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第３章 地産地消の推進に向けた目標と施策 
 

１ 地産地消推進により目指す姿 

沖縄県における地産地消の課題を踏まえ、今後の目指していく姿として以下の４つ

を掲げることとする。  

 
 
  

（１） ③ 
地産地消の推進基盤の確立 

①地産地消で、県民の豊かな食生活を支える 

 安全・安心を背景に県産に対する県民のニーズが
一定程度伺える一方、県内量販店や農林水産物直売
所などでは県産品が足りないと感じていることか
ら、県産品の供給拡大を図り、県民が安全・安心な
県産農林水産物を購入できる機会や場を増やすた
めに地産地消を推進します。 

③地産地消で、生産者の多様な販路が確保される 

 量販店の地場産コーナーや農林水産物直売所、飲
食店など、身近な販路を確保することで、小規模農
家も含め農業で生計を立てている人たちの所得確
保及び営農継続を支援するために地産地消を推進
します。 

④地産地消で、拡大する需要が県内の農林水産業に
波及する 

 観光や中食など、県内で今後さらに農林水産物の
需要が拡大すると見込まれる分野における県産品
の供給拡大や利用促進を図ることで、沖縄県全体の
農林水産業のさらなる活性化につなげるために地
産地消を推進します。 

②地産地消で、県産農林水産物の価値が広まる 

 県民及び増えつつある本県への来訪者に対し、沖
縄県産の価値や利用方法、島野菜・畜産・フルーツ・
花きなど本県ならではの農林水産物の魅力につい
て、普及・啓発を図ることで、県内外問わず沖縄県
産に価値を見出す消費者を増やすため地産地消を
推進します。 

地産地消の課題 

（１） ① 
県民、とりわけ若い世代における 
県産農林水産物の消費促進 

（１） ② 
沖縄の伝統的食文化の普及 

（２） ① 
生産者の生産・出荷の拡大 

（２） ② 
流通ルートの確立 

（２） ③ 
その他の地産地消の推進主体の 
巻き込み 

課題解消後の目指す姿（地産地消の目的） 

上記①～④すべてと関連 
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２ 施策体系 

目指す姿に対応した４つの目的に沿って、以下の５つの柱のもと方策を推進することとする。 

また、各推進方策についての成果指標として以下の計 22 の項目を設け、進捗状況の把握と管理を

行うこととする。  
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第４章 地産地消推進方策と推進体制 
 

１ 県民のニーズに応じた品質・生産量の確保と安全で安心な供給体制
の構築 

 

安全・安心を背景に県産に対する県民のニーズが一定程度伺える一方、県内量販店

や農林水産物直売所等では県産品が足りないと感じていることから、県産品の供給拡

大を図り、県民が安全・安心で安定した品質の県産農林水産物を購入できる機会や場

を増やすため、以下の取組を行う。 
 
（１）成果指標 

指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

①野菜の収穫量 58,000 トン（2016） 92,900 トン（2021） 

②家畜頭数 142,777 頭（2017） 155,885 頭（2021） 

③漁業生産量 36,453 トン（2017） 49,492 トン（2021） 

④卸売市場における県産

品の取扱割合 

青果物 38.1％ 

花き 26.8％（2017) 

青果物 42.1％ 

花き 33.8％（2023） 

⑤直売所の販売額に占め

る県産品の割合 

88％（2017) 93％（2023） 

⑥学校給食における県産

利用率 

30.6%（2017) 34.0％（2023） 

 
 
（２）具体的な取組及び役割分担 

 
①消費者ニーズ及び生産・販売の動向の把握、情報交換等の機会の創出 

ア 具体的な取組・事業 
 県産農林水産物及び加工品の県内における安定供給を推進するため、生産者、

流通・加工事業者、行政が、「消費者のニーズの動向」「産地の生産・出荷に

関する動向」「流通・加工の現場における販売の動向」について情報交換等の

機会を創出する。 
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イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 消費者のニーズの動向についての情報提供 

