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愛知の”こだわり特産品”ＣＭ 

【重点的取組の事例】 

 

 

 

生産者と消費者の思いを伝える“あいちブランド”への取組支援 

 

品質や活動に特徴のある本県の農林水産物や農林漁業者の取組を掘り起こし、その魅
力を磨き上げ、消費者に積極的にＰＲする取組を進めることにより、本県の農林水産業
や農林水産物の全体的なイメージアップを図るため、23 年度から食と緑あいちブランド
創出事業を実施しています。24 年度は、８件の事例について有識者で構成される「あい
ちブランド創出委員会」を開催し、取組を進める農林漁業者等への助言を実施しました。 

これにより、魅力ある新たな産品等が創出され、モデル事例として消費者や他の意欲
ある農林漁業者等に積極的にＰＲすることで、県産農林水産物の全体的なイメージアッ
プを図っていきます。 

 
●あいちブランド創出委員会で検討した商品例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

愛知の”こだわり特産品”ＣＭ及びお笑い特産品動画の制作・動画配信 

 

24 年度は、（株）よしもとクリエイティブ・
エージェンシー及び大同大学と連携し制作し
た愛知の”こだわり特産品”CM 及びお笑い
特産品動画の配信（YouTube に掲載）を行
いました。 

”こだわり特産品”CM では、県内の農林漁
業団体、商工団体などから特産品として応募
のあった 25 点の中から３点を選び、PLAY！
AICHI 特派員であるサムタイムズの２人が紹
介しています。 

また、お笑い特産品動画では、吉本の若手
芸人５組がそれぞれの特産品をコント形式で
笑いを交えながら紹介しています。 
 

｢生産者と消費者の思いを伝える農林水産業｣のモデル的取組の創出1 

 これらの作品は、愛知県のホームページで公開しています 

http://www.pref.aichi.jp/joho/wakuwaku/movie/index.html 

     
     セントレア沿岸で漁獲され
たアカモク(海藻)の商品 

（海産物とこ丸(株)、 

中部国際空港(株)） 

新鮮な生乳を使ったプリン 
（合同会社 酪）  

遊休農地で栽培した菜の花を
原料とした醤油・油・ポン酢 
（農業生産法人なのはな農園(株)）
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「フーデックス・ジャパン２０１３」へ出展 

 

県産農林水産物及びその加工食品の知名度向上と輸出促進を図るため、アジア 大級
の国際食品・飲料展である「フーデックス・ジャパン２０１３」に出展しました。 

この展示会には、県内の食品事業者や生産者団体 10 事業者が出展・参加し、多数の海
外バイヤーに対し、それぞれ特徴ある商品のＰＲと商談会を実施しました。 

ブースへの来場者に対し、サンプル商品や専用ガイド（日本語・中国語・英語・韓国
語）などを活用して、商品の特徴を説明するなど積極的な売り込みを図るとともに、海
外バイヤーとの積極的な商談が行われました。 

開催期間 平成 25 年３月５日～８日 
開催場所 幕張メッセ（千葉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「愛知フェアｉｎ上海」の開催 

 

県産農林水産物等の知名度向上と販路拡大を促進するため、新たな市場として有望な
中国・上海において、県産農林水産物を使った加工食品及び県内地場産品の販売促進会
と商談会を行う「愛知フェア in 上海」を開催しました。 

販売促進会は、多くの来場者で賑わい、特にせんべい、リキュール類、ラーメンやき
しめん等の麺類、味噌・みりん等の調味料の人気が高く、その食べ方・飲み方を提案し
ながら販売するなど、大いに県産食品等をＰＲすることができました。 

また、商談会では、現地バイヤーとの活発な商談が行われ、商談件数は 90 件にのぼり
ました。 

 

県産農林水産物の国際競争力の強化 ２ 

現地バイヤーとの商談会知事によるトップセールス
（販売促進会） 

愛知県ブースを訪れた 

海外バイヤーへのＰＲ 

本県のこだわり商品が並ぶ

愛知県ブースの様子 
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農起業支援センターによる担い手の応援 

