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ⅠⅠⅠⅠ    計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって計画策定にあたって    

 １１１１    背景背景背景背景    

近年、全国的に、農業者の高齢化や後継者、担い手不足、農畜産物の価格の低迷などによ

り農業経営の継続が困難になってきており、遊休農地や耕作放棄地の増大が懸念されていま

す。さらに、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）や新たな水田農業政策など農業を取り

巻く環境は大きく変化しようとしています。 

また、生産技術の向上、輸送体制の多様化、輸入農産物の増加等により農産物の旬や季節

感が薄れつつあります。さらに土に親しむ機会の減少などにより、「農」と「食」の繋がりが

わかりにくくなっています。 

こうした中、食中毒の発生、福島第一原発事故に伴う放射性物質汚染の問題、食材の偽装

表示問題など、消費者の食に対する不安が高まっており、安全・安心な地元農畜産物を求め

る消費者が増加しています。 

国は、平成 22年 12 月に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律」（通称：六次産業化・地産地消法）を制定し、６次

産業化など地域の農林水産物の利用の促進に関する各種施策を実施しているところでありま

す。 

また、六次産業化・地産地消法第 41 条には、市町村が「地域の農林水産物の利用の促進に

ついての計画（地産地消促進計画）」を定めるよう努めることが明示されています。 

 

 ２２２２    「地産地消」の必要性「地産地消」の必要性「地産地消」の必要性「地産地消」の必要性    

 「地産地消」は、地元で生産された農畜産物を地元で消費しようという取り組みであると

ともに、地元のものを「食べる」だけでなく、「食」を通して消費者と生産者の相互理解を深

める取り組みでもあります。消費者にとっては、身近な場所で作られた新鮮な農畜産物が手

軽に入手できることや、生産者の顔が見え生産状況が確かめられることにより農畜産物に対

する安心感を持つことができるなどのメリットがあります。生産者にとっては、消費者のニ

ーズが把握しやすいことにより多品目少量生産や販売方法など多様な選択ができること、流

通コストの低減などのメリットがあります。地産地消の取り組みは、消費者と生産者が強く

結びつき「農」や「食」についての理解を深め、地元の農畜産物を大切にすることにより、

地域の農業や自然を守り、歴史や文化の継承、農業と関連産業の活性化、環境への負荷の軽

減など様々な効果が期待されます。 

本町において地産地消の促進は、町民の安全で安心な豊かな生活を守るためのまちづくり

としても期待されるものであり、生産から消費まであらゆる段階に関わるすべての町民が一

緒に作り上げようとする気概と情熱、それを実現できる仕組みづくりを進めるものです。 

 

 

３３３３    計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ    

   この計画は、地産地消の促進に向けて必要な施策を総合的かつ計画的に推進するためのも

のであり、六次産業化・地産地消法第 41 条第１項に基づく「地産地消促進計画」として位置
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付けるものです。 

また、本町が掲げる循環型のまちづくりと協働のまちづくりを基本に、関係計画と相互に

連携・補完しながら、効果的な推進を図るものとします。 

     

 

 

 

 

   町における「地産地消」に 

   町の最上位計画                    関連する計画                          

 

 

 

 

 

 

４４４４    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

この計画の期間は、平成 26 年度から平成 28 年度までの３年間とし、必要に応じて見直し

を行います。 

    

    

ⅡⅡⅡⅡ    現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題    

 １１１１    構造的な現状と課題構造的な現状と課題構造的な現状と課題構造的な現状と課題    

本町においても、農業従事者の高齢化や後継者・担い手不足、農畜産物の価格低迷等によ

り安定した収入が望めないなど、農業経営の継続が困難となっている農家も少なくない状況

です。町の基幹産業である農業を活性化し、維持していくためには、農地の集積や農家の法

人化・組織化を図るとともに、労働環境の改善や労働条件の充実を図るなど担い手を確保・

育成していく必要があります。また、農業収入を高めるためには、売上高の向上と生産効率

の改善が不可欠で、ニーズに合った品目の生産と、経営感覚の醸成と経営技術の浸透も必要

です。 

  

２２２２    生産生産生産生産活動に関する現状と課題活動に関する現状と課題活動に関する現状と課題活動に関する現状と課題    

本町の農畜産物は、品質がよく種類も豊富ですが、認知度が高くないのが現状です。町内

においても、地元農畜産物がどこで入手できるかわからない、産地直売所で販売している農

畜産物の調理方法がわからないなどの声も聞かれ、地元農畜産物の情報の不足が否めない状

況です。農業生産を維持し、高めるためには、地産地消を促進するとともに、都市圏への流

通・販売を強化する必要があります。そのためには、生産・流通販売の各段階における情報

発信力の向上に取り組み、町内外に向け地元農畜産物の魅力をより積極的に情報発信し、認

紫波町地産地消促進計画 

 

紫 波 町 総 合 計 画  

紫波町環境・循環基本計画 

紫波農業振興地域整備計画 

紫波町食育推進計画 

紫波町観光振興計画 

相互に連携・補完 
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知度を高める必要があります。また、町内産堆肥を使用した元気な土壌から生産される農産

物の差別化や６次産業化等による農畜産物の高付加価値化など、商品力の向上に取り組む必

要があります。 

  

 

