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平成１３年４月２６日
総合食料局食料政策課

地域段階の生産努力目標の策定状況等について

農業や食生活は、地域の諸条件に根ざしたものであることから、食料・農業・農村
基本計画（平成12年３月24日閣議決定）における食料自給率目標（平成22年度に供給
熱量ベースで45％等）を達成するためには、各地域における自給率向上や生産拡大に
向けた積極的な取組が不可欠であるが、これまでの地域段階の生産努力目標の策定状
況等は、以下のとおりとなっている。

１ 都道府県段階（別添１、２）
平成12年度までに33道県が、生産努力目標を策定。また、残り都府県の大半が、

平成13年度中に目標を策定する予定。

２ 市町村段階（別添３）
平成12年度においては、約3,000の市町村が、地域農業マスタープラン におい＊

て、平成16年度の生産量の目標を設定。また、独自に、特色ある生産努力目標を策
定している市町村も存在。
＊ 地域における経営対策・生産対策の中期的なビジョン・目標や年度活動計画で市町村、都道府
県段階において策定されるもの。

３ 生産者団体（別添１）
ＪＡ全国大会（平成12年10月）の決議に基づき、47ＪＡ都道府県中央会のうち、

20中央会において、自給率向上を旨とする地域農業戦略づくり運動を展開。また、
18中央会で、今後取り組む予定。

４ 地方公共団体における条例の策定（別添４）
食料・農業・農村に対する住民の関心の高まり等を背景に、農業振興等を目的と

した条例策定の動きがみられる。

（参考）
○ 食料・農業・農村基本法 第８条（地方公共団体の責務）

地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割
分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策
定し、及び実施する責務を有する。

○ 食料・農業・農村基本計画 第２－３－（１）農業生産に関する課題 （抜粋）
国内の農業生産の増大を図る取組をより着実に推進するため、全国段階における生産努

力目標の策定と併せて、地域段階において、地方公共団体、生産者団体等による地域の条
件と特色を踏まえた生産努力目標の策定を促進する。



地域段階の生産努力目標の策定状況等一覧

（別添１）

策定（予定）時期 目標名（計画名）

北海道 13年３月 北海道における生産努力目標 取組中

青森県 13年３月 21世紀青森型農業の発展方向 取組中

岩手県 11年９月 岩手県農業・農村基本計画 今後取組予定

宮城県 （13年８月） みやぎ食と農の県民条例基本計画（仮称） 取組中

秋田県 12年３月 新世紀あきたの農業・農村ビジョン 今後取組予定

山形県 13年１月 山形県農林水産業振興計画 今後取組予定

福島県 13年３月 うつくしま農業・農村振興プラン２１ 取組中

茨城県 13年３月 茨城県農業・農村振興ビジョン 取組中

栃木県 13年３月 首都圏農業推進計画２１ 取組中

群馬県 13年３月 食と農の群馬新世紀プラン 取組中

埼玉県 （13年７月） 埼玉農業振興ビジョン－農業生産目標－（仮称） 今後取組予定

千葉県 13年３月 新世紀ちば５か年計画 取組中

東京都 （13年７月） 東京都農業振興プラン（仮称） 未定、その他

神奈川県 13年２月 主要農畜産物の生産努力目標 取組中

山梨県 12年11月 平成22年の山梨県農業の展望と目標 取組中

長野県 （13年６月） 長野県農業生産努力目標（仮称） 取組中

静岡県 13年１月 静岡県農林水産業新世紀ビジョン 取組中

新潟県 （13年７月） 新潟県主要農林水産物生産努力目標（仮称） 今後取組予定

富山県 （13年５月） 富山県農業・農村新世紀プラン 未定、その他

石川県 12年３月 農業・農村・食料アクションプラン 未定、その他

福井県 13年２月 21世紀福井の食料・農業・農村ビジョン 取組中

岐阜県 11年３月 岐阜県民食料確保計画 今後取組予定

愛知県 11年１月 あいち農林水産業ビジョン２０１０ 未定、その他

三重県 （13年度中） 三重県農林水産振興基本計画 今後取組予定

滋賀県 13年３月 しがの農林水産ビジョン 今後取組予定

京都府 （13年中） 新しい農林水産振興構想（仮称） 取組中

大阪府 （13年度中） 大阪府農林水産業振興ビジョン（仮称） 未定、その他

兵庫県 13年３月 ひょうご農林水産ビジョン２０１０ 取組中

奈良県 ９年３月 奈良県新農業農村振興計画（魅力ある農業農村を目指して） 未定、その他

和歌山県 ７年３月 21世紀農業振興計画（21世紀に輝く農業の実現を目指して） 今後取組予定

鳥取県 － － 今後取組予定

島根県 12年３月 新農業・農村活性化プラン 取組中

岡山県 11年３月 21おかやま農林水産プラン 取組中

広島県 12年３月 広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画 今後取組予定

山口県 13年３月 やまぐち食と緑のプラン２１（自立と協働を目指して） 今後取組予定

徳島県 （13年度中） 徳島県農林水産業振興行動計画 取組中

香川県 13年３月 香川県農業・農村基本計画 取組中

愛媛県 12年６月 愛媛県新農業ビジョン 取組中

高知県 （13年度以降） 主要農産物の生産努力目標　等 未定、その他

福岡県 （13年度中） 福岡県農業計画 今後取組予定

佐賀県 12年３月 さが農業・農村新世紀プラン 今後取組予定

長崎県 12年10月 長崎県農政ビジョン 未定、その他

熊本県 13年３月 熊本県農業計画「チャレンジ２１くまもと」 今後取組予定

大分県 12年３月 豊の国農業・農村ビジョン21 未定、その他

宮崎県 13年３月 第五次宮崎県農業・農村振興長期計画 今後取組予定

鹿児島県 13年３月 かごしま農業・農村ビジョン２１ 今後取組予定

沖縄県 （13年度以降） 農林水産業振興計画（仮称） 今後取組予定

注１：各都道府県及び全国農業協同組合中央会からの報告に基づくものである。
注２：都道府県については平成13年４月１日現在、生産者団体については平成13年１月現在の状況である。

