
都道府県食育推進計画の概要 2019年6月現在の最新情報

都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

北海道 平成26年度 平成30年度 食をとおした健康の維持・増進 食と健康の関係を知る

地域に根差した食関連産業への理解と支援 栄養バランスを改善する

環境の保全・食文化の継承 食の情報を正しく知る

食育を推進する基盤づくり 体験を通じて地域の農林水産業や食品産業を知る

地産地消の理解を深め、実践する

地域生産物の旬を知り、味覚を育てる

食と環境との関係を考える

食文化を継承する

食を楽しむ

計画づくり・組織づくりを進める

人材を活用・育成する

普及啓発を進める

青森県 平成28年度 平成32年度 ライフステージに対応した食育の推進 子育て家庭における食育の推進

青森ならではの食の力を生かした「食」と健
康を育む環境づくり

保育所や幼稚園、学校等における食育の推進

企業における食育の推進

飲食店や量販店等における食育の推進

地域における食育の推進

販売や交流を通じた「食」や農林水産業への理解促
進

食文化の継承・発展

専門家等と連携した生活習慣病の予防・改善

食の安全・安心の確保

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

地域における多様な食育の継
続的な実践

健康で活力に満ちた「くらし」の
実現

どさんこ食育推進プラン　北海
道食育推進計画(第3次)

第3次　青森県食育推進計画

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/sh
s/data/advance/plan.htm

https://www.pref.aomori.lg.jp/life/sh
oku/syokuiku02.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

岩手県 平成28年度 平成32年度 望ましい食習慣の形成に向けた食育の推進 乳幼児等の健全な食習慣の形成

食の安全安心を支える食育の推進 小学生・中学生・高校生の健全な食習慣の形成

食料供給県としての特性を生かした食育の
推進

生涯にわたる健全な食習慣の形成

地域に根ざした食育の推進 食の安全安心に関する知識の普及と理解の増進

食品情報の提供と食品表示の適正化の推進

農林漁業体験などを通じた生産への理解の増進

食文化や食生活の継承

食育推進運動の展開

市町村や地域における食育の推進

宮城県 平成28年度 平成32年度 健全な食生活に必要な知識の習得と実践能
力の育成

生涯を通した健康づくり

宮城の風土に育まれた食材・食文化の理解
と継承

健全な食生活の実現

食の安全安心に係る関係者間の信頼関係構
築

農林漁業体験を通した食育の推進

多様な機関の連携・協働による食育の推進 地産地消の推進

食文化の継承

食の安全安心に係る信頼関係の確立

食育支援ネットワークの強化

食育推進の環境づくり

秋田県 平成28年度 平成32年度 生涯を通じた食育の推進 家庭における食育の推進

食を通じた健康づくりの推進 幼稚園・保育所・認定こども園等における食育の推
進

食品の安全・安心と環境に関する理解の推
進

学校等における食育の推進

地域の特性・農産物を活かした食育の推進 食育関係団体等における食育の推進

市町村における食育の推進

県における食育の推進

他施策を兼ねる

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

全ての県民が生涯にわたり、
健全な食生活を営み、心身とも
に健康でいきいき暮らしていく
こと

1.県民一人一人が、食を生きる
上での基本としてとらえ、健全
な食生活と心身の健康増進を
目指す、2.多彩で豊富な宮城の
食材の理解と食文化の継承を
通して、豊かな人間形成を目指
す

秋田の自然や風土に調和した
健全で豊かな食生活の実現

岩手県食育推進計画

第3期　宮城県食育推進プラン
次世代へ伝えつなげる食育の
推進～五感を使って健やかな
心身を育む～

第3期　秋田県食育推進計画

https://www.pref.iwate.jp/kurashikan
kyou/anzenanshin/shokuiku/100456
2.html

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/k
ensui/shokuiku3kiplan-main.html

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/ar
chive/8112
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

山形県 平成29年度 平成32年度 健康を支える望ましい食生活の推進 健康づくりの基本となる食習慣形成の推進

暮らしの多様化に応じた食育の推進 健康に配慮した望ましい食生活の普及啓発

食関連産業と連携した地産地消の推進 生活習慣病の予防と生活習慣の改善

食を育む環境と地域の食文化の魅力発信 生活スタイルの変化に対応した食育の推進

食育・地産地消を推進する基盤づくり 高齢者への食育の推進

妊産婦や乳幼児への食育の推進

支援が必要な子どもへの食育の推進

食品業界等と連携した食育・地産地消の推進

給食提供施設等における県産農林水産物の使用促
進

6次産業化に取り組む農林漁業者等との連携

地域や学校における食農体験の推進

地域の食や食文化を学ぶ機会の充実

「やまがたの食」の魅力発信

食を育む環境についての意識啓発

計画づくり・組織づくりの推進

人材の活用と育成

食育・地産地消の普及啓発

福島県 平成27年度 平成32年度 健康な心と身体を育む食育の推進 健康な心と身体を育むための家庭と地域における食
育推進

食と農の連携や食文化の継承を通した食育
の推進

子どもの発達段階に応じた食育推進

食の安全・安心を重視した食育の推進 地域における食育推進運動の展開

豊かな食育体験の推進

地域資源の活用促進と地産地消の推進

食文化の継承や農林漁業者等との交流を通した食
育推進

農林漁業者や食品関連事業者等による環境への配
慮を通じた食育推進

生産から消費に至る食の安全の確保

食の安心を実現するための情報提供及びリスクコ
ミュニケーション

食品中の放射性物質対策に関わる検査・調査及び
情報発信

やまがたの豊かな食でつくる
「心」も「体」も健康ないきいき社
会の実現

他施策を兼ねる

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

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食を通して　ふくしまの　未来を
担う　人を育てる　　～家庭、学
校、地域が一体となった食育の
推進～

