
 
 

 
 

 
 

 
 

第２期「みやぎ食と農の県民条例基本計画」中間見直しの概要 

施策１ 農畜産物の安全確保の推進 

 ①農産物の生産工程管理の推進 

 ②畜産物等の生産衛生管理の推進 

   ③安全確保に向けた指導及び検査の徹底【新規】 

見直しの背景と視点 施策の推進方向 将来の見通し・目標と推進指標 

 施策２  消費者と農業者の相互理解の推進 

 ①地産地消の推進 

 ②食育による県民理解の醸成 

 ③交流機会の拡大及び情報発信の強化 

将来の見通し・目標 
①販売農家 49,384戸(H22) → 31,500戸(H32) 

②農地面積 136,600ha(H21) → 128,600ha(H32) 

③農業産出額  1,875億円(H20) → 2,015億円(H32) 

 施策３  競争力のあるアグリビジネス経営体育成の加速化 

 ①６次産業化の推進を図る支援体制の強化 

 ②経営の発展段階に応じたアグリビジネス展開支援 

 施策４  活力ある担い手の確保・育成 

 ①地域農業の中核となる経営体の経営安定化と発展 

 ②次代の農業を牽引する先進的経営体の育成・支援【新規】 

 ③新規就農者の確保・育成 

 ④女性農業者の活躍の機会拡大 

 ⑤異業種からの農業参入の推進 

 施策５  優良な生産基盤の確保と有効活用 

 ①農地中間管理事業等の有効活用による人・農地プラン等の実践 

 ②生産基盤となる農地・施設等の整備 

 ③優良農地の確保及び遊休農地の縮小 

 施策６  水田フル活用による多様な作物生産の振興 

 ①多様なニーズに対応した売れる米づくりの推進 

 ②実需者ニーズに対応した高品質麦及び大豆の生産 

 ③新用途への利用促進に向けた飼料用米等の生産拡大 

 施策７  園芸の競争力の強化 

 ①産地強化による園芸の振興 

 ②先進的施設園芸の振興【新規】 

 ③土地利用型農業における露地園芸の振興【新規】 

 施策８  畜産の生産基盤強化と畜産物の安定供給 

 ①優良種畜の確保と活用による畜産物の安定供給 

 ②自給飼料生産基盤の有効活用と生産性の向上 

 施策11     農業・農村の多面的機能の維持・発揮と 

        県民理解の向上   

 ①農地と水，農村景観の保全管理  

 ②都市と農村の交流促進 

 ③多面的機能への県民理解の向上 

 施策10  生産力と品質を高める農業技術の高度化  

 ①地域特性に応じた技術の開発・普及の促進 

 ②スマート農業の取組推進【新規】 

 施策９  「食材王国みやぎ」による販売戦略の展開と 

       食産業の振興 

 ①多様な販売プロモーションの展開による販路の回復・拡大  

 ②地域優位性を活かした県産品のブランド化の推進 

 ③県産農畜産物の新たな海外販路開拓による輸出促進 

 ④県内農業と連携した食品製造業等の振興 

 施策12  農業・農村が有する地域資源の保全・管理と活用   

 ①農業水利施設等のストックマネジメントの推進 

 ②再生可能エネルギーの活用の推進【新規】 

 施策13  環境にやさしい農業の推進 

 ①環境保全型農業に対する理解啓発と定着促進 

 ②有機資源の有効活用と資源循環機能の増進 

 施策14  中山間・沿岸地域等における農業振興と農村活性化 

 ①中山間地域等の農業振興 

 ②地域資源を活用した農村経済の活性化  

 ③食品関連企業等の誘致による雇用と所得の創出【新規】 

 ④鳥獣被害対策等による農作物被害の低減【新規】 

 施策15  快適な暮らしを守る生活環境の整備 

 ①農村の防災機能の充実 

 ②地域の特性に配慮した生活環境の整備 
 

○食の安全安心の強化 

 GAPの取組拡大，放射性物質 

 対策など 

○先進的経営体の育成強化 

  大規模土地利用型農業・先進的 

  施設園芸・６次産業化等に対応 

  した支援 

 ○担い手への農地集積の加速化 

   農地中間管理事業など 

○水田農業・園芸・畜産の 

  競争力強化 

 ・水田フル活用の推進 

 ・園芸生産基盤の強化 

 ・畜産の生産力強化 

○中山間地域の活性化 

 コミュニティビジネスの振興， 

 鳥獣被害対策など 

基本計画見直しの視点 

 Ⅰ 消費者が求める安全・安心な食料の安定供給 

 Ⅱ マーケットインによる競争力と個性のある農業の持続的な発展 

 Ⅲ 農業・農村の多面的な機能の発揮 

 Ⅳ 農村の活性化に向けた総合的な振興 

 Ⅰ 消費者が求める安全・安心な 

     食料の安定供給 

                   （Ｈ21年）      （Ｈ32年）  

・ＧＡＰ導入団体数         ★ 43       80団体 

・学校給食の地場産野菜等 

   の利用品目数の割合      30.8           40％ 

・食育コーディネーターによる 

 食育活動への参加人数  ★21,581     26,000人  

 Ⅱ マーケットインによる競争力と 

    個性のある農業の持続的な発展 

                 

