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茨城をたべよう運動推進協議会 



 

第１号議案 

 

令和元年度事業報告 

 
１ 会員数    ６０１団体（令和２年３月時点） 
 
２ 会 議 
（１） 顧問会議 

・日 時  平成３１年４月２４日（水） 午後２時 
・場 所  茨城県庁１７階農林水産部会議室 
・内 容  令和元年度「茨城をたべよう運動」に係る取組等について 
 

（２） 総会及び情報交換会・県産品試食会 
・日 時  令和元年５月２９日（水） 午後３時３０分 
・場 所  ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 ２階 千波 
・内 容  ①平成３０年度事業報告について 
      ②平成３０年度歳入歳出決算について 
      ③監査報告について 
      ④令和元年度事業計画（案）について 
      ⑤令和元年度歳入歳出予算（案）について 
 

３ 事 業 
（１） 県内全小学５年生（約25千人）に対し，産出額全国１位～３位の農産物を紹介し 

たクリアファイルを配布 

（２） 協議会会員等が実施する県産農林水産物等を活用したＰＲイベント，農業体験， 

料理教室への一部支援 

（３）「茨城をたべよう学校給食支援事業（生産者と生徒の交流事業）」による地場産物

を活用した特別メニュー提供等の経費の一部支援 

（４）「地産地消情報ネットワークシステム」を運営し，地産地消関連イベント情報等を

会員相互で共有 

（５）協議会会員と連携した各種イベント等での「茨城をたべよう運動」のＰＲ（フラ 

ッグ，のぼり等の掲出，パンフレットの配布等） 

 
 
 

 

 



＜イベント等におけるＰＲ実績＞ 

№ 催事名 開催日 開催場所 主催者 

1 茨城をたべようキャンペーン R1.6.1～30 県内 SA・PA 
ネクセリア東日本 
株式会社 

2 
第６回いばらきスイーツフェスタ in

つくば 
R1.9.20～23 イオンモールつくば 

いばらきスイーツフ

ェスタ実行委員会 

3 いばらき×ギリシャグルメフェア R1.9.25～11.17 
ホテル・ザ・ウエス

トヒルズ・水戸 
ホテル・ザ・ウエス

トヒルズ・水戸 

4 茨城をたべよう モスのレタス祭り R1.10.18～27 
茨城県・千葉県 
モスバーガー全店 

（株）モスフードサ

ービス 

5 
第 13 回全国親子クッキングコンテス

ト茨城大会 
R1.10.6 

東京ガス(株)つくば支社 

クッキングスタジオ 
茨城県ガス協会 

6 令和元年度学校給食献立コンテスト R1.11.26 
（公財）茨城県 

学校給食会 

（公財）茨城県 
学校給食会 

 

 

＜メディアを利用したＰＲ実績＞ 

 「茨城をたべようＤＡＹリポート」（茨城放送:毎月第３日曜 午後０時４５分～５５分） 

放送日 内  容 ＰＲした農産物等 

4/21 奥久慈しゃも生産組合（大子町） 奥久慈しゃも 

5/19 JA 常総ひかり農産物直売所 旬彩・やちよ（八千代町） 八千代メロン 

6/16 つくばブルーベリー協議会（つくば市） つくばブルーベリー 

7/21 さしま茶協会（境町） さしま茶 

8/18 
JA 北つくば ファーマーズマーケットきらいち筑西店

（筑西市） 
つくば梨 

9/15 JA 常陸友部栗選果場（笠間市） 笠間栗 

10/20 JA なめがたしおさい 行方地域センター（行方市） かんしょ 

11/17 JA 水郷つくば サンフレッシュはすの里（土浦市） れんこん 

12/15 JA つくば市桜農産物直売所（つくば市） ねぎ 

1/19 ファーマーズマーケット なだろう（鉾田市） いちご 

2/16 道の駅 日立おさかなセンター あかつ水産（日立市） あんこう 

3/15 JA 水郷つくば 龍ケ崎トマト選果場（龍ケ崎市） トマト 

 

 

 

 

 

 



＜学校給食支援金交付実績＞ 

№ 催事名 開催日 開催場所 

1 
栗拾い体験と生産者との笠間の日献立 
交流給食 

R1.10.21 笠間市立友部小学校 

2 茨城をたべよう 学校給食 R1.10.21 笠間市立笠間小学校 

3 生産者との「ふれあい給食」 R1.10.21 潮来市立津知小学校 

4 生産者との「ふれあい給食」 R1.10.28 潮来市立潮来小学校 

5 「和食の日」給食 R1.11.22 牛久市立向台小学校 

6 ６年生ピーマン料理教室 R1.12.9 神栖市立植松小学校 

 

