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地産地消の促進に関する令和元年度施策等の実施状況について 

 

令和２年 11 月 19 日 

販 売 ・ 連 携 推 進 課 

 

 

ひろしま地産地消推進県民条例（平成 23 年広島県条例第 24 号）第 13 条の規定に基づき，

地産地消の促進に関する施策の実施状況について公表する。 

公表に際し，広島県地産地消促進計画（第２次）（平成 28 年２月策定）において掲げた「地

産」「地消」「理解・協働」の３つの施策推進の視点における実施状況について，県関係課，

市町及び関係団体へ調査を実施した。 

 

 

１ 【地産】安全・安心な農林水産物の安定的な生産・供給 

  

 

 

  ■ 産業として自立できる農林水産業の確立 

（需要に応える供給力の向上，経営力の高い担い手の育成） 

  ■ 安全・安心を提供する生産体制の強化 

 

 

【県の主な施策と取組実績】 

事業名 事業内容 Ｒ元取組実績 担当局（課） 

新規就農者育成交

付金事業 

・準備型：農業技術大学校及び市町・ＪＡ等の研

修機関で研修を受ける者に対し，交付金を交付

することで就農前研修期間中の所得を確保 

・経営開始型：人・農地プランで地域の中心とな

る経営体として位置付けられた又は位置付け

られると見込まれる自営就農者に対し，交付金

を交付することで就農直後の所得を確保 

・新規就農者 97 名 

・新規就農者育成交付

金事業 

  準備型 26 名 

  経営開始型 127 名 

農林水産局 

（就農支援課） 

農地中間管理事業 ・農地中間管理機構の運営費及び農地所有者への

意向確認等の実施 

・農地中間管理機構 

を通じた農地集積面

積 406ha 

農地集積加速化支

援事業 

・担い手への農地集積に協力する者等に対して機

構集積協力金を交付 

 

産地競争力強化事

業（生産・集出荷施

設の整備） 

・生産規模拡大や園芸作物導入等の経営発展に必

要な農業機械・施設等の整備を支援 

・ほうれんそう等軟弱

野菜生産ハウスの整

備 ３件 

農林水産局 

（農業経営発展課）

広島和牛経営発展

促進事業（広島血統

和牛増産事業） 

・和牛受精卵の製造・供給の拡大と酪農経営での

和牛受精卵移植の拡大に取り組むとともに，酪

農経営と肥育経営との産子の供給協定の取組

を推進 

・受精卵供給個数 

946 個 

農林水産局 

（畜産課） 
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事業名 事業内容 Ｒ元取組実績 担当局（課） 

瀬戸内水産資源増

大対策事業 

・重点魚種（ガザミ，カサゴ，キジハタ，オニオ

コゼ）の集中放流の実施 

・放流用種苗増産のための栽培漁業センターの整

備 

・担い手グループの販売等活動のために必要な施

設整備の支援 

・新規就業者研修等の支援 

・ガザミ 150 万尾， 

カサゴ 20 万尾， 

キジハタ 2.6 万尾， 

オニオコゼ 15万尾の 

放流 

・担い手グループ支援

数 ２グループ 

・総合研修受講者数 

２名 

農林水産局 

（水産課） 

広島かき養殖安定

化対策築事業 

・採苗不調の原因分析を行い，科学的根拠に基づ

いた種苗の確保技術の確立 

・かき生産額 

151 億円(R 元) 

農林水産局 

（水産課） 

食の安全・安心確保

対策事業（環境にや

さしい農業等推進

事業） 

・「安心！広島ブランド」特別栽培農産物の認証

を実施 

・「安心！広島ブランド」トレーサビリティの認

証を実施 

・エコファーマーの計画認定を実施 

・ＧＡＰの導入を推進 

・「安心！広島ブラン 

ド」特別栽培農産物 

認証件数 174 件 

・「安心！広島ブラン

ド」トレーサビリテ

ィ継続認証 ６件 

・エコファーマー認定 

計画 241 件（計画 

期間中） 

・ＧＡＰ認証取得支援

件数 14 件 

農林水産局

（農業技術課） 

食の安全・安心確保

対策事業（環境保全

型農業直接支払対

策事業） 

・農業者団体等による肥料・農薬低減と地球温暖

化防止等に効果の高い取組を実施 

・取組面積 518ha 

家畜伝染病予防事業 ・96 か月齢以上の死亡牛全頭のＢＳＥ検査実施 

・家畜伝染病予防法に基づき，畜産農場における

飼養衛生管理基準の遵守状況の確認及びモニ

タリング調査を実施 

 