第2次　山形県食育・地産地消
推進計画

http://www.pref.yamagata.jp/hojo/n
orinsuisan/6140030shokuiku2.html

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec
/21045a/kenkozoushin-
syokuiku1.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

茨城県 平成28年度 平成32年度 食育を通じた望ましい食習慣の形成と健康
づくり

食育を通じた健康づくり

魅力あふれる茨城の食づくり ライフステージに応じた食育の推進

食育を広げる環境づくり 家庭における食育の推進

食文化の継承・地産地消の推進

生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農
林漁業の活性化

食育を通じた食の安全・安心確保への取り組み

県民運動推進のための方策

栃木県 平成28年度 平成32年度 豊かな食に感謝し親しむ機会を増やします 食育推進運動の展開

健全な食生活による心身の健康を培う環境
づくりを進めます。

学校における家庭・地域と連携した食育の充実

食の安全・安心等について関係者相互の信
頼を築く取組を進めます

農業体験等食に関する体験活動の促進

多様な暮らしに対応した共食を楽しむ機会の拡大

優れた食文化の継承・発展

地産地消の促進

食環境の整備

規則正しい食事の推進

栄養バランスのとれた食生活の推進

食に関わる事業者による取組の情報の提供促進

消費段階の取組の促進

事業者と消費者の相互理解の推進

茨城県食育推進計画-第三次
-

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

「食育を通じて生涯にわたって
健全な心身を培い、豊かな人
間性を育む」

第3期栃木県食育推進計画
とちぎ食育元気プラン2020

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民一人一人が、生涯にわた
り楽しく健全な食生活を実践す
ることにより、食に対する感謝
の気持ちを深め、心身の健康と
豊かな人間性を育むこと

http://www.shokuiku.pref.ibaraki.jp/n
aani/naani.html

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g01/life
/shokuseikatsu/shokutonou/shokuik
uplan3rd.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

群馬県 平成28年度 平成31年度 若い世代への食育の推進 家庭における食育

多様な暮らしを支える食育の推進 学校・幼稚園・保育所・認定こども園における食育

食の循環・環境に配慮した食育の推進 地域における食育

食育を推進する社会環境づくり 生産者と消費者との交流・環境と調和のとれた農業
の活性化

食文化の継承のための活動

食品の安全性、栄養・食生活に関する調査、研究、
情報提供

食育推進運動の展開と社会環境づくり

埼玉県 平成28年度 平成30年度 健全なからだを育む～食育が健康づくりの第
一歩～

栄養バランスに配慮した食生活

豊かな心を培う～食育で心豊かな人づくり～ 食生活リズムの形成

正しい知識を養う～家族で意識「食の安全」 食を通じたコミュニケーション

食育を総合的に推進する体制づくり 食文化の継承

自然の恩恵・生産者等への感謝

食に関する知識、食を選択できる力の習得

食品の安全性に関する普及・啓発と理解

環境と調和した農林業の活性化等

埼玉県食育推進計画（第3次） 他施策を兼ねる 食育で豊かな健康づくり

群馬県食育推進計画（第3次）
「ぐんま食育こころプラン」

他施策を兼ねる 食の大切さを理解し、食を通し
て豊かな人間性を育む

http://www.pref.gunma.jp/05/d6210
080.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704
/syokuiku/plan.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

千葉県 平成29年度 平成33年度 生産から食卓まで食のつながりを意識した食
育の推進

魅力発信と地産地消の推進

子供から高齢者まで各世代に応じた食育の
推進

生産者と消費者の交流の促進

ちばの食育の推進体制強化 食文化の普及と継承

食の循環や環境を意識した取組の推進

就学前の子供に対する、家庭における望ましい食習
慣の実践に向けた取組

就学前の子供に対する、保育所等における食育の推
進

小・中学生に対する、学校における食育の指導体制
と指導内容の充実

小・中学生に対する、学校給食を活用した食育の充
実

小・中学生に対する、食育を通じた健康状態の改善
等の推進

高校生に対する、学校における食育の指導体制と指
導内容の充実

食育を通じた健康状態の改善等の推進

青年期に対する、生活習慣病予防や健康づくりのた
めの食育の推進

青年期に対する、次世代を育むための食育の推進

壮年期における、生活習慣病予防や健康づくりのた
めの食育の推進

高齢期に対する、生活習慣病予防や健康づくりのた
めの食育の推進

高齢期に対する、低栄養傾向を予防するための食育
の推進

食育を進める人材の確保

多様な関係者の連携強化

地域における取組の強化

食に関する情報の提供

第3次千葉県食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

「ちばの恵み」を取り入れたバ
ランスの良い食生活の実践に
よる生涯健康で心豊かな人づく
り

https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/s
hokuiku/shokuiku/3jikeikaku.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