 
24 年４月１日に就農に関するワンストップ相談窓口として、「農

起業支援センター」を県内８か所の農林水産事務所農業改良普及課内
に設置し、愛知の農業を支える担い手の育成・確保に努めています。 

当センターでは、農家の後継者はもちろん、企業やＮＰＯなども含
め、農業を始めようとする方々に対する就農相談や就農後の生産技術
指導などの支援活動を行っています。 

 
●就農相談・支援内容 

○地域の農業技術に関する情報提供 
○営農計画の作成支援 
○営農技術を習得するための研修先の紹介 
○経営開始資金の借入支援 
○農地、住宅に関する情報提供 
○青年就農給付金に関する相談 

 
●センターの設置効果（相談者のメリット） 

①農業を希望する者・企業等からの相談窓口の一元化及び農地・資金・技術等の相談
を身近な窓口で一括相談できます。 

②就農が具体化した場合、市町村等との連携で、就農開始まで支援が受けられます。 
③栽培技術面を中心としたフォローアップが受けられます。 

 
●農起業支援センターにおける就農相談実績 

24 年度の就農相談件数は、個人からの相談が 813 件、企業等からの相談が 62
件と、ともに 23 年度を上回っています。 

 
●新規就農者の動向 

24 年度の新規就農者は、39 歳以下の新規就農青年
が 204 名、40 歳以上 65 歳未満の新規就農中高年が
51 名、合計 255 名と過去５年間の平均（185 名）
に比較して大幅に増加しています。 

 

意欲ある多様な担い手の育成・確保 3 

この看板が 
目印！ 

職員が親身になって
相談に応じます 

表　農起業支援センターにおける就農相談実績

区分 個人からの相談 企業等からの相談 備考

２４年度
(１年間)

813件(実人数435名)
（68件/月）

※相談件数は前年比1.9倍

62件(実企業数40社)
（5件/月）

※相談件数は前年比1.2倍

農起業支援センター
８か所の合計

２３年度
(１年間)

439件(実人数253名)
（37件/月）

52件(実企業数40社)
（4件/月）

○個人相談は、農業改良普及課

　　８か所の合計

○企業相談は、農業振興課内の

　「企業の農業参入相談デスク」の合計
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耕作放棄地再生利用緊急対策を活用した農地の再生 

 

耕作放棄地の解消を推進するために、24 年度は、国の事業「耕作放棄地再生利用緊急
対策」を活用して、12 市町、12.18ha の耕作放棄地が解消されました。 

このうち、豊田市前林町では、耕作放棄地の再生と合わせて用水管やハウス等附帯施
設の整備を行い、野菜の種苗生産に活用されています。 

また田原市では、独自にリーフレットを作成して農家への制度普及を行い、2.05ha
の耕作放棄地が再生されました。 

 
●豊田市の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●田原市の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再生農地を市民農園として活用 

 

半田市新宮地区では、0.17ha の耕作放棄地が解消され、市民農園として活用されてい
ます。24 区画に分けて、市内在住の方が、季節の野菜づくりなどに取り組んでいます。 

 

 

 

 

耕作放棄地の再生 ４ 

     
再生前の耕作放棄地         ビニルハウスの設置 

   
再生前の耕作放棄地      ガラス温室の設置     スプレーギクの栽培 

     
再生前の耕作放棄地        半田市民農園として再生 
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水田の大区画化による作業効率の向上と用排水路の改修 

 

農業を支える担い手に農地を集積し、生産性を向上させるため、農地の区画整理や用
排水路の整備を行っています。 

経営体育成基盤整備事業中田地区（豊田市）では、水田を細かく仕切っていた畦畔を
除去して区画を大きくし、老朽化した用水路や排水路を改修するとともに、排水路を深
くして水はけを良くする工事を行いました。22 年度に事業着手しており、24 年度まで
に区画整理 25ｈａの整備を行っています。 

この事業により、大型機械を使った効率の良い農作業が可能となり、担い手農家への
農地の集積や麦の作付けが広がることが期待できます。 

 

●大区画化された水田（水田を区切っていた畦畔を除去し、排水路も整備しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水施設の更新による安定した水供給 

 

碧南市東部の矢作川右岸側に広がる地域は、
露地野菜を中心とした県内屈指の生産性を誇る
畑地帯です。 

この地域では、昭和 50 年代に一次整備した用
水施設（管水路）の老朽化が著しく、漏水補修
に伴う維持管理費が増加していました。 

用水施設の更新による農業経営の改善と安定
を図るため、20 年度から畑地帯総合土地改良事
業伏見屋地区として国の採択を受け、用水施設
の更新事業に着手しています。 

