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取組の具体例 

取組の効果例 

○「生産者」と「消費者」の結びつきの強化 
 

 ・消費者にとっては、「顔が見える関係」で生産状況 

  なども確かめられ、新鮮な農林水産物を消費できる 

 ・消費者ニーズに対応した生産が展開できる 

 ・自給率の向上につながる 

 ・消費者と生産者の交流が図られ、食育の機会として 

  重要 

 ・地域の食材を活用して地域の伝統的な食文化の 

    継承につながる 

地産地消とは 

直売所での地場農林水産物
の直接販売 

学校給食や社員食堂での 

地場農林水産物の利用 

地域の消費者との 

交流・体験活動 
地場農林水産物を活用 

した加工品の開発 

 

○地域の活性化 

 

 ・生産者と関連事業者等との連携による地場農林水産物の 

  消費の拡大 

 ・小規模な生産者に所得機会を創出 

 

○流通コストの削減 

 

 ・流通コストが削減され、生産者の手取りの確保につながる 

 ・輸送距離を短くして地球温暖化等の環境問題に貢献 

 

地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする取組。 
食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組などを通じて農林水産業の６次産業化につながるもの 
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○ 食料・農業・農村基本計画（平成27年3月31日閣議決定） 

第３章 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 
 １．食料の安定供給の確保に関する施策 
  （２）幅広い関係者による食育の推進と国産農産物の消費拡大、「和食」の保護・継承 
  ① 食育の推進と国産農産物の消費拡大 

（略） 国産農産物の消費拡大に向けて、食育や「和食」の保護・継承、介護食品の開発など医療・福祉分野と食料・農業

分野が連携する医福食農連携、農村の魅力と観光需要を結び付ける農観連携、国産花きなど品目別の需要拡大等を
推進する取組と連携しつつ、官民一体となった国民運動を推進する。また、地域の農産物の学校給食への安定供給体
制を構築するなど、関係府省が連携しつつ、地産地消を更に推進する。特に、米については、米飯学校給食の更なる拡
大、簡便化や健康志向等の消費者ニーズに対応した新商品の開発等を推進する。 

○ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進 

 に関する法律（六次産業化・地産地消法）（平成22年12月３日法律第67号）  
 
（地産地消関係） 
「第３章 地域の農林水産物の利用の促進」の概要 
１．基本理念 （第26条～第33条） 
  ①生産者と消費者との結びつきの強化、②地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、 
         ③消費者の豊かな食生活の実現、④食育との一体的な推進、⑤都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、 
         ⑥食料自給率の向上への寄与、⑦環境への負荷の低減への寄与、 
         ⑧社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組を促進すること。 
２．国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の利用についての促進計画の策定 
  （第40条、41条） 
３．国及び地方公共団体による必要な支援の実施（第42条～第50条） 

 
 

地産地消関係法令等 
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１．地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項 

２．都道府県及び市町村は、本基本方針や地域の実情を踏まえて、地域の農林水産物の利用についての促進計画を策定するよう、努める。 

３．目標に関する事項 

 ①直売所の年間販売額が１億円以上のものの割合を、平成32年度までに50％以上（平成18年度：16％）とすることを目指す。 

 ②学校給食における地場産物を使用する割合（平成32年度までに30％以上）及び国産の食材を使用する割合（平成32 

年度までに80％以上） 

  について、食育推進基本計画に定める目標を達成することを目指す。 

 ③農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数を平成32年度までに1050万人とすることを目指す。 

４．直売所・道の駅・マルシェ等を活用した直売の取組や学校給食・企業等の食堂・外食産業等における地域の農林水産物の利用の促進、 

  地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保、体験活動等を通じた食育の推進、環境への負荷の低減等について、 

  国及び地方公共団体が具体的な施策を講ずるよう努めることにより、地域の農林水産物の利用を促進。 

５．多様な国民運動と連携し、地域の農林水産物の利用の促進に対する国民の参加を促進。 

農林漁業者等及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針 
（平成23年３月14日農林水産省告示第607号） 

 
 
（地産地消関係） 
「第２章 地域の農林水産物の利用の促進」の概要 
 
 

 

 
○ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に 
 関する法律の運用について 
 （平成23年３月29日総合食料局長、生産局長、農村振興局長、国土交通省都市局長通知） 
 
