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健康長寿長野県の食文化と健康
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本日の話

1.自己紹介
2.「和食」の特徴と食文化振興政策

ユネスコ無形文化遺産への登録など
3.長野県は健康長寿県？

長野県食育推進計画（第４次）など
4.長野県の食文化

地域性豊かで健康的な信州の食文化
5.食文化の継承や発展に関する取組み
6.アメリカ・ミズーリ州の参考事例
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1.自己紹介
熊本県出身 阿蘇（農山村）育ち
学部・大学院（修士）：家政学部食物学専攻
大学院（博士）：医学系研究科保健学専攻
1999年～2020年3月 長野県短期大学
2014年 平成26年度文化庁文化交流使
2018年～ 長野県立大学健康発達学部食健康学科

2022年～ 長野県立大学大学院健康栄養学研究科

担当科目：調理学、調理学実習Ⅰ・Ⅱ、調理学実験、
健康発達概論、食文化論、総合演習、
現代世界の文化、海外プログラム等

研究分野：調理科学・食文化・食育
・国内外の学校給食

熊本県 長野県3



平成26年度文化庁文化交流使
（食文化分野）を務める

事業主旨
文化庁では、芸術家、文化人等、文化

に関わる方々を一定期間「文化交流使」
に指名し、世界の人々の日本文化への理
解の深化につながる活動や、外国の文化
人とのネットワークの形成・強化に繋が
る活動を展開。

平成30年度までに延べ137人と26組
（団体）を86か国以上へ派遣。
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平成26年度文化庁文化交流使として７か国を訪問・
日本の食文化ついて講演・調理実習を行う

①
⑥

② ③

④

⑤

⑦

⑧

訪問国（2014年月日）

①フランス：
８月11日～22日

②ドイツ：
８月23日～９月1日

③ポーランド：
９月2日～11日

④ハンガリー：
９月１2日～17日

⑤イタリア：
９月１8日～24日

⑥フランス：
９月25日～10月1日

⑦スロバキア：
10月2日～4日

⑧イギリス：
10月5日～11日

ウ
ク
ラ
イ
ナ
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2.「和食」の特徴と食文化振興政策

日本の食文化振興の施策の推移と現状
〇2005年 食育基本法「食文化」の明記

→第1～4次「食育推進基本計画」で施策化

〇2013年12月 「和食」のユネスコ無形文化遺産へ登録

〇2017年 文化芸術基本法の改正 国が振興を図る

生活文化の例示として「食文化」が明記

〇2020年4月 文化庁に参事官（食文化担当）の設置

〇2021年4月 「文化財保護法の一部を改正する法律案」が

成立⇒無形の文化財の「登録」制度を新設

★登録無形民俗文化財 2021年９月 讃岐の醤油醸造技術

土佐節の製造技術

★登録無形文化財 2021年12月 伝統的酒造り

★登録無形文化財 2022年11月 京料理

菓銘をもつ生菓子（煉切・こなし）6



「食育基本法」の基本理念第７条
平成17年（2005年）制定

第七条 食育は、我が国の伝統のある優
れた食文化、地域の特性を生かした食生
活、環境と調和のとれた食料の生産とそ
の消費等に配意し、我が国の食料の需要
及び供給の状況についての国民の理解を
深めるとともに、食料の生産者と消費者
との交流等を図ることにより、農山漁村
の活性化と我が国の食料自給率の向上に
資するよう、推進されなければならない。
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「和食」のユネスコ無形文化遺産
への登録（2013年12月4日）とは？

申請書（推薦書）でのタイトル

「和食；日本人の伝統的な食文化
－正月を例として－」

（WASHOKU；Traditional dietary cultures
of the Japanese – notably for the
celebration of New Year）

以下、「和食」と略す
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無形文化遺産とは、ユネスコが取り組む
遺産保護事業の一つで、芸能や伝統工芸
技術など〝形のない文化〞が対象。

和食という言葉は、一般的には料理とい
う意味で使用されるが、「和食」は、自
然を尊重する日本人独特の精神を表す食
に関する社会的慣習であり、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で食全
体にまつわる和食文化を示す。
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そして、この和食文化が世代を超えて
受け継がれ、地域やコミュティーの結び
つきを強めていると認められ、世界の多
様な文化の一つとして評価されて、無形
文化遺産に登録された。
申請書に示された「和食」の特徴

「自然の尊重」を重視
①多様で新鮮な食材と素材の味わいの尊重
②健康的な食生活を支える優れた栄養バランス
③自然の美しさや季節の移ろいの表現
④正月など年中行事との密接な関わり
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理事 中澤 弥子
長野県立大学 教授

