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食と緑が支える豊かな「あいち」を実現す

るために、県が取り組むべき施策については

食と緑の条例第8条から12条に規定されてい

ます。

本章では、この規定に基づき、県の関係部

局が取り組む具体的施策を体系化するととも

に、施策目標を数値で掲げています。

この施策を実施するに当たっては、県民及

び生産者等と対等な立場で協働・連携P30して

取り組み、相乗効果を発揮させることとして

いますが、こうした協働・連携による取り組

みの姿を具体的にイメージできるよう主なテ

ーマについては、イラストで表しています。

なお、担当する部局については、次のとお

り表しました。

○農 :農林水産部　○企 :企画振興部
○県 :県民生活部　○環 :環境部
○健 :健康福祉部　○産 :産業労働部
○建 :建設部　　　○教 :教育委員会
○全 :全部局
また、新たに実施する施策の目標を□新で示
すとともに、拡大・拡充を図る施策の目標に

ついては（ ）に現況を表しました。

県民の暮らしが多様化する中で、これまでのように行政が県民ニーズにきめ細かく対応していく

ことが困難になりつつある一方で、よりよい地域づくりをめざして、県民自らが自発的に地域の諸

課題を解決しようという気運の高まりや、ボランティア活動、NPO活動も活発化しつつあり、今

後こうした活動は一層広がるものと見込まれます。

こうした情勢の中で、県民、生産者等と県が、県民生活に深く関わっている農林水産業や多面的

機能に関する共通の目標、目的を持ち、それぞれ対等の立場で相互に協働・連携して、一体的かつ

効率的な取り組みにより相乗効果を発揮させていくことが大切です。県は施策を実施するにあたり、

協働・連携を積極的に進めていきます。

「協働・連携」
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県が実施する施策体系

協働・連携による主な取り組み

(1) 情報の交流 

(2) ふれあいの場づくり 

(3) 県民活動の促進 
（条例 第8・9条） 

（条例 第10条） 

（条例 第11条） 

（条例 第12条） 

(1) 食品の安全管理の推進 

(2) 品質や生産性を高める技術の 
　  開発・普及とIT化の推進 

(3) 食料等の生産基盤の整備 

(4) 県内産食料等の消費と利用の促進 

(5) 食料等の流通体制の整備 

(6) 担い手の育成等の推進 

(7) 支援組織の育成強化 

(1) 森林・農地の適正な利用促進 

(2) 自然災害の防止 

(3) 環境と調和した森林や農地の整備 

(4) 水質の保全活動 

(5) 環境負荷の低減と資源の循環利用 

(1) 農山漁村における就業機会の増大 

(2) 生活環境の整備 

食
と
緑
が
支
え
る
豊
か
な
「
あ
い
ち
」

A　交流・食育・体験活動 
B　食の安全確保 
C　地産地消 
D　人づくり 
E　森林、農地、海及び川の保全 

食料等の生産活動及び森林等の
多面的機能についての県民の理
解と活動の促進 

安全で良質な食料等の持続的な
生産と供給の確保 

森林、農地及び漁場の適正な保全 

農山漁村における定住の促進 

3

2

1

4

上記施策の実施に当たって、県は県民、生
産者等と協働・連携して取り組みますが、
そのうちA～Eの5つのテーマについて、そ
のイメージをモデル的に表しています。 
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県民が健全な食生活や緑に恵まれた豊かな

暮らしを営むためには、まず県民一人ひとり

が本県の農林水産業やその営みの場である森

林、農地、海及び川が果たしている役割につ

いて見つめ直す必要があります。

このため、様々な方法により、本県の農林

水産業等への理解促進や食に関する情報を提

供するほか、県民相互の情報交流を推進しま

す。

1 食料等の生産活動及び森林等の多面的機能についての県民の理解と活動の促進

（1）情報の交流

基 本 的 な 考 え 方

◆農林水産情報の交流促進

県のホームページ、学校教育、イベントな

どを通じて、農林水産業等の現状・役割、愛

知産農林水産物などを紹介するほか、生活者

ニーズの把握に努めるとともに、県民相互の

情報の交流を進めます。 ○農○県○環○建○健○教

・県ホームページへのアクセス

愛・地産アラカルト*□新 年3万件

あいちエコカレッジネット*

年60万件(57万件)

・こどもエコクラブ*の登録 500件(428件)

・小中学校等における森林環境学習の

受講者 年4,000人

・学校給食調理コンクールへの応募

年300件(275件)

・あいちの農産物フェア、食の探索体験ツア

ー、総合治水推進週間関連イベントや消費

生活講座の開催

具体的な取り組み内容

主な施策目標

小学校での林業改良指導員による
森林環境学習
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◆食生活に関する知識の普及啓発

食生活指針*の推進、飲食店における栄養

成分表示、生活情報紙の発行などにより、食

生活改善に関する知識の普及啓発を行いま

す。 ○農○県○健

・栄養成分表示店の指定拡大

3,000件(1,081件)

・生活情報紙「あいち暮らしっく*」による

情報の提示

◆ふれあいの場情報の提供

農山漁村の風景、人、食、文化などあいち

の農山漁村の魅力や交流体験施設、観光、地

域イベント等の地域情報など都市と農山漁村

の交流活動に役立つ情報を提供します。

○農○企○産
〈詳細は先導的取り組み6を参照（23ページ）〉

栄養成分表示店のマーク 生活情報紙
「あいち暮らしっく」

主な施策目標

健康で豊かな生活を送るために大切な「食生活指針」の10項目です。食生活の改善に心が
けましょう！

①食事を楽しみましょう。 ⑥食塩や脂肪は控えめに。

②1日の食事のリズムから、 ⑦適正体重を知り、
健やかな生活リズムを。 日々の活動に見合った食事量を。
③主食、主菜、副菜を基本に ⑧食文化や地域の産物を
食事のバランスを。 活かし、ときには新しい料理も。
④ごはんなどの ⑨調理や保存を上手にして
穀類をしっかりと。 無駄や廃棄を少なく。
⑤野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、 ⑩自分の食生活を
魚なども組み合わせて。 見直してみましょう。

