
【都道府県】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和４年3⽉末時点）
ＮＯ 都道府県名 計画の名称 計画の作成時期

北海道⾷育推進⾏動計画
〜元気もりもり道産⼦⾷育プラン〜 平成17年12⽉

どさんこ⾷育推進プラン
〜北海道⾷育推進計画（第2次）〜 平成21年12⽉

どさんこ⾷育推進プラン
〜北海道⾷育推進計画（第3次）〜 平成26年3⽉

北海道⾷育推進計画（第4次） 平成31年3⽉
⻘森県⾷育推進計画 平成18年11⽉
第２次⻘森県⾷育推進計画 平成23年3⽉
第３次⻘森県⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４次⻘森県⾷育推進計画 令和3年3⽉
岩⼿県⾷育推進計画 平成18年2⽉
岩⼿県⾷育推進計画 平成23年1⽉
岩⼿県⾷育推進計画 平成28年3⽉
岩⼿県⾷育推進計画 令和３年3⽉
宮城県⾷育推進プラン 平成18年11⽉
第２期宮城県⾷育推進プラン 平成23年7⽉
第３期宮城県⾷育推進プラン 平成28年3⽉
第４期宮城県⾷育推進プラン 令和3年3⽉
秋⽥県⾷育推進計画（「⾷の国あきた」推進運動アクション
プログラム） 平成18年12⽉

第２期秋⽥県⾷育推進計画 平成23年3⽉
第３期秋⽥県⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４期秋⽥県⾷育推進計画 令和３年３⽉
夢未来やまがた⾷育計画 平成18年12⽉
⼭形県⾷育・地産地消推進計画 平成23年3⽉
第２次⼭形県⾷育・地産地消推進計画 平成29年3⽉
第３次⼭形県⾷育・地産地消推進計画 令和３年３⽉
おいしく　イキイキ　⾷育プラン
「福島県⾷育推進計画」 平成19年3⽉

おいしく　イキイキ　⾷育プラン
「第⼆次福島県⾷育推進計画」 平成22年3⽉

おいしく　イキイキ　⾷育プラン
「第三次福島県⾷育推進計画」 平成27年3⽉

第四次福島県⾷育推進計画 令和4年3⽉
茨城県⾷育推進計画 平成19年3⽉
茨城県⾷育推進計画（第⼆次） 平成23年4⽉
茨城県⾷育推進計画（第三次） 平成28年3⽉
第３次健康いばらき21プラン 令和3年4⽉
とちぎの⾷育元気プラン 平成18年12⽉
とちぎの⾷育元気プラン（第２期） 平成23年3⽉
第３期栃⽊県⾷育推進計画「とちぎ⾷育元気プラン
2020」 平成28年3⽉

第4期栃⽊県⾷育推進計画「とちぎ⾷育元気プラン
2025」 令和３年3⽉

8 茨城県

9 栃⽊県

北海道

⻘森県

岩⼿県

宮城県

秋⽥県
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ＮＯ 都道府県名 計画の名称 計画の作成時期
群⾺県⾷育推進計画「ぐんま⾷育こころプラン」 平成18年5⽉
群⾺県⾷育推進計画（第２次）「ぐんま⾷育こころプラン
2011-2015」 平成23年3⽉

群⾺県⾷育推進計画（第３次）「ぐんま⾷育こころプラン」 平成28年3⽉

群⾺県⾷育推進計画（第４次）「ぐんま⾷育こころプラン」 令和3年3⽉
埼⽟県⾷育推進計画 平成20年2⽉
埼⽟県⾷育推進計画（第２次） 平成25年2⽉
埼⽟県⾷育推進計画（第３次） 平成28年3⽉
埼⽟県⾷育推進計画（第４次） 平成31年3⽉
元気な「ちば」を創る「ちばの豊かな⾷卓づくり」計画 平成20年11⽉
第２次千葉県⾷育推進計画 平成25年1⽉
第３次千葉県⾷育推進計画 平成28年12⽉

東京都⾷育推進計画

平成18年9⽉
（平成23年7⽉
⼀部改正、平成
28年3⽉改正

東京都⾷育推進計画

平成18年9⽉
（平成23年7⽉
⼀部改正、平成
28年3⽉改正、
令和3年3⽉改
正）

⾷みらい　かながわプラン（神奈川県⾷育推進計画） 平成20年3⽉
第２次神奈川県⾷育推進計画
（⾷みらい かながわプラン2013） 平成25年3⽉

第３次神奈川県⾷育推進計画
（⾷みらい かながわプラン2018） 平成30年3⽉

新潟県⾷育推進計画
平成19年3⽉
（平成23年3⽉
⼀部改正）

第２次新潟県⾷育推進計画
平成26年3⽉
（平成29年3⽉
⼀部改正）

第3次新潟県⾷育推進計画 令和3年3⽉
富⼭県⾷育推進計画 平成18年8⽉
第２期富⼭県⾷育推進計画 平成24年8⽉
第３期富⼭県⾷育推進計画 平成30年3⽉
第４期富⼭県⾷育推進計画 令和４年３⽉
いしかわ⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２次いしかわ⾷育推進計画 平成24年5⽉
第３次いしかわ⾷育推進計画 平成29年3⽉
第４次いしかわ⾷育推進計画 令和４年３⽉