３３３３    意識に関す意識に関す意識に関す意識に関する現状と課題る現状と課題る現状と課題る現状と課題    

   町内では、野菜などは自家消費している家庭が多く、また、町内には産地直売所が 10 ヵ所

あり、新鮮で安全・安心な農畜産物を入手しやすい環境にあることから、自然の豊かさや地

元農畜産物のすばらしさ、豊富さなど、町の魅力に気付いていない人も少なくありません。

消費者に地元農畜産物の理解と周知を図るためには、生産者や流通・販売に関わる人たちが、

地元農畜産物の良さを、自信を持って消費者に伝えることが不可欠です。そのためには、地

元農畜産物に関する知識や適切な情報発信の技術を習得する必要があります。 

また、生産者は消費者の志向に対する理解を、消費者は生産者に対する理解を深めるため、

消費者と生産者のコミュニケーションの場を充実させることが必要です。 

    

    

ⅢⅢⅢⅢ    計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方    

〔基本〔基本〔基本〔基本理念理念理念理念〕〕〕〕    

  「農」と「食」 結びつきが築く「紫波の豊かさ」を次世代へつなげよう 

 

 〔〔〔〔基本基本基本基本目標目標目標目標〕〕〕〕    

地域の農業が果たしている役割や町民の健康と命を支える「食」の重要性を理解し、豊かな

自然と気候風土の中で生産された地域の農畜産物を大切にし、生産者と消費者及び事業者が連

携・協働により町内で生産される農畜産物の利活用を促進するとともに、健康的な食生活の普

及と地域の活性化につなげていくため、次のとおり基本目標を定め、関係する施策を総合的に

取り組みます。 

 

 １１１１ 町内で生産される町内で生産される町内で生産される町内で生産される農農農農畜畜畜畜産物の地域内消費の促進産物の地域内消費の促進産物の地域内消費の促進産物の地域内消費の促進    

２２２２    信頼される農信頼される農信頼される農信頼される農畜畜畜畜産物の生産振興産物の生産振興産物の生産振興産物の生産振興    

３３３３    地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解を高めるを高めるを高めるを高める    

４４４４    生産と消費を結びつける生産と消費を結びつける生産と消費を結びつける生産と消費を結びつける交流の促進交流の促進交流の促進交流の促進 
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〔施策の体系〕〔施策の体系〕〔施策の体系〕〔施策の体系〕

基本理念基本理念基本理念基本理念 基本目標基本目標基本目標基本目標 基本施策基本施策基本施策基本施策 具体施策具体施策具体施策具体施策

４

生産と消費を結びつける交流の促進

３－２－２

地元農畜産物に対する理解の促進

１－１－１

家庭における地元農畜産物の利用の促進

１－１－２

学校給食における地元食材の利用の促進

１－１－３

児童施設や福祉施設における地元食材の利用の促進

１－１－４

飲食店・食品関連事業者等における地元食材の利用の促進

２－１－２

消費者のニーズに即した生産

３－１－２

地元農畜産物に関する情報発信

２－２－１

地元農畜産物の安定供給を支える担い手の育成

２－２－２

新たな担い手の育成・支援

４－２－２

豊かな自然や観光資源と農業資源をいかした農村と都市の交流の促進

４－２

地域資源をいかした交流の促進

３－２－１

本物のおいしさを伝える食育

４－１－１

産地直売所での販売体制の充実

３－３－１

郷土料理の継承と普及啓発

３－３－２

地域、学校等における交流・体験活動の実施

４－１－２

地元農畜産物の販売拠点の充実

３－２

食育による食の大切さの啓発

４－２－１

生産者と消費者の交流活動の促進

３－１－１

地産地消の普及啓発

「農」と「食」　結びつ

きが築く[紫波の豊かさ]

を次世代へつなげよう

２

信頼される農畜産物の生産振興

１－１

地元農畜産物の利用の促進

３－１

地産地消の普及啓発及び情報発信

１－２－１

地域資源を活用した新事業の創出等（６次産業化）の推進

２－１

安全安心なの農畜産物の供給促進

２－１－１

土づくりによる安全安心な農業の推進

３

地域農業と地元食材への理解を高める

１

町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進

３－３

地域の食文化の理解と継承

２－２

地元農畜産物の生産体制の充実

１－２

地元農畜産物の付加価値化

４－１

地元農畜産物の流通の拡充
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ⅣⅣⅣⅣ    地産地消の促進に向けた具体的な取り組み地産地消の促進に向けた具体的な取り組み地産地消の促進に向けた具体的な取り組み地産地消の促進に向けた具体的な取り組み    

基本基本基本基本目標目標目標目標１：１：１：１：    町内で生産される農畜産物町内で生産される農畜産物町内で生産される農畜産物町内で生産される農畜産物のののの地域内消費の促進地域内消費の促進地域内消費の促進地域内消費の促進    

地産地消を促進するためには、家庭や給食提供施設と飲食業者や食品加工業者

などの食品関連事業者が、農業者等と連携し、地元農畜産物の利用促進を図って

いくことが重要です。 

また、生産者や加工業者等による地元農畜産物を活用した加工品の開発や販売

を推進していく６次産業化が重要となっています。 

   

〔施策１〕地元農畜産物の利用促進 

   ① 家庭における地元食材の利用促進 

    ア 地元農畜産物、産地直売所の情報発信 

    イ 地元食材を使用したレシピの紹介 

    ウ イベント等での地元農畜産物の情報発信 

   ② 学校給食における地元食材の利用促進 

    ア 生産者と関係者との連携の強化 

    イ 地元農畜産物の有効活用 

③ 児童施設や福祉施設等における地元食材の利用促進 

    ア 地元農畜産物の情報提供 

   ④ 飲食店・食品関連事業者等における地元食材の利用促進 

   ア 飲食店等による地元農畜産物を活用したメニューの開発 

イ 地元農畜産物の情報発信 

   ウ 生産者と事業者等の連携の支援 

  

