
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 北 海 道

１ 農業振興計画等の策定・見直し予定について
：第二期北海道農業・農村振興推進計画（策定時期：平成12年３月）計画名

：平成18年３月次回策定・見直し時期

２ 各種目標の策定・検討状況について

目 標 名 策定状況 年月 計 画 名 見直し・検討状況（ ）

平成12年３月 北海道における生産 現行の生産努力目標を見直し、平成27年度を生産努力目標
努力目標 目標年とする新たな生産努力目標の策定を検

討中

平成27年度を目標年とする食料自給率の試算食料自給率目標
を検討中

地産地消の取組目標を設定する方向で検討中地産地消の取組
目標

３ 食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には

それぞれ記入して下さい ）。

検 討 中取組事項：

検 討 中推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

検 討 中具体的取組内容

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 青 森 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

攻めの農林水産業」推進基本方針（策定時期：平成１７年３月）計画名：「
県の基本計画である「生活創造推進プラン （平成１６年１２月策定）において、」

重要な政策の一つとして位置付けられている「攻めの農林水産業」を推進していく
ための基本的な方針として策定。
見直し時期：未定次回策定・

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

攻めの農林水産業 「攻めの農林水産業」を推進していく上で「 」
１７年３月 の指標として設定している。生産努力目標

推進基本方針 ＜基準年度：Ｈ14、目標年度：Ｈ20＞

食料自給率目標 － －

生活創造推進プラン 「生活創造推進プラン」の中で、産地直売
１７年３月 所販売額を「生産者の顔が見える地産地消の地産地消の目標

分野別実施計画 推進」の目標値として設定している。
＜（Ｈ15）61億円 → （Ｈ20）83億円＞

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には

それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： 攻めの農林水産業」の推進「

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
・名 称： 攻めの農林水産業」推進本部（本部長：知事）「
・設 置 年 月：平成１６年４月設置（１７年４月推進体制を見直し）
・主な構成員：行政機関、農業団体、林業団体、水産業団体、市場・販売団体、商工観光団体、

消費者団体、学識者・情報団体等（計３１名）

具体的取組内容
・ 「攻めの農林水産業」の取組方針及び具体的な対策の確認や「攻めの農林水産業」を推進するた
めに必要な事項を協議。

・ また、推進本部の下部組織として、
� 県産農林水産物の販売・流通・加工対策及び地産地消等を推進する「総合販売戦略委員会」
� 農業生産対策及び担い手の育成確保、農地の効率的利用等を推進する「農業生産・構造政策
推進委員会」

等のほか、農林水産事務所単位に「地方本部」を設置し、対策ごと・地域ごとに総合的に推進。



・ 本年度は、
� 「攻めの農林水産業」の推進では、推進本部会議の開催のほか、県、農林水産団体及び商工
関係団体の実務者で構成する「共同活動チーム」が主体となり、
・ 研修会の開催や各種研修会等への積極的な参画による「攻めの農林水産業」推進基本方針
の周知徹底

・ 地方本部が作成する行動計画の実現に向けた支援
・ 「攻めの農林水産業」の企画立案に係る検討会等の開催
等を実施。

� 地産地消の推進では 「総合販売戦略委員会」の下に位置付けられた「ふるさと産品消費県民、
運動推進部会」が主体となり、
・ 県産飲料の導入拡大を図るための自動販売機の設置（１７年度：１，４５０台(予定)）
・ 葬祭業者に対する商品提案や商談の実施等による香典返しや仏事等での県産品の利用促進
・ 県内ホテル・旅館等との連携による「県産食材を利用した地域ならではの定番料理」開発
・ 県産農林水産物が最も豊富に出回る９～１１月（３か月間）を「地産地消推進月間」に設
定し、各種催事等の集中的な開催
・ 県産品を積極的に取り扱うデパート、スーパーマーケット等のふるさと産品消費県民運動
協力店の登録拡大（１７年度：２２０店舗(目標)）

・ 学校、福祉施設、病院、自衛隊等の公共機関の給食での地元食材の利用促進
・ 給食を実施している全市町村において 「ふるさと産品給食の日 （１０月２４日～２８日、 」
のうち１日以上）の推進
・ 産直施設の体制・連携強化を図るための情報交換会や研修会の開催、産直ロードマップや
地産地消ガイドブックの作成配布

等を実施。
� 食育の推進では 「あおもり『いのち育む』食の県民運動推進協議会」などが主体となり、、
・ 県民への食といのちの大切さを啓発する「食」と「農」を結ぶつどいとフォーラムの開催
・ 子供たちの農林水産業体験・食文化体験学習を行うモデル小学校の設置（９校）
・ バケツ稲づくりによる学校農園の開設（６５校）
・ 学校教育での本県農林水産業や健康な食生活を理解させるための、小・中・高校での健康
教育の実践（１８校）及び小学５年生用社会科副読本「いのち育むあおもりの農林水産業」
の作成配付
・ 家庭における食生活改善と食の理解の促進を図るための食育ボランティアの養成と食生活
診断

・ 親子ふれあい調理実習と食生活の改善指導
等を実施。



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 岩 手 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

岩手県農業・農村基本計画（策定時期：平成11年９月）計画名：
未定次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成11年９月 岩手県農業・農村基生産努力目標
・作付面積 本計画
・粗生産額（産出額）

平成11年９月 岩手県農業・農村基食料自給率目標
（・品目別供給力） 本計画

平成15年10月 "誇れるいわて"地産地消の目標
・地産地消ｻﾎﾟｰﾀｰ数 40の政策
・学校給食使用割合
・地産地消認知度

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：農・林・水産業一体となったひと・むら・産地づくりの促進と消費者への情報発信

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称：いわて農林水産振興協議会
設置年月：平成14年６月
構 成 員：岩手県（会長：知事 、岩手県市長会、岩手県町村会）

農業団体 （岩手県農業会議 外33団体）
林業団体 （岩手県森林組合団体連合会 外28団体）
水産業団体（岩手県漁業協同組合連合会 外20団体）

具体的取組内容

１ 農林水産業再構築推進事業
農林水産業の再構築の推進に取り組む活動を促進するため、産地づくり等に取り組む優良事例の

発表及びその情報交換を行うフォーラムを開催する。
・農 業：集落水田農業ビジョン実践フォーラム（平成18年２月）
・林 業：いわての森林づくりフォーラム （平成17年10月）
・水産業：コンブ養殖基本戦略策定フォーラム （平成17年11月）
・地方協議会

：地域の農林水産業再構築推進を図るための研修会等の開催支援

２ 情報発信事業
(1) 「いわて“めぐみ”フェア」の開催

品質の優れた県産農林水産物、個性豊かないわての食文化、農林水産業・農山漁村の有する多
面的機能などを紹介する「いわて“めぐみ”フェア」を開催する。
本年度は 「第18回全国スポーツ・レクリエーション祭」の主会場において、開会式当日に開、

催し、全国から訪れる来場者にもアピールする。



・平成17年10月１日（土）～２日（日 、於：北上総合運動公園第１運動場）
（来場目標：10万人）

(2) 「いわて農林水産メルマガ」の発行
本県農林水産業の応援団（サポーター）の育成を図るため、農林水産業や農山漁村に関する情

報をメールマガジンとして、県民や岩手県に関心を持つ方々に配信する。

３ ひと・むら・産地づくり事業
(1) いわての農林水産表彰の実施

「意欲ある担い手 「自立できる経営体」を育成するため、優れた経営を行っている生産者」、
を表彰するとともに、集落等のむらづくり活動を促進するため、農山漁村に住む人々の創意と工
夫によって活力にあふれる「我がむらづくり」に取り組んでいる個人・団体・集落等や、産地づ
くりの優良な取組み事例に対して表彰する。

(2) いわて農林水産躍進大会の開催
元気ある農林水産業者を育成し、総合食料供給基地としての地位を確固たるものとするための

産地づくりを推進する「いわて農林水産躍進大会」を開催する。
・平成17年11月11日（金 、於：盛岡市民文化ホール）

(3) リーダー養成研修会の開催支援
地域の産地づくりやむらづくり等の中心的役割を担うリーダーを養成するため、各地方協議会

における研修会などの開催を支援する。

(4) いわて農林水産振興協議会長表彰の実施
各地域における、ひと・むら・産地づくりの取り組みを支援するため、構成団体等が主催する

行事において、いわて農林水産振興協議会長表彰を実施する。

取組事項：生産者、流通加工業者及び消費者等の一体的な取組みによる地産地消推進運動の展開

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称：いわて地産地消推進機構
設置年月：平成13年６月
構 成 員：岩手県（会長：知事 、岩手県医療局、岩手県教育委員会）

岩手県市長会、岩手県町村会
生産者団体 （岩手県農業協同組合中央会 外４団体）
流通加工団体（岩手県食品産業協議会 外５団体）
商工指導団体（岩手県商工会議所連合会 外１団体）
消費者団体 （岩手県生活協同組合連合会 外１団体）

具体的取組内容

１ 地産地消の表彰（おもしろ地産地消大賞表彰事業）
創意工夫を凝らして、大きな成果をあげている地産地消の取組みを表彰する。

２ 地産地消のＰＲ（みんなで育む地産地消ＰＲ事業）
地産地消の先進的取組みについて、広報媒体（テレビ）を活用し、幅広く県民に紹介する。
（例）各市町村における特徴的な地産地消の取組みを紹介。

