！朝食を毎日食ペる若い世代の割合

ゐ食を毎日食iく設問〉 I I「朝食を食べる」以エネルギー源となる食べ物、飲み物を飲食した場合のことを
ペる国民を増｜調査票より、「家庭食1.r調理済み食」、「外食」、「給食」、「菓子、果物、乳製品、駒子飲料な！｜いい、砂糖・ミ川を加えないお茶類（日本茶・コーヒー・紅茶など）、水及び錠剤・力

やす 時金r~it!t話器語r(r:i：こよる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合」、 11 プセル頼粒状のビタミンミネラJレ 取らない場合は、「朝食を食べた」こと同

I I な以ません。

く集計〉 ! 
20歳～30歳男性のうち、調査自の朝食の食事状況に「食事をしなかった窃合」「錠剤などに iく設問〉iよる栄養素の補給栄養ドM 剤ω 場合」「菓子果物乳製日好飲料どぺあ山ふだん朝食が問。この中かーんでください。
品のみを食ベた場合Jのいずれかを記入した人を「欠食Jの該当者として集計。 ！（ア）ほとんど毎日食べる （イ）週Jこ4～5日食ベる

！（ウ）週lこ2～3日食べる （エ）ほとんど食べない

5. 
中学校におけ伽

る学校給食の
実施率を上げー

る i

・厚生労働省「国民健康・栄養調査J ! 
iく集計〉
i「（ア）ほとんど毎日食べるJと回答した20黛代～30歳代を該当者として集計。

1.肉閤府「食育に関する意識調査J

l 
j中学校における学校給食実施率

iく設問〉
i給食の形態区分自IJ（完全給食、捕食給食、ミJレク給食）の実施学枚数及び提供している児
i童・生徒数。

k集計〉
i完全給食を実施している中学校数（国公私立）の割合を集計。

i・文部科学省「学校給食実施状況等調査」

削除

変更

新規



i学校給食における地場産物を使用する割合 j学校給食における地場産物を使用する割合

〈調査項目〉 ！＜調査項目〉
1.地場産物等を使用する割合については、各5日聞の学校給食の献立に使用した食品の 11.地場産物等を使用する割合については、各5日間の学校給食の献立に使用した食品の

！~追認縮局諸島世相結綿織の献立に使用した食品のう I~「自主言語嬬＋i：謂1.~＼rtt号古騨錦繍立lこ使用した食品のラ｜変動し
iち、圏内で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合 iち、国肉で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合

主枝給食にお！・文部科学省スポーツ青少年局学校健康教育課調べ i・文部科学省スポーツ青少年局学校健康教育課調べ

ける地場産物 1 - I 

等を使用する｜学校給食l』おける国産の食材を使用する割合 j学校給食における国産食材を使用する割合

割合を増やすし調査項目〉 ！〈調査項目〉
・11.地場産物等を使用する割合については、各5日聞の学校給食の献立に使用した食品の！1 地場産物等を使用する割合については、各5日間の学校給食の献立に使用した食品の
！うち、当該都道府県で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合 ！うち、当該都道府県で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合 ー ｜変更なし
12.国産食材を使用する割合については、各5日間の学校給食の献立に使用した食品のう i2.国産食材を使用する割合については、各5日間の学校給食の献立に使用した食品のつ

7. 

Iち、圏内で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合 iち、園肉で生産、収穫、水揚げされた食品数の割合

i・文部科学吋－＇） 青少年間健康教育欄ベ ；．文部科学何一y青少年開健康教育翻

．栄養Jtランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合

健全な食生活を実践するためには、国民一人一人が自分にとって必要な食事の

量を把慢し、その人に適した食事をとることが必要であり、ごれに当たっては、
「食事バランスガイドJ「何をJ「どれだけ」食べたらよいかをわかりやすくコマで示し

たもの
「食生活指針』： 望ましい食生活を実践するための指針

「日本人の食事摂取基準J:.1日に必要なエネルギーや栄養素の授取量の目安を

示したもの
「6つの基礎食品J：栄養成分の類似している食品を六群に分類したもの

「3色分類J：食品の体内での主な働きを3つに分lナて、主な食品を分類したもの等
の食生活上の指針等を参考に十することが有効です。

〈設問〉
1あなたは、日頃の健全な食生活を実践するため、どのような指針等を参考にしていますか。
この中から3つまであげてください。
パア）食事バランスガイド （イ）食生活指針 （ウ）日本人の食事摂取基準
（エ）6つの基礎食品 （オ）3色分類 （力）その他の指針等