15 新潟県

16 富⼭県

17 ⽯川県

11 埼⽟県

12 千葉県

14 神奈川県

10 群⾺県

東京都13
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ＮＯ 都道府県名 計画の名称 計画の作成時期

ふくいの⾷育・地産地消推進計画 平成21年3⽉
第２次ふくいの⾷育・地産地消推進計画 平成26年3⽉
第３次ふくいの⾷育・地産地消推進計画 平成31年3⽉
やまなし⾷育推進計画 平成18年12⽉
第２次やまなし⾷育推進計画 平成23年8⽉
第３次やまなし⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４次やまなし⾷育推進計画 令和３年３⽉
⻑野県⾷育推進計画 平成20年3⽉

⻑野県⾷育推進計画（第２次） 平成25年3⽉

⻑野県⾷育推進計画（第３次） 平成30年3⽉
「⼦どもから始めるぎふの⾷育」
（岐⾩県⾷育推進基本計画） 平成19年3⽉

第２次岐⾩県⾷育推進基本計画
〜⼦どもから始めるぎふの⾷育〜 平成24年3⽉

第３次岐⾩県⾷育推進基本計画
〜未来へつなぐ清流の国ぎふの⾷育〜 平成29年3⽉

静岡県⾷育推進計画〜⾷を通して⼈をはぐくむ〜 平成19年3⽉
ふじのくに⾷育推進計画 平成23年3⽉
第3次静岡県⾷育推進計画
ふじのくに⾷育推進計画 平成26年3⽉

第3次静岡県⾷育推進計画
ふじのくに⾷育推進計画 　改訂版 平成30年3⽉

愛知県⾷育推進計画「あいち⾷育いきいきプラン」 平成18年11⽉
第２次愛知県⾷育推進計画「あいち⾷育いきいきプラン
2015」 平成23年5⽉

第３次愛知県⾷育推進計画「あいち⾷育いきいきプラン
2020」 平成28年3⽉

第４次愛知県⾷育推進計画「あいち⾷育いきいきプラン
2025」 令和3年3⽉

三重県⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２次三重県⾷育推進計画 平成24年2⽉
第３次三重県⾷育推進計画 平成28年7⽉
第４次三重県⾷育推進計画 令和３年３⽉
滋賀県⾷育推進計画
〜まるごと“おうみ”いただきますプラン〜 平成19年6⽉

滋賀県⾷育推進計画（第２次） 平成25年3⽉
滋賀県⾷育推進計画　(第３次） 平成30年3⽉
京都府⾷育推進計画 平成19年1⽉
第２次京都府⾷育推進計画 平成23年3⽉
第３次京都府⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４次京都府⾷育推進計画 令和3年3⽉

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

21 岐⾩県

22 静岡県

23 愛知県

18 福井県

19 ⼭梨県

20 ⻑野県
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⼤阪府⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２次⼤阪府⾷育推進計画 平成24年3⽉
第３次⼤阪府⾷育推進計画 平成30年3⽉
⾷育推進計画〜⾷で育む元気なひょうご〜 平成19年3⽉
⾷育推進計画（第２次） 平成24年3⽉
⾷育推進計画（第３次） 平成29年3⽉
奈良県⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２期　奈良県⾷育推進計画 平成24年3⽉
第３期　奈良県⾷育推進計画 平成30年3⽉
⾷べて元気、わかやま⾷育推進プラン
（和歌⼭県⾷育推進計画） 平成19年3⽉

⾷べて元気、わかやま⾷育推進プラン
(第２次和歌⼭県⾷育推進計画） 平成25年3⽉

⾷べて元気、わかやま⾷育推進プラン
(第３次和歌⼭県⾷育推進計画） 平成30年3⽉

⾷のみやことっとり〜⾷育プラン〜 平成20年4⽉
⾷のみやことっとり〜⾷育プラン〜（２次） 平成25年3⽉
⾷のみやことっとり〜⾷育プラン〜（３次） 平成30年3⽉
島根県⾷育推進計画 平成19年3⽉
島根県⾷育推進計画 第⼆次計画 平成24年3⽉
島根県⾷育推進計画 第三次計画 平成29年3⽉
岡⼭県⾷育推進計画 平成19年3⽉
岡⼭県⾷の安全・⾷育推進計画 平成25年3⽉
岡⼭県⾷の安全・⾷育推進計画 平成30年3⽉
広島県⾷育推進計画 平成20年3⽉
広島県⾷育推進計画（第２次） 平成25年3⽉
第３次広島県⾷育推進計画 平成30年3⽉
やまぐち⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２次やまぐち⾷育推進計画 平成24年3⽉
第３次やまぐち⾷育推進計画 平成29年3⽉
徳島県⾷育推進計画〜「健やか・だんらん・地産地消」
徳島す・だ・ち⼤作戦〜 平成19年1⽉