・食材、産地紹介 ・食育活動 ・学校給食 ・量販店などの店頭での取組み
・産地直売所、農家レストラン ・食文化継承活動 ・地産地消サポーターの活動 など

３ プロジェクト公募型事業（プロジェクト公募型地産地消推進事業）
民間団体等の自発的な活動を一層促進するため、地産地消推進プロジェクトを公募し、創意工夫

に溢れたモデル的取組みに対して助成・支援する（ ～ 団体を選定予定 。6 8 ）



４ 県産食材の地場流通の促進（県産食材地場流通促進事業）
県産食材の地場流通を促進するため、学校給食等へ供給する仕組みづくりに係る検討会や研究会

、 。等を開催するとともに 食品産業や外食産業での地場食材を利用したメニュー等の開発を促進する
・県産食材供給仕組みづくり検討会開催（各地方振興局単位）

「 」 （ ）・県産食材供給仕組みづくりシンポジウムや いわて食財の日 イベント等の開催 回程度2
・地場食材メニュー等の開発（外食協、食産協）

５ 地産地消サポーターの連携の促進（地産地消サポーター連携促進事業）
運動の一層の裾野拡大を図るため、自ら進んで運動に参画･実践する地産地消サポーターの加入

促進と活動を支援する。
・地産地消サポーターの加入促進とセミナー等の開催
・地元食品産業への見学会開催（各地方振興局単位）
・親子料理講習会の開催（各地方振興局単位）



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名：宮城県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

みやぎ食と農の県民条例（策定時期：平成12年7月10日 条例第114号）計画名：
見直し時期：平成17年度次回策定・

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成13年10月 みやぎ食と農の県 平成17年度中に見直し予定 （品目ごとに作生産努力目標 。
民条例基本計画 付面積，生産量，粗生産額等の設定，県内7地

域ごとの重点的取組方向の見直し）

平成17年度中に見直し予定 本計画では 供。（ 「
同 上 同 上 給力」として設定）食料自給率目標

・5/26 産業振興審議会に諮問
・7/12 第1回農業部会で検討中

平成17年度中に見直し予定 （米飯給食（週。
）， ，地産地消の目標 同 上 同 上 3回実施校 農漁家レストラン・農家民宿数

交流施設数等の推進項目・指標の見直し）

。（ ，平成17年度中に見直し予定 認定農業者数
同 上 同 上 農業法人数，新規就農者数，農地面積等の推その他の目標

進指標の見直し）

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め，推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：米の消費拡大に向けた取組

推進体制の設置状況（名称，設置年月，主な構成員 ：）
宮城県米消費拡大推進協議会，昭和52年9月27日，会長：宮城県知事，副会長：産業経済部長，委

員：31名

具体的取組内容
�「米まつり」の開催
・米に対する関心が高まる新米の出荷時期に開催し，より多くの消費者に宮城米のおいしさや，
日本型食生活等についてＰＲし米消費拡大に結び付ける。

�宮城米消費拡大県民運動推進事業の実施
・県オリジナルブレンド米「みやぎっ娘」等広報イベント
・親子で考えるごはん教室，みやぎ米で作る料理教室
・各地方振興事務所単位での米消費拡大活動支援

�具体的展開：H17.5.27協議会，H17.10.16親子で考える教室，H17.10.29～30みやぎ米まつり

取組事項：食生活の改善や食育の普及啓発，地産地消の取組

推進体制の設置状況（名称，設置年月，主な構成員 ：）
宮城県食育実践地域活動推進協議会（平成16年度 ，平成16年9月27日（毎年度設置 ，宮城県消） ）

費者団体連絡協議会，宮城県農業協同組合中央会等

具体的取組内容
�食生活改善・食の安全教育普及啓発
・県民に対しての「食育」を推進するため推進協議会を設置し，食育ボランティアの活動を通じ
て実践活動展開

�食の体験学習の推進
・親子調理教室，食の見学会等

�地産地消の推進
・市町村段階での地産地消取組支援

�具体的展開：H17,10第１回目推進協議会，H18.3第２回目推進協議会



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 秋 田 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

新世紀あきたの農業・農村ビジョン計画名：
（策定時期：平成12年３月、平成15年３月第２期実施計画）
見直し時期：平成18年３月（第３期実施計画）次回策定・

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成12年３月 新世紀あきたの農業 ・品目毎の農業産出額目標の見直しを検討中生産努力目標
平成15年３月 ・農村ビジョン （平成18年３月まで 。）

－ － ・生産面では生産努力目標、消費面では地産食料自給率目標
地消や食育の目標を設定し、これらの目標
達成に向けた取組の結果として食料自給率
向上に結びつくものと考えている。

平成12年３月 新世紀あきたの農業 ・ 女性起業者・グループ数 「県内卸 売地産地消の目標 「 」、
平成15年３月 ・農村ビジョン 市場における県産野菜取扱額の割合 、の」

（ ）。目標の見直しを検討中 平成18年３月まで

「 （ ） 」、食育の目標 平成12年３月 新世紀あきたの農業 ・ 学校給食への県産農産物 野菜 の供給率
平成15年３月 ・農村ビジョン 「学校体験農園の設置校割合 、の目標の見」

直しを検討中（平成18年３月まで 。）
・上記目標に加え、新たに「食育ボランティ
アの登録数」の目標設定を行う予定。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：ビジョン推進に関する情報の受発信

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 あきた農業・農村ビジョン推進県民会議
設置年月 平成１５年４月２４日
主な構成員 企画委員 農業だけ、秋田県だけにとらわれない、広いジャンルに豊富な知見を有

した学識経験者等６名
専門委員 検討課題やテーマに応じて、関係分野に精通した者等を５名程度選任
※ ８月３０日に開催し、新世紀あきたの農業・農村ビジョンの見直しに向けた各
種目標や推進方向等について意見交換する予定。

具体的取組内容
�農業・農村ビジョンの推進
�その他農政の推進に必要な事項

子供たちなどへの食育の充実、地域の食文化の伝承と創造、地産地消の推進などを柱と取組事項：
した「食の国あきた」推進運動の展開

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 「食の国あきた」推進会議
設置年月 平成１７年７月１日
主な構成員 学校給食協議会、栄養士会、調理師会、ＰＴＡ連合会、農山漁村生活研究グループ

協議会、教育庁、など１９名
※ ７月２２日に開催し、食育の推進策や地産地消などについて意見交換。

具体的取組内容
�子供たちなどへの食育の推進
�地域の食文化の伝承と創造
�地域の特色ある農産物の生産販売支援
�地産地消の推進
�その他



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 山形県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

（策定時期：平成１３年１月）計画名：山形県農林水産業振興計画
平成１８年１月次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標
平成13年1月 山形県農林水産業振 現在見直し中。

興計画

年度内に策定する予定。食料自給率目標

山形県農林水産業振興計画見直しの中で検討地産地消の目標
中。

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：食料自給率向上に向けた取組

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）
名 称：山形県農業・農村政策審議会
設置年：平成１４年２月２６日
構成員：農業者、学識経験者、消費者、農業団体、流通関係者、行政ほか

具体的取組内容
・農業、農村に関する重要事項について、知事の諮問に応じ調査審議 （年２回開催）。
県内食料自給率向上に向けた方策について協議する予定。

取組事項：地産地消の推進

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）
名 称：おいしい山形推進機構消費拡大推進本部
設置年：平成１３年３月８日
構成員：農業団体、漁業団体、流通関係者、学識経験者、観光業関係者ほか

具体的取組内容
・県産農産物の評価向上と消費拡大のための方策

１地産地消の推進に向けた方策の検討
・地産地消の日の実施
・食料消費アドバイザー育成
・ペロリン手帳作成配布による地産地消への理解促進

２流通分野における地産地消の推進
・大口需要者への県産農産物利用拡大
・直売グループのインショップ支援

１７年度に実施する取組
１ 地産地消の推進に向けた方策の検討
・量販店における地産地消の日等地産地消ＰＲの実施
・食料消費アドバイザー育成
・地産地消活動を実践する団体への助成支援
・観光施設における地域特産農産物活用促進の支援



・小学校児童への啓発素材配布による地産地消理解促進
２ 流通分野における地産地消の推進
・産直施設のマーケティング活動に対する支援
・生産者グループによる量販店でのインショップ展開支援（モデル）事業
・地域農産物に対する理解促進と需要喚起を図る産直フェアの開催



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 福島県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

うつくしま農業・農村振興プラン２１（策定時期：平成１３年３月）計画名：
未定次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成13年3月 うつくしま農業・農 本計画は、福島県農業・農村振興条例に基生産努力目標
村振興プラン２１ づく計画であることなどから、見直しを行う

かどうかは未定。

うつくしま農業・農村振興プラン21の具現食料自給率目標
化に向けた行政、農業団体、流通関係者、消
費者団体等で構成する「みんなで創る農業・

（ ） 」 、農村３Ａ エー 運動県推進本部 において
食料自給率向上のための協議会機能を付与す
ることを検討中。

平成17年3月 農林水産部地産地消地産地消の目標
推進プログラム

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について

取組事項： みんなで創る農業・農村３Ａ運動」の体制強化「

推進体制の設置状況：
名 称 みんなで創る農業・農村３Ａ運動県推進本部
設 置 年 月 平成１３年８月
主な構成員 県ＪＡ中央会、ＪＡ全農福島県本部、県農業会議、県市長会・町村会、県食品産業協