東京都 平成28年度 平成32年度 生涯にわたり健全な食生活を実践するため
の食育の推進

乳幼児期における食育の推進

食育体験と地産地消の拡大に向けた環境整
備

家庭・学校・地域が一体となった取組の推進

食育の推進に必要な人材育成と情報発信 食を通じた健康づくりの推進

いきいきと暮らすための健康的な食生活の支援

食の生産・流通・製造者と消費者との交流支援

都内産食材の理解促進と地産地消の拡大

食育の推進で核となる人材育成と支援

食育を実践するための情報発信

神奈川県 平成30年度 平成34年度 健康な「体」をつくる 家庭での食育の推進

豊かな「心」を育む 学校等での食育の推進

食への理解を深め「神奈川の食」に親しむ 地域での食育の推進

食育推進運動の展開

若い世代に向けた取組

学校等での食育の推進

食文化の継承の推進

農林水産物の地産地消の促進

食を取り巻く環境への理解促進

食の安全への理解促進

食に関する調査・研究

東京都食育推進計画　健康的
な心身と豊かな人間性を育む
ために

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

都民一人ひとりが生涯を通じて
自らの食のあり方について考
え、健全な食生活を実践する
力を身につけられるようにする

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）

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

楽しく食べて健康づくり～つく
る・育む・親しむ・食のみらい～

http://www.sangyo-
rodo.metro.tokyo.jp/plan/nourin/sho
kuiku/

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/c
z6/cnt/3plan.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

新潟県 平成29年度 平成32年度 生涯にわたる健康づくり 食に関する知識及び食を選択できる力の習得

家庭における共食を通じた子どもへの食育
の推進

望ましい食習慣の形成

新潟の食の理解と継承 望ましい食習慣の定着と継続

適正体重を維持するための知識の習得

災害時の食の備え

家庭での食育の実践

家庭を支える地域における食育の推進

食や生活に関する基礎の習得

生産者と消費者の交流の促進

食に関する体験活動の実践

新潟の食を生み出す農林水産業等への理解

富山県 平成29年度 平成33年度 富山の「食」に着目した食育の推進 食育県民運動の展開

ライフステージに応じた健康増進につながる
食育の推進

地産地消の推進や生産者と消費者の交流

食の安全・安心や食の循環を意識した食育
の推進

魅力ある食文化の継承・創造

子どもに対する食育の推進

若者世代に対する食育の推進

働き盛り世代・高齢者に対する食育の推進

食の安全確保の推進

食の循環や環境を意識した食育の推進

石川県 平成29年度 平成33年度 未来を担う子どもの健全な身体を培い、豊か
な心を育む

家庭における食育の推進

地域の食を次世代に伝え、地域社会の活性
化を図る

保育所、認定こども園、幼稚園、学校等における食
育の推進

県民一人ひとりが、健全な食生活を実践する
力を身につける

石川の伝統的な食文化の継承

消費者と生産者等との交流を通じた地産地消の推進

個人における食育の推進

食育を支える地域環境づくり

第2次新潟県食育推進計画
（改定）

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食を通じて、健全な心身を培
い、豊かな人間性を育む

第3期　富山県食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民が生涯にわたり健康で豊
かな生活を送る

第3次　いしかわ食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民一人ひとりが生涯にわたっ
て食を考える習慣を身につけ、
食を大切にする心を持ち、心身
ともに健康で、豊かな人間性を
育むことができること

https://www.kenko-
niigata.com/4/syokuiku/index.html

http://www.pref.toyama.jp/sections/
1600/syokuiku/syokuikusuisin/index
.html

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosod
ate/syokuiku/2018/documents/201
8-2/2018-2.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

福井県 平成26年度 平成30年度 [食育]ライフステージに応じた「しあわせ元
気」な食育活動の推進

妊産婦のいる家庭や就学前の子どもをもつ家庭への
食育活動の強化

[地産地消]消費者との「つながり」を活かした
地産地消の推進

畑作体験や直売所を活用した小学校、中学校におけ
る農林漁業体験等の拡充

[健康]栄養バランスのよい適切な食生活を通
じた健康づくりの推進

中高生以上を対象に食への理解、関心を高める講
習会の拡充

スポーツをする子ども達と保護者、指導者等への食
育指導

家庭・地域における食育活動の推進や食育リーダー
の育成

「おいしいふくい食べきり運動」の推進

「和膳」や「和食給食」の推進と「和食」による福井の
魅力の発信

消費者が求める身近な園芸品目の生産拡大

学校給食における県産食材の供給強化

直売所における直販活動の活性化

量販店や飲食店等への直販活動の拡大

6次産業化に取り組む農業者等の支援

特徴ある地域特産物の利用拡大

高齢期のうす味、低栄養予防の推進、運動機能の維
持推進

生涯にわたり食事をおいしく食べるための歯科保健
対策の推進

給食施設における適切な栄養管理・食事管理の推進

豊富な食材を活かした「ふくい健幸美食」による適切
な食生活の推進

「越のルビーをもう1個運動」など県産野菜食の推進

山梨県 平成28年度 平成32年度 生活の場面やライフステージに応じた切れ目
のない食育の推進

家庭における食育の推進

地産地消の推進や生産者と消費者との交流
の促進、食文化の継承

学校、保育所等における食育の推進

食育県民運動の展開 地域における食育の推進

食品の安全性や栄養等の食生活に関する情
報の提供

地産地消の推進や生産者と消費者との交流の促進

食文化の継承

食育県民運動の展開

食品の安全性や栄養等の食生活に関する情報の提
供

第3次やまなし食育推進計画 他施策を兼ねる すべての県民が、生涯を通じて
心身ともに健康で生き生きと暮
らしていくため、山梨の風土や
文化等の特性を活かしながら、
県民一人ひとりが「食」の大切
さの意識を高め、健全な食生
活を実践するとともに、豊かな
人間性を育てます。

ふくいの食を通じて健康で豊か
な生活を実現する

他施策を兼ねる第2次　ふくいの食育・地産地
消推進計画

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021
033/shokuiku-tisan/3jikeikaku.html

http://www.pref.yamanashi.jp/shoku
hin-st/shokuiku/dai3ji-
suishinkeikaku.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