生産者・ 

出荷団体 

 流通・加工事業者との情報交換等の機会の確保 

 産地の生産・出荷に関する動向について流通・加工事業者

への情報提供 

流通・加工

事業者 

 生産者との情報交換等の機会の確保 

 消費者のニーズの動向、流通・加工の現場における販売の

動向について生産者への情報提供 

行政 

 情報交換等の機会の創出 

 消費者ニーズの把握、生産者及び流通・加工事業者への情

報提供 

 産地の生産・出荷に関する動向の把握、流通・加工事業者

への情報提供 

 流通・加工の現場における販売の動向の把握、生産者への

情報提供 

 
 

  

給食栄養士と農業士の意見交換会 
（かぼちゃ、トマト圃場を視察） 

沖縄県産農林水産物にかかる 
バイヤー招聘商談会（平成 27 年） 



 

22 
 

②生産量の安定確保 

ア 具体的な取組・事業 
 消費者ニーズのある農林水産物のさらなる供給確保に向け、生産量の増加に

取り組む県内産地に対し、施設整備や機械導入等の面で支援し、生産規模の

拡大や生産コストの削減をもたらすことで、生産者は安定的に生産でき、消

費者や流通・加工事業者は県産品を安定的に調達できる環境の実現を促進す

る。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 生産量の増加や安定出荷に向けた取組みの主体的な実施

（生産規模の拡大や技術・資材への投資等） 

流通・加工

事業者 

 生産量の増加や安定出荷に取り組む産地への協力（助言、

取引促進、施設整備や資材投資に対する産地との共同出資

等） 

行政 

 生産量の増加や安定出荷に取り組む産地への支援（技術指

導、施設整備や技術導入にあたっての初期投資、生産段階

及び流通・加工段階における機械化や省力化の促進等） 

 
  

水産物の養殖施設（登野城漁港） 

県内でのニーズが高い鶏卵や牛乳 
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③県内における県内産の優位性の確保 

ア 具体的な取組・事業 
 亜熱帯性気候等本県の地域特性を生かして既にマーケットを確立している農

林水産物以外においても、県外産や海外産と比べて、品質面・価格面で県民

や流通・加工事業者に進んで選択してもらえる産地の育成・確立を図るため、

食味や価格に関する県民ニーズや、本県で栽培されている品目・品種と他産

地との違いや特長を研究し、品種選定の見直しや新品種の開発、栽培技術の

改善に取り組むことで、県内マーケットにおける県内産地の優位性を高める。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 消費者のニーズの動向についての情報提供 

生産者・ 

出荷団体 

 品種選定・改良、栽培技術の改善の主体的な実施 

流通・加工

事業者 

 県民ニーズの把握 

 他産地と比べて本県に優位性がある品目・品種、及び他産

地と比べて改善の余地がある品目・品種について生産者及

び行政への情報提供 

 品種選定の見直しや新品種の開発、栽培技術の改善への協

力（助言・試験取引、産地への普及等） 

行政 

 県民ニーズの把握 

 本県で栽培されている品目・品種と他産地との違いや特長

の研究、研究結果の情報提供 

 品種選定の見直しや新品種の開発、栽培技術の改善に取り

組む産地への支援（県の研究情報の提供、技術開発にあた

っての初期投資、産地への普及促進等） 

 
 

  

沖縄県の新品種農林水産物の例 
（左：夏小紅、右：サンドルチェ） 



 

24 
 

④県産農林水産物の安全・安心の確保 

ア 具体的な取組・事業 
 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方について生産者の理解促

進を図るため、栽培履歴の記帳や農薬の使用等に関する講習の受講の促進や

ＧＡＰ※・ＨＡＣＣＰ※等の認証取得支援に取り組むとともに、県産農林水産

物の安全性等について消費者への情報提供に取り組む。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 県産農林水産物の安全・安心の確保の取組についての情報

収集・理解 

生産者・ 

出荷団体 

 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方につい

ての理解・実践（各種講習の受講、ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ等

の取得の検討） 

 生産者間での情報共有・研修の機会の確保 

流通・加工

事業者 

 消費者が求める安全・安心の基準についての生産者への情

報提供 

 県産農林水産物の安全性等についての情報収集、消費者へ

の情報提供 

行政 

 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方につい

て生産者への情報提供 

 栽培履歴の記帳や農薬の使用等に関する講習や、ＧＡＰ・

ＨＡＣＣＰ等の認証取得の機会の提供 

 県産農林水産物の安全性等について流通・加工事業者及び

消費者への情報提供 

 