議会、県消費者団体連絡協議会、県 等

具体的取組内容
うつくしま農業・農村振興プラン21の具現化に向けた行政、農業団体、流通関係者、消費者団体等

で構成する「みんなで創る農業・農村３Ａ（エー）運動県推進本部」において、平成１８年度から２
２年度までの取組み展開について、以下を検討し、年度内に決定することとした（平成１７年８月１
０日本部会議において了承 。）
（１）食料自給率向上のための協議会としての機能を付与する等新たな動きへ対応可能な体制の強化

を図る
（２）今後検討行い、設定する今後５年間に緊急かつ重点的に対応していく重点施策について、目標

値の設定に努めていくとともに、目標達成のための各機関・団体・生産者の役割や取組状況の進
行管理を行うための工程表を作成する。 等

取組事項：水田農業改革の推進

推進体制の設置状況：
名 称 福島県水田農業改革推進本部
設 置 年 月 平成１５年６月
主な構成員 ＪＡ県中央会、ＪＡ全農福島県本部、県農業会議、県市長会・町村会、県指導農業士

会・認定農業者会、県消費者団体連絡協議会、県 等

具体的取組内容
平成１５年１２月に策定した水田農業改革の推進のための行動計画「水田農業改革アクションプロ

グラム」を達成することを目的に、水田農業の改革について、米の生産・流通体制の強化や消費拡大
対策、地域農業の再構築等の一層の改革を推進するため、�米の生産・流通体制の強化、�米の消費
拡大、�水田農業等地域農業の再構築、�生産目標数量の市町村段階への配分方針等を実施する。



取組事項：地産地消の推進

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 福島県農林水産部地産地消推進会議
設 置 年 月 平成１４年４月
主な構成員 県農林水産部長、部技監、政策監、各政策領域筆頭グループ参事等

具体的取組内容
・農林水産部地産地消推進プログラムに基づき、地産地消に関する事業や取組み等を効率的かつ効果
的に推進している。
・8月に福島県農林水産部『地産地消強化期間』実施要領を定め、地産地消月間（10月－11月）＊及
び毎月8日（ごはんの日）を加え 『地産地消強化期間』とし推進することとした。、

＊福島県では平成１４年に全庁的な「福島県地産地消プログラム」を策定し、全県的な地産地消を推
進しており、更なる推進を図るため、平成１７年７月に地産地消月間を設定。



別添様式

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 茨城県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

茨城県農業・農村振興ビジョン（策定時期：平成１３年３月）計画名：
平成１８年３月頃次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名等 見直し・検討状況

１３年３月 茨城県農業・農村振 生産努力目標（農業産出額等）の策定を検討生産努力目標
興ビジョン 中

－ － 食糧自給率の国の算出方法による試算値を含食料自給率目標
め目安となる何らかの指標設定を検討する予
定

－ － 地産地消の目安となる何らかの指標設定を検地産地消の目標
討する予定

Ｈ16年3月22日 うまいもんどころ食 平成15年度に宣言した内容に平成17年度に目標値
(目標値設定はＨ 彩運動推進協議会宣 を設定する予定
17年度予定) 言

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：地産地消

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称：うまいもんどころ食彩運動推進協議会
設置年月：平成13年7月10日
主な構成員：生産者，消費者，流通関係，食品製造，小売，栄養士，学識経験者，行政

具体的取組内容
(1) 啓発推進

・協議会を設置し，地産地消運動の展開方法や連携活動について検討し，推進を図る。
・食育推進ボランティアの募集，登録，講習会の開催及び活動を支援する。
・フォーラム等の開催により県民運動としての普及・啓発を図る。

(2) 学校給食への地場産物の導入促進
学校給食へ地場産物導入を推進するとともに，それらを通した児童生徒への食育の取り組み

を展開する。
(3) ホームページの開設

インターネットを活用して県民に広く「食」や「農」の総合的な情報を提供する。
(4) 県産品販売促進

本県農林水産物販売コーナーを設置する量販店や県産品のメニューを提供する料理店を指定
し農林水産物のＰＲを図る。

(5) いばらき農産物サポーターの設置
本県農業を応援してくれる県内消費者をサポーターとして公募，登録し，地産地消の推進役

として活動いただく。



別添様式

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 栃 木 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

首都圏農業推進計画２１（策定時期：平成１３年３月）計画名：
平成１８年３月次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

１３年３月 首都圏農業推進計画 前計画に引き続き生産額、生産量を設定す生産努力目標
２１ る方向で検討中。

設定予定 県民の自給率に対する認識度合いの向上等食料自給率目標
を目的として設定する方向。

検討中 現推進方針に食育等の視点を加味し、とち地産地消の目標
ぎ地産地消県民運動の効果的な展開を図る。

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について

取組事項：地産地消運動の推進

推進体制の設置状況
名 称：とちぎ地産地消県民運動実行委員会
設置年月：平成１６年６月
主な構成員：消費者団体、生産者関係団体、商工業関係団体、教育関係団体等 ５８団体。

具体的取組内容

(1)地産地消の県民へのＰＲ
(2)地産地消の講演会の実施
(3)地域農産物を活用した料理研修会の開催
(4)おにぎり販売など、日本型食生活の啓発
(5)学校給食への県産農産物の供給

取組事項：飼料自給率向上に向けた計画的取組

推進体制の設置状況
名 称：栃木県飼料自給率向上戦略会議

平成17年７月設置年月：
主な構成員：農業関係団体、畜産関係団体、県農務部関係各課、農業振興事務所、畜産関係場所

具体的取組内容

(1)飼料自給率向上に向けた戦略会議の開催
(2)飼料自給率向上を図るための現地検討会・研修会等の開催
(3)稲発酵粗飼料、稲わら、放牧、飼料増産の外部化等実態調査及び需給マップ作成
(4)需給マップによる仲介・斡旋活動
(5)その他飼料自給率向上を図るために必要な活動



 

 

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 
 
                                                都道府県名 群馬県 
 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計 画 名  ：  群馬県食料・農業・農村振興計画（策定時期：平成１３年３月） 
    

   次回策定・見直し時期  ：  平成１８年３月 
 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

 
     ○ 
 平成13年３月 

 
群馬県食料・農業・
農村振興計画 

 
検討中 

 
食料自給率目標 

   
○ 

平成13年３月 

 
群馬県食料・農業・
農村振興計画 

 
検討中 

 
地産地消の目標 

 
○ 

平成13年３月 

 
群馬県食料・農業・
農村振興計画 

 
  検討中 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
 
 
  取組事項  ：  地産地消の推進 
 
  

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）：  ぐんま地産地消県民運動推進会議  
  
 （平成１６年７月   農業団体 消費者団体 食品産業 学校関係者 観光業者 学識経験者等 ） 
 
 
  具体的取組内容（主な内容） 
 
 ・地場産品の安定供給及び消費（地産地消）の普及啓発（地産地消推進店 フェアーの開催） 
 
 ・農産物直売所の活性化（直売所ガイドブックの作成） 
 
   
 
 
 
 

 



別添様式

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 埼玉県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：埼玉県民の健康と暮らしを支える食料・農業・農山村ビジョン
（策定時期：平成１６年３月）

未定次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成１６年３月 埼玉県民の健康と暮 平成１６年３月「埼玉県民の健康と暮らしを
らしを支える食料・ 支える食料・農業・農山村ビジョン」を策定
農業・農山村ビジョ
ン

食料自給率目標 平成１６年３月 埼玉県民の健康と暮 平成１６年３月「埼玉県民の健康と暮らしを
らしを支える食料・ 支える食料・農業・農山村ビジョン」を策定
農業・農山村ビジョ
ン

地産地消の目標 平成１６年３月 埼玉県民の健康と暮 平成１６年３月「埼玉県民の健康と暮らしを
らしを支える食料・ 支える食料・農業・農山村ビジョン」を策定
農業・農山村ビジョ
ン

平成１６年３月 埼玉県民の健康と暮 平成１６年３月「埼玉県民の健康と暮らしを農業所得1,000万円
らしを支える食料・ 支える食料・農業・農山村ビジョン」を策定を達成している農
農業・農山村ビジョ家数、新規就農者
ン数など

※今後、県段階で食料自給率目標を設定し推進するにあたり、その意義等について分かりやすく県民に
伝えていくための資料等をご恵贈くださるようお願いします。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について（予定）
、 、 、 、本県においては 既に各分野において 以下の協議会等が組織され それぞれ行動計画等を定めて

食料自給率向上に結びつく取組を行っているため、これらの組織を活用し、それぞれの活動を通じて
食料自給率向上に向けた取組を推進していく予定である。

取組事項：地産地消、食育、県産農産物の消費拡大など

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 ： いつでもどこでも埼玉産」地産地消推進協議会「
設立年月 ：平成１４年７月
主な構成員：埼玉県消費者団体連合会 （社）埼玉県栄養士会、埼玉県農業協同組合中央会、、

（財）埼玉県学校給食会 （社）埼玉県商工会議所連合会、埼玉県など、

具体的取組内容
平成１７年度地産地消運動の活動計画に基づき、普及啓発イベントの開催、地域ブランド農産物の

生産拡大、直売所の充実強化、量販店等における県産農産物の取扱の拡大、学校給食における地場農
産物の利用拡大などに取り組む。



取組事項：担い手の育成・確保など

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 ：埼玉県担い手育成総合支援協議会
設立年月 ：平成１７年５月

、 、（ ） 、主な構成員：埼玉県農業協同組合中央会 全国農業同組合連合会埼玉県本部 社 埼玉県農林公社
埼玉県農業会議、埼玉県土地改良事業団体連合会、埼玉県など