 
 
 

 
 
（地産地消関係） 
「第５ 都道府県及び市町村の促進計画関係」の概要 
 
 
 

１．都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進に関し、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するため、 

  上記基本方針を勘案するとともに、その区域の実情を踏まえ、促進計画を定めるよう努めなければならない。 

２．都道府県及び市町村が促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。同時に、都道府  

  県は、促進計画を定め、若しくはこれを変更した旨の通知を受けたときは、これを地方農政局長等に通知することが望ましい。 

3 



 【都道府県及び市町村における促進計画の策定状況】 
（平成27年１月末現在） 

注： 全国の都道府県及び市町村への聞き取り調査による。独立して地産地消計画が定められている場合のほか、 
       地域振興計画、農業振興ビジョン、食育推進計画等その他の行政計画の中に、地域の農林水産物の利用の促進  
       に関する事項が記載されている場合には、「策定している」としてカウント。 

地域の農林水産物の利用の促進について 

区分 都道府県 市町村

策定している 46（ 97.9％） 1,132（ 65.9％）

策定していない 1（  2.1％） 586（ 34.1％）

合計 47（100.0％） 1,718（100.0％）

○ 地域の農林水産物の利用を促進するため、都道府県及び市町村の促進計画においては、
「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」（促進計画）を策定するよう努めること
とされており、平成27年１月31日現在、46都道府県、1,132市町村（約７割）で策定されてい
るところ。 
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○  地域の生産者と消費者の結びつきを強化し、消費者の需要に対応した生産を行うこと等を通じ、地域の農
林水産物の利用を拡大する地産地消の取組が全国で展開。 

○   地域の農産物を生産者が直接消費者に販売する直売所は、全国で約23,700ヶ所を超え、年間販売額は約
9,000億円。 

○ 食育にもつながる学校給食における地域の農林水産物の利用割合は約27％。 
○ 農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数は約925万人。 

23年度 25年度 （目標） 
32年度 

直売所数 22,980 23,710 － 

総販売額 
（億円） 

  
7,427 

 
9,026 

15,600 
（平成37年度の市場規模

の見通し） 

１直売所当たり販売額 
（万円） 

  
 3,450 

 
3,807 

 
－ 

１億円以上の直売所割合 

（常設店舗・通年営業） 

 
17.3％ 

 
17％ 

 
50％ 

資料：農林水産省「平成23年度６次産業化総合調査」、 「平成25年度
６次産業化総合調査」 

※ 32年度目標は「農林漁業者等による農林漁業及び関連産業の総合化
並 

  びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」における目
標値 

■平成25年度年間販売金額規模別農産物直売所の割合 
 （常設店舗・通年営業） 

資料：農林水産省「平成25年度6次産業化総合調査」組替集計 

■学校給食における地場産物・国 
    産食材の利用状況 

24 
年度 

26 
年度 

32年度 
(目標)※ 

地場産物 
25.1    
   ％ 

26.9  
 ％ 

30.0％以
上 

国産食材 
76.8 
   ％ 

77.3 
    % 

80.0%以
上 

資料：文部科学省「学校給食における地場産物 

    の活用状況調査」「学校給食栄養報告 」 

※ 第３次食育基本計画における目標値 

参考：地場産物利用状況（H16:21.2%、

H21:26.1% 

5千万未満 

(70.6%) 

5千万～ 

1億円 

(12.0%) 

1億円～ 

3億円 

(13.4%) 

■グリーンツーリズム 
施設宿泊者数 

19年度 25年度 32年度 
（目標） 

813 
 万人 

925 
 万人 

1050 
  万人 

資料：農林水産省農村振興局調べ 

■直売所の状況 

地産地消の取組の状況 

5億円以上(2.7%) 

5千万未満 

(69.2%) 

5千万～ 

1億円 

(12.2%) 

1億円～ 

3億円 

(13.5%) 

3億円～5億円(2.4%) 
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○ 運営主体別販売額をみると、直売所数全体の約８割を占める生産者グループ及び農業経営体の販売
額の割合は30.1%に対し、全体の約１割である農業協同組合が35.1%と、生産者グループ等より多い。 

○ １直売所当たりの販売額の平均は約3,800万円で、農業協同組合及び地方公共団体・第３セクターは
億円超と平均を上回っているのに対し、生産者グループ及び農業経営体は3,000万円未満と平均を下
回っている。 