 

  

食品の安全安心に
関する県の計画 
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⑤季節による生産量の変動の抑制 

ア 具体的な取組・事業 
 沖縄県の特性として季節による農林水産物の生産量の変動が大きいことを踏

まえ、県産農林水産物の安定的な供給を図るため、夏場や台風シーズンを含

む年間を通じた生産・出荷の計画を持つ生産者に対するハウスの導入・更新

の支援や、台風前後の被害防止・収量維持に向けた有効な対応策の情報収集・

提供に取り組む。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 ハウスの導入・更新による年間を通じた生産・出荷への挑

戦、計画立案 

行政 

 年間を通じた生産・出荷の計画を持つ生産者に対するハウ

スの導入・更新の支援 

 台風前後の被害防止・収量維持に向けた有効な対応策につ

いての情報収集、生産者への情報提供 

 

 

  

台風により破損したハウス 
（内閣府沖縄総合事務局より） 

台風に強いビニールハウス（読谷村） 
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⑥貯蔵や１次加工による生産と需要のミスマッチ解消 

ア 具体的な取組・事業 
 季節により変動する生産量・価格と、年間を通して安定的に農林水産物を求

める流通・加工事業者の需要量・価格のミスマッチを解消することで、県産

農林水産物の安定的な供給を図るため、県内において、生産量が多い時期に

収穫された産品の貯蔵機能や、実需者のニーズに対応可能な１次加工機能を

持つ事業者・施設の掘り起こし、産地との連携促進に取り組む。 
 
イ 役割分担 

生産者・ 

出荷団体 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の主体的な確

保、連携 

流通・加工

事業者 

 県産農林水産業の季節における変動についての理解 

 需要のある品目や求める数量・価格・状態について生産者

への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の主体的な確

保、産地への紹介 

行政 

 流通・加工事業者のニーズについて生産者への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の掘り起こし、

生産者、流通・加工事業者への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設と産地の連携

促進（利用条件の調整等） 

 
 

  

学校給食における県産農林水産物 
利用促進モデル事業にて試作した 
紅イモとかぼちゃの１次加工品 

沖縄県中央卸売市場の冷蔵配送設備 
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⑦島野菜等の伝統食材の生産強化 

ア 具体的な取組・事業 
 県民の沖縄県における伝統的食文化離れが懸念されている状況を踏まえ、島

野菜等沖縄県で伝統的に食されてきた農林水産物※の生産体制を維持するた

め、栽培方法の研究等による生産効率の向上や、生産者の確保・育成に取り

組む。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 沖縄県で伝統的に食されてきた農林水産物についての理解 

生産者・ 

出荷団体 

 生産効率の向上に向けた研究等の主体的な実施 

 一緒に生産する仲間の確保 

流通・加工

事業者 

 沖縄県で伝統的に食されてきた農林水産物についての理解 

 生産体制維持への協力（定期的な取扱、消費者への情報提

供） 

行政 
 生産効率の向上に向けた栽培方法等の研究、普及 

 生産者の確保・育成 

  

沖縄県農林水産物データベースにて 
紹介されている伝統的農産物の一例 
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２ 地産地消と沖縄の食文化に対する消費者の理解と関心の増進 
 

県民及び増えつつある本県への来訪者に対し、沖縄県産の価値や利用方法、島野菜・

畜産・フルーツ・花き等本県ならではの農林水産物の魅力について、普及・啓発を図

ることで、県内外問わず県産品に価値を見出す消費者を増やすため、以下の取組を行

う。 
 
（１）成果指標 

指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

⑦食品を購入する際に県

産食材を意識する県民の

割合 

31.7%（2018) 37％（2023） 

⑧島野菜をよく食べる 

県民の割合 

25.6%（2018) 50.0％（2023） 

⑨学校給食における地域

の伝統食・行事食の提供 

給食実施の全学校におい

て月 1回以上実施（2016） 

80％の調理場において 

月５回以上実施(2023) 