長野県 平成30年度 平成34年度 若い世代への食育 保育所・学校関係者等の資質向上を支援

世界一の健康長寿を目指す食育 共食の場を支援

食の循環と地域の食を意識した食育 若い世代に対して食の「学び」を支援

信州の食を育む環境づくり 働き盛り世代の「食」を支援

外食・中食における健康づくりの推進

高齢者の「食」に関する普及・啓発

食文化の継承・ ”地産地消”の推進

食品ロス削減・食品安全の取組

「食育」についての普及・啓発

食育を推進するための人材育成

信州の「食」に関する情報発信

関係者における食育の推進方策の検討

岐阜県 平成29年度 平成33年度 多様な暮らしを支える食育の推進 家庭、職場及び地域社会における食育の推進

食の循環や環境に配慮した食農教育と地産
地消の推進

学校、保育所、医療機関等における食育の推進

社会環境づくりの推進と、県民とともに進める
県民運動の展開

生産者と消費者との交流の促進

農林水産業の活性化及び農林水産業者への支援

地産地消の促進

食文化の継承のための支援

食育の推進に関する普及啓発

県民の意見の反映

信州の食でつながる、人づくり・
地域づくり

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

信州の食でつながる、人づく
り・地域づくり-長野県食育推
進計画(第3次）-

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-

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

「食」に関する知識と「食」を選
択する力を習得し、「食」を生み
出す「農」の重要性を認識しな
がら健全な食生活を実践する
ことができる人を育てること

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko
-
choju/kenko/kenko/kenko/shokuji/s
uishin.html

http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/ke
nko/shokuiku/
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

静岡県 平成26年度 平成34年度 「食を知る」食に関する基礎知識の習得 望ましい食生活・食べ方に関する知識の普及や情報
提供

「食をつくる」食をつくる機会の充実 食品の安全に関する教育活動

「食を楽しむ」食への関心の高揚と食文化の
伝承

食をつくりだす自然環境についての意識啓発

「食の環境づくり」食育を推進するための体
制づくり

料理等を体験する機会の充実

農作業等を体験する機会の提供

食への関心と理解を深める機会の提供

地域の食材や食文化を楽しむ機会の提供

食育を推進する人材の育成等

食の環境整備

推進体制の整備

愛知県 平成28年度 平成32年度 食を通じて健康な体をつくります バランスのとれた規則正しい食生活の実践

食を通じて豊かな心を育みます 生活習慣病や過度な痩身等の予防

食を通じて環境に優しい暮らしを築きます 食の安全に関する信頼の構築

食育を支える取組 食を楽しむゆとりの確保

体験や交流を通じた豊かな人間性の育成と食の理
解促進

日本の食文化や郷土料理等の理解と継承

食生活における環境への配慮の徹底

農林水産業への理解と地産地消の一層の促進

農林水産業や食品産業における環境への配慮の徹
底

食育にかかる人材の育成と活動の充実

関係者の役割分担とネットワークの充実

いいともあいち運動の推進

三重県 平成28年度 平成32年度 赤ちゃんからお年寄りまでの食育 家庭における食育の推進

みえの地物で食育 学校、保育所等における食育の推進

みんなで食育 地域における食育の推進

食卓囲んでコミュニケーション

学ぼう、食の安全・安心

あいち食育いきいきプラン2020
-第3次愛知県食育推進計画-

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食育の実践による健康で活力
ある社会の実現

赤ちゃんからお年寄りまで　み
えの地物でみんなで食育！

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

第3次三重県食育推進計画
赤ちゃんからお年寄りまで　み
えの地物でみんなで食育！

食を通して人をはぐくむ他施策を兼ねる0歳から始まるふじのくにの食
育　ふじのくに食育推進計画
第3次静岡県食育推進計画

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/
ko-430/BU_20120601_19/03-4.html

https://www.pref.aichi.jp/shokuiku/s
hokuikunet/plan/index.html

http://www.pref.mie.lg.jp/CHISANM/
HP/23011022740.htm
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

滋賀県 平成30年度 平成35年度 子どもから大人までの生涯にわたる食育の
推進

家庭における食育推進

地域の食文化継承と環境と共生する滋賀な
らではの食育の推進

学校、保育所等における食育推進

県民との協働による食育運動の展開 地域、企業等における食育推進

豊かな高齢期のための食育推進

情報の共有・発信

もったいないの心と地域の食文化の継承

地産地消の推進

生産者と消費者の交流促進

安全・安心で琵琶湖に優しい「環境こだわり農業」の
推進

食育推進体制の整備

食育推進活動者等の育成・支援

食育推進運動の普及・定着

京都府 平成28年度 平成32年度 世代に応じた食育の推進 子どもや若い世代に対する食育の強化

健康増進につながる食育の推進 健康増進に関連した食に関する正しい知識の普及活
動の強化

家庭における食育の推進 朝ご飯を毎日食べる運動の強化

ライフスタイルの多様化に対応する食育の推
進

家庭以外における食事の大切さの啓発活動の強化

京都ならではの食育の推進 食文化の継承対策の強化

大阪府 平成30年度 平成35年度 健康的な食生活の実践と食に関する理解の
促進

健康的な食生活の実践の促進

ライフステージに応じた食育の推進 食の安全安心の取組み

食育を支える社会環境整備 生産から消費までを通した食育の推進

多様な主体による食育推進運動の展開

多様な主体が参画したネットワークの強化

兵庫県 平成29年度 平成33年度 すべての県民がさらに食育活動をすすめ、元
気な地域をつくる

若い世代を中心とした健全な食生活の実践

県民が生涯にわたり健全な食生活を実践す
ることができるよう、すべての関係者で食に
関する環境の整備を図る

健やかな暮らしを支える食育活動の推進

“ひょうごらしさ”を活かした食育をすすめる
(ひょうごの五つの国(地域）の特徴、震災の
経験と教訓)