＜県産農産物等活用支援金交付実績＞ 

№ 催事名 開催日 開催場所 主催者 

1 
野菜農家の協力で茨城をたべよう BBQ

交流会 
R.1.5.25 結城市 

社会福祉法人 達生

堂 

2 
つくば市特産品（ふくれみかん）を使

った調理実習 
R1.7.3 つくば市 

つくば市立秀峰筑波

義務教育学校 

3 
つくば市特産品（ふくれみかん）を使

った調理実習 
R1.7.5 つくば市 

つくば市立秀峰筑波

義務教育学校 

4 
茨城野菜を使って！ 

パパと作ろう夏のランチ！！ 
R1.7.6 土浦市 食文化協会 

5 
つくば市特産品（ふくれみかん）を使

った調理実習 
R1.7.10 つくば市 

つくば市立秀峰筑波

義務教育学校 

6 
つくば市特産品（ふくれみかん）を使

った調理実習 
R1.7.18 つくば市 

つくば市立秀峰筑波

義務教育学校 

7 いばらき夏の食材で親子クッキング！ R1.7.21 つくば市 食文化協会 

8 
茨城をたべよう食育ふれあいフェア 

in五霞 
R1.8.2 五霞町 

五霞町食生活改善推

進会 

9 
子供達に伝えたい！ 

茨城夏野菜と天然だしの味 
R1.8.9 日立市 食文化協会 

10 
茨城を食べよう！茨城産鶏肉と野菜を

使った夏メニュー 
R1.8.22 守谷市 食文化協会 

11 
子供達に伝えたい！ 

茨城夏野菜と天然だしの味 
R1.8.23 笠間市 食文化協会 

12 外国人児童生徒交流事業 R1.8.25 結城市 結城市国際交流協会 

13 茨城をたべよう！親子クッキング！ R1.9.15 土浦市 食文化協会 

14 茨城をたべよう 稲刈り体験 R1.9.18 結城市 
結城市農産物消費対

策推進協議会 

15 奥久慈茶カフェ巡り２０１９ R1.9.21 大子町 
奥久慈茶カフェ巡り

実行委員会 



16 茨城を食べよう！子どもクッキング！ R1.10.14 つくば市 食文化協会 

17 
食文化を学ぶ！ 

親子で巻きずしに挑戦！ 
R1.10.26 阿見町 食文化協会 

18 
食文化を学ぼう！ 

手づくりでおもてなし 
R1.11.14 ひたちなか市 

水戸信用金庫市毛支

店 

19 
親子クッキング！！ 

常陸牛の牛丼を作ろう！ 
R1.11.17 土浦市 食文化協会 

20 食文化を学ぶ！親子でクリスマス料理 R1.12.15 つくば市 食文化協会 

21 親子でクリスマス料理講習会 R1.12.15 城里町 食文化協会 

22 
食文化を学ぼう！ 

手づくりでおもてなし 
R1.12.20 ひたちなか市 

ひたちなか市商工会

議所 

23 
茨城をたべよう！茨城いちごでクリス

マスケーキに挑戦！ 
R1.12.22 守谷市 食文化協会 

24 親子でおせち料理講習会 R1.12.26 水戸市 食文化協会 

25 茨城をたべよう！奥久慈いちごフェア R2.1.15 常陸大宮市 奥久慈いちご研究会 

26 料理講習会 親子でランチを作ろう！ R2.1.19 ひたちなか市 食文化協会 

27 水戸農業高校生徒との交流会 R2.1.31 水戸市 
水戸地域女性農業士

会 

28 
道の駅大感謝祭  

茨城をたべよう！節分フェア 
R2.2.2 五霞町 五霞町産業課 

29 
冬のこども教室 

「茨城をたべよう！おもちつき」 
R2.2.2 五霞町 

五霞町青少年相談員

協議会 

30 
ヨークベニマル水戸元吉田店 

新店オープン試食販売 
R2.2.22 水戸市 

久慈浜水産加工業協

同組合 

31 
ヨークベニマル東滑川店 

新店オープン試食販売 
R2.3.18 日立市 

久慈浜水産加工業協

同組合 
 

 

 

 



第２号議案 

令和元度歳入歳出決算について 

 

歳 入 ７,３１０,３９７円 

歳 出 ５,７３３,５４１円 

差引額  １,５７６,８５６円 

 