⑩「おきなわ食材の店」

登録店舗数 

286 店舗（2018) 360 店舗（2023） 

⑪県産食材を用いた料理

メニュー開発を実施した

「おきなわ食材の店」  

70 件（2018)  110 件（2023） 

⑫県産食材を利用した 

料理教室・郷土料理等の

講習会の実施 

461 件（2017) 500 件（2023） 

⑬産地モニターツアー

等、実需者や消費者が産

地を訪れる取組 

33 件（2017) 40 件（2023） 
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（２）具体的な取組及び役割分担 

 
①地産地消の価値や県産品の特長のＰＲ 

ア 具体的な取組・事業 
 県産品を進んで選択して購入する県民等の増加を図るため、地産地消ならで

はの価値（旬・鮮度等）の理解・普及に取り組む。 
 県産品の旬の時期、島野菜等の沖縄県固有の食材の名称や特長、ゴーヤーや

らっきょうのように他産地と食味が異なる品目等のＰＲを強化する。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 地産地消の価値や県産品の特長についての理解増進 

生産者・ 

出荷団体 

 県産品の価値や特長に関する情報収集、研究 

 流通・加工事業者への情報提供 

 消費者への直売所における情報発信 

流通・加工

事業者 

 県産品の価値や特長に関する情報収集、研究 

 消費者への情報提供 

行政 

 県産品の価値や特長に関する情報収集、研究 

 消費者、流通・加工事業者への情報提供 

 生産者や流通・加工事業者によるＰＲ活動の支援 

 
 

  

おきなわ花と食のフェスティバル 「いもの日」周知ポスター 
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②県産農林水産物を購入・消費できる場所や、県産農林水産物を使った商品のＰ

Ｒ 

ア 具体的な取組・事業 
 県民及び観光客の県産農林水産物の消費を促進するため、県内の農林水産物

直売所、県産品販売コーナーを設置している量販店、「おきなわ食材の店」等、

県産農林水産物を購入・消費できる場所のＰＲや情報発信を強化する。 
 県産農林水産物を使った多種多様な商品について、県民及び観光客の認知度

向上を図るため、商品情報のＰＲや、表彰イベントやコンテスト等による周

知の機会の創出を行う。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 県産農林水産物を購入・消費できる場所や、県産農林水産

物を使った商品について主体的な情報収集 

生産者・ 

出荷団体 

 産品の販売先や使われている商品について県民・観光客へ

の主体的な情報提供 

流通・加工

事業者 

 取り扱っている県産品について県民・観光客への主体的な

情報提供 

行政 

 県産農林水産物について購入・消費できる場所についての

ホームページや広報等による情報提供 

 県産農林水産物を使った商品情報の収集、県民・観光客及

び流通・加工事業者への情報提供 

 購入・消費できる場や県産農林水産物を使った商品の周知

の機会の確保（イベントでのＰＲ活動、表彰やコンテスト

の実施等） 

 
 

  

おきなわ食材の店登録証交付式 

県内の農林水産物直売所を 
紹介するホームページ 
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③売り場における新たな需要の創出 

ア 具体的な取組・事業 
 県産農林水産物に対する新たな需要を喚起するため、量販店や直売所の店頭

等で県民の身近な場所で手に取れるツール（簡単・アレンジレシピカード等）

の作成・提供や、生産者、流通・加工事業者が取り組む販売現場での食べ方

提案活動（調理の実演・試食等）を促進する。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 生産者、流通・加工事業者が取り組む活動への参加、実践 

生産者・ 

出荷団体 

 直売所におけるツール作成、食べ方提案活動の企画・実施 

流通・加工

事業者 

 各販売現場におけるツール作成、食べ方提案活動の企画・

実施 

行政 
 生産者、流通・加工事業者によるツール作成、食べ方提案

活動の支援 

 
 
  

イオン南風原店における「父の日には 
牛乳（ちち）を贈ろうキャンペーン！」 

（平成 29 年） 

｢うちな～いい肉の日｣キャンペーン 
街頭イベントでの試食コーナー 

西原町食生活改善推進員協議会が作成した
オススメレシピ（平成 29 年度） 
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④食農・魚食教育※の推進 