食や「農」に積極的に関わる活動の推進

食育推進のための体制整備

第3次大阪府食育推進計画
「おおさか・元気な食」プラン

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

全ての府民が健やかで心豊か
に生活できる活力ある社会～
いのち輝く健康未来都市・大阪
の実現～

食育推進計画　第3次　～食で
育む　元気なひょうご～”プラ
ス１の食育実践”

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

心身の健康の増進と豊かな人
間形成、明るい家庭と元気な
地域づくりの実現

滋賀県食育推進計画(第3次) 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民一人ひとりが輝ける健や
かな滋賀の実現～食で育む
元気でこころ豊かにくらす滋賀
～

第3次京都府食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

府民が食に関わる全ての人と
ともに、毎日の食を正しく選ぶ
ことができる「食選力」と、それ
をしっかり食べるための「調理
力」を向上させ、生涯にわたっ
て心身を健康に保つとともに豊
かな人間関係の中で、それぞ
れの家庭や企業、産業や地
域、京都府の未来が輝き続け
ること

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/k
enkouiryouhukushi/kenkou/15204.ht
ml

http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/s
uishin-plan.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozu
kuri/syokuiku/syokuikukeikaku3.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/hw
13_000000036.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

奈良県 平成30年度 平成34年度 健康づくりを推進するための食育 減塩対策の充実

次世代の健全な食習慣形成のための食育 野菜摂取量の増加に向けた取組の充実

奈良県の食の魅力向上のための食育 バランスの良い食生活の実践支援

食育を支える食環境づくり 生活習慣病の発症・重症化予防のための食生活改
善支援

高齢者の低栄養予防の充実

妊産婦・乳幼児の栄養指導の充実

保育所（園）・幼稚園等における「食」に関する体験の
推進

小・中・高等学校における食育の指導・体制の充実

学校給食を活かした食育の推進

県産農産物のブランド力の向上

販売プロモーションの強化

地産地消の推進

食文化の継承

食に関するリスクコミュニケーションの推進

食品衛生監視指導計画に基づく監視指導

奈良県HACCP自主衛生管理認証制度(ならハサッ
プ）の推進

食（食育）の担い手の育成と活動支援

県と市町村の連携による食育の推進

多様な主体による食育推進の連携強化

第3期奈良県食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

「食」を通して健全な心身を培
い、豊かな人間性を育む

http://www.pref.nara.jp/49583.htm
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

和歌山県 平成30年度 平成34年度 若い世代を中心とした食育の推進 就学前の子供に対する食育の推進

健康寿命の延伸につながる食育の推進 学校における食に関する指導の充実

多様な暮らしに対応した食育の推進 学校給食の充実

食の循環や環境を意識した食育の推進 生活習慣病の予防・改善にむけた食生活の推進

食文化の継承に向けた食育の推進 健康づくり運動の推進

「和歌山県食育月間」の普及・定着

「共食」の推進

地域や関係団体との連携

地産地消の推進

体験活動を通した食の学習の推進

食品関連事業者等と連携した食育の推進

食の安全・安心に関する知識の啓発

地域の特色ある食文化の理解と伝承

生産者と消費者の交流促進

ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等

鳥取県 平成30年度 平成35年度 豊かな人間性を育む食育～「栽培・料理・共
食」の実践～

ライフステージに応じた健全な食習慣を実践する

食のみやこである鳥取県の特性を活かした
食育

食に対する感謝の心を養う

食の循環や環境を意識した活動を実践する

豊かな食文化を継承する

食に関する正しい知識を持つ

島根県 平成29年度 平成34年度 生涯にわたる食育を推進し、特に若い世代
(高校生、大学生、子育て中の親世代を含む
20～30歳代）への食育が進むよう努めます

家庭における食育の推進

県民の身近なところで、食に関する「おいし
い・たのしい・ためになる」体験の場づくりを推
進します。

保育所、幼稚園、学校等における食育の推進

食育活動への県民の主体的な参加や、関係
団体の連携・協力などによって形成される地
域力を生かし、多様な暮らしに対応し、また

地域における食育の推進

関係機関・団体等の連携による食育の推進

食のみやことっとり～食育プラ
ン（第3次）～

他施策を兼ねる 食を通じて健やかに「生きる
力」を育み、心身ともに充実し
た生活を実現する

島根県食育推進計画　第三次
計画～みんなで広げよう食育
の輪！　生かそうしまねの豊
かな地域力～

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民一人一人が「食べる知恵」
を身につけ、食への「感謝の
心」を養い、生涯にわたって心
身の健康増進と豊かな人間形
成を目指すことができるよう、
食育をとおして、「生きる力」を
育みます。

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

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

県民みんなが学び、理解し、実
践できる食育の推進

https://www.pref.wakayama.lg.jp/pre
fg/070300/syokuiku1/wakayamasyo
kuiku/plan.html

http://www.pref.tottori.lg.jp/shokuik
u/

http://www.pref.shimane.lg.jp/medic
al/kenko/kenko/syokuiku/shokuchis
hiki/shokuiku_plan3.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