具体的取組内容
平成１７年度アクションプログラムに基づき、認定農業者の育成や法人化の推進、集落営農の組織

化等に取り組む。

取組事項：飼料作物生産の推進

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称 ：埼玉県飼料増産行動会議
設立年月 ：平成１７年７月
主な構成員：埼玉県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会埼玉県本部 （社）埼玉県農林公、

社、埼玉県開拓農業協同組合連合会 （社）埼玉県畜産会、埼玉県酪農協会、埼玉県畜、
産安全課など

具体的取組内容
平成１７年度飼料増産に向けた行動計画に基づき、稲発酵粗飼料の作付拡大、国産稲わらの利用拡

大、放牧の推進、生産性の向上等に取り組む。



 
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 

 
都道府県名 千 葉 県  

 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計画名：あすのちばを拓く１０のちから（策定時期：平成１６年３月） ※県の中長期方針 
     次回策定・見直し時期：平成１７年度中 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

 
１６年３月 
 

あすのちばを拓く10
のちから 

農業産出額、生産農業所得、ちばエコ農産物栽
培面積について平成２４年目標を立てている。 
改訂時期に見直す予定。 

 
食料自給率目標 

 
作成予定は無い 

  

 
地産地消の目標 

 
１６年３月 
 

あすのちばを拓く10
のちから 

学校給食の旬の県産品使用割合（全国出荷額上
位１２品目）について平成２０年目標を立てて
いる。 
改訂時期に見直す予定。 

 
(その他目標があれ

ば記入願います。） 

   

 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には 

それぞれ記入して下さい。） 

 取組事項：食育の推進 

 推進体制の設置状況： 
名   称：ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト推進連絡会議 
設   置：平成16年5月24日 
主な構成員：会長；農林水産部次長、副会長；安全農業推進課長、農林水産部・健康福祉部・教育

庁の関係課24課の室長 
 
 具体的取組内容 
 設置目的：子どもの頃から「食」や「農」に関する正しい知識を得て、自ら「食」について考え、

「千葉ブランド」にこだわりをもつことによって、健全な食生活が送れるよう幅広く学校
や地域、家庭における食育を関係部局の連携のもと、一層推進することを目的とする。 

 
 主な取組：① 「食育シンポジウムｉｎちば」の開催 

② ちば食育サポート企業の募集 
③ 児童等が農家に滞在し、農業体験を行う「食農スクール」の実施 
④ 食に関する学習ノート「いきいきちばっ子」の作成、配布 
⑤ 乳幼児の噛む力を育む啓発事業 
⑥ 骨密度測定及び健康教室の実施 等 

 

 取組事項：千産千消・千産全消の展開 

 推進体制の設置状況：＊推進体制設置予定 
 名   称：千産千消・千産全消推進連絡会議（仮称） 
 設   置：平成１７年９月予定 
 主な構成員：庁内関係各課 
 
 具体的取組内容 
 ・庁内における千産千消・千産全消に係る資料収集及び情報交換、意見交換による事業の連携促進 

 



 

 

 ・千産千消・千産全消推進計画の策定 
 ・農林水産・食品産業連絡協議会との連携 
 
 

取組事項：食品産業と生産者の連携強化 

 推進体制の設置状況：＊推進体制拡充予定あり 
 名   称：農林水産・食品産業連絡協議会 
 設   置：平成１２年８月 
 主な構成員：全農千葉県本部、県漁連、県酒造組合、県漬物工業協同組合、県菓子工業組合、県水

産加工業連、イトーヨーカ堂、県生協連、県消費者団体連絡協議会、県 
 
 
 具体的取組内容 

・県産農林水産物の生産に関する情報交換 
・製造加工側の需要に関する情報交換 
・消費者ニーズに対応するための情報交換 
・地域レベルの連携強化策についての検討 
・連絡協議会の連携強化策についての検討 
・その他 

 

取組事項：飼料自給率の向上 

 推進体制の設置状況 
名   称：千葉県飼料増産行動会議 
設   置：平成１７年６月１４日 
主な構成員：県域農業･畜産関係団体、農林水産部関係各課、県農業関係試験研究機関、各農林振

興センター 
 
 具体的取組内容 

・行政、農業関係団体が一体となって飼料増産を推進するため、今年度は｢稲発酵粗飼料｣､ 
｢稲わら｣の供給者･需要者のネットワークや｢遊休農地等での放牧｣の実施希望者･受入希望者の
ネットワークをつくり、自給飼料等の円滑な供給･利用体制の構築に努める。 

・さらに、飼料作物生産請負集団(コントラクター)の育成･強化を図るため､設立や連携を支援す
る体制を整備する。 

・遊休農地等での放牧を推進するため、モデル地区での実証展示を実施し啓発を行う。 
 
 



別添様式

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 東 京 都

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

東京都農業振興プラン（策定時期：平成13年２月）計画名：
平成17年12月次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成13年２月 東京都農業振興プラ 現在見直し作業中生産努力目標
ン

食料自給率の目標及び数値化は考えていませ食料自給率目標
ん

地産地消の目標及び数値化は考えていません地産地消の目標

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：食育を推進するための計画の策定

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名称 食品安全対策推進調整会議食育推進部会 平成16年６月14日
主な構成員 都庁関係局部署

具体的取組内容
�都における食育のあり方に関すること
�食育推進ボランティアの育成と活動支援に関すること
�食品事業者と都民の交流の場の促進に関すること

取組事項：学童農園や農業体験の基本方針の策定

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名称 子供たちの農業体験学習推進協議会 平成14年４月１日
主な構成員 大学関係、報道関係、ＪＡ、農業会議、栄養改善普及協会、都局部（農林水産部、教

育庁）

具体的取組内容
�子供たちの農業体験学習推進の基本方針に関すること
�学童農園設置モデル校の選定に関すること
�学童農園運営マニュアルの策定に関すること
�その他、子供たちの農業体験学習の推進に関すること



神　奈　川　県
１．農業振興計画の策定・見直し予定について
計　　画　　名； かながわ農業活性化指針（平成17年3月策定）

次回策定・見直し時期；未定

２．各種目標の策定・検討状況について

策定状況 計画名 見直し・検討状況

＊ ＊

平成17年3月策定
平成16年3月策定

かながわ農業活性化指針
「神奈川力構想・プロジェ

クト５１」

「神奈川力構想・プロジェクト
51」の達成状況を「神奈川力
構想白書2004」にまとめ、平
成17年6月に公表しました。

＊

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について

県庁内における推進体制

取組事項；「かながわ農業活性化指針」及び「神奈川力構想・プロジェクト５１」の推進

推進体制の設置状況

具体的取組内容

　○食料自給率に関係する下記の施策が含まれる「かながわ農業活性化指針」を推進しています。

・ 地産地消の推進による、県内農産物の消費促進

・ 多様な担い手の育成と確保

・ 生産基盤の確保と整備

・ 農業経営の安定化の推進
経営安定対策の推進、有害鳥獣対策の推進　等

・ 農業技術の開発と普及

・ 安全で安心な農畜産物の提供

・ 食と農の理解促進

地産地消の目標

また、生産額ベースの総合食料自給率は、農林水産物の生産額ばかりでなく、食品加工品の付加価
値額が含まれることから、本県では生産努力目標において、作付・栽培面積、飼養頭羽数及び生産
量、並びに主な品目の生産量を県民１人当たりの年間消費量で除した生産力として、分かりやすく示し
ました。

農業用排水路、農道等の整備、農村地域の生活環境整備、耕作放棄地の解消と
発生防止等

　　指針等の円滑な推進を図るため、環境農政部次長を議長に、農政関係各課を構成員とする「農政
基本政策推進会議」及び各地域県政総合センター等が運営する「地区農政推進会議」を活用して、農
業者はもとより県民の理解のもと指針やプロジェクトを推進しています。

　　また、指針の推進に当たっては、農業生産の主体である農業者の主体性を尊重しながら、県、市町
村、農業団体等が相互に連携を図り、施策の具体化を推進しています。

意欲ある中核的農家の育成、後継者の育成確保、円滑な定年帰農の推進、受託
組織等サービス事業体の育成強化　等

大型直売センターの整備支援、かながわブランドのＰＲ等

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

目標名

生産努力目標

食料自給率目標＊

農地面積、販売農家、基盤整
備率、品目ごとの作付け、栽培
面積、飼養、頭羽数、生産量
（重量及び生産力〔生産量÷1
人あたりの年間消費量〕）

平成17年3月策定 かながわ農業活性化指針

食育推進ボランティアの育成、学校給食の地場農産物利用推進等食育の推進、
消費者・流通業者・生産者が交流する総合交流型イベントの開催　等

環境にやさしい生産技術や高品質なかながわ特産品の開発など生産現場に直
結した技術開発、研究成果の速やかな現場への普及、情報処理技術の活用によ
る農業の情報化の推進　等

環境にやさしい農業の推進、農薬の適正使用の推進、トレーサビリティシステムの
導入支援、安全・安心な農畜産物の生産及び流通の推進　等

本県では、麦や大豆、飼料作物などの増産によるカロリーベースの自給率の向上を目指すといった考
え方ではなく、付加価値の高い生鮮食料を中心とした生産を多様な担い手が多彩な産地で行っていく
ことを基本としました。



県と外部団体等が連携した地産地消推進体制

取組事項；地産地消の推進

推進体制の設置状況

具体的取組内容

地産地消ネットワークの推進
ホームページを開設し、地産地消に関する情報を集約、提供する。
団体間の情報交流と相互連携の推進
県民への情報発信と交流

　　県環境農政部内農政各課、農業団体、消費者団体、生協、学校給食関係部局を構成員とする「か
ながわ地産地消推進連絡会」では、地産地消について各団体の情報を集約、発信しています。