〔施策２〕地元農畜産物の付加価値化 

① 地域資源を活用した新事業の創出等（６次産業化）の推進 

  ア 地元農畜産物を利用した加工品開発への支援 

   イ 販路拡大に関する支援 

   

基本基本基本基本目標目標目標目標２：２：２：２：信信信信頼される頼される頼される頼される農農農農畜畜畜畜産物産物産物産物の生産の生産の生産の生産振興振興振興振興    

地産地消を促進するうえで、消費者や食品加工業者等のニーズを把握しながら、

信頼される安全・安心・新鮮な農畜産物を安定的に提供していくことが重要となっ

ています。 

そのため、これまでの生産活動の充実を図るとともに、より高品質な農畜産物を

安定的に生産するための土づくりや多品目少量栽培の取り組み、新たな作目の導入

など、消費者等のニーズに即した生産活動が求められています。 

また、この生産活動を持続的に行っていくためには、農業の担い手の確保・育成

の取り組みも併せて進めていくことが急務となっています。    
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〔施策１〕安全・安心な農畜産物の供給促進 

① 土づくりによる安全・安心な農業の推進 

    ア 有機堆肥を利用した「元気な土づくり」の推進 

    イ 減農薬・減化学肥料栽培の推進 

   ② 消費者のニーズに即した生産 

ア マーケティングによるニーズの把握 

 イ 産地直売所等での消費者との交流 

 ウ リピーターを増やすためのＰＲ 

 

〔施策２〕 地元農畜産物の生産体制の充実 

① 地元農畜産物の安定供給を支える担い手の育成 

    ア 農業関係団体と連携による担い手の支援 

    イ 地域による担い手の育成 

    ウ 持続的な農業経営を行える経営体の育成 

   ② 新たな担い手の育成・支援 

    ア 新規就農に関する情報提供 

    イ 地域における新規就農者支援 

 

基本基本基本基本目標目標目標目標３：３：３：３：地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解地域農業と地元食材への理解を高めるを高めるを高めるを高める    

地産地消の輪を広げていくには、消費者等が地元の農業や農畜産物への理解を深

め、郷土への関心を持ち、新鮮で安全・安心な地元農畜産物を積極的に利用しよう

とする意識を育てていくことが必要です。また、伝統ある優れた食文化を継承して

いくことが重要です。 

そのためには、地元農畜産物等の情報を、これまでの発信方法に加え新たなソー

シャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）などの媒体を活用し発信することによ

り、食育と地産地消を促進していくことが必要となっています。 

    

 〔施策１〕地産地消の普及啓発及び情報発信 

  ① 地産地消の普及啓発 

   ア 地産地消に関する意識を高める 

  ② 地元農畜産物に関する情報発信 

ア 産地直売所の情報提供 

   イ 生産者による情報発信 

   ウ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報発信 

   エ 消費者の口コミによる情報発信 

     

〔施策２〕食育による食の大切さの啓発    

        ① 本物のおいしさを伝える食育    
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 ア 地元食材の情報発信 

   イ 学校給食を通じた食育 

   ウ 児童生徒と生産者との交流機会の提供 

  ② 地元農畜産物に対する理解の促進 

   ア 農業体験、調理体験講座等を通じた理解の促進 

   イ 生産者と消費者の交流機会の提供 

 

〔施策３〕地域の食文化の理解と継承 

  ① 郷土料理の継承と普及啓発 

   ア 郷土料理の情報発信 

   イ 郷土料理を学ぶ機会の提供 

   ウ 食文化等を伝承する人材の育成 

② 地域、学校等における交流・体験活動の実施 

    ア 地域や公民館活動等の取り組み支援 

    イ 学校とつながる企画の提案及び実施 

 

基本基本基本基本目標目標目標目標４４４４：：：：生産と消費を結び生産と消費を結び生産と消費を結び生産と消費を結びつつつつける交流ける交流ける交流ける交流の促進の促進の促進の促進    

地産地消の取り組みを広げていくためには、消費者と地元農畜産物等を結びつけ

る役割を果たしている市場、産地直売所、スーパーマーケット等での地元農畜産物

の流通促進が必要です。 

また、食農体験や地元農畜産物等を通じ、生産者と消費者・食品関連事業者等が

連携して、地産地消の取り組みを継続的に行っていくことが重要です。 

    

〔施策１〕地元農畜産物の流通の拡充 

 ① 産地直売所での販売体制の充実 

  ア 取り扱い農畜産物に関する知識の習得 

  イ 取り扱い農畜産物の情報提供 

② 地元農畜産物の販売拠点の充実 

   ア 産地直売所での取り扱い品目の充実 

   イ 量販店等における直売コーナーの設置促進 

 

〔施策２〕地域資源をいかした交流の促進 

   ① 生産者と消費者の交流活動の促進 

    ア 交流イベント等の開催及び支援 

    イ 交流組織等の育成及び支援 

    ウ 農家レストラン等の開設の支援 

    エ スポーツイベント等を活用した情報発信 

② 豊かな自然や観光資源と農業資源をいかした農村と都市の交流の促進 
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   ア 観光資源を絡めた情報発信 

イ グリーンツーリズムの支援 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ    計画の推進計画の推進計画の推進計画の推進    

 １１１１    計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制    

   地産地消を促進するため、町民一人ひとりが「農」と「食」の繫がりの重要性を理解し、

消費者、生産者、食品関連事業者が主体となり取り組むとともに、関係団体・機関及び町と

連携し協働で取り組むものとします。 

   また、本計画を総合的に展開するために、町の関係部署において、関係計画等に基づき事

業の実施状況の把握や事業の取り組み方法の検討を行い、計画の推進を図ります。 

 