 
○事 業 名 畑地帯総合土地改良事業 

伏見屋地区（担い手支援型） 
○受益面積 112ha 
○事業工期 平成 20 年度～平成 24 年度 
○事業内容 農業用水路の更新(管水路 L=28ｋｍ,揚水ポンプ 1 ヵ所) 
 

農業生産基盤整備の推進 ５ 

整備前 整備後 

スプリンクラーによる 
かんがい状況 
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民間企業との連携によるトマト新品種の開発 

 

タキイ種苗(株)との共同研究により開
発した新品種「アイタキ 1 号」は、「桃
太郎」の血を引いて味が良く、葉かび病
などトマトの主要病害抵抗性とともに、
収量の激減をもたらすトマト黄化葉巻病
に強い品種です。また、愛三種苗(株)と
の共同研究により開発した新品種「ＴＹ
ファースト」は、冬から春にかけて根強
い人気を持つ本県特産のファーストトマ
トに、収量の激減をもたらすトマト黄化
葉巻病の耐病性を日本で初めて導入した
ものです。 

この病気の被害が大きい地域でこれら
の 品種を 栽培すれ ば、ト マトの 安定 生
産・安定供給が期待できます。 

 
 

中部大学との研究協力に関する協定を締結 

 

24 年７月 13 日、学術の発展及び農業の振興を図る
ため、中部大学（春日井市）と県農業総合試験場の研究
協力に関する協定を締結しました。 

具体的な研究マッチングに繋げる試みとして、8 月
24 日に中部大学で開催された中部大学フェアに農業総
合試験場から出展し、パネル等で研究内容を紹介すると
ともに、名古屋コーチンの剥製や花き新品種「クルクマ
愛知１号」などを展示しました。 

また、9 月 14 日には農業総合試験場において両機関
の交流会を開催し、研究テーマや施設を紹介するなど交
流を深めています。 

今後も、この協定に基づいて、大学と試験場との組織
的な連携体制の構築を図り、大学が有する分子や栄養の
分析能力と、試験場の品種育成技術など、双方の強みを
生かすことで、農業における育種栽培技術の高度化や農
作物の高付加価値化などの課題に取り組んでいきます。 

 
 

産・学・官の連携による農業先端技術開発の推進 ６ 

ＴＹファースト アイタキ 1 号 

研究協力協定締結式 
㊧中部大学応用生物学部 

中村研三学部長 
㊨農業総合試験場 

山下和巳場長 
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木材の協定取引の拡大による県産材の安定供給 

 

県産木材の価格を安定させるためには、製材工場等
が必要とする品質、量の木材を適切に供給していく必
要があります。 

そこで、木材生産者と大型製材工場が、あらかじめ
取引する量や規格などを決めることで、計画的、効率
的な生産や大ロットで安定的な供給が可能となる「協
定取引」の拡大を進めています。 

24 年度は、協定取引につながる木材の需給情報等
の収集・提供を行うとともに、取引で求められる原木
の選別や造材ができる人材の育成を図り、新たに２件
の協定を締結しました。 

 

東三河地域における新たな木材生産システムの 

構築に向けた現地実証 

 

木材価格の長期低迷等による採算性の悪化から、森林所有
者の林業経営意欲は減退しており、本県林業の衰退が危惧さ
れています。 

このため、採算性の向上により、森林所有者の経営意欲を
喚起し、林業の再生を図るため、高性能林業機械による低コ
スト木材生産システムの普及・定着と木材生産量の増大に努
めています。 

24 年度は、急峻な地形の多い東三河地域で、高性能なリ
モコン式の木材搬出機械を活用した新たな木材生産システム
の現地実証を行いました。その結果、急傾斜地で高密度な林
内路網整備が困難な場所でも、短時間で多量の木材を集材で
き、この作業体系の有効性が明らかになりました。 

さらに、このシステムの普及のために現地研修会を開催し
ました。参加者からは、新たなシステムの導入に前向きな意
見も出され、有意義な研修会となりました。 

 

 

 

治水工事で発生するしゅんせつ砂を活用した干潟・浅場の造成 

 

三河湾では、水質等の環境悪化に伴い、赤潮や貧酸素水塊
が発生し、漁業生産に悪影響を及ぼしています。このため、
アサリ等の魚介類の生育の場であるとともに、水質浄化機能
を有する干潟・浅場を造成し、水質や底質の環境と漁業生産
力の改善を行っています。 