・対象牛全頭検査陰性 

 141 頭 

・家畜伝染病の発生防 

止に関する調査  

774 農場 

農林水産局 

（畜産課） 

水産業養殖振興対

策事業 

・養殖環境を適正に管理 

・水産用医薬品の適正使用を指導 

・養殖衛生指導 102 経

営体 

・水産用医薬品適正使用

指導会議 ３回 

農林水産局

（水産課） 

 

貝類安全安心対策

事業 

・貝毒発生監視調査 ・貝毒発生監視調査  

 175 回 

 

健康福祉局 

（食品生活衛生課） 

農林水産局

（水産課） 

 

＜参考：関係団体・市町の主な施策・取組＞ 

・新規就農者の技術習得や就農に必要な施設等の整備支援（広島市，呉市，庄原市，東広島市，

安芸太田町，神石高原町等） 

・担い手に対する施設・機械整備支援（尾道市，廿日市市，江田島市，北広島町，世羅町等） 

・環境にやさしい農業の推進（三原市，府中市，三次市，安芸高田市等） 
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【目標値に係る現況】 

 

 

 

２ 【地消】県内農林水産物等の利活用の促進 

  

 

 

 ■ 生産者と実需者等の連携による販売力の向上 

 ■ 県内農林水産物等のファン作り 

 

 

【県の主な施策と取組実績】 

事業名 事業内容 Ｒ元取組実績 担当局（課） 

６次産業化総合支

援事業（広島県産応

援登録制度実施事

業及びバリューチ

ェーン構築支援事

業） 

・生産者，団体等からの申請に基づき，量販店等

の実需者で構成する審査会において，農林水産

物等の商品を審査し，合格した商品を県が登録 

・専用ホームページによるＰＲ等により，登録さ

れた農林水産物等の販路開拓を支援 

 

・登録商品数 

362 商品（166 事業

者） 

・実需者との商談会 

開催数 ２回 

 

農林水産局 

(販売・連携推進課)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６次産業化総合支援

事業（６次産業化支

援事業） 

・広島６次産業化サポートセンターを設置し，農

林漁業者の６次産業化の計画策定支援等を実

施 

・計画策定数 ４件 

 

ひろしま地産地消 

推進事業 

・「ひろしま地産地消ファンクラブ」ホームペー

ジやフェイスブック等のＳＮＳを活用し，県産

農林水産物等の情報発信やファン作りを実施 

・県内の直売施設，量販店，飲食店と連携し，地

産地消啓発キャンペーンを実施 

・量販店内の県産農産物常設売場の売場演出を支

援 

・キャンペーン実施 

県域１回，２か月 

参加店舗数274店舗 

・売場演出支援店舗数 

25 店舗 

 

指標 計画策定時(年度) 直近値(年度) 目標(Ｒ２年度) 

農業産出額（億円） 1,125(H25) 1,187(R 元) 1,200 

認定農業者数 

 (一般法人及び個別経営体) 
1,158 経営体(H26) 1,399 経営体( R 元) 1,390 経営体 

担い手への農地集積率 19％(H26) 24％(R 元) 41％ 

県産和牛出荷頭数（頭） 4,000(H26) 3,700(R 元) 6,000 

海面漁業生産額（億円） 

 ※ｲﾜｼ類，ｱｻﾘを除く 
44(H25) 31(H30） 44 

かき生産額（億円） 174(H25) 151(R 元) 180 

海面漁業担い手グループ数 21 グループ(H26) 31 グループ(R 元) 33 グループ 

施策の柱 
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事業名 事業内容 Ｒ元取組実績 担当局（課） 

地場産業等振興事

業（ＢＵＹひろしま 

キャンペーン事業） 

・広島市や経済団体等と連携してＢＵＹひろしま

キャンペーン（県内製品愛用運動）を実施 

・各種イベントにあわせた県産品フェアの開催，

ホームページによる情報発信等による普及啓

発活動を実施 

・イベントへの出展 

及び支援回数 

14 回 

商工労働局 

（商工労働総務課） 

 

 

＜参考：関係団体・市町の主な施策・取組＞ 

・量販店等での県内農林水産物の積極的な取扱い（ＪＡ全農ひろしま，県生協連） 

・地域ブランド農産物等のＰＲ（尾道市，東広島市，安芸高田市，世羅町等） 

・地域の特産品を活用した商品開発（広島市，福山市，三次市，江田島市） 

・消費拡大イベント等の開催（ＪＡ広島中央会，福山市，江田島市等） 

・認証店制度の実施（尾道市，三次市，庄原市，東広島市） 

・「ひろしま夢ぷらざ」における農林水産物等の販売機会の提供（県商工会連合会） 

 

 

【目標値に係る現況】 

 

 

 

３ 【理解・協働】生産者，県民等の理解・協働の促進 

  

 

 