ア 具体的な取組・事業 
 若年層の本県の農林水産業に対する理解促進を図るため、児童や生徒が農林

水産業の生産現場を訪れて学ぶ機会、農林漁業体験や調理体験の機会を充実

する等食農・魚食教育の推進に取り組む。 
 産地モニターツアー等、生産者と消費者との交流促進に取り組む。 

 
イ 役割分担 

消費者・ 

消費者団体 

 生産者との交流の機会への参加 

 

生産者・ 

出荷団体 

 食農、魚食教育の実施 

 学校が実施する食農、魚食教育への協力 

 消費者との交流の機会の確保 

流通・加工

事業者 

 生産者と消費者との交流の機会の確保 

行政 

 食農、魚食教育活動の支援 

 学校における食農、魚食教育の実施機会の確保 

 生産者と消費者との交流活動の支援 

 

  

きのこ栽培施設見学会 

給食事業 

（曙小学校農業体験） 

９年度目となる名護市での 
米づくりスクールの実施 
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⑤次世代への食文化の継承 

ア 具体的な取組・事業 
 沖縄県の伝統的な食文化及び食材に対する次世代の理解や愛着を深めるため、

学校給食において沖縄県の伝統的な食材の活用する機会の推進に取り組む。 
 琉球料理伝承人※ 等による県産食材を利用した料理教室・郷土料理等の普及

活動を支援し、一般家庭や飲食店において伝統的な沖縄料理を作る機会の拡

大に取り組む。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 県産食材を利用した料理教室・郷土料理等の講習会への参

加、家庭での実践 

生産者・ 

出荷団体 

 学校給食における県産品の出荷の拡大 

 県産食材を利用した料理教室・郷土料理等の講習会への参

加、協力 

流通・加工

事業者 

 学校給食における県産品の積極的な取扱 

 県産食材を利用した料理教室・郷土料理等の講習会への参

加、消費者への普及 

行政 

 栄養士や学校給食の職員との情報交換、生産者及び流通・

加工事業者への情報提供 

 生産者及び流通・加工事業者による学校給食への食材供給

活動への支援 

 琉球料理伝承人の確保・育成 

 琉球料理伝承人の活動の機会の創出、活動への支援 

 県産食材を利用した料理教室・郷土料理等の講習会の開催

や県民等への情報提供 

 

 
 
 
 
 
  

琉球料理担い手育成講座修了式 郷土料理・地場産物を活用した給食 
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３ 小売等身近で出荷できる機会の拡充 

 

量販店の地場産コーナーや農林水産物直売所、飲食店等、身近な販路を確保するこ

とで、小規模農家も含め農業で生計を立てている人たちの所得確保及び営農継続を支

援するため、以下の取組を行う。 
 
（１）成果指標 

指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

⑭地場産コーナーを設置

している量販店の割合 

67％（2018) 77％（2023） 

⑮６次産業化認定者数 55 件（2018) 61 件（2023） 

 
 

（２）具体的な取組及び役割分担 

 
①県産品を出荷できる場所・機会の拡大 

ア 具体的な取組・事業 
 生産者が身近に出荷できる場所や機会を確保するため、量販店における地場

産コーナーや農林水産物直売所、「おきなわ食材の店」の新規確保に取り組み、

生産者に対して県産農林水産物を取り扱う小売店や飲食店の情報を提供する。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 直売所等の身近な販路の確保 

流通・加工

事業者 

 地場農産物コーナーの設置促進、生産者への出荷の働きかけ 

 「おきなわ食材の店」への登録 

行政 
 「おきなわ食材の店」の新規確保 

 生産者への情報提供 

 

 

②物流コスト・時間の軽減化策の検討 

ア 具体的な取組・事業 
 高齢の生産者や、人口の少ない地域の生産者も、地産地消による所得確保に

取り組みやすい環境を整備するため、効率的な輸送の仕組みの検討等、地産

地消に係る物流コストと時間の軽減化方策の検討に取り組む。 
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イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 流通・加工事業者と連携した輸送効率化の取組みの主体的

な検討、実証 

流通・加工

事業者 

 生産者と連携した輸送効率化の取組みの主体的な検討、実

証 

行政 

 生産者が取り組む効率的な輸送の仕組みの実証への支援

（情報収集、活用可能な補助事業の紹介等） 

 県内外の輸送効率化の事例の情報収集、県内への普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③６次産業化の推進 