公式ロゴマークとスロー
ガン

和食文化国民会議

調査・研究部会部会長https://washokujapan.jp/ 11



https://washokujapan.jp/symposium/（2023/1/29閲覧）12



文化庁の取り組み 2022年9月30日

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/attach/pdf/sui
shin_kenkyu-54.pdf（2023/1/29閲覧）
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3.長野県は健康長寿県？

資料「長野県食育推進計画（第４次）」
～信州の食でつながる、

人づくり・地域づくり～
令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度）

長野県には、四季折々の豊かな自然環境を活
かしながら、営々と積み重ねられてきた農業
や伝統文化が息づいており、地域ごとに多彩
な食文化が育まれ、受け継がれている。そし
て、健康づくりや食文化の継承を支える食育
ボランティアの活発な取組により、「食」は
長野県の「健康長寿の礎」となってきた。 14



①平均寿命と平均余命について
2021年の日本人の平均寿命は

男性 81.47歳 女性 87.57歳
2011年の東日本大震災以降9年連続で伸び
続けていたが、
2020年（男性 81.56歳 女性 87.71歳）
より下回る。

平均寿命
零歳時における平均余命。

平均余命
ある国のある年齢の人々が、その後、生き
られる平均の年数。
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寿命中位数：生命表上で、
出生者のうちちょうど半数
が生存すると期待される年数

寿命中位数
昭和22年 令和3年
男性 59.28歳⇒84.39歳
女性 64.45歳⇒ 90.42歳

平均寿命
昭和22年 令和3年
男性 50.06歳⇒ 81.47歳
女性 53.96歳⇒ 87.57歳

資料 令和３年簡易生命表の概況
（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/
saikin/hw/life/life21/index.html
（2023/1/29閲覧）

16



平均寿命の国際比較

男性 日本 4位

スイス 1位
ノルウェー 2位
ニュージーランド3位

女性 日本 1位

資料 令和３年簡易生命表の概況
(厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/
saikin/hw/life/life21/index.html
（2023/1/29閲覧）
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資料「長野県食育推進計画（第４次）」

女性1位
岡山県
88.29歳
男性1位
滋賀県
82.73歳

女性
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資料：令和2年都道府県別姓名表の概況（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk20
/dl/tdfk20-10.pdf（ 2023/1/29閲覧） 19



②健康寿命について
全国の健康寿命と長野県の健康寿命と全国順位

健康寿命について3つの算出方法
①あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響があり
ますか？ ある→不健康 ない→健康
②あなたの現在の健康状態はいかがですか。

よい、まあよい、ふつう→健康
あまりよくない、よくない→不健康

③要介護度 2～5 → 不健康
資料「長野県食育推進計画（第４次）」 20



③健康と栄養に関する調査

長野県：県民を対象に1967年から調査開始。
戦前、戦後の復興期に多かった結核・感染症
→ 1951年から脳血管疾患（脳卒中）が１位

（1980年からは悪性新生物が１位）

目的：脳卒中と食生活との関連と予防策を得る

1967～1971年度 成人病に関する食生活実態
調査

1972～1998年度 県民栄養調査
2001～2019年度 県民健康・栄養調査

（3年に1度）
21



④食塩摂取量の減少と減塩の取組み

＜1969年公民館報の生活改善シリーズ欄＞
脳卒中予防特別対策事業で698人に第一次検診を行っ
た結果、４割近くで精密検査が必要

塩分の摂りすぎと食生活の偏りが
原因の１つと指摘

参考：『信州鬼無里 食の風土記 』
44頁(2015年)

22



減塩の取組み

＜1969年公民館報の 生活改善シリーズ欄＞
実際の夕食（塩分7.8g）と改善献立（塩分3.9g）を
紹介し、行動変容を促す。

ごはん（２杯） ごはん（２杯）

味噌汁（１杯） 2.6 焼き魚（１切） 1.0

焼き魚（１切） 2.8 ほうれん草のおひたし 1.0

おろし大根（醤油） 1.0 さつまいものふくめ煮 0.5

たくあん漬（５切） 1.4
たくあん漬（５切）か

味噌汁（１杯）
1.4

計 7.8 計 3.9

実際の夕食の塩分（ｇ） 改善した夕食の塩分（ｇ）

参考『信州鬼無里 食の風土記』 44頁 (2015年)23



減塩の取組み

＜家庭の味噌汁の塩分測定と味覚調査の結果
（1978年）＞

塩分測定の結果
１.0％以下 13％
1.0～1.2％ 31％
1.2％以上 56％

味覚調査の結果
うすい 22％
普通 67％
濃い 11％

参考『信州鬼無里 食の風土記』

28頁(2015年) 24



食塩摂取量の減少

参考資料：後述
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（年）

1980年には１人１日当たり平均15.9gだっ
た長野県の食塩摂取量は、
2001年以降は10～11g台/日に減少

図2
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減塩の取り組み→食塩摂取量の減少

行政（保健所、市町村、保健師、栄養士等）と

地域の健康ボランティア（保健補導員、食生活

改善推進員等）が連携

→脳血管疾患と食塩摂取過多の関係性を県民に

周知

味噌汁や漬物、塩辛い食べ物の塩分濃度や

摂取頻度を減らす等の減塩の取組
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4.長野県の食文化
地域性豊かで健康的な信州の食文化