２２２２    それぞれの役それぞれの役それぞれの役それぞれの役割割割割    

  (１) 消費者の役割 

     地産地消を推進する上で、最も重要な役割を担うのは消費者です。消費者は、地元農

畜産物等に関する情報収集や生産者等との交流から「農」と「食」の理解を深め、地元

農畜産物を積極的に使用するよう努めます。 

家庭では「食」の重要性を理解し、心身ともに健康的で文化的な生活を送れるように

努めるとともに、子どもたちに地産地消の精神を引き継ぐよう努めます。また、地域が

一体となり伝統文化や食文化を伝え、食を通じて活力ある地域づくりに努めます。  

(２) 生産者及び生産者団体の役割 

     生産者及び生産者団体は、農業が命を育む「食」を支え、農地は自然環境を守り、美

しい景観を形成し維持する役割を担っていることを理解するとともに、消費者や実需者

のニーズを的確に捉え、安全・安心で付加価値の高い農畜産物の安定的な生産、供給に

努めます。 

   また、安全・安心な地元農畜産物の認知度を高めるため、あらゆる場面で情報発信に

努めるとともに、イベントや産地直売所等における消費者との交流を通して相互理解を

深めるよう努めます。 

  (３) 産地直売所・量販店の役割 

     産地直売所・量販店は、地元農畜産物の購入を促進するため、消費者と生産者の「顔

が見える関係」の構築に協力し、地元農畜産物の多品目取り扱いや情報提供に努めます。 

  (４) 食品関連事業者の役割 

     食品関連事業者は、地元農畜産物を意識して調達するように努め、地元農畜産物の利

用促進を図るとともに、農商工連携による加工品や特産品の開発、農畜産物等の地元食

材の流通、情報発信に努めます。 

  (５) 教育・保育関係者の役割 

     教育・保育関係者は、学校給食等に地元食材や郷土料理を積極的に取り入れ、地域の

農畜産物と食文化への理解を促進するとともに、生産者や食に関わる人、農畜産物への
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感謝の心を育むよう努めます。 

  (６) 保健・福祉関係者の役割 

     保健・福祉関係者は、生涯を通して健全な食生活を実現できるよう、栄養相談や生活

習慣改善の指導等において、地元農畜産物を積極的に活用し、食や地元食材への意識を

高めるよう努めます。 

  (７) 町（行政）の役割 

     消費者、生産者、食品関連事業者や関係機関・団体等と連携を図り、町全域に地産地

消活動が広がっていくよう、町民が主体的に行動できる環境と活動の場の提供、創出な

ど地産地消の促進に関する施策に取り組むよう努めます。 

 

３３３３    評価指標評価指標評価指標評価指標の目標値の目標値の目標値の目標値    

  地産地消を促進するために目標値を設定し、その成果や達成度を客観的に把握し、目標達

成を目指します。 

目標値の把握は、町の関係部署での事業実績調査や関係団体・機関からの情報収集により

行うものとします。 

 

     基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進    

指標項目 現状値(H24) 目標値(H28) 基本資料 

産地直売所における売上高 76,400万円 84,000万円 10 施設合計金額 

学校給食における地元農畜産物の利用割合

（重量換算） 
42.34％ 55.0％ 町産食材購入実績 

農林漁業者等による農林漁業及び関連事業

の総合化事業（※1）計画認定数 
6 団体 12 団体 認定実績（累計） 

新たな特産品・加工品の開発品数 2 品 5 品 

総合計画まちづく

り指標 

  ※１ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化事業 

単独又は共同の事業として農林水産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であ

って、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう。総

合化に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、支援措置を受けることができる。 

 

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    信頼される農畜産物の生産振興信頼される農畜産物の生産振興信頼される農畜産物の生産振興信頼される農畜産物の生産振興    

指標項目 現状値(H24) 目標値(H28) 基本資料 

紫波元気農場（※2）登録農家数 56 戸 100 戸 

総合計画まちづく

り指標 

えこ３堆肥販売数量 1,161.6ｔ 1,250.0t 成果に関する調書 

認定農業者数 202 人 226 人 認定実績（累計） 

新規就農者数 14 人 14 人 実績数 



- 10 - 

 

 ※２ 紫波元気農場 

    えこ３堆肥や町内で生産される堆肥を使用して土づくりに取り組む生産者を「紫波元気農場」とし

て登録し、消費者に対しその取り組みをＰＲすることで、生産される農産物の差別化と付加価値の向

上を図る。登録された生産者には「しわ有機堆肥使用マーク」の表示が認められる。 

基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    地域農業と地元食材への理解を高める地域農業と地元食材への理解を高める地域農業と地元食材への理解を高める地域農業と地元食材への理解を高める    

指標項目 現状値(H24) 目標値(H28) 基本資料 

「紫波の食ナビ」アクセス件数 23,993 件 35,000 件 事業実績調査 

農業体験実施校数 14 校 14 校 事業実績調査 

食育パートナー登録数 46 人 45 人 登録認定数 

  

基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４    生産と消費を結びつける交流の促進生産と消費を結びつける交流の促進生産と消費を結びつける交流の促進生産と消費を結びつける交流の促進    

指標項目 現状値(H24) 目標値(H28) 基本資料 

交流イベントの開催回数 ４回 ６回 事業実績 

グリーンツーリズム実施回数 １回 ２回 事業実績 

 