 ■生産者と多様な主体の協働による相互理解の促進 

 ■食や農山漁村に関する情報共有と交流の促進 

 ■関係分野と連携した普及啓発 

 

指標 計画策定時(年度) 直近値(年度) 目標(Ｒ２年度) 

県内需要

量のうち 

県産シェ

ア率 

キャベツ ７％(H25) 15%(R 元) 56％ 

アスパラガス 40％(H25) 52%(R 元) 70％ 

和牛 32％(H25) 36%(R 元) 51％ 

集中放流４魚種 

（ｶﾞｻﾞﾐ，ｷｼﾞﾊﾀ，ｵﾆｵｺｾﾞ，ｶｻｺﾞ） 
43％(H26) 54%(R 元) 61％ 

六次産業化法による認定計画数 28(H26) 39(R 元) 63 

直売所売上（億円） 120(H24) 130(H30) 130 

県内農産物を意識して購入している人の割合 53.4％(H26) 80.6%(R 元) 70％ 

施策の柱 
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【県の主な施策と取組実績】 

事業名 事業内容 Ｒ元取組実績 担当局（課） 

ひろしま地産地消 

推進事業 

・管理栄養士等の養成課程のある大学等を対象

に，県産農林水産物を活用したレシピ開発や

ＰＲを支援し，学生食堂等において提供し，

若い世代に対する県産農林水産物のＰＲを実

施 

・県内ホテルと連携し，１～２月の２か月間限

定で，レストランで地産地消特別メニューを

提供するグルメフェアを開催 

・事業実施大学等 

７校 

 

 

 

・参加ホテル数 ９ 

来客数 約８千名 

農林水産局 

(販売・連携推進課)

ひろしまフードフェ

スティバル開催事業 

・ひろしまフードフェスティバルの開催を支援

し，生産者と消費者，都市と農村の幅広い人々

の交流を図るとともに，地域特産物や農山漁

村の魅力の情報発信を実施 

 

・来場者数 60 万人 

・出展数（全市町を含む）

219 団体 

ひろしま給食１００

万食プロジェクト 

・「ひろしま給食１００万食プロジェクト」にお

いて，広島県産の食材を取り入れた給食メニ

ューを開発し，ひろしま食育ウィーク期間を

中心に，学校給食で提供し，地場産物の理解

へつなげる取組を実施 

・教科等において，地域の生産者等と連携し，

農林水産物の栽培・収穫体験を実施 

・給食の時間において，栄養教諭や学級担任を

中心とし，給食に使われている地場産物や郷

土料理等について紹介 

・地域の関係者と連携した調理実習や，調理の

専門家等を招聘した出前講座における調理体

験を通して，食への関心を高め，実践に結び

付けるための取組を実施 

 

・全給食実施校で地場

産物を取り入れた

給食メニューを提

供 

教育委員会

事務局 

(豊かな心と身体育成課)

「ひろしま環境の

日」行動宣言事業 

・地産地消を含むエコな買い物やエコドライ

ブ・エコ通勤，省エネ生活等に取り組む団体

の登録や取組内容の情報発信 

・登録団体数 

1,654 団体 

環境県民局 

（環境政策課）

食育推進事業 ・食育推進計画の推進，普及啓発活動 

・食育推進功労者表彰の実施 

・「ひろしま県の味料 

理集」等を活用した 

地域における食文 

化継承活動の実施 

・食育推進功労者表彰 

３個人，２団体 

健康福祉局 

(地域包括ケア・ 

高齢者支援課) 

 

＜参考：関係団体・市町の主な施策・取組＞ 

・生産者と消費者との交流会等の実施（県生協連，広島消費者協会，ＪＡ全農ひろしま） 

・企業，大学等との連携による地元農林水産物の利活用促進（江田島市，大崎上島町） 

・「ひろしま夢ぷらざ」における農林水産物等の情報発信（県商工会連合会） 

・テレビ，ラジオを活用した県内農業等の情報発信（ＪＡ広島中央会） 

・教育機関と連携した取組（呉市，尾道市，府中市，東広島市） 

・関係団体との連携等による食育の取組（福山市，三次市，庄原市，熊野町，安芸太田町等） 

・学校給食への地元農林水産物利用促進等（三原市，大竹市，安芸高田市，海田町，坂町，神

石高原町等） 

 



 6 

 

【目標値に係る現況】 

 

指標 計画策定時(年度) 直近値(年度) 目標(Ｒ２年度) 

生産者と企業・大学等との連携・

協働活動数 
－ (H26) 16(R 元） 25 

農林漁業体験を行った人の割合 23.1％(H25) 22.7％(H29) 30％以上 

学校給食における地場産物を使

用する割合 
35.7％(H26) 30.8％(R 元） 40％ 


