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Ⅳ 県民が主体となった取組について 

 

食と緑が支える豊かな暮らしの実現には、生産者だけではなく、県民一人ひとり

が農林水産業の恩恵を等しく受けている生活者であるということを自覚し、食と緑

に関する取組をそれぞれの立場から進めていくことが必要です。ここでは、基本計

画において県民のみなさんに提案している「生産者と消費者の思いを伝える農林水

産業」と「農のある暮らし」の取組について紹介します。 

 

 

 

 

農家が栽培を指導する「農業体験農園」がオープン 

【名古屋市、豊田市】 
 
農業体験農園は、プロの農家が種まき、苗の植え付けか

ら栽培管理、収穫までを教える「農業のカルチャースクー
ル」で、栽培だけでなく食の文化や伝統にも触れることが
できます。 

24 年３月には、名古屋市で１か所、豊田市で２か所の
モデル農園が開設されました。 

モデル農園の一つ、名古屋市の阪野農園では、16 組の
入園者が伝統野菜の八事五寸ニンジンなど約 20 種類の野
菜栽培を学びました。入園者から「初めての農作業だった
がすべて収穫でき大満足。」などと好評で、入園者のほとん
どは 25 年度も継続して入園しています。 

 
 

県内初「色彩選別カメラ」でミニトマトブランドの確立 

【ＪＡあいち海部、よつえ生産部会】 
 

ＪＡあいち海部は、ミニトマトでは県内初めてとなる「色
彩選別カメラ」を装備した選果機(※)を導入しました。 

ＪＡあいち海部よつえ生産部会は、ミニトマトのオリジ
ナルブランドである旬桃輝（しゅんとき）を生産しており、
これまで生産者が個別に選果してきましたが、この選果機
での共同選果により、形や大きさだけでなく、果実の色の
違いも精密に選果できるようになりました。 

部会では、厳選された高品質のミニトマトとしてさらに
差別化を図るとともに、パッキング体制を整備し、実需者
の要望にも応えていく予定です。また、選果機の整備によ
って生じた余力を栽培管理に向け、品質の向上、収量の増
加はもちろん、規模拡大にもつなげていきます。 

 
※選果機とは、果実などを出荷するにあたって、大きさや

形など、品ぞろえをする機械のこと。 
 

鍬の使い方を指導する 
園主と入園者 

㊤選果ライン、㊦「旬桃輝」の箱→ 

「生産者と消費者の思いを伝える農林水産業」 
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岡崎額田農業者のつどいを開催 

【岡崎額田農業者のつどい運営委員会】 
 

岡崎市と幸田町の農業関係５団体（農業経営士、農村生活ア
ドバイザー、青年農業士、４Ｈクラブ、農村輝きネット）で組
織する岡崎額田農業者のつどい運営委員会（事務局、農業改良
普及課）は、毎年趣向を凝らしたイベントを開催しています。 

24 年度は、消費者や商業者に対して「岡崎額田の食と農を見
て、食べて、交流しましょう」をテーマに、第１部では農業者
12 名による「我が農業の紹介」、第２部では農業者が取り組む
６次産品など 16 品目の「試食意見交流会」を開催し、農業者
の心意気を消費者へ伝えるとともに、自分達の農産加工品に対
する意見を集めることができました。 

 
開催日 平成 25 年２月 14 日 
場○所 岡崎市東部地域交流センター むらさきかん 

 
 
 

ジビエ需要を喚起！「ジビエ・グルメ・グランプリ２０１２」を開催 

【ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ】 
 

有害獣による農作物被害に対処するため、被害防止対
策の強化とともに、捕獲活動の活性化の観点から、捕獲
したイノシシやニホンジカを地域資源として有効利用
していくことが期待されています。 

そこで、ジビエ需要を喚起するため、県とＮＰＯ法人
との協働による「ジビエ・グルメ・グランプリ２０１２」
を開催し、愛知産ジビエのオリジナル料理を販売やジビ
エ料理コンテストを実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地元農産物がたくさん「がんばるお父さんの朝ご飯」を展示 

【食育推進ボランティア】 
 

東三河地域の市町村長及びＪＡ組合長、新城設楽農林
水産事務所長のコメント付き朝食写真「がんばるお父さ
んの朝ご飯見せて」を新城設楽地域食育推進ボランティ
ア連携企画として管内イベントで展示しました。 

展示されたみなさんの朝食は、地元産のお米を始め、
野菜等も地元産のものが多く使われていました。同時に
伝統野菜の八名丸さといもや天狗なすのパネル展示、い
いともあいち運動のパンフレットを配付し、地産地消を
ＰＲしました。 