別添様式

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 山梨県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：やまなし農業・農村活性化ビジョン（策定時期：平成１６年３月）
次回策定・見直し時期：平成２１年３月

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 Ｈ１２年１１月 平成２２年の山梨県 見直し検討中
農業の展望と目標

食料自給率目標 － － 自給率目標の必要性、内容について検討中

地産地消の目標 Ｈ１６年３月 やまなし農業・農村
活性化ビジョン

－ － －(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には

それぞれ記入して下さい ）。

○山梨県生産努力目標の見直しの中で、平成２７年の食料自給率の向上に向けた取組と推進体制につ
いては検討中。

４．その他（要望）
県の食料自給率目標設定を検討するため、本県のような園芸作物（果樹）が中心の生産県における

適切な指標（金額ベース、重量ベースを含めた有効な指標）を提示していただきたい。
また、同じく地産地消の目標設定における適切な指標を提示していただきたい。



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 

都道府県名  長 野 県 

１． 農業振興計画等の策定・見直し予定について 

計画名：２１世紀にきらめく信州農業へのデザイン～２０１０年長野県農業長期ビジョン～ 

次回策定・見直し時期：平成１８年以降 

２． 各種目標の策定・検討状況について 

目標名 策定状況（年月） 計画名 見直し・検討状況 

生産努力目標 平成１３年６月 長野県農業生産努力目標 平成１８年６月（予定） 

食料自給率目標   未策定    －  検討中 

地産地消の目標 未策定    －  検討中 

３． 食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 

【取組事項】経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の推進 

【設置状況】◇長野県担い手育成総合支援協議会（３月２９日設立） 

      ◇構成団体：長野県農業会議、ＪＡ長野中央会、長野県農業開発公社、 

            長野県担い手育成基金、長野県 

【具体的取組内容】 

◇ 年間行動計画の策定 

◇ 地域担い手支援協議会設立に向けた支援  

【取組事項】食品安全ＧＡＰ（適正農業規範）の推進 

【設置状況】◇長野県ＧＡＰ推進検討会議（仮称）（９月設置予定） 

      ◇構成団体（案）：長野県、ＪＡ長野中央会、ＪＡ全農長野、のうさい長野、 

              長野県消費者団体連合会 等 

【具体的取組内容】 

◇ 県内におけるＧＡＰに準じる取り組みの実施実態の整理 

◇ 県の推進方針の検討 

◇ 消費者、卸流通事業者との連携の検討  

【取組事項】地産地消の推進 

【設置状況】◇県内の関係団体による連絡会議（１０月以降設置予定） 

      ◇構成団体：検討中 

【具体的取組内容】 

 ◇地域の行動計画の策定  

 



 

 

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 
 
                                                都道府県名  静岡県  
 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計画名：静岡県農林水産業新世紀ビジョン（策定時期：平成１３年１月） 
     次回策定・見直し時期：平成１８年３月 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

 
     ○ 
 平成13年１月 

静岡県農林水産業 
新世紀ビジョン 

ビジョン見直しに伴い、主要作物ごとの 
生産努力目標を平成1７年度中に見直す予 
定。 

 
食料自給率目標 

 
    検討中  

 本県の主要作物は茶や施設野菜などが主
体となっており、食料自給率向上を主眼と
する目標は妥当と思われない。現在、各作
目の生産努力目標の見直し作業を進めて
いるところであり、生産拡大により自給率
の向上にも貢献していきたい。 

 
地産地消の目標 

 
  検討中 

 地産地消の実践的な計画の策定を検討中
で、新世紀ビジョンの見直しに合わせて、
地産地消の目標を設定する。 

 
(その他目標があれ

ば記入願います。） 

   

 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には 

それぞれ記入して下さい。） 
 
 取組事項：しずおか地産地消推進協議会を中心とした「しずおか地産地消草の根展開事業」 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）：しずおか地産地消推進協議会、H14.8、55団体 
（55団体の内訳：静岡農政事務所、農協中央会、県漁連、生協、消費者団体連盟、学校給食会、こだ

わりの味協同組合、酒造組合など） 
 

しずおか地産地消推進協議会を中心に県全体の運動をコーディネートし、県内各地の草の根の地産
地消活動や食育活動の支援を行うとともに、地域の活動グループ同士の連携推進や食農学習ボランテ
ィアの活用を図り、地産地消運動と食育活動が一体となった面の活動を推進する。 

地場野菜、ふるさと食品、観光と食・彩、学校給食の4部会で民間主導の草の根運動を展開してい
る。 

 
 



各都道府県における食料自給率向上の向けた取組状況について

都道府県名 岐 阜 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名： ぎふ農林業ビジョン（策定時期：平成１３年３月）

次回策定・見直し時期： 平成１８年度上半期予定

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

食料自給率目標 岐阜県民食料確保 平成１５年度計画期間終了に伴い新た

平成１１年３月 計画 に第２次岐阜県民食料確保計画を策定

食料自給率目標 第２次岐阜県民食 計画推進中（平成１８年度末）

平成１６年３月 料確保計画

生産努力目標 第２次岐阜県民食 同上

平成１６年３月 料確保計画

地産地消の目標 第２次岐阜県民食 同上

平成１６年３月 料確保計画

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について

取組事項：食料確保計画の外部評価・点検体制の設置

名 称：食料確保計画岐阜県民会議（有識者会議、専門部会、地域部会（５圏域 ））

設置年月日：平成１３年７月９日

構成員（有識者会議）

県議会代表 ：農林商工委員会委員長、県議会議員

農業団体代表：岐阜県農業協同組合中央会会長、岐阜県土地改良団体連合会会長

消費者代表 ：生活協同組合コープぎふ理事長 （財）岐阜県地域女性団体協議会会長、

産業界代表 ：岐阜県商工会議所連合会会長

学識経験者 ：岐阜大学／岐阜女子大学教授等

具体的取込内容

計画の実現にあたり、年度ごとの進捗状況や残された課題等について内部評価・点検を行い。

各界の代表者からなる「食料確保計画岐阜県民会議」で外部評価・点検を実施し、その結果を県

民に公表し、実効性のある計画の推進を図及び課題解決の施策に反映をさせる。

本会議は、食料自給率の向上、担い手および生産基盤の つの専門部会のほか、県内５圏域そ3

れぞれの地域特有の課題を検討する地域部会を設置し、議論を深めると共に、インターネットで

会議の内容を公表し、県民から広く意見を聴取するという手法を用いている。



 

 

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 
 
                                                都道府県名 愛知県        
 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計画名：食と緑の基本計画（策定時期：平成１７年２月） 
       （平成１６年４月施行の「食と緑が支える県民の豊かな暮らし条例」に基づく計画） 
     次回策定・見直し時期：必要に応じて適宜 
   作物毎の生産目標についても別途策定しており、適宜、見直しを実施している。 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

平成８年３月 
平成13年４月 
平成12年４月 
平成13年４月 
平成13年４月 
平成13年４月 
平成13年４月 
平成12年５月 
 

愛知県野菜生産振興方針 

愛知県果樹農業振興基本計画 

第５次愛知県茶業振興計画 

愛知県飼料増産推進計画 

愛知県酪農・肉用牛生産近代化計画 

愛知県家畜改良増殖計画 

愛知県鶏等改良増殖計画 

愛知県漁業振興計画 

野菜。平成１７年度見直し中 
果樹。平成１７年度見直し中 
茶。 
飼料作物。平成１７年度見直し中 
乳用牛・肉用牛。平成１７年度見直し中 
豚。平成１７年度見直し中 
採卵鶏・肉用鶏・鶉。平成１７年度見直し中 
魚類全般。 
 

 
食料自給率目標 

 
検討中 

  

 
地産地消の目標 

 
平成10年11月 

 
いいともあいち運動 

 
継 続 中 

 
(その他目標があれ

ば記入願います。） 

   

 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には 

それぞれ記入して下さい。） 
 
 取組事項：いいともあいち運動 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員） 

いいともあいち運動推進協議会 平成11年９月16日設置 （構成員は別紙名簿のとおり） 
 
 具体的取組内容 

別紙運動概要のとおり 

 
 取組事項： 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 

 
 具体的取組内容 
 
 
 
 
 
 



 

 

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 
 
                                                都道府県名 三重県       
 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計画名：県民しあわせプラン・戦略計画（策定時期：平成１６年４月） 
     次回策定・見直し時期：平成１９年４月 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

 
平成16年4月  
     

 
県民しあわせプラン
・戦略計画 

 
次回策定：平成19年4月 

 
食料自給率目標 

 
  同  上 

 
  同  上 

 
 同  上 

 
地産地消の目標 

 
同  上 

 
同  上 

 
 同  上 

 
(その他目標があれ

ば記入願います。） 

   

 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には 

それぞれ記入して下さい。） 
 
 取組事項：水田農業における米・麦・大豆等の振興 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）：今年度中に設置予定 

 
 具体的取組内容 
 
 未定 
 
 
 
 
 
 
 
 取組事項： 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 

 
 具体的取組内容 
 
 
 
 
 
 
 
 



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 新潟県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

（策定時期：平成13年３月）計画名：にいがた農林水産ビジョン
平成18年３月次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成13年９月 新潟県農林水産業の 平成17年度に見直す予定の「にいがた農林水生産努力目標
生産努力目標 産ビジョン」の検討の中で目標等の議論の予