24 年度は、西尾市港町地先に約 20,000 立方メートルの
砂を使い、1.5ha の干潟・浅場を造成しました。 

なお、造成には、境川の治水工事で発生する河川砂と衣浦
港一色地区（栄生新港）の泊地しゅんせつ工事で発生する
砂を有効利用しました。 

県産木材の生産コストの削減 ７ 

林業者を集めた現地研修会

高性能な木材搬出機械(ウ
ッドライナー)による集材 

生産力を高める干潟・浅場の造成 ８ 

砂の投入・均し 
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種苗放流による水産資源の持続的利用 

 
栽培漁業センターが生産した 8 魚種（クロダイ、トラフ

グ、ガザミ、クルマエビ、ヨシエビ、アワビ、ナマコ、ア
ユ）の種苗計 26,567 千尾は、漁業者によって生育場であ
る伊勢・三河湾の干潟・浅場や河川に放流されました。 

県を代表する魚種の１つであるトラフグは、効果の高い
海域への放流を積極的に行っており、近年、漁獲物に占め
る割合が 20％を超える高い水準に達するようになりまし

た。 
種苗の放流は、海況条件によって大きく変動する水産資

源が減少したときに、資源を底支えする役割を担っており、
水産資源の持続的利用と水産物の安定供給に役立っていま
す。 

 

 

 

 

イカナゴの資源管理の取組 

 

伊勢・三河湾のイカナゴ漁は、昭和 50 年代に大変な不
漁にみまわれました。その原因として、漁場環境の変化や
過剰な漁獲の影響などが考えられました。この時の不漁を
きっかけに、資源管理の必要性が認識され、漁場を共有す
る本県と三重県の漁業者が協力しながら、研究成果を取り
入れ、資源管理が始まりました。 

現在では、①解禁日の決定、②終漁日の決定、③親魚の
保護に取り組んでおり、適正な資源量・漁獲量を維持しつ
つ、漁業者が充分な収入を得られるような資源管理手法が
確立されています。こうした取組の結果、現在ではイカナ
ゴの漁獲量は安定し、過去のような不漁はみられなくなりました。 

24 年度も、漁期前の両県による協議で解禁日は 2 月 28 日とし、資源量推定などをも
とに終漁日を 3 月 31 日とすることが決まりました。今漁期の水揚げは、平年より少な
めでしたが、金額は 8 億 6,000 万円と平年並みで、まずまずの水揚げとなりました。親
魚も 25 億尾以上が残されており、来漁期も安定した水揚げが期待されます。 

 

全国初の総合的なウナギの資源保護対策 

 

ウナギ養殖の種苗となる天然シラスウナギが 3 年連続の不漁と
なり、県内のウナギ養殖業は大きな打撃を受けました。また、川
の天然ウナギの生息数も減少を続けています。 

そこで、県内の内水面漁協及び養鰻関係団体並びに県、水産庁
等の関係者により話し合いを進め、産卵のため海へ下る「下りウ
ナギ」の漁獲自粛や、シラスウナギ保護のための採捕日数縮減な
ど、全国初の取組となる総合的なウナギ資源の保護対策を行いま
した。 

水産資源の管理・回復の推進 ９ 

トラフグ種苗の放流 

トラフグ種苗 

イカナゴの水揚げ 
（南知多町豊浜漁港） 

下りウナギ保護を
啓発するポスター
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飼養衛生管理基準遵守状況の確認調査を実施 

 

我が国の近隣諸国においては、現在も散発的に口蹄疫
や高病原性鳥インフルエンザが発生しており、これら伝
染病のウイルスが海外から我が国へ侵入する可能性が
高く、警戒が必要な状況が続いています。 

そのため、県では県内において偶蹄類家畜（牛・豚等）
もしくは家きん（鶏、うずら等）を飼養する農場 1,070
農場（県内の畜産農家全戸）を対象に、県職員が立ち入
り検査を行い、飼養衛生管理基準(※)の遵守状況を確認
するとともに、不備が認められる箇所の改善指導を実施
しました。 
 
※飼養衛生管理基準 

22 年度の口蹄疫発生や高病原性鳥インフルエンザ
の発生を契機に、家畜伝染性疾病発生防止の観点から
家畜伝染病予防法に基づき定められた畜産農家が家
畜の飼養に際し守るべき 低限の基準のこと。 
 