●ジビエ料理コンテスト結果 
グランプリ イタリア風串あげ（出品者：イタリア料理Ｗａｉｎａ） 
準グランプリ 奥三河の味まんさい汁（出品者：東栄町交流促進センター千代姫荘）
特 別 賞 しし骨ラーメン（出品者：稲武商工会青年部） 

出店者（14 店舗） ●ジビエ・グルメ・グランプリ２０１２ 
開催日 平成 24 年 12 月８日～９日 
場●所 道の駅「どんぐりの里いなぶ」（豊田市） 
来場者 3,900 名 

農業者のつどい会場 

天狗なすを前に並ぶ食育
推進ボランティア 
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栄養教諭・学校栄養職員を対象とした食農教育研修会 
【ＪＡ愛知中央会】 

 
ＪＡ愛知中央会は、学校給食における地産地消を推進するため、栄養

教諭や栄養職員の方々を対象にした研修会を開催しました。 
今回は、越津ねぎと祖父江ぎんなんを取り上げ、参加者は、生産者か

ら指導を受けながら越津ねぎの収穫体験を行い、続いて施設内でぎんな
んの加工工程を見学しました。 

また、昼食時には、給食献立の参考にしていただけるよう、それらの
農産物を使った料理を味わい、地域農業や食材への理解を深めました。 

 
 
 
 

 

ＪＡ農産物直売所情報誌「フレ」の発行 

【ＪＡ愛知中央会】 
 

ＪＡ愛知中央会では、県内のＪＡが運営する農産物直売所の情報
を紹介するＪＡ農産物直売所情報誌「フレ」を年２回発行しています
（春・秋、計 60,000 部発行）。「フレ」は、地元の安全で新鮮な農
畜産物を扱う店舗や、産地の情報を消費者に伝え、地産地消を推進し
ています。 

 
 

県産の卵と鶏肉のＰＲイベントを開催 

【愛知県養鶏協会】 
 
愛知県養鶏協会は、県産の卵や鶏肉の新鮮・安全・安心

をアピールするＰＲイベントを 24 年６月 4 日、金山総合
駅連絡通路（名古屋市中区）で行いました。 

当日は、小川副知事が応援に駆けつける中、消費者らに
協会の会員が生産した名古屋コーチンやウズラの卵の詰め
合わせの無料プレゼント、卵・鶏肉の加工品のチャリティ
ー販売を行いました。 

中小規模の養鶏農家が多い本県では、地産地消の取組の
重要性が高まっており、今後も愛知県養鶏協会は、県内産
の卵や鶏肉の消費拡大に向けた取組を継続して実施してい
きます。 

 

父の日に牛乳（ちち）を贈呈 

【愛知県酪農農業協同組合青年女性部】 
 

愛知県酪農農業協同組合青年女性部は、牛乳の消費拡大
活動の一環として、６月の第３日曜日の「父の日」に向け
て、全国の仲間と共に「父の日に牛乳（ちち）を贈ろう！」
キャンペーンを進めています。その中で、24 年６月 14
日に東三河県庁の永田副知事を「お父さん代表」として、
東三河産の牛乳などを贈呈しました。 

牛乳の消費が落ち込む中で、牛乳のおいしさや高い栄養
価を広くＰＲする必要性はますます高くなっています。県
としても、生産者や生産者団体を支援して、牛乳の消費拡
大と酪農振興を図ります。 

卵をプレゼントする 
小川副知事 

越津ねぎの収穫体験

情報誌「フレ」

開催日 平成 24 年 10 月 27 日 
場○所 稲沢市内 
参加者 30 名 

牛乳贈呈を受ける 
永田副知事 
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地元水産食材を活かした料理講習会による魚食普及の推進 

【愛知県漁業士協議会（知多地区）】 
 

魚には、ＤＨＡを始めとして栄養的に優れた面があり、水産物
は「健康によい」、「季節感がある」、「種類が豊富である」など魅
力ある食材です。 

知多地区の漁業士は、魚食普及の取組として、日本福祉大学子
ども発達学部（美浜町）学生、大和幼稚園（常滑市）保護者及び
名古屋女子短期大学栄養学科（名古屋市）学生を対象とした料理
交流会を実施しました。若い世代に対し、水産物調理実習を通じ
て、魚食普及活動の支援を進めています。 

 