第２次徳島県⾷育推進計画 平成23年3⽉
第３次徳島県⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４次徳島県⾷育推進計画 令和3年3⽉
かがわ⾷育アクションプラン 平成19年3⽉
かがわ⾷育アクションプラン（2011-2015） 平成23年10⽉
第３次かがわ⾷育アクションプラン 平成28年3⽉
第４次かがわ⾷育アクションプラン 令和3年10⽉
愛媛県⾷育推進計画 平成19年3⽉
第２次愛媛県⾷育推進計画 平成24年3⽉
第３次愛媛県⾷育推進計画 平成29年3⽉
おいしい︕楽しい︕元気な⾼知︕︕
（⾼知県⾷育推進計画） 平成19年3⽉

第２期⾼知県⾷育推進計画 平成25年3⽉
第３期⾼知県⾷育推進計画 平成30年3⽉

39 ⾼知県

36 徳島県

37 ⾹川県

38 愛媛県

33 岡⼭県

34 広島県

35 ⼭⼝県

30 和歌⼭県

31 ⿃取県

32 島根県

27 ⼤阪府

28 兵庫県

29 奈良県
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ふくおかの⾷と農推進基本指針 平成18年3⽉
福岡県⾷育・地産地消推進計画 平成30年5⽉
佐賀県⾷育推進基本計画 平成18年3⽉
第２次佐賀県⾷育推進基本計画佐賀賢⼈のすゝめ 平成23年3⽉
第３次佐賀県⾷育推進基本計画 平成28年3⽉
佐賀県⾷育・⾷品ロス削減推進計画 令和3年3⽉
⻑崎県⾷育推進計画
〜いただきます　元気　ながさき　おいしか県〜 平成18年10⽉
第⼆次⻑崎県⾷育推進計画
〜いただきます　元気　ながさき　おいしか県〜 平成23年3⽉
第三次⻑崎県⾷育推進計画
〜いただきます　元気　ながさき　おいしか県〜 平成28年3⽉
第４次⻑崎県⾷育推進計画
〜いただきます　元気　ながさき　おいしか県〜 令和3年3⽉

熊本県⾷育推進計画 平成18年3⽉
くまもと⾷で育む命・絆・夢プラン
〜熊本県健康⾷⽣活・⾷育推進計画〜 平成23年3⽉

第３次熊本県健康⾷⽣活・⾷育推進計画
〜くまもと⾷で育む命・絆・夢プラン〜 平成30年3⽉

⼤分県⾷育推進計画〜うまい・楽しい・元気な⼤分〜 平成18年3⽉
第２期⼤分県⾷育推進計画 平成23年3⽉
第３期⼤分県⾷育推進計画 平成28年3⽉
第４期⼤分県⾷育推進計画 令和3年3⽉
宮崎県⾷育推進計画〜「いただきます」からはじめよう︕みやざ
きの健全な⾷⽣活〜 平成18年9⽉

宮崎県⾷育・地産地消推進計画 平成23年3⽉
「健康⻑寿⽇本⼀」Karada Good な宮崎づくり
（宮崎県⾷育・地産地消推進計画） 平成29年1⽉

「第３次宮崎県⾷育・地産地消推進計画」 令和4年2⽉
かごしまの“⾷”交流推進計画 平成18年3⽉
かごしまの“⾷”交流推進計画（第２次） 平成23年3⽉
かごしまの“⾷”交流推進計画（第３次） 平成28年3⽉
かごしまの“⾷”交流推進計画（第４次） 令和3年3⽉
沖縄県⾷育推進計画
〜⾷育おきなわ　うまんちゅ（万⼈）プラン〜 平成19年2⽉
第２次沖縄県⾷育推進計画〜⾷育おきなわ うまんちゅ
（万⼈）プラン〜 平成25年3⽉

第３次沖縄県⾷育推進計画〜⾷育おきなわ うまんちゅ
（万⼈）プラン〜 平成30年3⽉

45 宮崎県

47 沖縄県

46 ⿅児島県

42 ⻑崎県

43 熊本県

44 ⼤分県

40 福岡県

41 佐賀県
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