岡山県 平成30年度 平成34年度 人と人をつなぐ 家庭における食育の推進

健康な体をつくる 地域における食育の推進

豊かな心を育む 学校園・保育所等における食育の推進

生産流通等における食育の推進

県民が実践できる食育の推進

広島県 平成30年度 平成35年度 すべての県民が、健康寿命の延伸につなが
る食について考え、実践しています

家庭における食育の推進

子供や若者たちが、様々な生活状況におい
ても、健やかな食生活を送っています。

職場における食育の推進

すべての県民が、食に関する学びと体験を
通して、食を取り巻く環境を考えています。

保育所、幼稚園等における食育の推進

全ての県民が、地域の伝統的な食文化や地
域の特性を生かした食生活を大切にしていま
す。

学校における食育の推進

県民一人ひとりの食育の実践につながる社
会環境が整っています。

地域における食育の推進

生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれ
た農林漁業の活性化等

食文化の継承のための取組の促進

食品の安全性、食育に関する情報提供及び普及啓
発

食育推進運動の展開

山口県 平成29年度 平成33年度 若い世代を中心とした食育の推進 家庭における食育の推進

多様な暮らしに対応した食育の推進 学校、保育所等における食育の推進

健康寿命の延伸につながる食育の推進 地域における食生活の改善のための取組の推進

食の循環や環境を意識した食育の推進 食育推進運動の展開

食文化の継承に向けた食育の推進 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれ
た農林漁業の活性化等

食文化の継承のための活動への支援等

食品の安全性に関する情報提供等

食でつながる　ひとづくり　地域
づくり

岡山県　食の安全・食育推進
計画

他施策を兼ねる 食を通じた健康な人づくり・地
域づくり～実践の環を広げよう
～

第3次広島県食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

あらゆるライフステージにおけ
る多様な暮らしの中で、食に関
する知識を身につけ、判断力を
養い、適切な食生活を実践す
ることにより、いつまでも健やか
な生活を送ることができる広島
県を実現します。

第3次やまぐち食育推進計画 食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

http://www.pref.okayama.jp/page/33
4058.html

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/63/shokuikukeikaku.html

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms
/a15200/shokuiku/syokuiku3.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

徳島県 平成28年度 平成32年度 健康寿命の延伸につながる健全な食生活の
実践

ライフステージに応じた健全な食生活の実践

食の安全・安心に関する正しい知識の習得と
理解の促進

生活場面における食育の推進

食文化の継承や農林水産業への理解の促
進

食の安全・安心確保のための相互理解の促進

食育活動の促進を図るネットワーク体制の充
実

自らの食を自らの判断で正しく選択する力の育成

多様な手段による正確な食情報の提供

災害時の食のあり方に関する情報提供

地域の食文化の保護・継承

生産者と消費者との交流や体験活動による農林水
産業への理解促進

食の循環、環境を意識した食育の推進

地産地消の推進

食育推進運動に関わる人材の育成

行政、食に関係する様々な関係者や団体間の連携
の促進

香川県 平成28年度 平成32年度 食を通じた人づくり 家庭における食育の推進

かがわの食文化を通じた地域づくり 学校・保育所等における食育の推進

よりよい食のための環境づくり ライフステージに応じた食育の推進

かがわの食文化の継承

地産地消の取組みの推進

食と農水産への理解の促進

食育推進のための県民運動

食の安全・安心の推進

関係団体等との連携・協働による食育の推進

「健やか・だんらん・地産地消」
徳島す・だ・ち大作戦　徳島県
食育推進計画（第3次）

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

食を大切に考え、食を通して豊
かな人間性を育む

第3次　かがわ食育アクション
プラン

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

生涯にわたって心身ともに健や
かな県民生活の実現

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ipp
annokata/kurashi/shohiseikatsu/201
6052400253/

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenko
somu/shokuiku/question/promotion_
plan3.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

愛媛県 平成29年度 平成33年度 家庭・学校・地域等、それぞれの役割に応じ
た食育の推進

家庭における、望ましい食習慣や生活リズムの向上

環境と調和のとれた農林水産業と食文化に
根ざした食育の推進

家庭における、青尐年及びその保護者に対する食育
の推進

県民運動としての食育の推進 学校における、食に関する指導の充実

ライフステージに応じた食育の推進 学校における学校給食の充実

学校、幼稚園、保育所等における、食育を通じた健
康状態の改善等の推進

幼稚園、保育所等における、就学前の子どもに対す
る食育の推進

地域における、食生活改善活動

地域における、人材の育成

地域における、行政や医師会、栄養士会等関係団体
における食育の推進

地域における、農林漁業者等、食品関連事業者等と
連携した食育の推進

地域における、生活習慣病の予防及び改善につなが
る食育の推進

地域における、歯科口腔保健における食育の推進

地域における、高齢者に対する食育の推進

地域における、若者に対する食育の推進

地域における、貧困の状況にある子どもに対する食
育の推進

子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費
者への情報提供

農林漁業者等による食育の推進

地産地消の推進

農林漁業者等や食品関連事業者等における環境へ
の配慮

ボランティア活動等における取組

学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の
活用

食育推進運動の展開における連携・協力体制の確
立

ボランティア活動等民間の取り組みへの支援

食育月間及び食育の日の普及

食品の安全性や栄養等に関する情報の提供

幼年期における生涯にわたる食育のはじまり

尐年期において共食を大切にし、食について知らな
いことを学ぶ

第3次愛媛県食育推進計画
みんなで！楽しく！バランスよ
く！　愛ある食卓元気なえひめ

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

元気な人づくりのために、全て
の県民が、生涯を通じて心身と
もに健康でいきいきと暮らして
いくこと

http://www.pref.ehime.jp/h25500/sh
okuiku/index.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