定

－ － 〃食料自給率目標

－ － 〃地産地消の目標

－ － 〃(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： 地産地消」の取組を通じた地場産農林水産物の生産・供給拡大「

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名称： にいがた21地産地消運動」推進委員会「
設置年月：平成13年８月
主な構成員：市町村、消費者団体、生産者団体、食品産業界、流通業界、学校給食、学識経験者、

県
また、推進委員会の下に４部会及び14の地域協議会を設置。

具体的取組内容
○生・消連携交流部会：
運動の県民全体への効果的波及、消費者と生産者のネットワーク強化、情報提供体制の充実

○市場連携部会：
量販店等のニーズに即した地場産の供給推進、生産者による情報提供の推進、卸売市場による情

報提供の推進、安定供給体制の整備と流通コストの削減
○学校給食部会：
地場産農産物を活用した食育の推進、地場産農産物の安定供給体制づくり、学校給食メニューに

対応した地場産供給の拡大
○食品産業部会：
食品産業との連携強化、地場産農林水産物を活用した商品生産の拡大及び製品開発の推進、生産

供給拡大のための生産流通体制整備、県産農林水産物使用製品の消費拡大



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 富山県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：富山県農業・農村新世紀プラン（平成１３年４月）
次回策定・見直し時期：平成１８年１２月

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成13年４月 富山県農業・農村新 上位計画である新県民総合計画の策定に伴い
世紀プラン 見直し予定

食料自給率目標 なし なし 特に予定なし

地産地消の目標 平成14年11月 とやま地産地消推進 富山県食育推進会議（条例設置予定）におい
方針 て地産地消も含めた目標、計画を設定予定

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：生産、流通、消費の各分野における取組

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：食料自給率向上に向けた直接的な推進体制は）
特になし

具体的取組内容

「富山県米作改良対策本部 「富山県園芸振興推進協議会 「とやま地産地消推進会議」等がそ」、 」、
れぞれ中心となり、生産～流通～消費の各分野において、品質の高い農産物生産や生産性の向上、多
様な流通・販売ルートの開拓、とやまブランド品目の育成、地産地消の推進、食の安全・安心の確保
等、側面から食料自給率向上に向けた取組みを進めている。

「富山県米作改良対策本部」
・農協中央会、全農富山県本部、営農技術指導員協議会、農業共済連、種子協会、県等で構成
・水稲・大麦・大豆の生産振興基本方針の策定、技術対策の協議、生産現場指導等

「富山県園芸振興推進協議会」
・全農富山県本部、卸会社、生産者団体、消費者協会、農業共済連、地区農協協議会、県等で構成
・園芸振興基本方針の策定、技術対策の協議、研修会の開催等

「とやま地産地消推進会議」
・消費者、食品関係者、医師・栄養士、ＰＴＡ等で構成
・情報誌の発行等普及啓発活動、とやまの食文化の伝承と創造、直売活動の推進、量販店等におけ
る地場産品の販売促進、食品産業等における地場産品の活用促進、食に関する教育の推進と学校
給食への地場産品の活用促進、食生活指針の推進、応援団の募集・登録等



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 石 川 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について
（策定時期：平成８年１１月）計画名： いしかわの農業・農村・食料ビジョン「 」

平成１８年３月次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

目標年次である16年度をおえたことから、
平成１２年３月 「農業・農村・食料 本年度設置した「新たな農業・農村・食料ビ生産努力目標

アクションプラ ジョン策定検討委員会」におけるビジョンの
ン」 見直しの中で取扱を検討中

ビジョン見直しの中に 「食育 ・ 地産地食料自給率目標 、 」「
消」に対する取り組みも明記の予定

食料自給率の目標値設定にあっては、数値
化の必要性等も含め、検討委員会で検討予定地産地消の目標

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： 健やかな石川の食実践指針」の推進「

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
「いしかわふるさとの幸普及連絡会議 （平成16年8月6日設立）」
（構成）石川県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会石川県本部、石川県漁業協同組合

連合会、石川県食生活改善推進協議会、(社)石川県特用林産振興会、(財)石川県学校給
食会、石川県

具体的取組内容
平成１３年１月に策定した「健やかな石川の食実践指針」を踏まえた消費者への様々な情報・

体験機会の提供、学校給食等への県産食材の導入促進に努め、食に対する正しい理解の促進と地
産地消の推進を図るため、関係機関・団体による連絡会を組織

１ 学校給食への県産食材の導入促進
� 地区別導入推進協議会による取り組み
� 米粉パンの導入検討（モデル校の設置ほか）
� 県産食材を使った学校給食献立集の作成・配布（H16実績：600部）
� 学校給食県産農産物利用状況調査を予定

２ 消費者に対する理解の促進、生産者と消費者の交流拡大
� 地産地消交流会の開催
� 地産地消に関する情報提供
� 地産地消応援団（企業・団体）の募集、登録を予定

３ 食に関する体験活動の提供
� 食の見学・体験学習会の開催（H16実績：2カ所）
� いしかわ森と田んぼの学校推進プロジェクト（H16実績：36校）

４ 地元食品産業への県産食材の利活用の働きかけ
� 県産食材を使った新商品開発に対する支援
� 生産者と食品製造業者等との情報交換会、合同商談会等の開催

５ その他
「いしかわふるさとの幸普及連絡会議」を「いしかわ地産地消推進会議（仮称 」に改組予定）



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 福井県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

２１世紀福井の食料・農業・農村ビジョン（策定時期：平成１３年２月）計画名：
見直す予定はない次回策定・見直し時期：

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成１３年２月 ２１世紀福井の食料 農林水産部内で検討を行っており、年度末を生産努力目標
・農業・農村ビジョ 目標に見直す予定
ン

農林水産部内で検討中食料自給率目標

農林水産部内で検討中地産地消の目標

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

地場産食材を活用し、福井の人・風土に適した健全で豊かな食生活を「福井型食生活」取組事項：
として位置づけ、その定着を図るため、県産農林水産物消費を促進する具体的な取り組
みによって 「ふくいの地産地消運動」を実践する。、

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
福井型食生活推進県民会議
平成１３年１０月
県、市町村、消費者団体、食品産業団体、医療・保健団体等

具体的取組内容
○「とれたてふくいの日 （毎月第３日曜日を含む金・土・日の３日間）の普及・啓発」
・各種関係団体や量販店等と連携したＰＲ（のぼり作成、イベントの開催、広報宣伝）
・県産食材を活用した簡単メニューの提案

○「福井型食生活推進県民会議」参加団体（H16末現在24団体）が自主的に実施する地産地消・食
育に関する取組みの促進
・ファーマーズマーケットの促進
・伝承料理の普及啓発
・学校給食での地場産農林水産物の活用促進
・魚食普及 「越前・若狭旬のさかなの日」の啓発、

県庁内の関係部局が一体となり、家庭・地域・学校の連携のもと、食や農の体験を重視取組事項：
した食育を推進し、豊かな心と健康な身体を育む。

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
食育推進庁内連絡会議
平成１７年４月
庁内関係部局（福祉環境部、農林水産部、教育庁）

具体的取組内容
○食育ボランティアの育成等
・食育活動マニュアルの作成、食育推進実務者の資質向上のための研修会の開催、食育ボラン
ティア相互の意見交換会・事例発表会の開催

○地域食育モデルの育成
・保育所、市町村健康福祉センター等を核とした食育モデルの推進、学校を核とした食育モデ



ルの推進
○家庭における活動
・ ごはん食」の実践による食生活改善（食育実践家族コンクールの実施、親子で学ぶ「ごはん「
食」学習エリアの設置

○地域における活動
・ 健康長寿」食育フォーラムの開催（基調講演、全国実践者によるパネルディスカッション）「

○学校における活動
・栄養教諭の配置
・県産農林水産物を活用した学校給食の場での食育推進（コシヒカリ米飯給食の推進、安全・
安心な地場産学校給食の推進）

・伝承料理を活用した学校給食の場での食育推進
・高校生の食選択力の向上（高校における食選択力向上出前講座の実施）



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 滋賀県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：しがの農林水産ビジョン
次回策定・見直し時期：平成１８年３月末

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

新たな基本計画の内容を踏まえ、本年度末ま生産努力目標 しがの農林水産ビジ
ョン１３年３月

でに検討する予定。
食料自給率目標 しがの農林水産ビジ

ョン〃

地産地消の目標
検討中 －

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： こだわり滋賀ネットワーク

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
「こだわり滋賀ネットワーク」
平成１２年５月３０日
ネットワークの趣旨に賛同する行政、団体、企業および個人

具体的取組内容

『こだわり滋賀ネットワーク』は、生産から消費にかかわる様々な立場の人が参加し、滋賀県の食
と農と環境について一緒に考え、行動するためのネットワークで、現在1,000名を超える会員を擁し
ています。
こだわり滋賀ネットワークでは次のような運動を行っています。
・滋賀県で生産された農産物を滋賀県で消費（加工）する“地産地消”の推進
・栄養バランスのとれた健やかな食生活の推進
・食べ残しや食品廃棄物の削減
・生産者と消費者の相互理解の促進
・環境こだわり農業をはじめとした滋賀県農業の振興と農村の活性化

概要 http://www.pref.shiga.jp/kakuka/g/kodawari/shiganet_member/
活動実績 http://www.pref.shiga.jp/g/kodawari/katsudou/index.html



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 京都府

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：新京都府農林水産振興構想
次回策定・見直し時期：未定

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

本年度、振興構想の中間年として各施策の評価を生産努力目標 ○ 新京都府農林水産振
実施中であり、その中で各目標の取扱い及び見直(平成13年12月) 興構想（参考扱い）
し等を検討。