都道府県における地域段階の生産努力目標策定状況 ＪＡ都道府県中央会にお
ける地域農業戦略づくり
運動への取組状況

都道府県名

－　２　－
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（別添 ２）

策定済みの道県の生産努力目標の概要

北海道、青森県 ………………………………… ４
岩手県、秋田県 ………………………………… ５
山形県、福島県 ………………………………… ６
茨城県、栃木県 ………………………………… ７
群馬県、千葉県 ………………………………… ８
神奈川県、山梨県 ………………………………… ９
静岡県、石川県 ………………………………… 10
福井県、岐阜県 ………………………………… 11
愛知県、滋賀県 ………………………………… 12
兵庫県、奈良県 ………………………………… 13
和歌山県、島根県 ………………………………… 14
岡山県、広島県 ………………………………… 15
山口県、香川県 ………………………………… 16
愛媛県、佐賀県 ………………………………… 17
長崎県、熊本県 ………………………………… 18
大分県、宮崎県 ………………………………… 19
鹿児島県 ………………………………… 20
（参考）生産努力目標の達成に向けた取組例 … 21

（留意事項）

１ 本資料は、
(1) 各道県の生産努力目標が定められている計画等の名称
(2) 当該計画等の位置付け
(3) 生産努力目標の目標年次等
(4) 目標水準の具体例
等について、各地方農政局等を通じ、総合食料局食料政策課においてとりまとめたもの
である。（県によっては、一部の品目について、本資料で取り上げたいわゆる「農業振
興計画」以外の形式で生産努力目標を定めている場合もある。）

２ 目標水準の具体例としては、原則として、食料自給率向上を図る上での重要作物であ
る麦、大豆、飼料作物を取り上げた。また、生産努力目標の水準として、複数の項目（
生産量、作付面積（飼養頭数）、生産額、自給率等）が設定されている場合には、生産
量及び作付面積を掲載した。

３ 各道県の生産努力目標の詳細については、それぞれ末尾に掲げた各道県の担当部署に
ご確認願いたい。
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○ 北海道

北海道における生産努力目標１ 名称
北海道の生産基盤を生かして、自給率の向上に寄与していく姿勢を明らかに２ 位置付け

するとともに、10年後の北海道農業の姿を展望した道内の農業関係者共通の指
針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに作付面積、単収、生産量の目標を設定。あわせて、品目ごとの技５ 目標水準等

術開発目標を設定。

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 411,700ｔ 537,800ｔ 1.3倍
麦 類

作付面積 95,690ha 109,000ha 1.1倍
生産量 33,900ｔ 60,000ｔ 1.8倍

大 豆
作付面積 16,300ha 20,000ha 1.2倍
生産量 2,110万t 2,746万t 1.3倍

飼料作物
作付面積 619,400ha 642,000ha 1.0倍

（注）飼料作物については、目標作付面積642,000haに加え、土地の高度利用及び未利用地の活用
など39,100ha程度を見込み、681,100haの飼料供給面積を見込んでいる。

担当：北海道農政部農業企画室 青木（TEL：011-231-4111 内27-831）

○ 青森県

21世紀青森型農業の発展方向１ 名称
農業関係者が地域の「飛躍の芽」となる良さや強さを見いだし、知恵と創意２ 位置付け

工夫によって伸ばしていくことにより、特色があり魅力ある農業・農村づくり
を進めるためのガイドとして策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成11年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積、単収の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 3,560ｔ 8,750ｔ 2.5倍
小 麦

作付面積 1,590ha 2,500ha 1.6倍
生産量 5,140ｔ 13,800ｔ 2.7倍

大 豆
作付面積 2,840ha 4,600ha 1.6倍
生産量 975,000ｔ 1,132,000t 1.2倍

飼料作物
作付面積 24,800ha 30,100ha 1.2倍

担当：青森県農林水産部農林水産政策課 石郷（TEL：017-734-9456）
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○ 岩手県

岩手県農業・農村基本計画１ 名称
「岩手県総合計画」の農業部門計画として、①農業者等の営農推進上の指針、２ 位置付け

②市町村、農業関係団体に対して、諸計画や施策の誘導的役割を果たすととも
に、県との一体的な施策の推進を期待するものとして策定。
平成11年９月３ 策定時期
計画の初年度は平成11年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに作付面積、粗生産額、県産農産物の供給力の目標を設定。また、５ 目標水準等

県内12地域ごとの目標を設定。

平成９年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ９

作付面積 1,301ha 2,400ha 1.8倍
麦

粗生産額 ５億円 10億円 2.0倍
小 麦 供給力 ５％ 11％

大豆・雑穀 作付面積 5,415ha 6,200ha 1.1倍
豆・そば 粗生産額 17億円 25億円 1.4倍
大 豆 供給力 46％ 71％
農業粗生産額 計 3,133億円 3,600億円 1.1倍

担当：岩手県農林水産部農林水産企画室 工藤（TEL：019-629-5624）

○ 秋田県

新世紀あきたの農業・農村ビジョン１ 名称
「あきた21総合計画」の一環として、①県農政運営の指針、②農業者や農村２ 位置付け

生活者の自主的な活動と農業団体・市町村・県が一体となった新しい農業・農
村づくりの指針、③県民が幅広く参加するふるさと秋田づくりの指針として策
定。
平成12年３月３ 策定時期
基準年次は平成９年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに粗生産額の目標を設定。５ 目標水準等

平成９年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ９

麦 粗生産額 1.1億円 1.9億円 1.6倍
大 豆 粗生産額 18億円 40億円 2.2倍

農業粗生産額 計 2,473億円 3,000億円 1.2倍

担当：秋田県農政部農業政策課 佐藤（TEL：018-860-1723）
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○ 山形県

山形県農林水産振興計画１ 名称
「山形県新総合発展計画」を踏まえ、誰にも信頼される食料等の安定的な生２ 位置付け

産と供給等を基本理念として、生産者をはじめ県民一人一人の取組に促進・支
援を行う今後の農林水産施策展開の基本指針として策定。
平成13年１月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。おおむね５年ごとに計４ 目標年次等

画の見直し。
品目ごとに生産量、作付面積、粗生産額の目標を設定。また、県内４地域ご５ 目標水準等

との目標を設定。

平成22年度 （参考）
(基準年度)