（単位：円） 

歳 入                                

科 目 予算額(A) 決算額(B) 
比較増減 

(B)-(A) 
備 考 

負担金 4,820,000 4,820,000 0 
県      3,500,000円 
市町村   30,000円×44 

協賛金 2,000,000 1,049,129 △950,871 
ＪＡ茨城県中央会，キリンビー
ル㈱茨城支社，キリンビバレッ
ジ㈱，筑波銀行 

繰越金 680,531 680,531 0 前年度繰越金 

雑収入 1,000,000 760,737 △239,263 
情報交換会・県産品試食会 
参加者会費，グッズ売上等 

計 8,500,531 7,310,397 △1,190,134  

 

 

歳 出 

科 目  予算額(A) 決算額(B) 
比較増減 

(B)-(A) 
備 考 

広報・ＰＲ費 4,960,531 3,328,998 △1,631,533 
・クリアファイル等ＰＲグッズ
の作成 

・イベント開催・出展等経費  

事業費 3,540,000 2,404,543 △1,135,457 

・総会及び情報交換会・県産品

試食会の開催 

・県産農林水産物活用支援事業 

・学校給食支援事業 

・地産地消情報ネットワークシ

ステムの維持管理費等経費 

計 8,500,531 5,733,541 △2,766,990  

 





第３号議案 

令和２年度事業計画（案）について 

 
１ 事業実施方針 
  地産地消の取組が農林漁業の持続的かつ健全な発展，農山漁村の活力の再生，消費

者の利益の増進，食料自給率の向上等に重要な役割を果たすとともに，地域資源の有

効な活用，食品循環資源の再生利用，環境への負荷の低減等の効果を有するものであ

ることに鑑み，生産者，事業者，消費者等が一致協力して地域の農林水産物の利用の

促進を図る。 
 
２ 会 議 
（１） 顧問会議（新型コロナウイルスの影響により当初日程は延期） 

・日 時  未定 
・場 所  未定 
・内 容  「茨城をたべよう運動」推進のため意見交換 
      各団体による地産地消に係る取組について 
 

（２） 総会 
・今年度より書面での開催とする。なお，総会資料及び議決結果については「茨城

をたべよう いばらき食と農のポータルサイト」に掲載する。 
・内 容 ①令和元度事業報告について 
     ②令和元年度歳入歳出決算について 
     ③監査報告について 
     ④令和２年度事業計画（案）について 
     ⑤令和２年度歳入歳出予算（案）について 
・その他 例年総会終了後に開催していた「情報交換会・県産品試食会」は，新

型コロナウイルスの影響を踏まえながら開催について検討。 
    

３ 事 業 

（１） 啓発事業 

・県内全小学５年生に対し，産出額全国１位～３位の農産物を紹介したクリアファ 

イルを配布 

（２）広報・ＰＲ事業 

・協議会会員と連携した各種イベント等での「茨城をたべよう運動」のＰＲ（フラ 

ッグ，のぼり等の掲出，パンフレットの配布等） 

・「地産地消情報ネットワークシステム」を運営し，地産地消関連イベント情報等    

 を会員相互で共有 

（３）消費拡大事業 

・協議会会員等が実施する県産農林水産物等を活用したＰＲイベント，農業体験， 

料理教室への一部支援 

  ・「茨城をたべよう学校給食支援事業（生産者と生徒の交流事業）」による地場産物 

を活用した特別メニュー提供等への一部支援 

（４）その他 

・新型コロナウイルス感染症対策の観点から実施した，地産地消の取組に要した経

費の一部支援 

・茨城県新型コロナウイルス感染症対策医療従事者応援金への寄附 

・会員情報の整理（連絡が取れない会員について，会員リストから削除） 



第４号議案 

 

令和２年度歳入歳出予算（案）について 

 

（単位：円） 

歳 入 

科 目 
本年度予算 

(A) 
前年度予算 

(B) 
比較増減 
(A)-(B) 

備  考 

負担金 4,820,000 4,820,000 0 
県    3,500,000円 
市町村 30,000円×44 

協賛金 1,100,000 2,000,000 △900,000  

繰越金 1,576,856 680,531 896,325 前年度繰越金 

雑収入 1,000,000 1,000,000 0 グッズ売上等 

計 8,496,856 8,500,531 △3,675  

 

歳 出 

科 目 
本年度予算 

(A) 
前年度予算 

(B) 
比較増減 
(A)-(B) 

備  考 

広報・PR費 4,000,000 4,960,531 △960,531 

・クリアファイル等ＰＲグ
ッズの作成 

・イベント開催・出展等経
費 

事業費 4,496,856 3,540,000 956,856 

・県産農林水産物活用支援事

業 

・学校給食支援事業 

・地域別地産地消活動支援金 

・地産地消情報ネットワーク

システムの維持管理 

・新型コロナウイルス感染症

対策地産地消推進支援金 

・医療従事者応援金への寄付 

計 8,496,856 8,500,531 △3,675  

 