食料自給率目標 未 定 －

地産地消の目標 ○ 新京都府農林水産振
(平成13年12月) 興構想（朝市の販売

額等）

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：地元産農産物の学校給食及び病院・福祉施設での利用を推進する方針検討や仕組みづく
り、実施に向けた提案及び啓発等

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
「いただきます。地元産」プラン府推進協議会、平成１６年７月、府・教育委員会・市町村長
併せて府内５ブロックに分けた地域推進協議会も設置。

具体的取組内容
子どもや高齢者等の健康的な食生活や地産地消を推進するため、学校給食や病院・福祉施設にお
ける京野菜等地元農産物の利用を促進する「いただきます。地元産プラン」の推進。
○学校給食関係
・ 京野菜等地元野菜給食の日」実施モデル事業「
市町村でのモデル校を選定し、地元野菜を利用した学校給食の実施に向けた取組への支援

・農と食のふれあい支援事業
地元の農場や農産加工場等において農業に関わる見学会、体験学習の実施。

・地元産米利用促進の取組
市町村が学校給食に地元産米を利用する際、その使用量に応じて助成。

○病院・福祉施設関係
・病院・福祉施設地元産利用促進懇話会設置運営事業
病院や福祉施設での地元産農産物の利用促進に取り組むモデル施設づくりの推進。



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 大阪府

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：大阪農業・元気倍増・普及プラン
次回策定・見直し時期：未定

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 ○ 大阪農業・元気倍増 本年６月に新規に策定
平成１７年６月 ・普及プラン

（食料自給率目標は、主要農産物（水稲・野菜・果実）
の供給率）食料自給率目標 ○ 大阪農業・元気倍増

平成１７年６月 ・普及プラン

地産地消の目標 ○ 大阪農業・元気倍増
平成１７年６月 ・普及プラン

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：大阪農産物の地産地消

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名 称：大阪採れたて農産物消費推進協議会
設置年月 ：平成１３年７月
主な構成員：ＪＡ大阪中央会、ＪＡ全農大阪、ＪＡバンク大阪信連、ＪＡ共済連大阪、

大阪府

具体的取組内容
・大阪産農産物のＰＲ
・消費者の産地体験の実施
・消費啓発活動（フォーラム開催、料理コンテスト等）
・食育活動等

取組事項： －

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ： －）

具体的取組内容 －



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 兵 庫 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について
計画名：ひょうご農林水産ビジョン２０１０
次回策定・見直し時期：平成１８年３月（改定予定）

２．各種目標の策定・検討状況について
目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 ひょうご農林水産 ビジョン策定後の情勢変化、ビジョン実現に○
、 、平成１３年３月 ビジョン２０１０ 向けた取り組みの評価・検証を踏まえ 現在

改定作業中 （平成１８年３月改定予定）。
食料自給率目標 － － －

地産地消の目標 検討中 － ビジョン策定後の情勢変化、ビジョン実現に
、 、向けた取り組みの評価・検証を踏まえ 現在

検討中。
－ －(その他目標があれば

記入願います。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。
取組事項：おいしいごはんを食べよう県民運動
推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）
名 称：おいしいごはんを食べよう県民運動推進協議会（平成１１年７月１９日設立）

主な構成員：農業団体、消費者団体、生活改善団体、学識経験者、行政等 計２１名
具体的取組内容
「おいしいごはんを食べよう県民運動」は、生活習慣病の予防に有効な「ごはん」中心の健康的な

食生活、食料問題及び農業・農村の役割について、県民一人ひとりが身近な問題として捉え、自給可
能な「お米」の重要性を再認識することをねらいとして展開。

【平成16年度の主な取り組み】
� お米甲子園

県産米への意識の向上及び売れるお米づくりの推進による消費と流通の活性化を目指し、食味
自慢の県産米によりコンテストを実施 （応募総数：332件）。
� ごはん・大豆フォーラム

「ごはん食」による健康的な食生活の普及啓発を図るため、消費者等の参加者のもと講演会と
試食会を開催 （参加者数：360名）。
� お弁当・おにぎりコンテスト

お米・ごはんに親しむ機会の増加を図るため、創意を凝らした「お弁当 「おにぎり」のアイ」
デアを募集 （応募総数：2,111点）。



取組事項：ごはん給食の取組推進
推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）
担当課：農林水産部農政企画局総合農政担当課長（県教育委員会と連携し取組を推進）
具体的取組内容
栄養バランスのとれた適正な食習慣を身につけ、生涯にわたって健康な生活が送れるよう、子供た

ちに健康的な食生活の重要性を普及するとともに、農林水産業・農山漁村に対する理解の促進と米の
消費拡大を図るため、目標値を農林水産ビジョンに掲げ、ごはん給食実施回数の増加に向けた取組を
推進。

【平成16年度の主な取り組み】
� ごはん給食推進フォーラム

（ ） 、 、ごはん給食実施回数の低い地域 週３回未満 において 地域における回数拡大機運を醸成するため
保護者等を対象としたフォーラムを実施 （参加者数：３地域、４５０人）。
� 学校栄養職員を対象とした研修会

市町学校栄養職員が、ごはん給食に対する認識を深め、拡大に向けた取り組みを促進することをねら
いとした研修会を実施 （参加者数：１００人）。
� ごはん給食実施回数が低い市町（週３回未満）への拡大要請
市町学校給食担当課を訪問、ごはんの有用性等を説明し、ごはん給食の拡大を要請。

2.37回/週(基準年:H11) 2.57回/週(現状:H16) 3.00回/週(目標:H22)



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 奈 良 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：奈良県新農業農村振興計画（新ＮＡＰ （策定時期：平成９年３月））
次回策定・見直し時期：平成１８年夏を目途

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 ○ 奈良県新農業農村振 平成１８年夏の（仮称）奈良県農林振興ビジ
平成９年３月 興計画（新ＮＡＰ） ョン策定に向け検討

食料自給率目標 検討中 －

地産地消の目標 検討中 －

－ －(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：県農業農村政策の円滑かつ効果的な推進

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名称：奈良県農政推進会議、設置年月：平成７年７月、主な構成員：県内農業団体、学識経験者等

具体的取組内容
奈良県農政推進会議に、担い手対策部会、農村活性化部会、農業生産対策部会、畜産部会の各部
会が置かれ、担い手対策、生産振興対策、地産地消や都市農村交流など各施策について審議

※現在、本推進会議に自給率向上部会を立ち上る状況にはないが、今後、奈良県農政を
総合的に推進していく上で、本推進会議において自給率についての検討も可能かと考
えている。

取組事項：奈良のうまいもの、特産品・安全安心農産物づくりの推進

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
名称：なら食と農（みのり）の県民会議、設置年月：平成１６年８月、主な構成員：生産・流通・
消費及び料理関係者等

具体的取組内容
県民会議の特産品・安全安心部会において、奈良特産品の販売促進や安全安心農産物づくりについ

ての戦略を検討



別紙様式
各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 和歌山県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：２１世紀農業振興計画
次回策定・見直し時期：平成１８年３月

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

平成７年５月 ２１世紀農業振興計 平成１８年３月見直し予定生産努力目標
画

未定食料自給率目標

平成１８年３月策定予定地産地消の目標

(その他目標があれ
ば記入願います ）。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：農業振興指針を策定する

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
和歌山農業再生プラン推進協議会（仮称） 平成１７年１０月設置予定 農林水産部関係課室

具体的取組内容

地産地消の取組事項や目標を設定する。
各種農業関係施策を推進する事より自給率向上を目指す。

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容







 

 

各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について 
 
                                                都道府県名 岡山県        
 
１．農業振興計画等の策定・見直し予定について 
 
     計画名：21 おかやま農林水産プラン（策定時期：平成 16 年４月） 
     次回策定・見直し時期：平成 21 年３月 
 
２．各種目標の策定・検討状況について 
 

目標名 
 
策定状況(年月) 

 
計画名 

 
見直し・検討状況 

 
生産努力目標 

 
     ○ 
 平成16年４月 

21おかやま農林水産
プラン 

 
平成21年３月 

 
食料自給率目標 

 
    

  
検討中 

 
地産地消の目標 

 
     ○ 
平成14年８月 

地産地消推進方針 
（岡山県地産地消推
進会議が策定） 

計画を基に、毎年度、県段階の活動計画を樹立
し、地域協議会毎に計画を定め地産地消を推進
している 

 
(その他目標があれ

ば記入願います。） 

   

 
３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について 
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には 

それぞれ記入して下さい。） 
１ 
 取組事項：地産地消の推進 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  岡山県地産地消推進会議 
  平成14年８月設置 
  主な構成員：２５団体（農林水産団体、商工団体、流通団体、消費者団体、観光関係団体、 

教育機関、行政機関） 
 
 具体的取組内容 

・地産地消県民運動の推進 
・旬の農林水産物情報の提供 
・消費者ニーズの把握 
・地域農林水産物の直売活動推進 
・学校給食への地域食材の利用促進支援 
・伝統的料理と食材の普及・伝承 
・県産木材の利用促進 

２ 
 取組事項：国産農産物の消費拡大(ごはん食の普及、米飯学校給食の推進、米加工品の開発・普及) 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  岡山県米消費拡大推進協議会 
  昭和52年12月設置 
  主な構成員：１２２団体（農林水産団体、商工団体、流通団体、消費者団体、観光関係団体、 