(目標年次) Ｈ22／基準
生産量 105ｔ 3,500ｔ 33.3倍

麦 類
作付面積 56ha 1,000ha 17.9倍
生産量 4,470ｔ 20,000ｔ 4.5倍

大 豆
作付面積 2,440ha 8,000ha 3.3倍

農業粗生産額 計 2,490億円 2,770億円 1.1倍

（注）基準年度は作目・部門によって異なるが、麦類、大豆については平成７年～11年度の平均。

担当：山形県農林水産部農政課 後藤（TEL：023-630-2425）

○ 福島県

うつくしま農業・農村振興プラン21１ 名称
21世紀初頭における農業・農村の目指すべき姿とこれを実現するための方策２ 位置付け

を明らかにするとともに、農業・農村の振興を図る基本的な指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積等の目標を設定。また、県内７地域ごとの目標５ 目標水準等

を設定。

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 297ｔ 4,000ｔ 13.5倍
小 麦

作付面積 95ha 1,000ha 10.5倍
生産量 4,220ｔ 23,400ｔ 5.5倍

大 豆
作付面積 3,640ha 9,000ha 2.5倍

飼料作物 作付面積 16,513ha 19,800ha 1.2倍
農業粗生産額 計 2,865億円 3,600億円 1.3倍

（注）農業粗生産額は菌茸類を含んでいる。

担当：福島県農林水産部農林総務課農林企画室 渡部（TEL：024-521-7319）
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○ 茨城県

茨城県農業・農村振興ビジョン１ 名称
茨城県の総合計画「茨城県長期総合計画」の理念に即しつつ、茨城県の農政２ 位置付け

推進の基本指針として策定。21世紀初頭の茨城県農業・農村のあるべき姿を展
望し、茨城県の進むべき方向を明確にする。
平成13年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成17年度。４ 目標年次等
品目ごとに作付面積、農業粗生産額の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成17年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ17／Ｈ11

麦 作付面積 8,800ha 11,000ha 1.3倍
大 豆 作付面積 4,150ha 5,000ha 1.2倍

農業粗生産額 計 4,421億円 5,000億円 1.1倍

担当：茨城県農林水産部企画室 磯邉（TEL：029-301-3817）

○ 栃木県

首都圏農業推進計画21１ 名称
栃木県において、地域の特性を活かした食料の生産拡大を図るため、自給率２ 位置付け

向上に寄与する主要な品目について、10年後の生産を見通しながら５年後の生
産努力目標を設定。あわせて、栃木県農業・農村振興の基本的方向とその実現
に向けての具体的施策を明示。
平成13年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成17年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量の目標を設定。また、県内８地域ごとの目標（地域プロジ５ 目標水準等

ェクト）を設定。

平成11年度 平成17年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) (見通し) Ｈ17／Ｈ11

麦 生産量 54,600ｔ 64,400ｔ 64,400ｔ 1.2倍
大 豆 生産量 9,400ｔ 13,600ｔ 15,800ｔ 1.4倍
飼料作物 生産量 686,000ｔ 804,000ｔ 880,000ｔ 1.2倍

担当：栃木県農務部農政課首都圏農業推進室 南木（TEL：028-623-2284）
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○ 群馬県

食と農の群馬新世紀プラン１ 名称
群馬県総合計画の農政部門計画として、群馬県の食料・農業・農村の将来あ２ 位置付け

るべき方向や、そこに至る方策を明らかにし、県民とともに魅力ある「ぐんま
」の食料・農業・農村を創っていくためのよりどころとして策定。
平成13年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 42,400ｔ 55,200ｔ 1.3倍
麦

作付面積 10,400ha 11,600ha 1.1倍
生産量 917ｔ 1,680ｔ 1.8倍

大 豆
作付面積 603ha 800ha 1.3倍
生産量 501,486ｔ 637,500ｔ 1.3倍

飼料作物
作付面積 9,304ha 11,000ha 1.2倍

担当：群馬県農政部農政課 田島（TEL：027-226-3018）

○ 千葉県

新世紀ちば５か年計画１ 名称
千葉県の総合５か年計画「新世紀ちば５か年計画」（平成13～17年度）の農２ 位置付け

林水産部関係指標として設定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年、目標年次は平成17年。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。参考として、平成22年の目標を５ 目標水準等

設定。

平成10年 平成17年 平成22年 （参考）
(基準年次) (目標年次) (参考) Ｈ17／Ｈ10

生産量 2,450ｔ 4,110ｔ 4,450ｔ 1.7倍
麦

作付面積 878ha 1,210ha 1,310ha 1.4倍
生産量 1,390ｔ 2,350ｔ 2,840ｔ 1.7倍

大 豆
作付面積 1,241ha 1,620ha 1,960ha 1.3倍
生産量 256,500ｔ 348,400ｔ 414,000ｔ 1.4倍

飼料作物
作付面積 4,345ha 5,900ha 7,000ha 1.4倍

担当：千葉県農林水産部農林水産政策課政策室 檜山（TEL：043-223-2807）
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○ 神奈川県

主要農畜産物の生産努力目標１ 名称
「かながわ新総合計画21」で目標とする生鮮食料の生産力の維持・向上をよ２ 位置付け

り実効性のあるものとするため、品目ごとに生産努力目標を策定。併せて目標
を実現するために必要な取組を明確化。
平成13年２月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 192ｔ 500ｔ 2.6倍
麦

作付面積 90ha 150ha 1.7倍
生産量 58ｔ 140ｔ 2.4倍

大 豆
作付面積 46ha 70ha 1.5倍
生産量 10,805TDNt 12,800TDNt 1.2倍

飼料作物
作付面積 1,431ha 1,600ha 1.1倍

担当：神奈川県環境農政部環境農政総務室 西田（TEL：045-210-4026）

○ 山梨県

平成22年の山梨県農業の展望と目標１ 名称
山梨県の掲げる「幸住県」の達成に向け、農政施策の指針である「やまなし２ 位置付け

農業イノベーション構想」を踏まえ、品目ごとの農業生産の努力目標や担い手、
農地等の定量的な展望と目標等を策定。
平成12年11月３ 策定時期
基準年次は平成11年、目標年次は平成22年。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年 平成22年 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 139ｔ 201ｔ 1.4倍
小 麦