Ⅵ　施策の主な取り組みの内容Ⅵ　施策の主な取り組みの内容Ⅵ　施策の主な取り組みの内容Ⅵ　施策の主な取り組みの内容

 １　地元農畜産物の地域内消費の促進 １　地元農畜産物の地域内消費の促進 １　地元農畜産物の地域内消費の促進 １　地元農畜産物の地域内消費の促進

実施主体 関係課

1-1　地元農畜産物の利用促進

1-1-1 家庭における地元食材の利用促進

ア　地元農畜産物、産地直売所の情報発信

・広報誌やホームページ等により情報発信

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

イ　地元食材を使用したレシピの紹介

・広報誌やホームページ等によりレシピを紹介

生産者・生産者団体

事業者・町

長寿健康課

農林課

ウ　イベント等での地元農畜産物の情報発信

・出店等による試飲や試食の実施

生産者・生産者団体

事業者

農林課・商工観光課

1-1-2　学校給食における地元食材の利用促進

ア　生産者と関係者との連携の強化

・栄養士等へ地元農畜産物の情報提供

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

・生産者と栄養士間の情報の共有化

生産者・生産者団体

町

学校給食センター

農林課

イ　地元農畜産物の有効活用

・地元農畜産物を利用した加工品の活用

生産者・生産者団体

事業者・町

学校給食センター

・旬の地元食材を使用した献立づくりの推進 町 学校給食センター

1-1-3　児童施設や福祉施設等における地元食材の利用促進

ア　地元農畜産物の情報提供

・栄養士等へ地元農畜産物の情報提供

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

・生産者と栄養士の交流の促進

生産者・生産者団体

町

農林課・福祉課

・地元農畜産物を使用したメニューの紹介

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

1-1-4　飲食店・食品関連事業者等における地元食材の利用促進

ア　飲食店等による地元農林産物を活用したメニューの開発

・飲食店等において、旬の農畜産物を活用したメニューの開

　発及び提供

事業者 農林課・商工観光課

イ　地元農畜産物の情報発信

・地元食材の旬カレンダーの作成・配付 生産者団体・町 環境課・農林課

ウ　生産者と事業者等の連携の支援

・異業種連携による旬の食材を活かしたメニュー・商品の開発

生産者・生産者団体

事業者

農林課・商工観光課

主な取組み内容
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1-2　地元農畜産物の付加価値化

1-2-1　地域資源を活用した新事業の創出等（６次産業化）の推進

ア　地元農畜産物を利用した加工品開発への支援

・情報収集及び情報発信

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課・商工観光課

イ　販路拡大に関する支援

・各種イベント等への参加支援

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課・商工観光課
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 ２　信頼される農畜産物の生産振興 ２　信頼される農畜産物の生産振興 ２　信頼される農畜産物の生産振興 ２　信頼される農畜産物の生産振興

実施主体 関係課

2-1　安全安心な農畜産物の供給促進

2-1-1　土づくりによる安全安心な農業の推進

ア　有機物を利用した「元気な土づくり」の推進

・紫波元気農場（農産物登録制度）の周知

生産者・生産者団体

町

環境課

・えこ３堆肥等の利用促進

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

・食品リサイクルの理解の促進

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

町

環境課

農林課

イ　減農薬・減化学肥料栽培の推進

・土壌診断等の実施 生産者・生産者団体 環境課

・農薬の適正使用の徹底

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

・農薬に関する情報発信

生産者

生産者団体

農林課

2-1-2　消費者のニーズに即した生産

ア　マーケティングによるニーズの把握

・地元農畜産物に関するアンケート調査等の実施

消費者・生産者

生産者団体・町

農林課

イ　産地直売所等での消費者との交流

・農畜産物を通じてコミュニケーションを図る

消費者・生産者

生産者団体・事業者

農林課

・産地直売所等における試飲、試食の実施

消費者・生産者

生産者団体・事業者

農林課

ウ　リピーターを増やすためのＰＲ

・消費者の信頼を得るための販売方法の選択

生産者・生産者団体

事業者・町

・地元食材の魅力（新鮮、安全・安心）のＰＲ

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課

・安定的に継続して供給するための計画栽培の導入 生産者・生産者団体 農林課

2-2　地元農畜産物の生産体制の充実

2-2-1　地元農畜産物の安定供給を支える担い手の育成

ア　農業関係団体と連携による担い手の支援

・認定農業者等の育成

生産者・生産者団体

町

農林課

イ　地域による担い手の育成

・人・農地プラン

生産者・生産者団体

町

農林課

・集落営農組織の育成 生産者団体・町 農林課

主な取組み内容
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ウ　持続的な農業経営を行える経営体の育成