パキ）特に参考にしていない

I＜集計〉
I(ア）～（力）のいずれかを参考にしている人を該当者として集計。

l・内閣府「食育に関する意識調査j

i主食・主薬・副菓を組み合わせた食事を1日2回以上lま雇毎日食ベている国民
の割合
r---
「主食Jと！志、米、パン、めん類などの穀類で、主として糖質エネルギーの供給源と

なるものです。
『主菜Jとは、魚や肉、卵、大豆製品などを使った副食の中心となる料理で、主とし

て良質たんぱく賃や脂肪の供給源となるものです。

「副菜Jとは、野菜などを使った料理で、主食と主菜に不足するビタミン、ミネラル、

食物繊維などを補う重要な役割を果たしています。

削除

栄養バランス
等！こE虚した
食生活を実躍
する国民を増
やす

iく設問》 ｜変更
主食（ごはん、パン、麺など）・主菜（肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインの料理） ・副菜
' （野菜・きのこ・いも・海藻などを使った小鉢・小皿の料理）を3っそろえて食べることが1日に
!2回以上あるのは、週に何回ありますか。この中から1つ選んでください。

（工）ほとんどない
fア）！まぽ毎日 （仙一 （ウ）週一日

！く集計〉
！「（ア）Iま！ま毎日」と回答した人を該当者として集計。

I・肉悶府「食育Jこ関する意識調査」

！主食・主菓・副菓を組み合わせた食事を1日2回以よlまlま毎日食べている若い
！世代の割合

r-・E・－・E・－
「主食Jとは、米、パン、めん類などの穀類で、主として糖質エネルギーの供給源と

なるものです。
「主菜」と［止、魚や肉、卵、大豆製品などを使った副食の中心となる料理で、主とし

て良質たんぱ〈賃や脂肪の供給源となるものです。

『副菜Jとは、野菜などを使った料理で‘主食と主菜に不足するビタミン‘ミネラル、
食物繊維などを補う重要な役割を果たしています。

1＜設問〉i践食（ご（野菜．きのこ．いも．海藻などを使つた小鉢．小皿の料理）を3つそろ~て食ベること古＜1 日に
2回以上あるの！孟、週に何回ありますか。この中から1つ選んでください。
〔ア）！まぽ毎日 （イ）週に4～5日 （ウ）週に2～3日 （工）ほとんどない

「「（ア）Iま！ま毎日』と回答した20歳代～30歳代を該当者として集計。

1・肉開府「舗に的意識調査J

i内臓脂肪症候群（昼休．リヲヲシンドローム）の予防や改笹のための適切な食事、運動 i
｜等を継続的に実践している国民の割合 I 

i＜設問》 i 
肉鵬脂肪症トあなたは、メタポ小yクシンドローム（肉臓脂肪症候群）の予防や改善のために、母適切な食！
候群｛メタポ i事、②定期的な運動、③週に複数回の体重計現IJ、のいずれかを実践していますか。この中 I 
リツクシンド iから1つ選んでください。［①～③について重複して実践している場合！立、実践期聞が一番長i
ローム）の予 iいものについて回答】

防や改善の十i・！（ア）実践して、半年以上継続している
めの適切な食j（イ）実践しているが、半年未満である
事、運動等を！（ウ）時々気をつItているが、継続的ではない
継続的に実践i（エ）現在はしていないが、近いうちにしようと思っている
している国民！（オ）現在していないし、しようとも恩わない