作付面積 45ha 65ha 1.4倍
生産量 628ｔ 1,200ｔ 1.9倍

大 豆
作付面積 472ha 750ha 1.6倍
生産量 65,824ｔ 72,789ｔ 1.1倍

飼料作物
作付面積 1,353ha 1,425ha 1.1倍

農業粗生産額 計 1,031億円 1,107億円 1.1倍

担当：山梨県農政部農政総務課 河野（TEL：055-223-1583）
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○ 静岡県

静岡県農林水産業新世紀ビジョン１ 名称
静岡県の総合計画「新世紀創造計画」の理念を踏まえつつ、21世紀初頭の10２ 位置付け

年間における静岡県の農林水産行政の基本指針として策定。あわせて、市町村、
生産者や事業者、関係団体、県民の役割も明示。
平成13年１月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 1,210ｔ 4,300ｔ 3.6倍
小 麦

作付面積 808ha 1,200ha 1.5倍
生産量 518ｔ 2,500ｔ 4.8倍

大 豆
作付面積 414ha 1,000ha 2.4倍
生産量 139,472ｔ 194,600ｔ 1.4倍

飼料作物
作付面積 3,032ha 3,000ha 1.0倍

担当：静岡県農林水産部企画調整室 福井（TEL：054-221-2605）

○ 石川県

農業・農村・食料アクションプラン１ 名称
石川県新長期構想「世界に開かれた文化の国づくり構想」の行動計画として２ 位置付け

平成８年11月に策定した「いしかわの農業・農村・食料ビジョン」の実現の加
速化を図るため、その中短期的なアクションプランとして策定。
平成12年３月３ 策定年月日
基準年次は平成10年度、目標年次は平成16年度。４ 目標年次等
作付面積について目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成16年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ16／Ｈ10

大 麦 作付面積 494ha 1,000ha 2.0倍
大 豆 作付面積 1,860ha 2,000ha 1.1倍

担当：石川県農林水産部農政課 松村（TEL：076-223-9218）
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○ 福井県

21世紀福井の食料・農業・農村ビジョン１ 名称
福井県新長期構想「ふくい21世紀ビジョン」との整合性に配慮しつつ、①安２ 位置付け

心で豊かな食料の安定供給、②地域の特性を活かした福井型農業の推進、③ふ
るさとの香り漂う農村づくり、④意欲と創造性豊かな多様な担い手の育成の４
つの基本方向を展開するため策定。
平成13年２月３ 策定年月日
基準年次は平成11年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 9,029ｔ 19,000t 2.1倍
大 麦

作付面積 2,970ha 3,800ha 1.3倍
生産量 1,660t 7,500t 4.5倍

大 豆
作付面積 1,240ha 2,500ha 2.0倍

担当：福井県農林水産部農林水産政策課 八原（TEL：0776-20-0418）

○ 岐阜県

岐阜県民食料確保計画１ 名称
210万県民の生命・健康を守る平常時の健康食料の確保と、将来予測される２ 位置付け

食料危機などの緊急時の最低食料の確保を進めるための指針として策定。
平成11年３月３ 策定時期
基準年次は平成８年度、目標年次は平成15年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積、自給率の目標を設定。あわせて、総合食料自５ 目標水準等

給率の目標を設定。

平成８年度 平成15年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ15／Ｈ８

生産量 3,700ｔ 37,800ｔ 10.2倍
小 麦 作付面積 1,200ha 9,000ha 7.5倍

自給率 ４％ 52％
生産量 1,400ｔ 12,000ｔ 8.6倍

豆 類 作付面積 1,100ha 4,000ha 3.6倍
自給率 ７％ 58％

飼料作物 作付面積 7,200 ha 10,000 ha 1.4倍
総合自給率（熱量） 36％ 50％程度

担当：岐阜県農林商工部農林水産政策課 森（TEL：058-272-1111 内2829）



- 12 -

○ 愛知県

あいち農林水産業ビジョン2010１ 名称
県総合計画「新世紀へ飛躍～愛知2010計画」の農林水産業分野の専門計画と２ 位置付け

して、県及び市町村の農林水産行政諸施策の長期的方針とするとともに、農林
漁業団体及び農林漁業者に自主的な行動の指針として位置づけられることを期
待して策定。
平成11年１月３ 策定時期
基準年次は平成７年、目標年次は平成22年。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成７年 （参考）
(目標年次)

(基準年次) 目標／Ｈ７
生産量 9,450ｔ 20,300ｔ 2.1倍

麦
作付面積 2,920ha 5,800ha 2.0倍
生産量 2,440ｔ 7,500ｔ 3.1倍

大 豆
作付面積 1,660ha 3,800ha 2.3倍
生産量 270,000ｔ 540,000ｔ 2.0倍

飼料作物
作付面積 4,570ha 7,550ha 1.7倍

農業粗生産額 計 3,660億円 4,500億円 1.2倍
（注）飼料作物及び農業粗生産額の目標は平成22年。麦及び大豆は、「あいち農林水産業ビジョ

ン2010」に掲げた目標を既に達成したため、「愛知県水田農業振興基本方針」（平成12年11
月）の平成16年度目標を掲示。

担当：愛知県農林水産部農林総務課 平田（TEL：052-961-2111 内3619）

○ 滋賀県

しがの農林水産ビジョン１ 名称
滋賀県長期構想「新・湖国ストーリー2010」を上位計画とする農林水産部門２ 位置付け

の基本計画として、滋賀の農林水産業及び農山漁村の目指すべき方向とその実
現のための振興方策を策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。あわせて、総合食料自給率の目５ 目標水準等

標を設定。

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 12,400ｔ 25,200ｔ 2.0倍
麦 類

作付面積 5,020ha 7,000ha 1.4倍
生産量 4,800ｔ 10,000ｔ 2.1倍

大 豆
作付面積 2,840ha 4,000ha 1.4倍
生産量 24,435ｔ 34,941ｔ 1.4倍

飼料作物
作付面積 431ha(0) 744ha(310) 1.7倍

総合自給率（熱量） 54％ 50％以上
（注）（ ）内は、飼料用イネの作付面積。

担当：滋賀県農林水産部農政課 柴原（TEL：077-528-3812）
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○ 兵庫県