・認定農業者の育成 生産者団体・町 農林課

・営農組織、法人化の推進 生産者団体・町 農林課

・農地の利用集積 生産者団体・町 農林課

2-2-2　新たな担い手の育成・支援

ア　新規就農に関する情報提供

・農地等の経営基盤情報の収集・発信 生産者団体・町 農林課・農業委員会

・関係機関等の支援制度の情報提供 生産者団体・町 農林課

・農業に入る側と受け入れる側の両者のマッチング 生産者団体・町 農林課

イ　地域における新規就農者支援

・生産技術や経営等の研修機会の提供

生産者・生産者団体

町

農林課
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 ３　地域農業と地元食材への理解を高める

実施主体 関係課

3-1　地産地消の普及啓発及び情報発信

3-1-1　地産地消の普及啓発

ア　地産地消に関する意識を高める

・広報誌やホームページ等を活用した情報発信・情報収集
消費者・生産者・生
産者団体・事業者・
町

農林課

・イベント等での情報発信
生産者・生産者団
体・事業者・町

農林課・商工観光課

・イベント等に積極的に参加
消費者・生産者・生
産者団体・事業者・
町

農林課・商工観光課

3-1-2　地元農畜産物に関する情報発信

ア　産地直売所の情報提供

・店頭や店内での広告による情報提供
生産者・生産者団体
事業者

農林課

・産直マップ、グルメマップ等の作成
生産者・生産者団体
事業者・町

農林課

イ　生産者による情報発信

・産地直売所等での生産者による情報提供 生産者・生産者団体 農林課

・産地直売所等で取り扱っている食材の調理方法等の紹介 生産者・生産者団体 農林課

ウ　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報発信

・生産者を対象としたパソコン講習会等の開催 生産者・生産者団体 農林課

・ホームページ等を活用した情報発信 生産者・生産者団体

エ　消費者の口コミによる情報発信

・地元食材のおいしさ、調理方法等を伝える
消費者・生産者・生
産者団体・事業者・
町

福祉課・長寿健康
課・農林課・生涯学
習課

3-2　食育による食の大切さの啓発

3-2-1　本物の美味しさを伝える食育

ア　地元食材の情報発信

・旬の野菜、調理方法の情報発信・情報収集
消費者・生産者・生
産者団体・事業者・
町

長寿健康課
農林課・生涯学習課

・料理講習会等の開催
消費者・生産者
生産者団体・町

長寿健康課
農林課・生涯学習課

・啓発イベントの開催
消費者・生産者・生
産者団体・事業者・
町

農林課

イ　学校給食を通じた食育

・児童や保護者への給食だより等による食の情報提供 町
学務課
学校給食センター

主な取組み内容



・児童や保護者への地元農畜産物の理解の向上を図る

生産者・生産者団

体・町

学務課

学校給食センター

ウ　児童生徒と生産者との交流機会の提供

・生産者との交流会の開催

消費者・生産者・生

産者団体・町

学校給食センター

学務課・農林課

3-2-2　地元農畜産物に対する理解の促進

ア　農業体験、調理体験講座等を通じた理解の促進

・児童施設・小中学校における食農体験の継続・充実

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

食育パートナー・町

福祉課・農林課・学

務課

・親子を対象とした体験講座等の開催

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

食育パートナー・町

福祉課・長寿健康課

農林課・学務課

生涯学習課

・各種団体・企業等との協働による食育活動の実施

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

食育パートナー・町

福祉課・長寿健康課

農林課・生涯学習課

イ　生産者と消費者の交流機会の提供

・各種イベントの開催

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

町

農林課・商工観光課

３　地域の食文化の理解と継承

①　郷土料理の継承と普及啓発

ア　郷土料理の情報発信

・広報誌やホームページ等によるレシピの紹介

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

町

長寿健康課

農林課

イ　郷土料理を学ぶ機会の提供

・郷土料理教室の実施

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

食育パートナー・町

長寿健康課

農林課・生涯学習課

・学校給食で郷土料理を提供 町 学校給食センター

ウ　食文化等を伝承する人材の育成

・食育パートナーへの登録 消費者・生産者・町 農林課

・活動者育成講座等の開催 町 農林課

②　地域、学校等における交流・体験活動の実施

ア　地域や公民館活動等の取り組み支援

・地域、学校等での交流・体験活動等学ぶ機会の提供

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

町

農林課・学務課・生

涯学習課

・食育パートナー登録者の情報提供 町 農林課

イ　学校とつながる企画の提案及び実施

・学校と連携した食農体験活動の実施

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

町

農林課・学務課
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 ４　生産と消費を結びつける交流の促進 ４　生産と消費を結びつける交流の促進 ４　生産と消費を結びつける交流の促進 ４　生産と消費を結びつける交流の促進

実施主体 関係課

4-1　地元農畜産物の流通の拡充

4-1-1　産地直売所での販売体制の充実

ア　取り扱い農畜産物に関する知識の習得

・組合員を対象とした研修会等の開催 生産者・生産者団体 農林課

イ　取り扱い農畜産物の情報提供

・農畜産物の特徴や農畜産物を使用したレシピの紹介

生産者・生産者団体

町

長寿健康課

農林課

4-1-2　地元農畜産物の販売拠点の充実

ア　産地直売所での取り扱い品目の充実

・多品目少量栽培の導入 生産者・生産者団体 農林課

・耕作放棄地、遊休農地の有効活用の促進

生産者・生産者団体

町

農林課

農業委員会

イ　量販店等における直売コーナーの設置促進

・販売意欲の高い量販店等への働きかけ 生産者・生産者団体 農林課・商工観光課

4-2　地域資源をいかした交流の促進

4-2-1　生産者と消費者の交流活動の促進

ア　交流イベント等の開催及び支援

・地域の特色をいかした交流イベントの開催

生産者・生産者団体

町

農林課・商工観光課

・交流イベント等へ積極的に参加 消費者

・ゆるキャラの活用

生産者・生産者団体

町

農林課・商工観光課

イ　交流組織等の育成及び支援

・組織のネットワーク強化

消費者・生産者

生産者団体・町

農林課

ウ　農家レストラン等の開設の支援

・様々な業種が連携し食の提供

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課・商工観光課

エ　スポーツイベント等を活用した情報発信

・出店等による特産品の紹介、販売

生産者・生産者団体

事業者・町

農林課・商工観光課

生涯学習課

ア　観光資源を絡めた情報発信

主な取組み内容

4-2-2　豊かな自然や観光資源と農業資源をいかした農村と都市の

       交流の促進
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・観光地や歴史などに関連させた食、食文化の情報発信