教育機関、医療団体、新聞・放送各社、行政機関 等） 
 
 具体的取組内容 

・米の重要性の啓発 
・米食の改善指導 

 ・米の消費拡大運動 



 

 

３ 
 取組事項：国産農産物の消費拡大(その他、国産食肉等の消費拡大) 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  岡山県食肉消費対策協議会 
  昭和37年１月設置 
  主な構成員：１６団体（岡山県食肉事業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会岡山県本部、

消費者団体、小売業団体、県 等） 
 
 具体的取組内容 

・国産牛肉及び国産豚肉の特別販売 
・消費者に対する食肉の各部位の特色と、その調理方法に関する知識の普及啓蒙 

 
４ 
 取組事項：国産農産物の消費拡大(その他、県産農林水産物の販売促進) 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  おかやま農林水産物販売促進協会 
  平成９年８月設置 
  主な構成員：８団体（岡山県、岡山県農業協同組合中央会、岡山県信用農業協同組合連合会、全

国農業協同組合連合会岡山県本部、全国共済農業協同組合連合会岡山県本
部、おかやま酪農業協同組合、岡山県漁業協同組合連合会、岡山県森林組
合連合会） 

 
 具体的取組内容 

・農林水産物の総合的なＰＲ活動 
・県内外の消費者向けフェアー・物産展等への参加 

 ・地域特産品・ふるさと食品等のＰＲ・販売促進 
５ 
 取組事項：経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の推進 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  岡山県担い手育成総合支援協議会 
  平成17年３月設置 
  主な構成員：７団体（岡山県農業会議、岡山県、岡山県農業協同組合中央会、全国農業協同組合

連合会岡山県本部、（社）岡山県農地開発公社、岡山県農林水産業担い手育成財団
、農林漁業金融公庫岡山支店） 

 
 具体的取組内容 

・担い手育成支援 
・地域貢献担い手・育成支援 
・農業サービス事業体支援 
・担い手に対する経営資源の円滑な継承の支援 

６ 
 取組事項：経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の推進 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
  岡山県担い手対策推進本部 
  平成17年４月設置 
  主な構成員：２２団体（岡山県、岡山県市長会、岡山県町村会、岡山県農業会議、岡山県農林水

産業担い手育成財団、県下１２ＪＡ、農林中央金庫岡山支店、岡山県農業協同組合
中央会、全国農業協同組合連合会岡山県本部、全国共済農業協同組合連合会岡山県
本部、岡山県厚生農業協同組合連合会） 

 
 具体的取組内容 

・新規就農者・定年帰農者の確保・育成の推進 
・集落営農の組織化・法人化の推進 
・認定農業者の確保・育成の推進 

 



 

 

７ 
 取組事項：効率的な農地利用の推進（飼料作物生産の推進） 
 
 推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）： 
岡山県草地協会（岡山県飼料増産行動会議としての役割を追加） 
昭和35年７月設置（平成17年７月 岡山県飼料増産行動会議としての役割を追加） 
主な構成員：２７団体（市町村２１、農協等６） 
 
 
 具体的取組内容 
・飼料増産運動の展開 
・草地・自給飼料対策関係事業の推進 
・飼料の生産及び利用技術の研鑽及び普及の推進  
 
 





















各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 福岡県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：福岡県農業・農村振興基本計画（策定時期：平成14年３月）
次回策定・見直し時期：平成18年６月頃

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成14年３月 福岡県農業・農村振 現計画同様、品目別の生産目標を設定する方
興基本計画 向で検討開始

食料自給率目標 金額ベースの目標を設定する方向で検討中
なお、カロリーベースの目標設定は困難

地産地消の目標 平成14年３月 福岡県農業・農村振 福岡県食と農の推進基本指針の策定作業（平
興基本計画 成17年度予定）と並行して、県産農産物の利

用量等の数値目標を検討する予定

その他の目標 平成14年３月 福岡県農業・農村振 現計画同様、施策を実現するための数値目標
興基本計画 を設定する方向で検討開始（担い手数、施設

整備等）

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：検討中

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 佐賀県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：さが農業・農村新世紀プラン（策定時期：平成12年３月）
次回策定・見直し時期：平成17年度中

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成12年３月 さが農業・農村新世 平成17年度策定の新計画において見直す予定
紀プラン

食料自給率目標 平成17年度策定の新計画に食料自給率目標を
設定する方向で検討中

地産地消の目標 平成17年度策定の新計画に地産地消の目標を
設定する方向で検討中

その他の目標 平成17年度策定の新計画に農業・農村の振興
に関する主要な目標を設定予定（農地流動化
率、認定農業者数等）

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：佐賀県食育推進会議（仮称）の設置

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員）
平成18年５月設置予定

具体的取組内容

・本年度策定予定の食育推進計画に基づき、地域・学校等における食育活動を積極的に推進する
ため 「佐賀県食育推進会議（仮称 」の設置を検討中、 ）



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 長崎県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：長崎県農政ビジョン
次回策定・見直し時期：平成17年度中

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成12年10月 長崎県農政ビジョン 見直し中

食料自給率目標 〃 〃 検討中

地産地消の目標 〃 〃 目標設定に向けて検討中

その他の目標 〃 〃 現在設定している年間新規就農者数、認定農
業者数等８８項目を含め、全面的に見直しを
行う

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：検討中

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 熊本県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：熊本県農業計画「チャレンジ２１くまもと （策定時期：平成13年３月）」
次回策定・見直し時期：未定

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成13年３月 熊本県農業計画「チ 本県農業・農村を取り巻く現状を踏まえ、
ャレンジ２１くまも 熊本県農業計画の見直し作業を進めることと
と」 しているが、その際には、国において策定さ

れた「食料・農業・農村基本計画」の推進方
策や食育基本法を踏まえた具体的施策等を十

食料自給率目標 分考慮して行いたいと考えている。
ただし、ＷＴＯ農業交渉の行方等、本県の

農業・農村を取り巻く状況が、今後、大きく
変化するかもしれないとも考えている。

、 、地産地消の目標 このような状況であるため 生産努力目標
食料自給率目標、地産地消の目標、その他目
標など、どのような目標等をどうして設定す
るかについて、策定時期も含め、現在、慎重

その他の目標 に検討しているところである。

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項：検討中

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 大分県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名：既存「豊の国農業・農村ビジョン21」→「新農林水産業振興計画（仮称 」）
次回策定・見直し時期：平成17年９月末頃

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成12年３月 豊の国農業・農村ビ 新計画：新農林水産業振興計画（仮称）での
ジョン21 検討内容

↓ ↓ ・戦略品目（園芸、畜産、特作）の産出額、
平成17年９月末 新農林水産業振興計 生産量等

（予定） 画 ・特色ある米の生産量

食料自給率目標 平成17年９月末 新農林水産業振興計 ・カロリーベースや金額ベース以外の何らか
（予定） 画 の目標を設定する方向で、検討中

地産地消の目標 平成17年９月末 新農林水産業振興計 ・直販所の販売額、県内青果物卸売市場にお
（予定） 画 ける県産シェアなどについて、検討中

その他の目標 平成17年９月末 新農林水産業振興計 ・集落営農組織数他多数の項目について、検
（予定） 画 討中

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： ＝現在、検討中＝

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容



各都道府県における食料自給率向上に向けた取組状況について

都道府県名 宮 崎 県

１．農業振興計画等の策定・見直し予定について

計画名： 元気みやざき農業・農村創造計画」～第六次宮崎県農業・農村振興長期計画～「
（策定時期：平成１７年３月）

次回策定・見直し時期：平成２２年３月

２．各種目標の策定・検討状況について

目標名 策定状況(年月) 計画名 見直し・検討状況

生産努力目標 平成17年３月 元気みやざき農業・ 生産量、作付面積、粗生産額を目標項目に設
農村創造計画（第六 定
次宮崎県農業・農村
振興長期計画）

食料自給率目標 平成17年３月 同上 数値目標は定めていないが、本計画の中で自
給率の向上を目指した施策の展開方向を打ち
出している。

地産地消の目標 平成17年３月 同上 地産地消推進協力員数、食に関する指導の全
体計画を策定し食育に取り組んでいる公立小
中学校数の割合を目標項目に設定

その他の目標 平成17年３月 同上 農家数、農業従事者数、認定農業者数、農業
法人数、集落営農組織数、耕地面積、耕地利
用率等を目標項目に設定

３．食料自給率向上に向けた取組に係る推進体制について
（今後の予定も含め、推進体制（協議会等）を設置しているものについて記入願います。推進体制が複数ある場合には
それぞれ記入して下さい ）。

取組事項： 地産地消と食育の一体的な推進（みやざきの食ルネサンス運動の展開）

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）
「みやざきの食と農を考える県民会議（会長：知事 」平成１３年７月設立）
生産・流通・消費・行政等の１４２団体により構成

具体的取組内容
� 毎月１６日の「ひむか地産地消の日」を中心とした普及・ＰＲ活動

キャラクター： 旬 、キャッチフレーズ： やっぱ宮崎、地どれが一番！」「 」 「
� みやざきの食と農を考えるシンポジウム等の開催
� 地産地消推進協力員（８９８名）による自主的な活動への支援
� 学校給食をとおした地元食材の活用と地域農業への理解促進（Ｈ１６：３３市町村）
� 農産物直売所の開設に対する支援
� 食育推進リーダーの育成と活動支援（宮崎県食生活改善推進協議会との連携）

取組事項：

推進体制の設置状況（名称、設置年月、主な構成員 ：）

具体的取組内容