ひょうご農林水産ビジョン2010１ 名称
21世紀の兵庫の農林水産業・農山漁村の目指す姿を示し、その姿を実現する２ 位置付け

ための県農林水産行政の基本指針として、及び県民の行動指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。おおむね５年後又は情４ 目標年次等

勢が激変した場合は、その時点で見直しを行う。
品目ごとに生産量、作付面積等の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 3,850ｔ 7,140ｔ 1.9倍
麦

作付面積 1,200ha 2,000ha 1.7倍
生産量 4,604ｔ 8,600ｔ 1.9倍

大 豆
作付面積 3,220ha 4,000ha 1.2倍
生産量 190,000ｔ 236,000ｔ 1.2倍

飼料作物
作付面積 3,159ha 3,580ha 1.1倍

担当：兵庫県産業労働部・農林水産部企画調整局課長（産業構造政策担当）付（農林水産
政策担当） 三浦（TEL：078-362-9193）

○ 奈良県

奈良県新農業農村振興計画１ 名称
「奈良県新総合計画」に沿った新しい時代にふさわしい農政を進めるための２ 位置付け

指針として策定。農業振興と農村地域活性化はもとより、県民の生活の向上を
意識して、農業農村のあるべき姿や農政の推進方向を明確化。
平成９年３月３ 策定時期
計画初年度は平成９年度、目標年次は平成17年度。なお、「奈良県新総合計４ 目標年次等

画後期実施計画」の策定に伴い、本年度中に、奈良県新農業農村振興計画のア
クションプランの見直しを行う予定。
品目ごとに生産量、作付面積等の目標を設定。麦、大豆、飼料作物について５ 目標水準等

は、水田における作付面積の目標として設定。また、県内４地域ごとの目標を
設定。

平成７年度 平成17年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ17／Ｈ７

麦 類 作付面積 34ha 200ha 5.9倍
大 豆 作付面積 180ha 200ha 1.1倍
飼料作物 作付面積 65ha 270ha 4.2倍

担当：奈良県農林部農政課 植田（TEL：0472-22-1101 内3826）
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○ 和歌山県

21世紀農業振興計画 －21世紀に輝く農業の実現を目指して－１ 名称
和歌山県農業・農村の目指すべき方向や施策の展開のあり方として、農業者２ 位置付け

の主体的な取組を基本に、地域リーダーとしての中核農家に視点を当てるとと
もに、産業として自立できる農業の実現や緑の空間としての農業・農村を重視
して策定。
平成７年３月３ 策定時期
基準年次は平成２年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。なお、和歌山県の農業は、京阪５ 目標水準等

神大都市圏向けの生鮮品（果樹、野菜等）の生産が中心となっているため、麦、
大豆、飼料作物に関する目標は設定されていない。

平成２年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ２

水 稲 作付面積 10,100ha 7,500ha 0.7倍
果 樹 栽培面積 21,600ha 20,000ha 0.9倍
野 菜 作付面積 5,280ha 4,500ha 0.9倍

担当：和歌山県農林水産部農林水産総務課 崎（TEL：073-441-2864）

○ 島根県

新農業・農村活性化プラン１ 名称
島根県農政審議会答申等を踏まえ策定。平成22年度の農業粗生産額１千億円２ 位置付け

を目指して、①地域特性を生かした農業生産の拡大、②快適な農村の創造、③
消費者等との連携による農業・農村の活性化を３つの柱として施策を展開。
平成12年３月３ 策定時期
計画初年度は平成12年度、目標年次は平成22年度。計画前期（平成12～16年４ 目標年次等

度）終了後に施策の見直しを実施。
品目ごとに生産量、作付面積、粗生産額の目標を設定。また、県内７地域ご５ 目標水準等

との目標を設定。

平成９年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ９

生産量 287ｔ 1,572ｔ 5.5倍
麦

作付面積 117ha 404ha 3.5倍
生産量 1,359ｔ 3,912ｔ 2.9倍

大 豆
作付面積 1,008ha 1,761ha 1.7倍

農業粗生産額 計 703億円 1,001億円 1.4倍

担当：島根県農林水産部総務管理課 安松（TEL：0852-22-5119）
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○ 岡山県

21おかやま農林水産プラン１ 名称
「快適生活県おかやま」の実現を目指す「長期ビジョン」における基本目標２ 位置付け

を農山漁村において実現するため、①岡山県農林水産業の振興の基本方針を示
すとともに、②各地域における品目ごとの生産目標数値を設定し、策定。
平成11年３月３ 策定時期
基準年次は平成９年度、目標年次は平成15年度。４ 目標年次等
県内９地域ごとに作付面積等の目標を設定。５ 目標水準等

平成９年度 平成15年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ15／Ｈ10

麦 作付面積 2,699ha 3,194ha 1.2倍
大 豆 作付面積 2,972ha 3,566ha 1.2倍
飼料作物 作付面積 6,241ha 8,201ha 1.3倍

担当：岡山県農林水産部農政企画課 山本（TEL：086-226-7408）

○ 広島県

広島県新農林水産業・農山漁村活性化行動計画１ 名称
県の長期総合計画「ひろしま・新たなる躍進へのプログラム」のアクション２ 位置付け

プログラムとして、県民への農林水産物の安定供給等を柱とする施策を総合的
に展開し「日本で一番住みやすい生活県ひろしま」の実現を図るためのものと
して策定。
平成12年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成12年度、目標年次は平成22年度。計画期間の中間年度で４ 目標年次等

ある平成17年度には、施策全体の点検・評価に基づく計画の見直しを実施。
品目ごとに生産量、作付面積、自給率の目標を設定。あわせて、総合食料自５ 目標水準等

給率の目標を設定。

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 71ｔ 350ｔ 4.9倍
麦 作付面積 47ha 100ha 2.1倍