ア 具体的な取組・事業 
 県産農林水産物の付加価値を高め、小規模農家も含め農業で生計を立ててい

る人たちの所得確保及び営農継続を図るため、生産者による６次産業化の取

組みを支援する。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 ６次産業化の取組みの検討、実施 

流通・加工

事業者 

 ６次産業化産品の取扱いの検討 

行政 

 ６次産業化に取り組む既存事業者の支援 

 新たに６次産業化に取り組む意向のある生産者の掘り起こ

し、育成 

 

輸送効率化の取組の一例 
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④県産農林水産物の安全・安心の確保（再掲） 

ア 具体的な取組・事業 
 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方について生産者の理解促

進を図るため、栽培履歴の記帳や農薬の使用等に関する講習の受講の促進や

ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ等の認証取得支援に取り組むとともに、県産農林水産物

の安全性等について消費者への情報提供に取り組む。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 県産農林水産物の安全・安心の確保の取組についての情報

収集・理解 

生産者・ 

出荷団体 

 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方につい

ての理解・実践（各種講習の受講、ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ等

の取得の検討） 

 生産者間での情報共有・研修の機会の確保 

流通・加工

事業者 

 消費者が求める安全・安心の基準についての生産者への情

報提供 

 県産農林水産物の安全性等についての情報収集、消費者へ

の情報提供 

行政 

 消費者が求める安全・安心の基準やその担保の仕方につい

て生産者への情報提供 

 栽培履歴の記帳や農薬の使用等に関する講習や、ＧＡＰ・

ＨＡＣＣＰ等の認証取得の機会の提供 

 県産農林水産物の安全性等について流通・加工事業者及び

消費者への情報提供 

 
  

沖縄県６次産業化推進会議 
（写真は平成 27 年度） 
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４ 成長産業における県産農林水産物の利用の促進 
 

観光や中食等、県内で今後さらに農林水産物の需要が拡大すると見込まれる分野に

おける県産品の供給拡大や新たな需要創出、及び利用促進を図ることで、沖縄県全体

の農林水産業のさらなる活性化につなげるため、以下の取組を行う。 
 
（１）成果指標 

指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

⑯農業産出額 1,005 億円（2017） 1,220 億円（2021） 

⑰漁業産出額 195 億円（2016) 300 億円（2021） 

⑱農水産物直売所を訪れ

た観光客の割合 

14.7％（2017) 20.0％（2023） 

⑲ホテルにおける県産食

材利用率 

32.4％（2017） 36％（2023） 

⑳県産食材を使用する飲

食店や弁当屋を利用する

県民の割合 

8.8%（2018) 14％（2023） 

 
（２）具体的な取組及び役割分担 

 
①中食産業におけるニーズ及び生産・販売の動向の把握、情報交換等の機会の創

出 

ア 具体的な取組・事業 
 県民の食生活の変化や、観光客の増加により、県内において中食マーケット

の成長が見込まれることから、県産農林水産物及び加工品の中食産業におけ

る利用拡大を図るため、生産者、流通・加工事業者、行政が、「消費者のニー

ズの動向」「産地の生産・出荷に関する動向」「流通・加工の現場における販

売の動向」について情報交換の機会を創出する。 
 

イ 役割分担 
消費者・ 

消費者団体 

 消費者のニーズの動向についての情報提供 

生産者・ 

出荷団体 

 流通・加工事業者との情報交換の機会の確保 

 産地の生産・出荷に関する動向について流通・加工事業者

への情報提供 
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流通・加工

事業者 

 生産者との情報交換の機会の確保 

 消費者のニーズの動向、流通・加工の現場における販売の

動向について生産者への情報提供 

行政 

 情報交換の機会の創出 

 消費者ニーズの把握、生産者及び流通・加工事業者への情

報提供 

 産地の生産・出荷に関する動向の把握、流通・加工事業者

への情報提供 

 流通・加工の現場における販売の動向の把握、生産者への

情報提供 

 

 