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

紫波町観光交流協

会・町

商工観光課

農林課・生涯学習課

イ　グリーンツーリズムの支援

・農業や農村の価値や魅力を伝える企画運営の支援

消費者・生産者・生

産者団体・事業者・

紫波ツーリズム協議

会・町

商工観光課

環境課・農林課
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参考参考参考参考資料１資料１資料１資料１    

 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林 

水産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）の概要 

 

【公布】【公布】【公布】【公布】 平成 22年 12月 3日 

 

【目的】【目的】【目的】【目的】    

  六次産業化・地産地消法は、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水その他の資源を有

効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化（農林業業者による加工・販売への進

出等の「６次産業化」）に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策（「地産

地消等」）を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向

上等に寄与することを目指している。 

 

【【【【第２章第２章第２章第２章    地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（６次産業化６次産業化６次産業化６次産業化関係）関係）関係）関係）】】】】    

１ 基本理念 

① 資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出の 

促進 

  ② 農林水産物、これを原料とする新商品の生産、販売に関する新技術の導入 

 

 ２ 総合化事業計画 

 (1) 農林水産大臣が、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化（※1）の促進に関す

る基本方針を定めることとされている。 

     ※１ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化 

        単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に

行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出

すことを目指したものをいう。 

  (2) (1)の基本方針を踏まえ、農林漁業者等が、単独又は共同して、総合化事業に関する計画を 

作成し、農林水産大臣の認定を受けると、次のような支援措置を受けることができるように 

なる。 

① 農業改良資金融通法の特例（償還期限・据置期間の延長等） 

② 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化） 

③ 野菜生産出荷安定法の特例（リレー出荷支援） 

３ 研究開発・成果利用事業計画 

農林漁業者等による加工・販売への進出などの農林漁業及び関連事業の総合化の促進に特に

資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活動に関する計画を作成し、農林水産大臣の認

定を受けると、次のような支援措置を受けることができるようになる。 

  ① 種苗法の特例（出願料などの減免） 

  ② 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化） 

 



【【【【第３章第３章第３章第３章    地域の農林水産物の利用の促進（地域の農林水産物の利用の促進（地域の農林水産物の利用の促進（地域の農林水産物の利用の促進（地産地消地産地消地産地消地産地消関係）関係）関係）関係）】】】】    

１ 基本理念 

① 生産者と消費者との結びつきの強化 

  ② 地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化 

  ③ 消費者の豊かな食生活の実現 

  ④ 食育との一体的な推進 

  ⑤ 都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進 

  ⑥ 食料自給率の向上に寄与 

  ⑦ 環境への負荷の低減への寄与 

  ⑧ 社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組を促進 

 

 ２ 国による基本方針の策定 

 (1) 農林水産大臣が、地域の農林水産物の利用促進（※2）に関する基本方針を定めることと

されている。 

    ※２ 地域の農林水産物の利用促進 

       国内の地域生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及

び地域において供給が不足している農林水産物等がある場合に他の地域で生産され

た当該農林水産物を消費することをいう。 

 (2) (1)の基本方針を勘案し、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進について 

の計画を定めるよう努めることとされている。（第41条） 

３ 国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努めることとされている。 

  ① 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備 

  ② 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進 

  ③ 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進 

  ④ 地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保 

  ⑤ 地域の農林水産物の利用の取組みを通じた食育の推進等 

  ⑥ 人材の育成等 

  ⑦ 国民の理解と関心の増進 

  ⑧ 調査研究等の実施等 

  ⑨ 多様な主体の連携等 

 

【取組みの効果】【取組みの効果】【取組みの効果】【取組みの効果】    

１ 食と農の結びつきの強化 

 ① 消費者にとっては「顔が見える関係」で生産状況等も確かめられ、新鮮な農産物を消費で

きる 

 ② 消費者ニーズに対応した生産が展開できる 

 ③ 自給率の向上に繋がる 

 ④ 消費者と生産者の交流が図られ、食育の機会として重要 

 ⑤ 地域の食材を活用して地域の伝統的な食文化の継承に繋がる 

２ 地域農業の６次産業化 



 ① 加工、観光等との連携により地域の活性化に貢献する 

 ② 高齢者や小規模農家等に所得機会を創出する 

３ 流通コストの削減 

 ① 流通コストが削減され、農家の手取りの確保に繋がる 

 ② 輸送距離を短くして地球温暖化等の環境問題に貢献する 

 

【計画策定のメリット】【計画策定のメリット】【計画策定のメリット】【計画策定のメリット】    

  農林水産省の６次産業化関係補助金等において、「促進計画」が策定されている市町村の事業者

に対する特別加算ポイントが措置される。 



参考資料２ 

 

紫波町地産地消促進計画（案）の概要 

 

【背景】 

 １ 農業者の高齢化や後継者、担い手不足、農畜産物の価格低迷等により農業経営の継続が困難にな

ってきており、遊休農地や耕作放棄地の増大が懸念されている。 

 ２ ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）や新たな水田農業政策など農業を取り巻く環境が大きく

変化しようとしている。 

 ３ 生産技術の向上、輸入農産物の増加等により農産物の旬や季節感が薄れつつある 

 ４ 土に親しむ機会の減少などにより「農」と「食」の繋がりがわかりにくくなっている。 

 ５ 福島第一原発事故に伴う放射背物質汚染問題、食材の偽装表示問題など消費者の食に対する不安

が高まっており、安全・安心な地元農畜産物を求める消費者が増加している。 

 ６ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関

する法律（通称：六次産業化・地産地消法）第 41条に、市町村は、「地産地消促進計画」を定める

よう努めることが明示されている。 

 

