
都道府県食育推進計画改定予定調査結果一覧 
平成 22年 6月 1日現在 山梨県消費者安全・食育推進課調査 

策定予定 次期計画策定方法 番

号 

地方公共 

団体名  
計画名称 

計画期

間 有○ 策定事由 策定時期 策定方法 備考 
普及啓発 

1 北海道  
どさんこ食育推進プラン（北海道

食育推進計画（第２次）） 
21 ～ 25 ○ 計画期間終了

Ｈ25 年度

中 
外部・庁内 北海道食の安全・安心委員会 今後検討 

2 青森県  青森県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 国計画策定 H23年3月 その他 未定 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

3 岩手県  岩手県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 終了・国計画 未定 未定   Ｈ２３当初予算に向け検討中 

4 宮城県  宮城県食育推進プラン 18 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年3月外部・庁内   検討中 

5 秋田県  
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） 
23 ～ 27 ○ 終了・国計画 H23年3月外部委員会 「食の国」あきた推進会議 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

6 山形県  夢未来やまがた食育計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部委員会 検討中 検討中 

7 福島県  
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」 
22 ～ 26 ○ 計画期間終了 H27年3月外部・庁内 

福島県食育推進ネットワーク会

議 

県、市町村、関係団体それぞれが

実施する事業を通して普及啓発 

8 茨城県  茨城県食育推進計画 19 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部委員会 条例によらない委員会を設置 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

9 
栃木県  とちぎの食育元気プラン 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月 その他 

食育推進連絡会からの意見聴

取等 

計画本体はＨＰ掲載。概要版のみ

印刷配布。 

10 群馬県  ぐんま食育こころプラン 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部・庁内   Ｈ２３当初予算に向け検討中 

11 埼玉県  埼玉県食育推進計画 20 ～ 24 ○ 計画期間終了 H25年2月外部委員会 埼玉県食育推進検討会議 
Ｈ23 に県民栄養調査実施し、Ｈ２

５に向けて検討 

12 千葉県  
元気な「ちば」を創る「ちばの豊か

な食卓づくり」計画 
20 ～ 23 ○ 計画期間終了 H24年4月外部委員会 千葉県食育推進県民協議会 H２３年度において検討 

13 東京都  東京都食育推進計画 17 ～ 22
現計画指標の達成度を評価し策

定の要否を検討 
未定     

14 神奈川県 
神奈川県食育推進計画（食みらい

かながわプラン） 
20 ～ 24 未定 終了・国計画 H25年3月未定     

15 新潟県  新潟県食育推進計画 19 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部・庁内 新潟県食育推進協議会 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

16 富山県  富山県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部委員会 富山県食育推進会議 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

17 石川県  いしかわ食育推進計画 19 ～ 23 ○ 計画期間終了 H24年3月外部・庁内 
いしかわ食育推進計画策定委

員会（仮称） 
今後検討 

18 福井県  ふくいの食育・地産地消推進計画 21 ～ 25 未定 未定 未定 未定     

19 山梨県  やまなし食育推進計画 18 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年6月外部委員会 食育推進計画調査検討会 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

20 長野県  長野県食育推進計画 20 ～ 24 ○ 未定 未定 未定 未定   

21 岐阜県  岐阜県食育推進基本計画 19 ～ 23 ○ 計画期間終了 H24年3月外部・庁内 県民意見の募集等 市町村、関係機関、団体を通じた普及 

22 静岡県  静岡県食育推進計画 19 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年4月 その他 庁内会議＋外部有識者 第６回食育推進全国大会（Ｈ
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23/6/18-19）実施 

23 愛知県  あいち食育いきいきプラン 19 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年6月外部委員会 愛知県食育推進会議他 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

24 三重県  三重県食育推進計画 19 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月庁内プロ   検討中 

25 滋賀県  
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～ 
19 ～ 23 ○ 終了・国計画 検討中 外部委員会   検討中 

26 京都府  京都府食育推進計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月 その他 今後調整 今後調整 

27 大阪府  大阪府食育推進計画 19 ～ 23 ○ 終了・国計画 未定 外部委員会 大阪府食育推進計画検討会 国の第２次計画策定状況を見守っている。 

28 兵庫県  
食育推進計画～食で育む 元気

なひょうご～ 
19 ～ 23 ○ 計画期間終了 H24年3月外部・庁内 

食の安全安心と食育審議会食

育推進部会 
Ｈ２４年度予算に向けて検討中 

29 奈良県  奈良県食育推進会議 19 ～ 23 ○ 終了・国計画 H24年3月外部委員会 奈良県食育推進会議 今後検討 

30 和歌山県 
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 
19 ～ 23 ○ 終了・国計画 

Ｈ24 年度

中 
庁内プロ   Ｈ２４年度予算に向けて検討中 

31 鳥取県  食のみやことっとり～食育プラン～ 20 ～ 24 未定 未定 未定 未定     

32 島根県  島根県食育推進計画 19 ～ 23 ○ 計画期間終了 未定 外部委員会     

33 岡山県  岡山県食育推進計画 19 ～ 24 未定 未定 未定 未定     

34 広島県  広島県食育推進計画 20 ～ 24 ○ 計画期間終了 H24年3月外部委員会 広島県食育推進会議 今後検討 

35 山口県  やまぐち食育推進計画 19 ～ 23 未定 未定 未定 未定     

36 徳島県  徳島県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年3月庁内プロ   検討中 

37 香川県  かがわ食育アクションプラン 19 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年3月外部・庁内   Ｈ２３当初予算に向け検討中 

38 愛媛県  愛媛県食育推進計画 19 ～ 22 ○ 終了・国計画 
計画期間延

長検討中 
外部委員会 食育推進部会   

39 高知県  
「おいしい！楽しい！元気な高知

県！！」高知県食育推進計画 
19 ～ 23 ○ 終了・国計画 H24年3月外部委員会 高知県食育連携推進協議会 未定 

40 福岡県  ふくおか食と農推進基本方針 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月 その他 
食育の推進について協議する

推進会議において 
検討中 

41 佐賀県  佐賀県食育推進基本計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部委員会 食育推進委員会 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

42 長崎県  
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～(第２次) 
23 ～ 27 ○ 終了・国計画 H22年12月 外部・庁内 

食育推進地域ネットワーク、パ

ブコメ 
検討中 

43 熊本県  熊本県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月外部委員会 健康食生活・食育推進連携会議(仮称） Ｈ２３当初予算に向け検討中 

44 大分県  大分県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月庁内プロ   
Ｈ22 末概要版作成。Ｈ23 予算に

向けて検討中。 

45 宮崎県  宮崎県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 計画期間終了 H23年3月庁内プロ   未定 

46 鹿児島県 かごしまの”食”交流推進計画 14 ～ 22 ○ 終了・国計画 H23年3月外部・庁内 かごしまの”食”交流推進会議 Ｈ２３当初予算に向け検討中 

47 沖縄県  沖縄県食育推進計画 18 ～ 22 ○ 未定 未定 未定   Ｈ２３当初予算に向け検討中  