の割合の虫歯加！
I＜集計〉
I （ア）実践して、半年以上継続している、と回答した人を該当者として集計。

i・肉閤府「食育に関する意識調査J

2 

新規

削除



8. 
生活習慣病の
予防や改普の
ために、ふだ
んから食生活 I

に気をつけ、
実践する園民
を増やす

！生活習慣病の予問駒ためい品川四喝をつ慨する国
民の割合

；くま問〉なたは、生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから食生活に気をつけ実践していま
すか。この中から1つ選んでください。
（ア）とても気をつけて実践している （イ）まあ気をつけて実践している

｜（ウ）一 一Lなし一一なし

〈集計〉
「（ア）とても気をつItて実践している」「（イ）まあ気をつけて実践している』と回答した人を該
当者として集計。

！※具体的な取組肉容についても調査する。

！・肉閤府「食育に関する意識調査」

！食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業の畳録敏

iく調査項目〉
i食品中の愈塩や脂肪の低減に取り組み、SmartLife Project（こ登録のあった食品企業数。

｜変更

jく集計〉 ｜新規

！食品企業数を集計。

！よ〈噛んで味わって食べるなどの食ペ方に闘心のある固毘の割合

i＜設問〉

・厚生労働省「食品企業SmartLife P叫ect受録企業数」

よく噛んで昧！あなたは、噛み方、味わい方といった食べ方に関心がありますか、それとも関心がありませEって食べる jんか。この中から1つ選んで
どの食ベ方 l（ア）関心がある （イ）どちらかといえ［ま関心がある

ICウ）どちらかといえば関心がない （エ）関心がない
に聞心のある t

国民の割合の｜〈集計〉
増加 I （ア）関心がある、（イ）どちらかといえば関心がある、と回答した人を「関心がある人jとして集ー

i計。

9. 
ゆっくりよく噛
んで食べる国
民を増やす

ー．肉閤府「食育に関する意識調査J

食育の推進に関わる末ランティア団体等において活動している国民の数

iゆっくりよく噛んで食べる国民の割合

！く設問〉
，.あなたは、ふだんゆっくりよく噛んで食べていますか。この中から1つ選んで〈ださし、。

；げア）ゆつ
（イ）どちらかといえfまゆつ〈りよ〈噛んで食べている
（ウ）どちらかといえ！まゆっ〈りよく噛んで食べていない

；…一一く集音十う
「（ア）ゆっ〈りよ〈噛んで食ベている」「（イ〉どちらかといえばゆっくりよく噛んで食べているjと
！回答した人を該当者を集計。

；※今後の諸方策に創るような岡山L、一

・肉閣府「食育に関する意識調査」

！食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の散

〈設問〉 i＜設問〉
＜都道府県・政令指定都市対象＞ ！＜都道府県・政令指定都市対象＞
各自治体において定期的に登録又！ま届出を受げている等により、定期的に把糧しているボ i各自治体において定期的に登録又は届出を受げている等により、定期的に把握しているポ

十Eランテイアの数を回答する。個人又は団体の別を問わない。なお、食生活改善推進員についiランティアの数を回答する。個人又！ま団体の別を問わない。なお、食生活改善推進員につい
ては別に把握するので、この調査の対象外である。 ！ては別に把握するので、この調査の対象外である。
？随府県政令指定都市名J,r市町村名」、「ボランテイアの名称J,r人数」を回答するこ I~~道府県政令指定都市名J , r市町村名J.rボランティアの名称J,r人数Jを回答するこ

10. 1ボーンテイアの活動については、主に以下の内容を想定している。 iボランテイアの活動については、主に以下の内容を想定している。

食育の推進にlg禁！昔話緊~1,11*育の素新 1§：：~昔話，言~111~育の素新
関わるポラン！o地域における食生活の改善のための取組の推進 !0地域にお時食生活の改善のための取組の推進
ティアの数を lo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 =o生産者と消費者との交流の促準環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
増やす lo食文化の継承のための活動への支援等 !O食文化の継承のための活動へ丙支媛等

lo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 lo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 i推進
10その他 !Oその他