自給率 0.0％ 0.2％
生産量 896ｔ 3,600ｔ 4.0倍

大 豆 作付面積 974ha 1,500ha 1.5倍
自給率 １％ ５％
生産量 14.8万ｔ 27.7万ｔ 1.9倍

飼料作物
作付面積 3,631ha 5,070ha 1.4倍

飼料自給率 ５％ ９％
総合自給率(熱量) 23％ 26％
総合自給率(金額) 37％ 39％

担当：広島県農林水産部企画室 宮本（TEL：082-511-6711）
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○ 山口県

やまぐち食と緑のプラン21－自立と協働を目指して－１ 名称
①多様な担い手づくり、②需要に応える農林産物づくり、③魅力ある農山村２ 位置付け

づくり、④潤いのあるくらしづくりを４つの柱として施策を展開。
平成13年３月３ 策定時期
計画初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 2,380ｔ 4,400ｔ 1.8倍
麦

作付面積 659ha 1,100ha 1.7倍
生産量 785ｔ 5,290ｔ 6.7倍

大 豆
作付面積 1,020ha 2,300ha 2.3倍
生産量 8,926ｔ 28,000ｔ 3.1倍

飼料作物
作付面積 2,126ha 3,930ha 1.8倍

担当：山口県農林部農政課 北野（TEL：083-933-3323）

○ 香川県

香川県農業・農村基本計画１ 名称
「香川県新世紀基本構想」との整合性を図りつつ、10年後における香川県農２ 位置付け

業・農村の姿を展望しながらその振興方向と目標を明確にするとともに、その
目標実現に向けた基本的な各種施策を明らかにする基本指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、目標年次は平成17年度。４ 目標年次等
品目ごとに作付面積、生産量の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成17年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ17／Ｈ10

生産量 4,560ｔ 10,600ｔ 2.3倍
麦

作付面積 1,750ha 2,600ha 1.5倍
生産量 798ｔ 1,230ｔ 1.5倍

大 豆
作付面積 649ha 700ha 1.1倍
生産量 32,720ｔ 37,400ｔ 1.1倍

飼料作物
作付面積 536ha 580ha 1.1倍

担当：香川県農林水産部農林水産企画課 川地（TEL：087-832-3396）
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○ 愛媛県

愛媛県新農業ビジョン１ 名称
「第５次愛媛県長期計画」の農業部門計画と整合を図りつつ、①農業者等の２ 位置付け

営農推進上の指針、②市町村、農業関係団体に対して県との一体的な施策の推
進を期待するものとして策定。
平成12年６月３ 策定時期
基準年次は平成７年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積、粗生産額の目標を設定。５ 目標水準等

平成７年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ７

生産量 7,140ｔ 11,200ｔ 1.6倍
麦

作付面積 1,880ha 2,800ha 1.5倍
生産量 510ｔ 1,360ｔ 2.7倍

大 豆
作付面積 323ha 800ha 2.5倍
生産量 15.1万ｔ 20.3万ｔ 1.3倍

飼料作物
作付面積 2,912ha 3,060ha 1.1倍

農業粗生産額 計 1,765億円 2,000億円 1.1倍

担当：愛媛県農林水産部農政課 日野（TEL：089-941-7315）

○ 佐賀県

さが農業・農村新世紀プラン１ 名称
佐賀農業・農村が目指す方向とその実現に向けて取り組む事項を示し、①県２ 位置付け

農政の指針、②農業者、関係機関、団体等の農業・農村活性化に向けた取り組
みの共通指針として策定。
平成12年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、最終目標年次は平成22年度。おおむね５年ごとに施４ 目標年次等

策の成果等を点検・検証し、見直し。
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 58,704ｔ 95,000ｔ 1.6倍
麦

作付面積 17,500ha 25,000ha 1.4倍
生産量 12,000ｔ 18,000ｔ 1.5倍

大 豆
作付面積 5,900ha 6,000ha 1.0倍

担当：佐賀県農政部農政課 成澤（TEL：0952-25-7113）
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○ 長崎県

長崎県農政ビジョン１ 名称
「長崎県長期総合計画」を踏まえ、新しい時代に向けた長崎県農林業・農村２ 位置付け

の展望と方向を示し、①長崎県農政の指針として、②農業団体、市町村等の今
後の計画・施策の誘導的役割を果たすものとして策定。
平成12年10月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、目標年次は平成22年度４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 2,480ｔ 8,050ｔ 3.2倍
麦

作付面積 1,779ha 2,200ha 1.2倍
生産量 1,090ｔ 2,500ｔ 2.3倍

大 豆
作付面積 689ha 1,000ha 1.5倍
生産量 54万ｔ 76万ｔ 1.4倍

飼料作物
作付面積 9,800ha 11,760ha 1.2倍

担当：長崎県農林部農政課 石橋（TEL：095-822-3530）

○ 熊本県

熊本県農業計画「チャレンジ21くまもと」１ 名称
熊本県総合計画をより具体化し、①農業政策を総合的かつ計画的に推進する２ 位置付け

ための基本指針、②農業者を始め、市町村、農業団体、消費者団体等の農業・
農村の活性化に向けた取組の共通指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成10年度、中間目標年次は平成17年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等

施策の成果などを点検、検証し、おおむね５年後に見直し。
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成10年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 16,460ｔ 48,000ｔ 2.9倍
麦

作付面積 5,430ha 12,000ha 2.2倍
生産量 5,390ｔ 18,000ｔ 3.3倍

大 豆
作付面積 2,980ha 6,000ha 2.0倍
生産量 119万ｔ 189万ｔ 1.7倍

飼料作物
作付面積 22,926ha 30,400ha 1.3倍

担当：熊本県農政部農政課 野中（TEL：096-383-1111 内5321）
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○ 大分県

豊の国農業・農村ビジョン21１ 名称
大分県長期総合計画「おおいた新世紀創造計画」の農業・農村部門の計画と２ 位置付け

して、①県農政推進上の基本指針、②市町村・農業団体などの諸計画の基準、
③農業・農村における担い手の自主的な取組や県民の農業・農村に対する理解
を助長するための指針として策定。
平成12年３月３ 策定時期
計画の初年度は平成11年度、中間目標年次は平成17年度、最終目標年次は平４ 目標年次等