②県産農林水産物を使用した中食メニュー開発等への支援 

ア 具体的な取組・事業 
 中食産業等におけるニーズに対応したメニュー開発やＰＲ等を行うとことに

より、県産農林水産物の県内での安定的な流通を図る。 
 

イ 役割分担 

生産者・ 

出荷団体 

 流通・加工事業者と連携した、県産農林水産物を原料とし

た商品開発の促進 

 ニーズに対応した生産体制の構築に向けた取組の主体的な

検討、実施 

流通・加工

事業者 

 生産者と連携した、県産農林水産物を原料とした商品開発

の促進 

行政 

 生産者及び流通・加工事業者が取り組む商品開発への支援、

開発した商品のＰＲ 

 生産者への支援（生産効率化に向けた助言、県内外の先進

事例についての情報提供等） 

 

 

③６次産業化の推進（再掲） 

ア 具体的な取組・事業 
 県産農林水産物の付加価値を高め、小規模農家も含め農業で生計を立ててい

る人たちの所得確保及び営農継続を図るため、生産者による６次産業化の取

組みを支援する。 
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イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 ６次産業化の取組みの検討、実施 

流通・加工

事業者 

 ６次産業化産品の取扱いの検討 

行政 

 ６次産業化に取り組む既存事業者の支援 

 新たに６次産業化に取り組む意向のある生産者の掘り起こ

し、育成 

 
 

④貯蔵や１次加工による生産と需要のミスマッチ解消（再掲） 

ア 具体的な取組・事業 
 季節により変動する生産量・価格と、年間を通して安定的に農林水産物を求

める流通・加工事業者の需要量・価格のミスマッチを解消することで、県産

農林水産物の安定的な供給を図るため、県内において、生産量が多い時季に

収穫された産品の貯蔵機能や、実需者のニーズに対応可能な１次加工機能を

持つ事業者・施設の掘り起こし、産地との連携促進に取り組む。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の主体的な確

保、連携 

流通・加工

事業者 

 県産農林水産業の季節における変動についての理解 

 需要のある品目や求める数量・価格・状態について生産者

への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の主体的な確

保、産地への紹介 

行政 

 流通・加工事業者のニーズについて生産者への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設の掘り起こし、

生産者、流通・加工事業者への情報提供 

 貯蔵機能や１次加工機能を持つ事業者・施設と産地の連携

促進（利用条件の調整等） 
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⑤宿泊施設・飲食店における県産品の利用拡大支援 

ア 具体的な取組・事業 
 観光客等に対する県産品の知名度とイメージの向上及び県内での消費拡大を

図るため、宿泊施設及び飲食店等と生産者とのマッチングの支援や、マッチ

ング成立後に企画・開発されたメニューやフェア等のＰＲを行う。 
 

イ 役割分担 
生産者・ 

出荷団体 

 飲食店や宿泊施設への品目提案や供給の検討 

流通・加工

事業者 

 県産品を活用しやすい仕組みの検討 

 県産品を使ったメニュー開発、フェア等の企画 

行政 

 宿泊施設への意向調査、調査結果の生産者へのフィードバ

ック 

 県産品の利用拡大意向を持つ事業者のマッチングの支援

（双方への情報提供、商談の機会の創出等） 

 県産品を使ったメニュー開発、フェア等の観光客へのＰＲ 

 
 
  

沖縄県調理師会会員(調理師)の 
料理勉強会の様子 
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５ 多様な主体の連携による地産地消の推進体制の確保 

 

前節までの方策を推進する基盤を確立するため、以下の取組を行う。 

 
（１）成果指標 

指標 現状値（年度） 目標値（年度） 

㉑農林漁業就業者数 農業 19.9 千人 

林業 0.5 千人 

漁業 3.8 千人（2015） 

農業 20.3 千人 

林業 0.3 千人 

漁業 3.8 千人（2021） 

㉒市町村地産地消推進

（促進）計画策定数 

23 市町村（2017) 30 市町村（2023） 

 
 
（２）具体的な取組及び役割分担 

 
①担い手の育成・確保 

ア 具体的な取組・事業 
 地産の担い手である農林漁業就業者を確保するため、関係機関と連携した新

規就農・就業の促進に向けた取組みや、観光業・食品加工業等異業種との連

携を推進する等、生産から販売までを視野に入れた経営を展開する担い手の

育成・確保の取組みを支援する。 
 

イ 役割分担 

行政 

 新規就農・就業の促進（就農相談、定着支援等） 

 生産から販売までを視野に入れた経営を展開する担い手の

育成・確保（異業種連携の場の創出等） 

 