句集計〉 ！〈集計〉
都道府県・政令指定都市を対象とした調査によるボランティア数と日本食生活協会から入手i都道府県・政令指定都市を対象とした調査によ{iボランティア数と日本食生活協会から入手
jした食生活改善推進員会員数を合わせた数をボランティア数とする匂 iした食生制善推進員会員数を合わせた数をボランティア数とするc

1・肉閣府食育推進室調べ i・肉閣府食育推進室調べ
i鹿林漁業体験を経験した国民の割合 i塵林漁業体肢を経醸した国民（世帯）の割合

1く設問〉 iく設問〉
にれまで、あなたまたはあなたの家族の中で農林漁業体験に参加したことのある人はいます！これまで、あなたまたはあなたの家族の中で農林漁業体験に参加したことのある人はいます

削除

変更

変更なし

1 1 . !-1., ! 問、。 iか。
鹿林漁業体験ドいる 2いない !1いる 2いない ｜変更なし
を経験した固 i
民を噌やす ｜〈集計〉 ！＜集計〉

・「1 いるJと回答した人を該当者として集計。 i「1 いるJと回答した人を該当者として集計。

l・農林水産省「食生活及び農林漁業体験に関する調査』 1.農林水産省「食生活及び農林漁業体験に閉す調査J

食品の安全性に闘する基礎的な知識を持仰る国民の割合 i 
食品の安全性！·政明二明快号曹を与えなし、•＿J:__?J~.！~tキ！こよどりキ？な舎号待択すをさ宇L~~＇： ,i

削除

3 
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, 2. 
食品の安全性．
について基礎 i
的な知識を持 1
ち、自ら判断 I
する国民を増 i
やす

同時成実施している市町吋合

13. l＜設問〉
推進計画を作件育推進計画の作成の有無、計画の名称、作成時期等について

成・実施する iiく集計〉
手町村を増や同町村の弘市町村の食育推進計画を作成山る市町村の割合を集払

14. 
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

l・内閣府食育推進室調べ

j食品の安全性について墨礎的な知識を持ち、自ら判断する園毘の割合

jく設問〉
i・安全な食生活を送るためのポイントとして、以下の項目をどの程度意識して判断しています
iか。この中から1つ選んでください。
i① 食品を買うときや食べるときに「消費期限Jなど容務包装に記載されている表示を確認す
！ること
i②「賞味期限Jを過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないた
iめ、においや見た目など食品の状態に応じて判断すること
i③食品に表示されている「保存方法Jや「使用方法」を守ること
i④生肉や生魚を扱った包丁、まな板、トング、箸などの器具は、専用のものを使うか、他の
i調理に使用する場合にほ熱湯をかける（またはよく洗う）こと
i⑤料理I主、長時間、室温で放置しないこと

i官~~の状態 （生食用として販売されているものは除仰加熱が不十分な状態摘を食休｜変更

i⑦錠剤・カプセル状の健康食品は病気の治疲や予防のために使用しないこと
i⑧「天然・自然Jとうたわれている健康食品であっても、アレルギーの可能性や品質を確認
iすること
！⑨健康食品｛j:、表示され吋「適切な使用法畑上の注意軌をよく読ん押ること
（ア）非常にあてはまる （イ）あてはまる （ウ）どちらでもないI （司あてはまゆ （批 術 開 な い

．〈集計〉i「（ア）非常にあてはまるJ「（イ）あてはまるJと回答した人を該当者として集計。

i※情報の入手希望先に閑しての聞についても調査する。

i・肉閤府「食育に関する意識調査Ji食問全性ω て観的な知歯を持ち、民判断す恥世代の割合

く設問〉
！＇安全な食生活を送るためのポイントとして 、以下の項目をどの程臨識し、判断しています
か。この中から1つ選んでください。
i①食品を買うときや食ベるときに「消費期限Jなど容器包装に記載されている表示を確認す
！るこ主
！②「貧味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわ刊まないた
め、においや見た目など食品の状態に応じて判断すること
！③食品に表示されている「保存方法』や「使用方法」を守ること
j④生肉や生魚を扱った包丁、まな板、トング、箸などの器具は、専用のものを使うか、他の