成22年度。
品目ごとに生産量、作付面積の目標を設定。５ 目標水準等

平成９年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ10

生産量 9,450ｔ 40,000ｔ 4.2倍
麦

作付面積 2,930ha 10,000ha 3.4倍
生産量 2,790ｔ 9,000ｔ 3.2倍

大 豆
作付面積 1,850ha 3,000ha 1.6倍

飼料作物 作付面積 10,084ha 13,500ha 1.3倍

担当：大分県農政部農政企画課 横山（TEL：097-536-1111 内3518）

○ 宮崎県

第五次宮崎県農業・農村振興長期計画１ 名称
「第五次宮崎県総合長期計画」の農業・農村部門の計画として、①県農政の２ 位置付け

基本指針、②農業者をはじめ、市町村、農業関係団体等の諸計画や施策の取組
の共通指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
基準年次は平成11年度、中間目標年次は平成17年度、最終目標年次は平成22４ 目標年次等

年度。
品目ごとに生産量、作付面積、粗生産額の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 341ｔ 510ｔ 1.5倍
麦

作付面積 117ha 150ha 1.3倍
生産量 620ｔ 2,500ｔ 4.0倍

大 豆
作付面積 492ha 1,000ha 2.0倍
生産量 181万ｔ 236万ｔ 1.3倍

飼料作物
作付面積 31,940ha 37,400ha 1.2倍

農業粗生産額 計 3,098億円 3,600億円 1.2倍

担当：宮崎県農政水産部農政企画課 東（TEL：0985-26-7123）
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○ 鹿児島県

かごしま農業・農村ビジョン21１ 名称
「21世紀新かごしま総合計画」を達成するための実践方策として、①農業者、２ 位置付け

市町村、農業関係団体等の生産振興や経営改善の指針、②消費者等県民の農業
・農村に対する理解と参加の指針として策定。
平成13年３月３ 策定時期
計画初年度は平成13年度、目標年次は平成22年度。４ 目標年次等
品目ごとに生産量、作付面積、粗生産額の目標を設定。５ 目標水準等

平成11年度 平成22年度 （参考）
(基準年次) (目標年次) Ｈ22／Ｈ11

生産量 758ｔ 2,160ｔ 2.8倍
麦

作付面積 268ha 720ha 2.7倍
生産量 618ｔ 2,100ｔ 3.4倍

大 豆
作付面積 368ha 840ha 2.3倍

飼料作物 作付面積 30,130ha 37,000ha 1.2倍
農業粗生産額 計 4,232億円 5,000億円 1.2倍

担当：鹿児島県農政部農政課 満薗（TEL：099-286-3091）
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（ 参 考 ）

生産努力目標の達成に向けた取組例（各都道府県からの報告に基づく）

米の計画的な生産と水田の利用調整による麦、大豆等の大規模な団地化や野菜等○ 青森県
の地域振興作物の産地化を進めるため、「『適地適作』地域営農再編誘導事業」（県単事業、
平成13年度予算額4.2億円）により、生産調整で地域振興作物に一定規模以上で取り組む地
域に対する助成（4,500円/10a）、転作作物の生産振興のための推進活動及び条件整備に対
する助成（1/2～1/3）等を実施。

南秋田郡天王町では、平成３年に実施した基盤整備を契機とし、より効率的な大○ 秋田県
豆の生産体制の確立に向け、町を挙げて大規模団地化を推進。団地化に当たっては、集落ご
とに地区転作推進員を委任、団地化のための交換分合、団地内の他地区農家の参加要請、互
助金額の調整など広範な活動を展開。また、「転作大豆振興対策事業」（町単事業、平成13
年度予算額458万円）により、土壌改良資材の購入費助成（1,080円/10a）等を実施。

地域が持つ特性を最大限に活用するとの観点から、農業振興事務所を単位とする○ 栃木県
県内８地域ごとに「地域プロジェクト」を策定。その効果的な推進を図るため、実行計画を
作成し、地域プロジェクトの進行管理と評価を実施。また、地域の創意工夫を活かした営農
システムづくりを支援するため、平成13年度から「首都圏農業パワーアップ推進事業」（県
単事業、予算額10.3億円）を設け、営農システムの基本方針策定やモデル地区における条件
整備を支援。

平成12年度から農政部をはじめ関係する５部局が連携し、県産農産物の利用・消○ 群馬県
費を促進して、身近なところから食料自給率向上に向けた取組を実施。具体的には、県産農
産物の県内での流通・消費拡大対策として、教育委員会では県産小麦を100％使用した学校
給食用の麺・パンの開発研究を委託・実施。また、健全な食生活の推進対策として、保健福
祉部を中心に、健康な生活習慣の普及・啓発を目的とした「”元気県ぐんま”しなやか健康
長寿作戦」の推進大会、「親と子の食体験講習会」等を開催。

水田において、麦又は大豆の品質と収量改善に取り組む営農集団に対し、10,000○ 滋賀県
円/haの助成を実施、「売れる麦大豆」の生産振興と定着化を推進（「麦大豆生産改善対策
実践事業」（県単事業、平成13年度予算額8,200万円））。他方、生産調整水田等を利用し、
農業に関心のある他産業従事者等を対象にして、各地域の特性にあった農業体験セミナーを
県下７か所の農村活性化センターに委託して実施(県単事業、平成13年度事業費1,575万円)。

平成11年４月に42農協が合併し発足したＪＡならけんでは、平成13年２月に営農○ 奈良県
に関わる理念や実践目標を明らかにするマスタープラン「ＪＡならけん営農振興計画」を策
定。奈良県農協営農指導強化基金を造成し、その運用益で、①多様化する組合員のニーズに
対応した営農指導の充実強化、②遊休農地の解消と集落営農の推進、③生産部会の育成等を
図るための事業を展開。

佐賀市では、平成13年度より、国内産小麦で作ったパン（北海道産小麦を使って○ 佐賀県
市内の業者が焼き上げたもの）の学校給食を開始。更に、地元産小麦の配合やパンに向く品
種の地域内供給を検討しており、現在、パン用小麦の新品種である「ニシノカオリ」の実証
ほを設置。