                   （Ｈ21年）      （Ｈ32年）  

・アグリビジネス経営体数     71     130経営体 

・認定農業者数          6,259        6,500経営体 

・農業法人数            332         780経営体 

・年間新規就農者数          97         130人 

・効率的・安定的農業経営を営む担い手 

 への農地利用集積率   60.7(H20)      77％ 

・飼料用米の作付面積     ★ 1,954             6,000ha 

・先進的園芸経営体数     ★  25           70経営体 

・加工・業務用野菜の取組 

 面積              ★  270            460ha  

・大規模肉用牛農家戸数   ★ 38               50戸 

 Ⅲ 農業・農村の多面的な機能の発揮 
 

                   （Ｈ21年）      （Ｈ32年）  

・農村の地域資源の保全 

 活動を行った面積         ★ 64,079         85,000ha     

・主要な都市農山漁村交流 

 拠点施設の利用人口      901      1,600万人 

・農業用水利施設を活用 

 した小水力発電施設数     ★３       ５施設 

・環境保全型農業 

 取組面積          21,857(H20)     30,000ha   

○県産品の販売戦略の強化 

 需要の創造と販路の拡大 
 Ⅳ 農村の活性化に向けた総合的な振興 
 

                   （Ｈ21年）      （Ｈ32年）  

・農産物直売所推定 

 売上額                    69           95億円 

・農地等被害防止面積     39,453         41,551ha      
 

◆主な推進指標（★は新設等のためH26現況値） 
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基本計画見直しの背景 

 

◆食の安全・安心へのニーズの 

  高まり 

◆新たな組織経営体・法人の出現 

◆県産品の販路の減少 

◆農業経営の急速な大規模化・ 

  高度化・多角化 

震災による影響・変化 

 

◆農村の人口減少・高齢化と集落 

  機能の低下 

◆耕作放棄地の拡大 

◆鳥獣被害の深刻化・広域化 

農村社会の活力低下 

 

◆農地中間管理機構の創設 

◆経営所得安定対策の見直し 

◆水田フル活用と米政策の見直し 

◆日本型直接支払制度の創設 

国による新たな農政改革 
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Ⅱ マーケットインによる競争力と個性のある農業の持続的な発展 
 
 

Ⅰ 消費者が求める安全・安心な食料の安定供給 

 
 

Ⅲ 農業・農村の多面的な機能の発揮 

 
 

Ⅳ 農村の活性化に向けた総合的な振興 

農畜産物の安全確保の徹底 

消費者と農業者の相互理解の推進 

◆農畜産物の計画的な放射性物質検査と公表  

◆農薬販売店等の検査・指導による農薬適正流通・使用の 

  推進 

◆ＧＡＰの取組拡大 

◆食関連産業等と連携した地産地消の県民運動の展開 

◆食育推進のための人材育成・活動の支援 

◆食の安全安心に関する消費者等との情報交換 

農業経営体の育成・支援の強化 

◆経営体の発展段階に応じた経営の効率化・法人化・多角化の支援 

◆６次産業化に取り組む農業者等の支援体制の強化 

◆大規模経営体の経営継続・発展に向け，経営の最適化診断・ＩＣＴ 

  活用 による生産・経営の「見える化」を推進 

水田フル活用による多様な作物生産 

◆宮城米の販売・ブランド力強化と「地域ブランド米」創出支援 

◆大規模化に対応した技術導入等，省力・低コスト稲作を支援 

◆水田フル活用の基幹作物として，麦・大豆等に加えて飼料用米の 

  作付拡大を推進 

多面的機能の発揮と県民理解向上 

◆集落の将来像を見据えた特色ある 保全活動の展開 

  の推進 

◆多様な交流施設の活用や，グリーン・ ツーリズム推 

  進，教育分野との連携による都市農村交流促進 

◆ワークショップや生き物観察会等，農業・農村の多面 

  的機能への県民理解向上に向けた取組の推進 

◆農業用水利施設を活用した小水力発電施設等の導入 

  推進 

中山間・沿岸地域等の農業・農村活性化 

◆コミュニティビジネスに取り組む農業者・ 

  地元住民の企画力向上や収益性改善等 

  の支援 

◆食品関連企業の誘致と，立地した企業と 

  農業者等との連携による新商品開発等， 

  事業創出の支援 

◆鳥獣被害対策にあたる人材育成や，市町 

  村が実施する鳥獣被害防止対策の支援 

県産品の販売戦略の展開と食産業の振興 

◆輸出基幹品目を中心とした新たな海外販路開拓の推進 

◆県内食品製造業の販路回復・開拓に向けた支援 

◆リニューアルした東京アンテナショップを拠点とした首都圏での販売・ 

  販路の拡大を支援 

◆農地中間管理事業等を活用した担い手への農地集積とほ場整備 

  を推進 

◆地域での徹底した話し合いによる人・農地プラン等の作成・更新・ 

  実践を支援 

農地集積の推進と人・農地プラン等の実践 

園芸の競争力の強化 

◆先進的施設園芸経営体の育成に向けた技術・経営的支援 

◆収益性の高い土地利用型露地園芸への転換誘導と定着支援 

◆契約栽培による加工・業務用野菜の取組支援 

◆ＩＣＴ・ロボット技術等「スマート農業」の推進 

畜産の生産基盤の強化 

◆第１１回全国和牛能力共進会宮城大会を契機とした日本一の牛づ く 

  りと産地化を推進 

◆「好平茂」，「勝洋」に続く，優良種雄牛の造成を継続的に実施 

第２期「みやぎ食と農の県民条例基本計画」中間見直しの概要 

特に重点的に取り組む施策の推進方向        ～産業政策と地域政策をともに推進～ 

資料５－２ 