                

 １直売所当たり販売額 

（万円） 

資料：農林水産省「平成25年度６次産業化総合調査」 

農業 
経営体 

地方公共 
団体・第３ 
セクター 

農業協同 
組合 

生産者 
グループ 
等 

全体 その他 

運営主体別販売額  運営主体別の農産物直売所数 

その他 
2,870 
(12.1) 

 農業協同組合 
2,050(8.6) 

 

地方公共団体・ 
第３セクター 

620(2.6) 
 

生産者グループ等 
5,140 

（21.7％） 
 

平成25年度 
農産物直売所 

販売総額 
9,026億円 

農業協同組合 
3,166億円 
（35.1%） 

直売所の調査結果 

平成25年度 
農産物直売所 

23,710施設 
（100％） 

 

農業経営体 
13,030 

（55.0％） 
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学校給食での地場農産物の活用について  

○ 学校給食法の改正（平成20年6月成立、平成21年4月施行）により、学校給食において地場農産物の 
  活用に努めることなどが規定されたところ。 
○ 食育基本法に基づく第２次食育推進基本計画（平成23年3月策定）において、学校給食での地場産 
  物の利用割合を平成27年度までに30％以上とする目標を定め、取組を推進してきたところ。（平成25年 
  度25.8％） 
  また、平成25年12月の基本計画改正において、国産の食材を利用する割合を平成27年度までに80％ 
 以上とすることを追加したところ。 

○ 児童生徒がより身近に実感をもって、地域の自然、食文化、産業等について理解 
○ 食料の生産、流通等に当たる人々の努力をより身近に理解 
○ 生産者や生産過程等を理解することによる食べ物への感謝の気持ち 
○ 新鮮で安全な食材を確保 
○ 流通に要するエネルギーや経費の節減、包装の簡素化等による環境への貢献 
○ 生産者側の学校教育に対する理解と連携・協力関係の構築 
○ 日本や世界を取り巻く食料の状況や食料自給率に関する知識や理解を深め、学習意欲が向上 
＜出典＞「食に関する指導の手引きー第１次改定版ー」（平成２２年３月 文部科学省） 

学校給食での地場産物活用の意義 

生産者による納品 生産者との交流給食 生産者が講師となった学習会 

7 



１ ６次産業化ネットワーク活動推進交付金 
  市町村戦略に沿って、地域資源を活用した新商品の開発等を進める地域ぐるみの 
      ６次産業化の取組を支援。 
 〈施設給食における地場産農林水産物等の利用拡大〉 
  地場食材の生産量や需要量等の調査、研修会の開催、メニュー・加工品開発 
 〈直売所の売上向上に向けた多様な取組〉 
  直売所の運営体制強化に向けた検討会の開催、インバウンド等需要向けの新商 
  品も開発、消費者評価会の開催、観光事業者等とのツアーの企画 等   
 

２ ６次産業化ネットワーク活動整備交付金 
  加工・販売施設等の整備に対して支援。また、地域ぐるみで６次産業化の取組 
 を行う場合、新商品の開発等の取組に必要となる加工機械等の整備に対して支援。 

〈交付率：1/2以内〉 

（事業実施主体：地方公共団体等） 

地域の農林水産物の利用の促進に関する支援策① 
 【６次産業化ネットワーク活動交付金（２，０３３百万円の内数）】 

【日本の食消費拡大国民運動推進事業のうち地域の食の絆強化推進運動事業（１３百万円）】 

   〈補助率：定額〉 

  （事業実施主体：民間団体等） 

 学校等の施設給食への地場産農林水産物の利用拡大をはじめとした地産地消の取組

を促進するための専門的な人材の育成・派遣を行う取組を支援。 
 

１ コーディネーター育成研修会の開催 

  学校等の施設給食での地場産農林水産物の利用拡大をはじめとした地産地消  

 の取組を促進するため、専門的知見を持つ人材を育成するための研修会を行う。 

２ コーディネーター派遣 

  地域における学校等の施設給食へ地場産食材を安定的に供給するためのシス  

 テムの構築を支援するため、コーディネーターの派遣を行う。 

 