出典：JA長野中央会 ながの食農教育情報プラザホームページ

飯山市

長野市

上小地区

五平餅
すんき

おやき

おやき

野沢菜漬
手打ち蕎麦は
全県
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②長野県の健康的な食文化の特徴

1800

2100

2400

2700

3000

全国平均と長野県の摂取エネルギーの推移

（kcal/日/人）

全国 長野県

年

エネルギーの摂取量は減少傾向。
全国平均に比べ長野県は2001年度 を除いて多い。
2019年 全国 1903ｋcal/日/人、

20歳以上年齢調整後 長野 1915 ｋcal/日/人。

参考資料：後述

図3
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注：全国、長野県データ、20歳以上 補正後のデータ
脂溶性ビタミン：油脂と一緒に調理すると吸収率がUP！
水溶性ビタミン：汁も一緒に利用

参考資料：後述
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長野県の健康的な食文化の特徴

図3 エネルギーの摂取量が全国平均に比べ

長野県は多い（2001年度を除く）

⇒多くの栄養素の摂取量が全国の平均

を上回っており、栄養素の不足者

割合が長野県では全国に比べ少ない

ことが推察される。

図4 野菜摂取量が全国平均に比べ

長野県は多い
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＊食品群別摂取量の結果（野菜摂取量が多い等）

もあわせて考察すると、

長野県では、

主食に米を多用し、具沢山の味噌汁や野菜
と魚介類、肉類、大豆・加工品、卵類を組み
合わせた多彩な副菜をそろえる食事が行われ、

間食には乳製品や果物の摂取を心がける食
生活が実践され続けてきたと考えられる。
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健康長寿の要因と長野の食事の特徴

長野県 健康長寿プロジェクト・
研究事業(2014年5月)の中間報告から

・ 「高齢者の就業率が全国トップで、ボランティア活動に
も積極的。生きがいをもって生活している」。

・ 「男女とも野菜摂取量が全国1位。郷土料理・伝統料理
を活用している」。

・ 「食生活改善推進員、保健補導員ら健康ボランティアの
活動が盛ん」。

・ 「医師、歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士などの
専門職による地域保健医療活動が活発」。

32



表３ 健康長寿要因（2015年3月報告）
抽出された主な指標名 統計分析による要因のまとめ
・就業率
（男性：５位　女性４位　平成19年）
・高齢者就業率
（男性：１位　平成19年）
・社会活動・ボランティア参加率
（女性：14位　平成18年）
・習慣的喫煙率
（男性：44位　平成18～22年）
・野菜摂取量
（女性：１位　平成18～22年）
・メタボ該当者・予備群の割合
（男性：45位　平成22年）
・保健師数
（２位　平成22年）
・周産期死亡率
（40位　平成22年）

高い就業意欲や積極的な社
会活動への参加による生きが
いを持ったくらし

健康に対する意識の高さと健
康づくり活動の成果

高い公衆衛生水準及び周産
期医療の充実

参考資料：後述 33



「日本型食生活」を実践する長野県の食文化

「日本型食生活」とは、米（ごはん）を主食として、

野菜、大豆、魚、海藻を中心とした主菜・副菜に

加え、適度に牛乳・乳製品や果物が加わった、動物

性脂肪や塩や砂糖の摂り過ぎを避けた独自の食生活。

農林水産省により、1980年（昭和55年）に提起、

1983年（昭和58年）に提唱された食生活のあり方。
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伝統的な和食の献立

一度に配膳・食事量の把握
＊ご飯とおかず
＊一汁二菜や一汁三菜

飯＋汁＋菜 一汁二菜の例
香の物（漬物）は菜に数えない
＋取り回し

＊ 主食
＋主菜（たんぱく質を豊富に含む食品中心）
＋副菜（ビタミン、無機質を豊富に含む食品中心）

参考：西欧の食文化・・・未精製の穀類
肉類・乳製品の利用
食後のデザート
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資料「長野県食育推進計画（第４次）」

（％）

子どもに対する食育の推進体制36



資料：令和元年度県民
健康・栄養調査報告（長野県）

③高齢者の低栄養には注意！
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メタボ対策⇒フレイル対策
65～80歳の高年齢期