 

現地見学型リスクコミュニケーション 

「見て！聞いて!! 安全でおいしい飲みものができるまで」 

 

食に関する正しい知識と食の安全･安心への取組について知っていただくため、「見
て！聞いて!! 安全でおいしい飲みものができるまで」を開催し、ペットボトルや缶の飲
みものの製造過程の見学を行い、味覚の検査を体験した後、意見交換会を実施しました。 

実際に食品を製造する現場の衛生管理を見ることで、食に関する正しい知識と食の安
全･安心への取組について、知識や理解を深めることができました。 

今後も県民に食に関する正しい知識と食の安全･安心について啓発していきます。 
 
開催日 平成 24 年８月 10 日 
場○所 サントリープロダクツ（株）木曽川工場（犬山市） 
参加者 21 名 

食の安全・安心の確保 10 

飼養衛生管理立入 

親子で味覚の検査を体験 白衣に着替えてから工場見学へ 
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ＪＡによる年間を通じた 

小学校での農業体験学習の取組 

 

ＪＡ西三河が、西尾市内の指導的な農業者 13 名と連携し､市
内 15 小学校において農業体験学習の活動を行い、小学５年生
の児童 1,009 名が米作りを体験しました。 

授業の中では、①田植え､②案山子製作、③稲刈り、④収穫祭
を行い、米作りの苦労や収穫の喜びを味わいました。 

体験学習後、小学生の保護者を対象に実施したアンケートでは、「貴重な体験ができて
いる。このような体験をもっと増やして欲しい。」、「実際に自分で作ったものを食べられ
るのが良い。ご飯を大切にするようになった。」などの声があり､農業への理解や食に対
する感謝の心を育むことができました。 

 

間伐体験で森林・林業を学ぶ 

 

24 年９月、幸田町の小学校を対象に額田林業クラブ員と県林
業普及指導員が講師となり、間伐体験学習会を開催しました。 

会場は岡崎市北東部のヒノキ林で、森林の持つ機能の大切さ
や、間伐の必要性について説明があり、その後、班ごとに分か
れ、ロープを結びつけた木を引っ張りながらノコギリで伐倒し、
その木を２ｍに切り、林外へ運び出して皮むきを行いました。 

この取組により、子ども達は、間伐作業の大変さを体験するとともに、間伐により明
るくなった林内を見て、森林・林業に対する理解を深めました。 

 

「魚食の伝道師」を小学校に派遣 

 

子ども達に魚食の大切さや漁業のすばらしさ、役割などを伝
える「魚食の伝道師派遣事業」を 24 年度から実施し、漁業者
と県職員を、県内 10 カ所の小学校に派遣して、「愛知県でとれ
る水産物」や「愛知県の漁業」等に関する出前授業を通じて、
漁業や水産物への理解促進を図りました。 

授業では、生きた水産物を展示し、子ども達が実際に触れる
貴重な体験となりました。 

子ども達の感想文でも、「魚をもっと食べようと思った。」「本物の魚を見られて、さわ
れて良かった。」などが聞かれ、有意義な時間を過ごしてもらえたようです。 

 

子ども達に魚の放流体験を 

 

本県には、木曽川、矢作川、豊川という大きな一級河川が流
れ、アユやアマゴなどの魚が漁獲されています。県では、川の
近くに住む子ども達に、身近な川の恵みであるアユや降海性ア
マゴ（サツキマス）を知ってもらおうと、24 年度から放流体験
や魚講座を行っています。 

24 年度は７カ所の小学校や幼稚園を対象に実施し、258 名
の子ども達が放流体験に参加しました。 

身近な川にすむ魚を初めて見たという子ども達も多く、この体験を通じて、子ども達
が魚食に親しむことが期待されます。 

小学校を対象とした農林漁業体験の充実 11 

小学生の収穫体験 

授業を受ける子ども達

サツキマスの放流体験 
（木曽川） 

 

 

間伐作業体験 
（伐倒した木の玉切り）
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知事も来場 

 

 

「あいちの農林水産フェア」の開催 

 