⑤料理I孟、畏時間、室温で放置しないことi調…叩
⑥生の状態（生食用として販売されているものは除〈）や加熱が不十分な状態で肉を食べな
いこと ｜新規
i⑦錠剤・カプセル状の健康食品は病気の治療や予防のために使用しないこと
！⑧ 「天然・自然」とうたわれている健康食品であっても、アレルギーの可能性や品質を確認iすること
⑧健康食品！ま、表示されている「適切な使用法J「使用上の注意事項」をよ〈読んで守ること

；（ア）3 抗 I孟
（エ）＇あてはまらない （オ）：全〈あて！ままらない

iく集計〉
i「（ア）非常にあてはまる」「（イ）あてはまるJと回答した20歳代～30歳代を該当者として集計。

i※情報の入手希望先に関しての聞についても調査する。

！．肉閣府「食育！謝する意識調査」

！推進計画を作成・実施している市町村の割合

！〈設問〉
i食育推進計画の作成の有無、計画の名称、作成時期等について

iく集計〉
i全：市町村のうち、市町村の食育推進計画を作成している市町村の割合を集計。

i・肉閤府食育推進室調べ

l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

! l日本では年間約1700万トンの食品展棄物が排出されています勺このうち、食べら I 
i lれるのに廃棄される食品（食品ロス）は約500～800万トン（我が国の米の年間収穫 l
11量に匹敵）掛算され、「食品ロス」が資源環境等の観点から大きな問題となって｜

i lいます。 ｜ 

同開〉
i•あなたは、 こうした「食品ロスjという問題を知っていますか。 当てはまるものを1つお選び〈iだ机1 よ〈知っている 2.ある程度知っている
:3.あまり知らない 4 ほとんど・全く知らない

I・あなたは、「食品ロスJを軽減するために取り組んでいることはありますか。当てはまるもの
i全てをお選びください。
! 1.小分It商品、少量パック商品、パラ売リ等、食べきれる量を購入するk冷凍保存を活用する 3料理を作り過ぎない
14.飲食店等で注文し過ぎない,5.即ら冷蔵酵の食材の種類量期限表示を確認する
6 残さず食べる
7 「賞味期限J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
おその他
19.取り組んでいることはない

f集計〉
「1・よ〈知っているJ「2 ある程度知っているJと回答した人のうち、「9.取り組んでいることr恥 J「無回答J以外の回答者を該当者以集計a

ー※上記設聞は平成26年度消費者意識基本調査（平成27年6月公表）の項目であり、今後
！の説聞の詳細については裏検討匂

；・消費者斤「消費鵠識基本調査」

4 

変更なし

新規

． 



, 5. 
地繊や.庭で，
受け継がれて！
きた伝統的な！
料理や作法なi
どを継承し伝 1
えている国民ー
を増やす

i械や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法などを継承し伝えている
国民の割合

jく設問〉
i・あなたは、郷土料理や伝統料理など、地織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ますか。
（ア）受け継いでいる （イ）受け継いでいない

I l「（ア）受け継いでいる」と回答した人を対象に

i・あなたは、郷土料理や伝統料理など、地減や家庭において受け継いできた料理や味、箸づ｜新規
！かいなどの食べ方・作法を地域や次世代（子供やお孫さんを含む）に対し伝えていますか。
i （ア）伝えている （イ）伝えていない

iく集計〉
1「（ア）伝えている」と回答した人を該当者として集計。

！※今後の支援方策に繋がるような問についても調査する。

i・肉閤府「食育に関する意識調査」

i地域や家庭で受け継がれできた伝統的な料理や作法などを継承している若い
！世代の割合

！＜設問〉
j・あなたは、郷土料理や伝統料理など、地械や家庭で受け継がれてき油貯味、箸づか
iいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。
パア）受け継いでいる （イ）受け継いでいない

！＜集計〉
i「（ア）受！ナ継いでいるJと回答した20怠代～30歳代を該当者として集計包

i※今後の支援方策に繋がるような聞についても調査する。

；．肉閣府「食育に関する意識調査j

5 

｜新規

． 