【地産地消の必要性】 

 １ 地産地消は、地元の町畜産物を地元で消費しようという取組みであるとともに、「食」を通して

消費者と生産者の相互理解を深める取組みでもある。 

 ２ 消費者のメリット…生産者の顔が見え、安全・安心・新鮮な農畜産物を入手できる。 

 ３ 生産者のメリット…消費者のニーズを把握しやすく、多品目少量生産や販売方法等多様な選択が

できる。 

            流通コストの低減が図られる。 

 ４ 地産地消の効果 

  ・ 消費者と生産者の結びつきの強化・相互理解→地域の農業や自然が守られる 

                         歴史や文化の継承 

  ・ 安全・安心・新鮮な農畜産物の地域内流通 

  ・ 農業と関連産業の振興による地域の活性化 

  ・ 農畜産物の輸送距離の短縮→地球温暖化防止→環境への負荷の低減 

 

【位置づけ】 

 １ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関

する法律（通称：六次産業化・地産地消法）第 41 条に基づく「地産地消促進計画」として位置付

けます。 

 ２ 循環型のまちづくりと協働のまちづくりを基本に、消費者・生産者・事業者・行政等が連携し、

協働で取り組むための計画です。 

 

 



【計画の期間】 

  平成 26 年度から平成 28年度までの３年間 

 

【本町における現状と課題】 

 １ 構造的な現状と課題 

  ○ 農業従事者の高齢化や後継者・担い手不足 

  ○ 農畜産物の価格低迷等により安定した収入が望めない  

     ↓ 

   ・農地の集積や農家の法人化・組織化を図る 

   ・担い手の確保と育成 

   ・売上高の向上 

   ・生産効率の改善 

 

 ２ 生産活動に関する現状と課題 

○ 地元農畜産物は、品質がよく種類も豊富だが認知度が高くない 

 ○ 地元農畜産物の情報が不足している 

     ↓ 

   ・生産、流通販売の各段階における情報発信力の向上 

   ・元気な土壌から生産される農産物の差別化や６次産業化による商品力の向上 

  

３ 意識に関する現状と課題 

  ○ 自然の豊かさや地元農畜産物のすばらしさ、豊富さなど町の魅力に気付いていない 

     ↓ 

   ・地元農畜産物の良さを、自身を持って伝えることが不可欠 

     ↓ 

   ・地元農畜産物に関する知識や適切な情報発信技術の習得 

   ・消費者と生産者が相互に理解を深めるため、コミュニケーションの場を充実 

 

【基本理念と基本目標】 

  基本理念  「農」と「食」結びつきが築く「紫波の豊かさ」を次世代へつなげよう 

 

  基本目標  １ 町内で生産される農畜産物の地域内消費の促進 

        ２ 信頼される農畜産物の生産振興 

        ３ 地域農業と地元食材への理解を高める 

        ４ 生産と消費を結びつける交流の促進 

 

  地域の農業が果たしている役割や町民の健康と命を支える「食」の重要性を理解し、生産者と消費

者及び事業者が連携・協働により町内で生産される農畜産物の利活用を促進するとともに、健康的な

食生活の普及と地域の活性化につなげていく。 



【具体的な取り組み】 

基本目標 取り組み内容 評価指標 H24 H28 

１ 

町内で生産

される農畜

産物の地域

内消費の促

進 

1-1 地元農畜産物の

利用促進 

1-2 地元農畜産物の

付加価値化 

産地直売所における売上高 76,400万円 84,000万円 

学校給食における地元農畜産物

の利用割合（重量換算） 

42.34％ 55.0％ 

農林漁業者等による農林漁業及

び関連事業の総合化事業（※１）

計画認定数 

6 団体 12 団体 

新たな特産品（加工品）の開発品

数 

2 品 5 品 

２ 

信頼される

農畜産物の

生産振興 

2-1 安全・安心な農

畜産物の供給促

進 

2-2 地元農畜産物の

生産体制の充実 

紫波元気農場（※２）登録農家数 56 戸 100 戸 

えこ３堆肥販売数量 1161.1ｔ 1250.0ｔ 

認定農業者数 202 人 226 人 

新規就農者数 14 人 14 人 

３ 

地域農業と

地元食材へ

の理解を高

める 

3-1 地産地消の普及

啓発及び情報発

信 

3-2 食育による食の

大切さの啓発 

3-3 地域の食文化の

理解と継承 

「紫波の食ナビ」アクセス件数 23,993 件 35,000 件 

農業体験実施校数 14 校 14 校 

食育パートナー登録数 46 人 45 人 

４ 

生産と消費

を結びつけ

る交流の促

進 

4-1 地元農林産物の

流通の拡充 

4-2 地域資源をいか

した交流の促進 

交流イベントの開催回数 4 回 6 回 

グリーンツーリズム実施回数 1 回 2 回 

※１ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化事業 

単独又は共同の事業として農林水産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水 

産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう。総合化に関する計画を作成し、 

農林水産大臣の認定を受けると、支援措置を受けることができる。 

※２ 紫波元気農場 

    えこ３堆肥や町内で生産される堆肥を使用して土づくりに取り組む生産者を「紫波元気農場」として登録し、消

費者に対しその取り組みをＰＲすることで、生産される農産物の差別化と付加価値の向上を図る。登録された生産

者には「しわ有機堆肥使用マーク」の表示が認められる。 

【計画の推進体制】 

  消費者、生産者、食品関連事業者が主体となり取り組むとともに、関係団体・機関及び町（行政）

と連携し、協働で取り組む 
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