②県と市町村の連携体制の強化 

ア 具体的な取組・事業 
 本計画と連動し、県内の各地域の実情を踏まえた地産地消を県全域で進める

ため、市町村の地産地消計画の策定を促進する。 
 

イ 役割分担 

行政 
 市町村の地産地消計画策定の支援（県） 

 地産地消計画の策定（市町村） 
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③関係者による定期的な情報の共有 

ア 具体的な取組・事業 
 本計画に基づく、地産地消に向けた様々な取組みを効果的、効率的に推進す

るため、地産地消県民会議や直売所ネットワーク会議の場を活用し、本計画

に基づく取組みの進捗・成果・課題、全国の優良事例等を共有し、課題への

対応策を関係者で検討する。 
イ 役割分担 

消費者・ 

消費者団体 

 情報共有の場への参加 

 所属団体に持ち帰っての情報共有 

生産者・ 

出荷団体 

流通・加工

事業者 

行政 
 情報共有の場の設置、定期的な開催 

 関係部署・団体との情報共有 

 
④地産地消のノウハウを持つ者との連携 

ア 具体的な取組・事業 
 本計画に基づく地産地消に向けた様々な取組みを効果的、効率的に推進する

ため、地産地消コーディネーターや６次産業化サポートセンターと連携して

各種の取組みを行う。 
イ 役割分担 

行政 

 連携のコーディネート（県） 

 地産地消に関する取組みへの協力（地産地消コーディネー

ター、６次産業化サポートセンター） 
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用語解説 

■沖縄の伝統的な食文化 

 琉球料理という沖縄独自の料理文化に基盤をおき、食材や調理法、風俗習慣などの様々

な要素を包含した生活文化のこと。 

＊出典：沖縄県文化観光スポーツ部 文化振興課「平成 29年度沖縄食文化保存・普及・継

承事業委託業務報告書」（平成 30 年 3 月） 

 

■島野菜 

 健康長寿県として注目される沖縄において、戦前から導入され、伝統的に食されてきた

地域固有の野菜、すなわち伝統的農産物のことで、沖縄県内では「伝統的農産物」は「島

野菜」と呼ばれ親しまれている。 

＊出典：沖縄県ウェブページ「くわっちーおきなわ」 

 

■ＧＡＰ 

 Good Agricultural Practice の略。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の

持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと。 

＊出典：農林水産省ウェブページ  

 

■ＨＡＣＣＰ 

Hazard Analysis and Critical Control Point の略。食品等事業者自らが食中毒菌汚染

や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至

る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、

製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法のこと。 

＊出典：農林水産省ウェブページ  

 

■食農教育・魚食教育 

 「食育」が、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を実践することができる人間を育てることを目的とした活動であるのに対し、

「食農教育」は、その背景にある動物や植物の「いのち」も感じ、日本の豊かな自然や四

季の尊さ、農業の果たす役割を伝え、「食」と「農」との目には見えない強い繋がりを学ん

でもらうことを目的としている。 

 また「魚食教育」は、家庭で魚食に親しむことが少なくなっている子供達が魚食への興

味を持つきっかけや、産地や生産者について学ぶ機会を提供することを目的としている。 

＊出典：ＪＡグループウェブページ及び水産省ウェブページを参考に執筆者作成 
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■琉球料理伝承人 

 沖縄県の伝統的な食文化の積極的な普及啓発活動により、次世代への継承及び観光資源

としての活用に取り組む担い手として、「沖縄食文化保存・普及・継承事業における担い手

育成講座」の受講者のうち沖縄県知事に認証された料理人のことであり、平成 31 年２月時

点で 46 人が認定されている。 

＊出典： 文化振興課提供資料を参考に執筆者作成 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次沖縄県地産地消推進計画 

（平成 31 年３月） 
 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

沖縄県 農林水産部 流通・加工推進課 

    電話 098-866-2225 FAX 098-862-7519 
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