県民の食に対する理解を深め、地域の農林水産物の利活用を進めるため、「か○ 鹿児島県
ごしまの”食”交流推進機構」を設置し、地産地消を基本とした健康で豊かな食生活の普及
や地域産物及び加工品の地場消費の拡大に向けた取組を推進（「かごしまの”食”交流推進
事業」（平成13年度予算額1,960万円））。
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（別添３）

独自の生産努力目標を定めている市町村例

「農業立市」を宣言するとともに、消費者の健康・自然志向に応える「地○ 青森県弘前市
域資源循環型農業」の確立など、市の農林業政策を推進するための基本方針となる「平成12
年弘前市農林業計画」を策定し、その中で、平成22年における作目ごと・品目別の栽培面積、
生産量や粗生産額等の目標を設定。

「農林水産業の振興」を基本として、21世紀における農業・農村の目指○ 福島県いわき市
すべき姿を明らかにし、施策を総合的に推進するため、県の農業・農村振興プランと整合性
をとった「いわき市農業・農村振興基本計画」を策定し、その中で平成22年度の生産努力目
標を設定。

市民への食料の安定供給と農業・農村の有する多面的機能の発揮の点か○ 千葉県千葉市
ら、今後10年間の農業振興の総合的指針として「千葉市農業基本計画」を策定し、その中
で、平成22年度の生産努力目標を設定。

条例第８条に基づき平成13年３月30日に策○ 新潟県上越市 上越市食料・農業・農村基本
定された基本計画において、市内における農産物の食料自給率目標を70.5％と設定。

新鮮で安全な農産物の安定的供給と市民の生活環境の維持保全を目標と○ 富山県富山市
する農業振興指針「富山市農業振興基本計画」を策定し、アクションプログラムで主要な
作物の平成17年における生産面積、収量、生産量の目標や地域別の農業の振興方向等を提
示。

農林業振興のため、「市民と育てる豊かな食と緑のまちづくり」を基本○ 石川県金沢市
理念とし、国・県の農林業振興計画及び関係機関・団体の取組と整合性をとった総合的な
施策・事業実施の指針「金沢市農政プラン2010」を策定。

高松市の農業の振興方向と目標を明確にするとともに、高松市農業の基○ 香川県高松市
本的な指針として、平成13～23年度の11年間を計画期間とする「高松市農業振興計画」を
策定。この中で、平成17年度の生産量を中間的目標として設定。平成17年度には目標達成
について検証を行い、計画の見直しを実施。

21世紀の大分市が目指す地域農業の確立のための施策の体系と基本方針○ 大分県大分市
を示す「基本構想」と、構想実現のための課題と具体的な推進方策を示す「基本計画」と
で構成される「大分市農業の将来計画」を策定。この中で、平成22年度の生産量、作付面
積の目標を設定。

国際化に対応した力強い農業構造と活力ある農村地域を形成し、自然環○ 宮崎県都城市
境と調和した持続可能な農業と安全な食料の供給を行うため、「都城市中長期農業振興ビ
ジョン」を策定し、平成22年度の生産努力目標を設定。

ふれあいと安らぎと活力あるむらづくりを進めるため、夢と希望がもて○ 宮崎県山田町
る農業の振興を基本とした「山田町農業振興基本計画」を策定し、平成22年度の生産努力
目標を設定。

21世紀初頭における村政運営の指針となる「第４次西郷村総合長期計画○ 宮崎県西郷村
」を策定し、この中の農業部門の振興計画において、平成17年度の生産努力目標を設定。
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農業振興等条例の策定状況について

１ 都道府県段階

農業の健全な発展及び豊かで住み良い農村の確立に寄与することを目的として、○ 北海道
平成９年４月３日に「北海道農業・農村振興条例」を施行。同条例第６条に基づき、農業
・農村振興推進計画（現在は、第二期北海道農業・農村振興推進計画（平成13～17年度）
）を策定し、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進。また、同条例第
21条に基づき設置される「北海道農業・農村ふれあい促進基金」の運用益を財源として、
農業や農村に対する道民の理解を促進する取組を推進。

農林水産業を基幹とする産業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、○ 青森県
県の経済発展及び県民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目的として、平成13年３
月26日に「青森県農林水産業を基幹とする産業振興に関する基本条例」を施行。

宮城県における農業・農村振興の目標を明らかにし、県民の共通理解のもと、○ 宮城県
その実現を図ることを目的として、平成12年７月10日に「みやぎ食と農の県民条例」を施
行。同条例第７条各号に掲げる方策を実施するため、本年度中に、同条例第８条に基づく
基本計画を策定する予定。

環境と調和のとれた持続的に発展する農業の確立と豊かで住みよい地域社会の○ 福島県
実現に寄与することを目的として、平成13年３月27日に「福島県農業・農村振興条例」を
施行。なお、同条例第19条に基づく基本計画については、「うつくしま農業・農村振興プ
ラン21」を位置付け。

２ 市町村段階

道内61市町村において農業振興、担い手育成、農村活性化等に関する条例を制○ 北海道
定（合計95条例）。

豊かで住みよい環境の保全に配慮し、持続的に発展する田園都市の実現○ 宮城県古川市
に寄与することを目的として、平成13年４月１日に「食料、農業及び農村基本条例」を施
行。食料自給率の向上等に向け、適地作物の栽培奨励、需要と供給の調整等の施策を講ず
る旨を規定。また、同条例に定める施策を計画的に推進するため、同条例第22条に基づく
基本計画を策定した。

農業経営の安定化と市民への新鮮で安全な農作物の供給促進を図り、市○ 東京都日野市
民及び農業者の健康で文化的な向上に寄与することを目的として、平成10年７月１日に「
日野市農業基本条例」を施行。同条例第８条に基づき、農業政策の推進について調査する
「日野市農業懇談会」の委員14名のうち、３名を一般市民から公募。

豊かで住みよい、環境の保全に配慮し持続的に発展する地域社会の実現○ 新潟県上越市
に寄与することを目的として、平成12年３月24日に「上越市食料・農業・農村基本条例」
を施行。同条例第８条に基づき平成13年３月30日に策定された基本計画では、市内におけ
る農産物の自給率を70.5％とする目標を設定。


