
【宮崎県】

（１）市町村の食育推進計画作成状況について
　（令和4年３月末時点）

全市町村数 うち、
計画作成市町村数

26 18

（２）市町村の食育推進計画の内容等について

　（令和４年３月末時点）

ＮＯ 市町村名 計画の名称 計画の位置付け 市町村の人口規模
計画が掲載されたＨＰのURL
（該当ページにリンクします）

1 宮崎市 第3次宮崎市食育・地産地消推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 オ・その他の計画と一体的に作成 ア・30万人以上 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/food_education_local_food/52578.html

2 都城市 都城市食育・地産地消推進計画 令和 4 年度 ～ 令和 8 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
ウ・10万人以上20万
人未満

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/3970.html

3 延岡市 延岡市食育・地産地消推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度
ウ・農林水産関連の計画と一体的に作
成

ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/37/3172.html

4 日南市 日南市食育・地産地消推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度
エ・自治体の総合的な計画と一体的に
作成

オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.nichinan.lg.jp/main//page012550.html

5 小林市 第３次小林市食育・地産地消推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 オ・その他の計画と一体的に作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibunogyoshinkoka/noringyo/1/1912.html

6 日向市 日向市食育・地産地消推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度 オ・その他の計画と一体的に作成
エ・５万人以上10万
人未満

http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=191111152550

7 串間市 串間市食育推進プラン 平成 22 年度 ～ 平成 26 年度 オ・その他の計画と一体的に作成
オ・１万人以上５万人
未満

8 西都市 西都市食育・地産地消推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度
ウ・農林水産関連の計画と一体的に作
成

オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/kosodate/6_1.html

9 えびの市 えびの市食育・地産地消推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

10 三股町 第２次三股町食育・地産地消推進計画 令和 4 年度 ～ 令和 8 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

https://www.town.mimata.lg.jp/contents/1403.html

11 高原町 高原町食育・地産地消推進計画 平成 28 年度 ～ 令和 2 年度 オ・その他の計画と一体的に作成
カ・５千人以上１万人
未満

市町村の食育推進計画の作成状況

計画作
成率

69.2%

計画の対象期間



ＮＯ 市町村名 計画の名称 計画の位置付け 市町村の人口規模
計画が掲載されたＨＰのURL
（該当ページにリンクします）

計画の対象期間

12 国富町 国富町食育・地産地消推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度 オ・その他の計画と一体的に作成
オ・１万人以上５万人
未満

13 綾町 綾町食育・地産地消推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度
エ・自治体の総合的な計画と一体的に
作成

カ・５千人以上１万人
未満

14 高鍋町 第２期高鍋町食育推進計画 平成 26 年度 ～ 令和 3 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画
と一体的に作成

オ・１万人以上５万人
未満

http://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/kenkozukuricenter/1/259.html

15 新富町 年度 ～ 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

16 西米良村 西米良村食育・地産地消推進計画 平成 28 年度 ～ 令和 2 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 キ・５千人未満

17 木城町 木城町食育推進計画 平成 24 年度 ～ 平成 28 年度
ウ・農林水産関連の計画と一体的に作
成

キ・５千人未満

18 川南町 川南町食育・地産地消推進計画 平成 27 年度 ～ 令和 1 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

19 都農町 都農町食育推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
カ・５千人以上１万人
未満

20 門川町
門川町食育・地産地消推進計画(第2
次)

令和 2 年度 ～ 令和 12 年度 オ・その他の計画と一体的に作成 キ・５千人未満

21 諸塚村 諸塚村食育・地産地消推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 7 年度
ウ・農林水産関連の計画と一体的に作
成

キ・５千人未満 https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/tisantisyo/

22 椎葉村 椎葉村食育・地産地消推進計画 平成 25 年度 ～ 平成 29 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 キ・５千人未満 https://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/agriculture/dietary.php

23 美郷町 第2次美郷町食育・地産地消推進計画 令和 2 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 キ・５千人未満 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/3098.htm

24 高千穂町 高千穂町食育・地産地消推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 3 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
オ・１万人以上５万人
未満

25 日之影町 日之影町食育・地産地消推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度 オ・その他の計画と一体的に作成 キ・５千人未満

26 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町食育・地産地消推進計画 令和 4 年度 ～ 令和 8 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成 キ・５千人未満


