
【新潟県】

（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

30 30

（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）

政 新潟市 第3次新潟市食育推進計画 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 ア・30万人以上 https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/norinsuisan/shokuiku/index.html

1 村上市 村上市食育推進計画（第2次） 平成 27 年度 ～ 令和 5 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

エ・５万人以上10万人
未満

http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/32/kenkoumurakami21-2.html

2 関川村 関川村第2次食育推進計画 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/life/6/774/index.html

3 粟島浦村
粟島浦村健康増進・食育推進計画(第３
期）

令和 1 年度 ～ 令和 10 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

キ・５千人未満 http://www.vill.awashimaura.lg.jp/news/2154/

4 新発田市
新発田市食の循環によるまちづくり推進
計画

令和 3 年度 ～ 令和 6 年度
エ・自治体の総合的な計画と一体的に
作成

エ・５万人以上10万人
未満

http://www.city.shibata.lg.jp/shoku/machidukuri/1005302.html

5 阿賀野市 第3次阿賀野市食育推進計画 令和 2 年度 ～ 令和 6 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.city.agano.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/iryo_kenko/shokuiku/3617.html

6 胎内市 第2次胎内市食育推進計画 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
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kenko/dai2shokuiku.html

7 聖籠町
聖籠町まるごと食育推進計画(第二次改
定)

平成 30 年度 ～ 令和 5 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

http://www.town.seiro.niigata.jp/hokenfukusi/00hoken_top.html

8 五泉市 第3次五泉市食育推進計画 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
オ・１万人以上５万人
未満

http://www.city.gosen.lg.jp/organization/20/6/1/1165.html

9 阿賀町
いきいき元気プラン　阿賀町健康推進
計画・阿賀町食育推進計画

平成 28 年度 ～ 令和 7 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

https://www.town.aga.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/kenkozukuri/486.html

10 三条市
第２次三条市食育の推進と農業の振興
に関する計画

令和 3 年度 ～ 令和 5 年度
ウ・農林水産関連の計画と一体的に作
成

エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/shokuiku/jorei_keikaku/6190.html

市町村の食育推進計画の作成状況

計画作
成率

100.0%

現行計画の対象期間



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）

現行計画の対象期間

11 加茂市 第2次加茂市食育推進計画 平成 28 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

12 燕市
第2次燕市食育推進計画「食育プランつ
ばめ」

平成 29 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kenko_fukushi/1/10/7806.html

13 弥彦村 第３次弥彦村食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 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

http://www.vill.yahiko.niigata.jp/assembly/administration/

14 田上町 第3次田上町食育推進計画 令和 3 年度 ～ 令和 8 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.tagami.niigata.jp/living/ho/ho21.html

15 長岡市 第3次長岡市食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
イ・20万人以上30万
人未満

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/fukushi/cate05/syokuiku/2shoku-suishin.html

16 見附市 見附市健幸づくり推進計画 平成 26 年度 ～ 令和 5 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.mitsuke.niigata.jp/item/7228.htm#Contentpane

17 出雲崎町 出雲崎町食育推進計画 平成 28 年度 ～ 令和 5 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

キ・５千人未満 https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/kenko/shokuiku-keikaku.html

18 小千谷市 第３期小千谷市食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 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

https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kenko/kenkouzoushin-dl3.html

19 魚沼市
魚沼市食でつながる元気なまちづくり推
進計画

平成 28 年度 ～ 令和 7 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

https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2016022400047/

20 南魚沼市
南魚沼市健康まちづくり食育推進計画
（第2次）

平成 28 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/2384.html

21 湯沢町 第2次湯沢町ファミリー健康プラン 平成 25 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/kenko_iryo_fukushi/2/2/2040.html

22 十日町市 第３次十日町市食育推進計画 令和 1 年度 ～ 令和 5 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.tokamachi.lg.jp/shisei_machizukuri/keikaku_machizukuri/kakushukeikaku/kenko_fukushi/5539.html

23 津南町 津南町保健医療福祉計画 平成 30 年度 ～ 令和 4 年度
イ・健康・保健・医療・福祉関連の計画と
一体的に作成

カ・５千人以上１万人
未満

http://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/fukushihoken/iryouhukusikkeikaku.html

24 柏崎市 柏崎市第３次食育推進計画 平成 30 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/fukushihokembu/kenkosuishinka/1/5/6988.html

25 刈羽村 刈羽村食育推進計画(第３次) 令和 2 年度 ～ 令和 6 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.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=6113

26 上越市 第3次上越市食育推進計画 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
ウ・10万人以上20万
人未満

http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/syoku-iku/syoku-jorei.html

27 妙高市 第3次妙高市食育推進計画 平成 29 年度 ～ 令和 5 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.city.myoko.niigata.jp/docs/179.html

28 糸魚川市 第2次健康いといがわ２１ 平成 28 年度 ～ 令和　 5 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.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?menuid=3518



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
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29 佐渡市 第2次佐渡市食育推進計画 平成 28 年度 ～ 令和 7 年度 ア・「市町村食育推進計画」単独で作成
エ・５万人以上10万人
未満

https://www.city.sado.niigata.jp/admin/vision/food10/index.shtml