平成12年3月に文部省(現・文部科学省)厚生省(現・厚生労働省)農林水産省が策定　食生活の改善に心がけましょう！

食生活を家族でチェックしてみよう食生活指針
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県有林で森林の保全活動に取り組む県民 農業大学校でニワトリを見る幼稚園児

農林水産業や農山漁村は、近年、安らぎと

潤いを求める都市住民から、休養やレクリエ

ーションの場として期待されています。この

ような期待に応え、農林水産業や農山漁村の

生活を実際に体験・体感できるふれあいの場

をつくることは、都市と農山漁村の交流を促

進するだけでなく、食育や環境学習を進める

上でも、大変重要なことです。

このため、県有施設を積極的に活用するな

ど多くの県民が参加できるふれあいの場づく

りを進めます。

（2）ふれあいの場づくり

基 本 的 な 考 え 方

◆県有施設を活用したふれあいの推進

県の試験研究機関、農業大学校*などを活

用し、愛知の自然環境や農林水産業の体験学

習を実施するとともに、県有林を森林レクリ

エーションや森林保全活動等の場として県民

に提供します。 ○農○環○教

・農業総合試験場や農業大学校等における

体験学習の実施 年7,000人(4,030人)

・森林公園や県民の森*等の利用者

年200万人(176万人)

・県有林における森林保全等の活動件数

16件(10件)

具体的な取り組み内容

主な施策目標
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◆交流施設の整備等

都市と農山漁村の交流を促進するため、交

流施設の整備を進めるとともに、各種イベン

トを開催します。 ○農○企○建

・三河の山里体感プラザ*等の開催

・漁港区域内緑地の整備　　 17,000m2

・農業や自然環境保全への理解を深める場と

なる都市公園の整備□新 油ヶ淵周辺地域

◆花と緑のある暮らしづくりの推進

家庭や学校、地域が花と緑をテーマとした

各種コンクールに参加できる機会を増やすな

ど美しく潤いのある暮らしや街づくりを推進

します。 ○農○建○教

・あいち都市緑化フェア*の参加者

毎回1万人

・花壇コンクールの参加小中学校 年130校

・学校関係緑化コンクールの参加小中高等学校

毎回14校(11校)

・全国花のまちづくりコンクールの応募

毎回10件(9件)

主な施策目標

主な施策目標

木工加工施設での体験交流

都市と農村交流施設 花壇コンクールで花の苗を
学校花壇に植える小学生



◆消費者、生産者等の協働活動の推進

「いいともあいち運動*」等を通して、NPO、

消費者団体、生産者団体等の協働活動を支援

し、相互交流、情報交換を促進します。 ○農

・いいともあいちネットワークの拡大

450会員(314会員)

◆地域の森づくりの推進

地域の森づくりを行うNPO等の活動を支援

します。 ○農
〈詳細は先導的取り組み1を参照(18ページ)〉

◆地域住民一体による食と緑を活用した

地域づくりの推進

都市と農山漁村との交流などを中心とした

市町村、農業協同組合、NPO、消費者団体等

地域住民一体となった地域づくりを推進する

ため、モデルとなる地区を対象として、交流

拠点施設や地域資源の調査を行うとともに、

施設整備等に対する支援を行います。 ○農

・モデル的なまちづくりの取り組み□新
4地区

具体的な取り組み内容
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http://www.pref.aichi.jp/nourin/iitomo/
いいともあいちネットワーク紹介ホームページ

「いいともあいち運動」
のシンボルマーク

安全で良質な食料等が安定的に供給され、

また、森林等の多面的機能が発揮されるため

には、農林水産業や農山漁村に対する県民の

理解が深まるだけではなく、県民一人ひとり

の行動につながらなければなりません。

このため、NPO、消費者団体等の行う様々

な活動を支援するとともに、このような活動

を支える指導者やボランティアを育成しま

す。

（3）県民活動の促進

基 本 的 な 考 え 方

主な施策目標

主な施策目標
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子供たちの育樹体験を指導する森林指導者

◆食育指導者等の育成

地域や学校における食育推進や体験活動を

支援するため、指導者やボランティアを育成

します。 ○農○環○教

・小中学校における食育指導者の育成

年350人

・「豊かな食と農の伝道者*」の育成□新
100人

・森林指導者の育成　　 60人(20人)

・水産業体験活動指導者の育成□新 10人

・環境学習指導者の育成　　 年60人

・食育推進ボランティアの育成　　 年300人

◆流域森林・林業活性化センターへの支援

森林整備や三河材の利用促進を図るため、

上下流の林業関係者や県民、市町村等で構成

する流域森林・林業活性化センターの活動を

支援します。 ○農

・森林整備や三河材利用促進のための研修会

開催の支援　　 年4回(2回)

◆海、川等の清掃活動の支援

海や川などの生産環境や景観等を良好な状

態に保つため、清掃活動等の支援、啓発を行

います。 ○農○建

・漁業者と県民による海や川のクリーンアッ

プ活動の支援　　 年17か所

・河川や水路の清掃、除草活動への参加者

年8万人

主な施策目標

主な施策目標

主な施策目標

河川の清掃活動に取り組む県民

小学校で地元産農産物を
利用した料理を教える農村女性