青年期において食を自己管理し、望ましい生活習慣
に努める

壮年期において自分や家族の健康管理につとめ、食
について知っていることを教える

中年期において、生活習慣病予防を実践し、食につ
いて学ぶ・教える過程に協力する

前期高年期において、食を楽しみ、食の経験を次世
代の人々に伝える

後期高年期において、食を楽しみ、食の経験を次世
代の人々に伝える

高知県 平成30年度 平成35年度 高知家の未来を担う子どもの食育の推進 基礎的な食に関する知識の習得

健康長寿を実現する食育の推進 食の実践力の獲得

食の理解と継承 食の楽しさ・食事のマナーの定着

食を育む環境づくり 減塩や野菜摂取量を満たすバランスのとれた食生活
の実践

生活習慣病の予防と改善

健康寿命を延ばす低栄養の予防

豊かな食生活のための歯と口の健康づくり

食への感謝や食文化の継承

食の安全・安心の確保

地産地消の推進

災害時の栄養・食生活支援の取組

食育に関する人材育成

企業や関係団体などとの連携

県民運動の推進

第3次愛媛県食育推進計画
みんなで！楽しく！バランスよ
く！　愛ある食卓元気なえひめ

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

元気な人づくりのために、全て
の県民が、生涯を通じて心身と
もに健康でいきいきと暮らして
いくこと

第3期　高知県食育推進計画 食を通じて豊かな人間性を育
み、健全な食生活を営む力を
養う

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

http://www.pref.ehime.jp/h25500/sh
okuiku/index.html

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1
31601/syokuikukeikaku.html

18
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

福岡県 平成30年度 平成34年度 家庭・地域における食育の推進 食生活改善による健康づくりの推進

学校における食育の推進 県民の健全な食生活を支援する環境づくり

農林水産業への理解促進による地産地消の
推進

食文化の継承

食育・地産地消県民運動の推進 食生活改善の担い手の育成

健康づくりや食の安全に関する情報発信

食に関する指導の充実

学校給食の充実

家庭・地域等と連携した取組の推進

県産農林水産物の利活用の推進

食と農林水産業を応援する県民の輪の拡大

体験を重視した交流等による農林水産業への理解
促進

交流促進のための環境づくり

食品ロス削減の推進

県民会議を中心とした県民運動の展開

市町村と連携した地域段階での食育・地産地消の取
組を推進

福岡県食育・地産地消推進計
画　県民と育むふくおかの食と
農林水産業

他施策を兼ねる ○県民の健康で豊かな生活の
実現○食を支える農林水産業
への県民の理解と支持の拡大

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/conten
ts/shokuikuchisanchishokeikaku.html
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http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shokuikuchisanchishokeikaku.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shokuikuchisanchishokeikaku.html


都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

佐賀県 平成28年度 平成32年度 多様なくらしへの対応・健康長寿に貢献する
食育の推進

若い世代や高齢者などの単身世帯に対する食育活
動

若い世代を中心とした食育の推進 家族だんらんの機会を増やすための社会環境の整
備

佐賀の宝・食文化を守り継承する食育の推
進

成長期、若い世代の生活リズム向上のための食育
活動

生産から食卓まで食の循環や環境を意識し
た食育の推進

生涯にわたり「適切な量と質の食事」が実践・定着で
きる食育活動

多様な団体との連携・協働による基盤の広が
り

若い世代（10代、20代:以下同様）の単身世帯に対す
る食育活動

成長期、若い世代の生活リズム向上のための食育
活動

若い世代に「適切な量と質の食事」が実践され、定着
する食育活動

若い世代が次世代につなげるための食育活動(親教
育に繋がる活動）

本県の豊かな農林水産物を誇りに思い、活用度を高
める食育活動

県産農林水産物の利用により「適切な量と質のバラ
ンスの取れた食事」を実践する食育活動

和食の良さを理解し、佐賀に育まれた郷土料理など
食を伝承する食育活動

正しい箸の持ち方など食事のマナーを定着させる食
育活動（学校、保育所等）

自然の恩恵と食に関わる人々への感謝の念を育む
食育活動

食べ物をもっと大切に消費していく意識を高める食育
活動

市町の食育推進への支援

保育園・幼稚園の食育計画の未策定の解消

食育広報活動の充実

栄養教諭、管理栄養士、食育ボランティアなどの人
材確保

効果的取組のノウハウの集積・活用　成果をもたらす
食育活動の仕組みづくり

食育の評価のための指標のモニタリング

第3次佐賀県食育推進基本計
画　早ね・早起き・朝ごはん

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

佐賀の賢人を育てる https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00350
899/index.html
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https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00350899/index.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00350899/index.html


都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

長崎県 平成28年度 平成32年度 健やかな身体の発達と健康づくり 健康づくりに配慮した食生活

健やかな心と豊かな人間形成 生活習慣病の予防

望ましい食習慣と正しい知識・判断力の習得 若い世代へのアプローチ

伝統的な食文化の継承 食の楽しさの実感

食に関する感謝

基本的な生活習慣の習得

食への関心と知識の習得

環境に配慮した食生活

地場産品や郷土料理への関心

熊本県 平成30年度 平成35年度 健康寿命の延伸につながる食育の推進 健康づくりや生活習慣病予防のための食育の推進

食の自立に向けた食育の推進 健康メニューや食材及び食品表示等情報の提供

社会生活や地域の中での食育の充実 様々な場面における適切な食事選択力の向上

多様な関係者の連携、協働の強化による食
育の推進

災害時の食に備える力の向上

安全安心な暮らしを支える食環境の整備の
促進

多様な暮らしに対応した食育の推進

家庭や地域における食育の推進

保育所、幼稚園、学校、職場等における食育の推進

食文化の継承と新たな食の創造

食の取組共有の場の提供と連携の強化

食に携わる人材の育成と体制整備

食に関する調査研究、情報の発信

健康メニューや食材及び食品表示等情報の提供

環境及び安全安心に配慮した地産地消の推進

災害時の食を守る取組みの推進

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～

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

豊かな食(食生活・食文化・食
環境)が持続するくまもと

第三次長崎県食育推進計画
～いただきます　元気　ながさ
き　おいしか県～

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

「健康で文化的な県民の生活・
豊かで活力のある社会の実
現」に寄与するため、人間が生
きるうえでの基本である食の充
実を図り、「食に興味を持ち、実
践できる人を増やす」

https://www.pref.nagasaki.jp/shokuh
in/shokuiku/suishin/list.php?ct_id=6

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_2
3174.html
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https://www.pref.nagasaki.jp/shokuhin/shokuiku/suishin/list.php?ct_id=6
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