愛知の農林水産業を広く紹介し、県民の農林水産業に対
する理解促進を図るため、「あいちの農林水産フェア」を開
催しました。 

フェアには、55 の団体・企業が出展し、県産農林水産
物及びその加工品の紹介・販売を行いました。イートイン

コーナーでは、愛知のご当地グルメが販売され、行列がで
きるほどの賑わいでした。また、主催者企画として、海苔
の等級あてや稲の籾すり体験などを日替わりで実施し、い
ずれも大変好評でした。 

本フェアを通じて、生産者と消費者の交流が深まり、県
産品を大いにＰＲすることができました。 

 
開催日 平成 24 年 11 月 15 日～20 日 
場○所 丸栄（名古屋市中区） 
来場者 47,758 名 

 

「農商工連携ビジネスフェア」の開催 

 

生産者、食品製造業者、流通関係者などの事業者が一堂
に集い、新商品の開発や新たな販路の開拓を支援する「農
商工連携ビジネスフェア」を開催しました。 

本フェアには、80 の企業・団体が出展し、そのうち５
企業・団体が、自社商品のＰＲや地産地消に関連する活動
の報告等を行いました。 

今回は、情報交換や商談が一層活発に行われるよう、出
展者及び参加者双方から商談希望先の意向調査を行い、事
前に情報提供を行いました。各ブースでは熱心に情報交換
を行っている様子が見られ、26 件の商談を成立させるこ
とができました。 

 
開催日 平成 25 年２月 13 日 
場○所 アイリス愛知（名古屋市中区） 
来場者 729 名 

 

「あいちの四季の魚」の普及啓発 

 
24 年２月 27 日に公表した「あいちの四季の魚」をＰ

Ｒするために、パンフレット等の啓発普及資材を作成し、
県民生活プラザや各種イベント等で配布しました。また、
雑誌や Web 等によるＰＲ活動を行いました。 

農林水産省の調査では、消費者の多くが水産物の優れた
点として「旬や季節感」を挙げています。県民の皆様に、
地元の旬の水産物を知っていただき、四季を感じていただ
くことで、地産地消が進むことが期待されます。 

 
○あいちの四季の魚 

春の魚（３～５月）○アサリ、コウナゴ 夏の魚（６～８月） ウナギ、シラス 
秋の魚（９～11 月） ガザミ、スズキ  冬の魚（12～２月） トラフグ、ノリ 

「いいともあいち運動」の拡大 12 

多くの事業者が参加 

四季の魚 PR イベントの
カルタ大会 

お客さんで賑わう会場 

農林水産物展示（ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ）
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公共施設での県産木材の利用 

 

県自らが率先して県産木材の利用促進を図るために、15 年度から毎年度、県産木材利
用の取組計画である「あいち木づかいプラン」を策定しています。 

23 年度からは、本プランを「公共建築物等木材利用促進法」（22 年 10 月施行）に基
づく本県の基本方針として位置づけ、公共施設や公共工事で県産木材を利用するなどの
取組を推進しました。 

県産木材を活用した公共施設には、大型プロジェクトとして整備した「愛知県立芸術
大学音楽学部校舎」の練習ホール等や、地元産の木材を利用して建設された新城市の「黄
柳川(つげがわ)小学校」などがあり、県産木材の利用は着実に広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県産のヒノキを使用した型枠用合板の利用 

 

これまで合板の原料には主に外材が使用されてきました
が、近年では国産材針葉樹を使用した合板も普及しつつあ
ります。 

本県においても、県産木材の利用拡大を図るため、県が
林ベニヤ産業株式会社（本社：大阪府、工場：石川県）に
合板原料として県産木材の使用を働きかけるとともに、県
産木材を供給する愛知県森林組合連合会とのマッチングを
行った結果、県産針葉樹を使用した合板が製造されるよう
になりました。 

２５年度には県産のヒノキを原料として、コンクリート
工事に使用する型枠用合板の製造が開始され、県が実施す
る林道事業や小規模治山事業において試験的に採用してい
ます。 

今後は、公共工事等で積極的に利用されるよう関係者に
周知を図るなど、利用拡大に向けて取り組んでまいります。 

「あいち木づかいプラン」による県産木材の利用拡大 13 

黄柳川小学校（新城市）県立芸術大学音楽学部練習ホール 

   

県産のヒノキを 
使用した合板型枠 
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「山から街まで緑豊かな愛知」を目指した取組 

 