メタボ対策・・・慢性疾患の予防
過剰栄養と運動不足に留意

フレイル対策・・・機能性低下（介護）の予防
低栄養と活動性の低下に留意

３～15歳の成長期と65～80歳の高年齢期
しっかり食べて低栄養を予防することが必要

＊認知症
活動性の低下と社会参加の低下に留意
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健康的な信州の郷土料理例：おやき
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健康的な信州の郷土料理例：
すんき

木曽地方：
木曽御嶽山麓

木曽地方で作られ
ている塩をまったく
使わない漬物で、乳
酸発酵を利用して、
かぶ菜を漬けたもの。

かつて塩が貴重
だった木曾地方で先
祖の知恵が作り出し
た保存食品といわれ
ている。

40



【県選択無形民俗文化財】

（13品）

【信州伝統野菜認定制度】

（79品：2021年３月）
「信州の伝統野菜伝承地栽培認定品」

「伝承地栽培認定証票使用承認加工品」

おいしい信州ふーど

ヘリテイジ

https://www.oishii-
shinshu.net/library/library/food_cat/heritage
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県選択無形民俗文化財
「味の文化財」昭和58年（1983）

焼き餅（おやき）

手打ちそば

御幣餅（五平餅）

すんき野沢菜漬
42



・手打ちソバ／焼き餅／御幣餅／

すんき漬／野沢菜漬（１９８３年）

・飯田市伊豆木の鯖鮨（２０００年）

・南信州の柚餅子（２０００年）

・王滝村の万年鮨（２０００年）

・飯山市富倉の笹寿司（２０００年）

・早蕎麦（２０００年）

・木曽の朴葉巻・下伊那南部の

朴葉餅（２００１年）

・遠山郷の二度芋の味噌田楽

（２００２年）
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(出典： 2020.10.13和食文化国民会議「和食と健康」
辻典子氏発表資料) 44



「
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・
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に
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言
し

ま
す
。
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資料「長野県食育推進計画（第４次）」

5.食文化の継承や発展に関する取り組み
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農林水産省
「うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k 
_ ryouri/search_menu/area/index.html
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学校給食での取組み
長野県佐久市学校給食南部センターの取り組み
（2020年9月）

栄養士３名、調理員２名 2,670食
５小学校、２中学校 小学校270円 中学校310円

48

中学校
小鮒の甘露煮給食
2020年９月６日

実施



資料「長野県食育推進計画（第４次）」
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アメリカ・ミズーリ州 コロンビア
学校給食の朝食提供の取組（2017）

朝食

昼食

朝食

朝食
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アメリカ・ミズーリ州 コロンビア
フードバンク（2023）の取組
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若い世代への食育「県民の取組として望まれること」

○家族揃って食事をする機会を増やします。
○生活習慣を整え、毎日朝食を食べます。
○主食・主菜・副菜が揃った、栄養バランスのとれた

食事を実践します。
○地産地消を進めるとともに、長野県に伝わる郷土

料理を作り、子ども達に伝えます。
○子どもの頃から、家庭での食事作りや片付けに参加

します。
○地域で行われる食に関する行事に積極的に参加し、

新しい料理や、郷土食・伝統食などを知り、地域の
様々な世代の方と交流します。

資料「長野県食育推進計画（第４次）」
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食育の推進体制 様々な関係者の理解と連携・協力による推進

資料「長野県食育推進計画（第４次）」 53



おわりに
今後の目指すべき姿
⇒みんなで健康で豊かに長生きをスローガン

信州ACE（エース）プロジェクト
Action（体を動かす） 毎日続ける速歩と体操

Check（健診を受ける）家族そろって必ず健診

Eat（健康に食べる）減らそう塩分、増やそう野菜

中澤案 Enjoy 楽しもう 信州の自然と生活文化

・全ての人を孤立させない、人と繋がる豊かな生活
⇒素晴らしい長野県の（日本の）自然環境・生活

文化（食文化・健康文化等）を活用
⇒ 食べることを大切にする、

おいしい食事・共食を大切にする
54



参考資料
・図２・図３・図4

1977～2002年：国民栄養調査、
2003～2019年：国民健康・栄養調査
1977～1998年：長野県県民栄養調査
2001～2019年：長野県県民・健康栄養調査

・長野県庁ホームページ（信州ブランド推進室）
・木曽すんき研究会編：『無塩の漬物木曽のすんき』

2014年
・長野県健康長寿プロジェクト・研究事業報告書

～長野県健康長寿の要因分析～ 2015年３月
・文化庁 食文化あふれる日本

https://www.bunka.go.jp/foodculture/
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長野県立大学 健康発達学部 食健康学科 教授
平成26年度文化庁文化交流使
中澤 弥子
Email; nakazawa.hiroko@u-nagano.ac.jp

ご清聴ありがとうございました。
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