大分県 平成28年度 平成32年度 情報の収集・共有・発信と普及・啓発 情報の収集・共有・発信

健やかに食を楽しむ心豊かな人づくり・活力
ある地域づくり

普及・啓発

食育活動者への支援

食べ物を選ぶ力

地域素材や旬の味がわかる力

地域の食文化を活かした料理ができる力

食べ物のいのちを感じる力

元気な体がわかる力

食卓でマナーを学ぶ力

宮崎県 平成28年度 平成32年度 身体の健康に関する推進施策 県民の食を選択する力づくりの推進

心の健康に関する推進施策 県民の食への理解醸成に向けた県民運動の展開

宮崎ならではの食生活づくりの推進施策 県民の食生活と健康に関する調査及び情報提供

県民の心を豊かにするための機会の創出

もったいないプロジェクトの推進

県民の心身を健康にするための新しい食生活の提
案

県民に愛され、選ばれる宮崎の食づくりの推進

「健康長寿日本一」Karada
Good な宮崎づくり　（宮崎県食
育・地産地消推進計画）

他施策を兼ねる 宮崎の豊かな食で育む「健康
長寿日本一」

第3期　大分県食育推進計画
～”うまい・楽しい・元気な大
分”を目指して～

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

うまい・楽しい・元気な大分 http://www.pref.oita.jp/site/syokuik
u/dai3ki-shokuikukeikaku.html

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/miya
zaki-
brand/shigoto/nogyo/syokuiku_plan.
html
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http://www.pref.oita.jp/site/syokuiku/dai3ki-shokuikukeikaku.html
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都道府県名 計画名 計画の位置づけ 計画開始年度 計画終了年度 基本理念 基本方針 基本施策 URL

鹿児島県 平成28年度 平成32年度 家庭における「食育」の推進 望ましい食習慣の形成や知識の習得に向けた取組
の推進

学校、保育所等における「食育」の推進 家庭と地域等が連携した「食育」の推進

地域、職域等における「食育」の推進 幼尐期から食文化に触れることのできる「食育」の推
進

すべての県民を対象とした幅広い「食育」の
推進

学校における「食育」の指導体制の充実

量販店、直売所など県産農林水産物の販売
拠点の充実強化

学校給食等を活用した「食育」の推進

生産・流通・消費各段階を取り込んだ地域食
材供給ネットワークの構築

農林水産業の体験活動等の展開

県内飲食店、病院、学校等における県産農
林水産物の利用促進

本県の農山漁村の特色を活かした「食育」の推進

農林水産業への理解促進及び県産農林水
産物の情報発信力の強化

本県の多様な食文化の継承活動への支援

若い世代や高齢者に対する「食育」の取組推進

食育推進ボランティア、ＮＰＯ法人、企業等多様な主
体による「食育」の推進

健全な食生活に関する情報発信

食の安心・安全に関する取組の推進

県内量販店等の販売拠点づくりの推進

安心・安全な農林水産物の供給支援

生産者、流通事業者、実需者等、関係事業者間の
ネットワーク構築

地産地消の取組主体確保と活動への支援

幅広い分野の業態との連携による県産農林水産物
の利用促進

農林水産業への理解促進による県産農林水産物の
消費拡大

消費者に対する情報発信の強化

地産地消を応援する者の確保と活動への支援

沖縄県 平成30年度 平成34年度 県民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
を目指す

家庭における食育の推進

様々な体験活動等を通じて、食に関する感
謝の念や理解を深める

学校、保育所等における食育の推進

地域の特性に配慮し、県民運動としての食育
を推進する

地域、職域における食育の推進

子供が楽しく食について学ぶことができる取
組を推進する

生産者と消費者の交流促進

食に関する体験活動、食育の推進活動を実
践できる取組を推進する

食文化の普及・継承に向けた食育の推進

伝統的な食文化、環境と調和した生産と消費
等に配慮し、県産農林水産物への理解を深
めるとともに、生産者と消費者の交流を促進

食品の安全・安心の確保

食に関する幅広い情報の提供及び意見交換
を推進する

県民運動としての食育推進における普及啓発、協力
体制の確立

県民が生涯にわたって健全な
心身を培い、豊かな人間性を
はぐくむことができるよう、県民
ひとりひとりが食の大切さを理
解し、食に関する知識と選択力
を習得し、健全な食生活を実践
すること

食育基本法に基づく都道
府県推進計画として独立

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～

かごしまの”食”交流推進計画
（第3次）～地産地消を基本とし
た健康で豊かな食生活の実現
のために～

他施策を兼ねる 「地産地消を基本とした健康で
豊かな食生活の実現」

https://www.pref.kagoshima.jp/ag01
/sangyo-
rodo/nogyo/syokuiku/koryu/syokuik
u3.html

http://www.pref.okinawa.jp/site/hok
en/kenkotyoju/kenko/syoku-
puran.html
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