様々な公益的機能をもつ森や緑を県民共有の財産として将来に引き継ぐため、「山から
街まで緑豊かな愛知」を目指し、「あいち森と緑づくり税」を活用して、森林(人工林)、
里山林、都市の緑の整備・保全を進めています。 

森林の整備では、人工林の間伐、里山林の整備保全を実施し、都市の緑化では、市町
村が行う都市緑化の推進に対して助成しました。また、市町村や NPO、ボランティア団
体など多様な主体が行う環境活動や環境学習に対して支援するなど、県民参加による緑
づくりを推進しました。また、幼い頃から木に親しみ、木の良さ、木を使うことの大切
さを伝えるため、公立小中学校への県産木材を使用した机・椅子の導入に対して助成し
ました。 

さらに、普及啓発の一つとして、主に都市部在住の県民の方を対象に、実際の事業実
施地の見学や間伐体験を行っていただくバスツアーを開催しました。 

 

 

 

 

 

 

市民・企業の参加による育樹活動 

 

名古屋市の戸田川緑地では、「あいち森と緑づくり
税」を活用して市民・企業が参加して苗木を植樹して
森を育てる「なごや西の森づくり」を展開しています。
24 年度は、過去 11 年にわたり開催してきた「なご
や西の森づくり植樹祭」を引継ぎ、「とだがわ森の感
謝祭」と題して、樹木の生長に応じ、林緑補植、枝払
い・間引き、草刈りなどの育樹作業を主体とする事業
を実施しました。 

この事業の目的は、市民が主役となった森づくりを
行い、生物の生息空間と市民と生物とのふれあいの場
を創出することです。事業を実施することで、「樹木
の成長に応じて森にかかわり育てることの大切さ」
を広く呼びかけるとともに、実際に体験の場を提供す
ることによって、森づくりに対する積極的で幅広い市
民・企業の参加を促すことができました。 

 
開催日 平成 24 年 10 月７日 
場○所 戸田川緑地（名古屋市港区） 
参加者 約 2,000 名 

 

「あいち森と緑づくり事業」の推進 14 

森林(人工林)の整備 間伐体験（バスツアー) 

混み合った樹木の枝払いや間引き

手入れにより整備された緑地 

都市の緑化 
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「農地・水・環境のつどい」を開催 

 

農地･水保全管理支払事業では、農道の草刈りや農業用水路
の泥上げなど農地や農業用水路等の保全管理、生態系保全な
どの農村環境の保全向上活動に地域ぐるみで取り組む県内
317（24 年度)の活動組織を支援しています。 

この対策の一層の普及と県民理解を深めるため「農地・水・
環境のつどい」を開催し、他の模範となる優れた活動組織の
表彰を 20 年度から行っており、24 年度は 9 つの組織の表
彰を行いました。 

 
開催日 平成 24 年 12 月１５日 
場 所 安城市文化センター 
参加者 約 500 名 

 
 

ため池周辺の環境整備 

 

豊明市の勅使池（農業用ため池）において、植生や魚類・野鳥の生息環境に配慮しな
がら、管理用道路や親水護岸工などの池周辺の環境整備を行いました。 

この事業により、池の維持管理が容易になるとともに、地域の農業用水源としてだけ
ではなく、貴重な水辺空間として周辺住民・都市住民の交流や憩いの場に利用されてい
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２４年度期あいち海上の森大学の開校 

 

人と自然の関わりを学ぶことにより、国内のみならず海外
においても持続可能な社会づくりを目指す人材を育成するた
めに、24 年７月８日から 12 月１日までの日程で「あいち
海上の森大学」を開校しました。 

24 年度期は、「森林再生」、「国際交流」、「市民活動」の３
コースを設定し、各々の分野における有識者や森林において
実際に活動を行っている経験者等を講師として講座を開設す
るとともに、実習として現地で間伐等を行いました。 

３コースの修了生は 24 名であり、これらの講座や実習を
通して、自然との関わりの中で新たな価値を創出し、森林や
里山保全のあり方を理解することにより、持続可能な社会づ
くりに向けて海外や地域で活動する人材となることが期待さ
れます。

生物多様性を保全する活動の推進 15 

農村環境保全などで９つ
の活動組織を表彰 

受賞した組織の取組を紹介 

ウォーキング大会のテープカット ため池の護岸を歩く参加者 

間伐の現地実習 

里山保全を学ぶ受講者 
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完成した新孫宝排水機場（弥富市）