（専門人材の派遣） （研修会の開催） 

（メニュー・加工品開発） （新商品開発） 

〈交付率：3/10以内、1/2以内〉 

（事業実施主体：民間団体、 

        地方公共団体等） 
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げんきの郷 
（直売所「はなまる市」等） 

○ 学校給食、社員食堂、外食・弁当等において、
生産者との交流促進等の取組を伴った 
地場農林水産物の食材を活用しているメニューを
募集し、優れたものを表彰 
 

 地産地消優良活動表彰 
（17年度～） 

表彰事例のほか地産地消に関する情報を農林水産省のホームページに掲載 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/index.html 

 地産地消給食等メニューコンテスト 
（20年度～） 

○ 全国各地でそれぞれの立地条件を活かし 
た創意工夫のある様々な地産地消の取組・ 
活動を募集し、その成果や持続性等について 
優れた取組・活動を表彰。 

27年度 農林水産大臣賞 
 
〈地域振興部門〉 
あいとう直売館 
（滋賀県東近江市） 
 
 
 
〈交流促進部門〉 
株式会社アグリのさと  
おいらせ 
（青森県おいらせ町） 

27年度 農林水産大臣賞 
 
〈学校給食・社員食堂部門〉 
彦根市立病院 
 (滋賀県彦根市) 
 
 
 
〈外食・弁当部門〉 
株式会社アクアフードジャパン 
 （長野県長野市） 

地域の農林水産物の利用の促進に関する支援策② 
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（参考） 学校給食における取組事例 

○ 砺波市学校給食センターで使用している 

 「農産物の規格表」（品目は40品目） 

 ○ 納入体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※ 天候等の影響で地場産物が納入出来ない場合、青果組合が納入。 

となみの農産物生産 

グループ協議会 

（女性グループ、農業生産法人、 

営農組合、中核農家） 

農協 

砺波市 

学校給食センター 

青果組合 

卸売市場 農林振興センター 

富山県砺波市 

＜取組の概要＞ 
◆ 学校給食センターが農産物の納入時期、 
  年間使用予定量を含めた規格表を作成。 
 規格表を参考にして生産者が栽培計画を検 
 討。  
 
◆ 学校給食センターの品目別使用見込みを 
 基に、農林振興センター（普及）の指導を 
 受け、納入品目を拡大(1品目→40品目）。 
 取扱金額も増えている。 
 
◆ 天候等の影響で地場産物が納入できない 
 場合、青果組合が納入 
 
◆ 夏休み中に収穫される地元野菜を給食に 
 供給するため、農産物の冷凍加工、保管を平 
 成24年から本格的に実施し、乾燥野菜とと  
 もに、給食に納入している。 
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直売所におけるインバウンド対応 
JA紀の里ファーマーズマーケット めっけもん広場（和歌山県紀の川市） 

 

＜事業者の概要＞ 

・運営主体 ： 紀の里農業協同組合          
・取組内容 ： 直売所、コメ工房、イベント広場、 
          軽食コーナー、体験農業、体験交流会 
・売上高   ： 25億5,000万円（H26） 
・雇用者数 ： 54名（臨時雇用含む）（H26） 
 
 

＜取組概要＞ 
○安心でおいしい旬の農産物のすばらしさを人々に伝えるため、平

成12年に「めっけもん広場」を開設。 
○関西空港から車で約１時間と近く、北は大阪堺市、南は海南市か

ら買い物客が訪れている。 
○新鮮で安心・安価な農産物を消費者に提供する市場外流通の拡

大により、農業所得の向上に大きく貢献。 
 
＜インバウンド対応＞ 
○高野山開創１２００年で、国内だけでなく海外からも観光客が多く

訪れることが予想されていたため、免税店の許可を取得し、免税
品コーナーを設置。店内表示等を英語で表記するなど外国人の
方にわかりやすいように変更。 

○バス会社と連携し、外国人向けツアーの誘致を行うほか、和歌山
県の農業体験のモニターツアーを実施。 

○売上高 
  2億7,000万円（H12)→25億5,000万円（H26) 
○出荷者数 
  773人（H12)→1,547人（H26) 
○雇用者数（臨時雇用含む） 
  15名（H12）→54名（H26） 

直売所内の様子 

【取組の効果】 

めっけもん広場の全景 

写真１ 写真 

インバウンドに対応した店内 
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