 

 

ため池や排水機場の整備 

 

農地や周辺集落を地震や洪水などの自然災害から
守るため、ため池や排水機場等の整備を推進していま
す。 

24 年度は、たん水防除事業により 40 か所の排水
機場、老朽ため池等整備事業や防災ダム事業により
18 か所のため池について整備を進め、このうち排水
機場５か所、ため池８か所の整備を完了しました。 

 

 

 

 

海岸保全施設の整備 

 

高潮、津波等による被害から県民の暮らしを守り、
安心安全な地域の形成を図るため、海岸堤防や海岸樋
門等の改修、補強を実施しています。 

農地海岸（農林水産省農村振興局が所管する海岸）
では、２４年度に海岸堤防 930ｍの耐震対策を実施
しました。 

 
 
 

※サンドコンパクションパイル工法 
液状化が懸念される軟弱地盤に、強固に締め固

めた砂杭を地中に造成して地盤を改良する工法の
こと。 

 

 

自然災害から暮らしを守る治山施設 

 

森林の維持造成を通して、山地災害から県民の生
命・財産を守るとともに、森林の持つ水源涵養等の公
益的機能の向上を図ることを目的として治山事業を
実施しています。 

24 年度は、公共治山事業により 66 か所の治山施
設等の整備を行い、また単県治山事業により、小規模
な荒廃地の復旧及び荒廃危険地の予防を 92 か所で実
施し、448ha の防災機能の向上を図りました。 

災害に強い農地や森林の整備 16 

県民の安全を守る落石防護柵工
（豊田市） 

排水機全景の写真に差し替

えをお願いします。 

西尾地区 耐震対策（西尾市）
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工法(※) 
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総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及推進 

 

県とＪＡ等が連携して、ナス栽培における総合的病害虫・雑草
管理（ＩＰＭ）を普及推進しました。 

農業総合試験場は、ナスの害虫（ミナミキイロアザミウマ）に
対する農薬の防除効果を調査し、農薬の使用回数と薬剤抵抗性と
の関係について情報を提供しました。 

また農業改良普及課では、ＪＡとともにナス生産者に対し、施
設内の温湿度の調整による病害虫・雑草の発生しにくい環境づく
りや、生物農薬や天敵を利用した病害虫の防除など、各地域にあ
ったＩＰＭ技術の導入を図りました。 

この結果、東三河地域では 39 戸のナス生産者で天敵を用いた防除が行われるなど、
ＩＰＭ技術の導入が進められています。 

 

ＣＯ２の排出量削減につながるヒートポンプの導入の取組 

 

燃油価格の高騰が続く中、国は、24 年度に燃油価格高騰緊急対
策を措置しました。本対策により、農業者は、ヒートポンプなど
燃油の使用を抑える省エネ設備の導入を支援するリース支援事業
と、高騰する燃油価格そのものの価格補てんを行うセーフティネ
ット構築事業の２つの支援を受けることができます。 

本県からは、38 産地で約 800 戸の施設園芸農家が申請し、25
年度末には県内で約 2,700 台のヒートポンプの導入が見込まれる
ことから、ＣＯ２の排出量削減に大きく貢献することが期待できま
す。 

 

自給飼料活用畜産物のＰＲ 

 

我が国の畜産は、輸入飼料に大きく依存しているため、飼料自
給率向上や耕種農家との連携による資源循環型農業を推進する必
要があります。県では、自給飼料活用畜産物（エコ畜産物）に対
する理解醸成や消費拡大を目的に「自給飼料活用畜産物普及拡大
事業」を実施しました。 

この事業では、耕種農家や畜産農家、流通・販売の事業者によ
る資源循環の取組を取材して啓発用パンフレットやビデオを作成
し、県内で開催されたイベントにおいて、パンフレット配布やビ
デオ上映、エコ畜産物の試食、堆肥の配布を行いました。また、
Web に特設サイトを設置し情報を発信することで、広くＰＲを行いました。 

 

小水力発電の推進体制の構築 

 

24 年８月１日に「愛知県農業用水小水力発電推進協議会」が設
立され、これに併せて県では、協議会を技術的に支援する「産学
官連携・愛知県農業用水小水力発電推進検討委員会」を設立しま
した。 

小水力発電への期待が高まる中、農業用水を利用した小水力発
電を推進していきます。 
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