「豊橋うなぎ」が地域団体商標を取得 

【豊橋養鰻漁業協同組合】 
 
本県は、全国第 2 位の養殖ウナギの生産地ですが、養鰻業者は近年のシ

ラスウナギの不漁により厳しい経営状況にあります。 
このような状況において、養鰻業界では消費増大策の一環としてブラン

ド化を進めており、24 年 12 月 28 日には、県内 2 番目の産地である豊
橋・田原地区のウナギが「豊橋うなぎ」の名称で特許庁の地域団体商標に
登録されました。 

全国でうなぎに関する地域団体商標は、19 年度に登録された「一色産
うなぎ」と今回登録された「豊橋うなぎ」の２件のみで、今後は地域ブラ
ンドの消費者への浸透を進めることにより、地産地消が進むことが期待さ
れています。 

 

資源に優しい漁業の証明「マリン・エコラベル」の認証 

【愛知県しらす・いかなご船びき網連合会】 
 
愛知県しらす・いかなご船びき網連合会は、資源管理型

漁業の取組として、22 年にイカナゴ漁業（全国４番目）、
24 年にシラス漁業（全国 17 番目）で「マリン・エコラ
ベル」の認証（MEL 認証）を受けました。 

MEL 認証とは、水産資源の保護と生態系の保全に積極的
に取り組んでいる漁業を認証し、その漁業で漁獲された水
産物や、これを原材料として使用した水産製品にラベルを
つける制度です。消費者に、このラベルが貼付してある水産物を選んでいただくことで、
水産資源を持続的に利用する漁業を応援してもらい、漁業者の資源管理型漁業推進の一
層の後押しとなることが期待されます。 

 
「メヒカリせんべい」の開発 

【いいともあいちネットワーク会員】 
 

いいともあいちネットワーク会員である(株)愛三企画（蒲郡市）が、
メヒカリ（和名：アオメエソ）と日本一の生産量を誇る豊橋うずら農
協のうずら卵を使った「メヒカリせんべい」をコラボ商品として開発
しました。 

メヒカリは、目が大きく光を反射すると光って見えることが特徴で、
県内漁獲量の約９割が蒲郡市内の漁協で水揚げされています。 

「メヒカリせんべい」は、せんべいの生地にメヒカリのすり身とう
ずらの液卵を混ぜて焼き上げ、ノンフライ加工によりさっぱりとした
味で、口あたり良い仕上がりとなっています。市内の土産店、東名高速道路のパーキン
グエリアなどで販売されており、県産農林水産物の消費拡大が期待されます。 

「豊橋うなぎ」

㊧MEL 認証マーク 
㊨マークのついたシラス加工品 

メヒカリせんべい 

漁業士による料理講習会
（日本福祉大学） 
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生産者と消費者の思いを伝える愛知県農林水産物のＰＲ 

 
本県が誇る農林水産物の魅力や美味しさ、生産者の思いを多くの消費者に伝えるため、

県では、さまざまなＰＲ活動を行っています。こうした活動やイベント等は農林漁業の
振興に寄与すると同時に、消費者が生産者の思いを知り、農林水産物の魅力や美味しさ
を新たに発見する機会となっています。 

 
●個性豊かな「あいちの茶」をＰＲ（８月～12 月） 

常滑焼まつり（８月）や県立農業大学校学校祭（12 月）
などで計６回、個性豊かな「あいちの茶」と生産が増加し
ている「あいちの紅茶」のＰＲを行いました。 

●あいちのいちじくフェアの開催（9 月） 
生産者自らが、名古屋市内で試食・販売会を開き、栽培

のこだわりや県産いちじくの良さを消費者にＰＲしました。 

●フェンロー国際園芸博覧会への出展（９月） 
きく等で装飾した「三英傑」のディスプレイを中心に、

全国一の生産を誇る「あいちの花」を世界にＰＲしました。 

●愛知県茶会の開催（10 月） 
お茶の消費の拡大、お茶を活用した食育の推進及びお茶

の文化の振興を図るため、県主催による「愛知県茶会」を
愛知県公館で開催し、県内の茶産地紹介等、茶に関するＰ
Ｒを行いました。 

●畜産フェスタの開催（10 月） 
牛肉や豚肉の試食、即売をはじめ、親子料理教室でのソ

ーセージ作り、動物とのふれあいコーナーで、県民に畜産
物への理解を深めてもらいました。 

●あいち花フェスタ２０１２の開催（11 月） 
フラワーアートである「インフィオラータ」や、押し花

のワークショップやアート展、花の展示や即売等を行い、
目標の８万人を超える 10 万人の来場者がありました。 

●あいちのかんきつフェアの開催（12 月） 
みかんに親しんでもらえるように、皮を動物の形にむく

「あたらしいみかんのむき方ワークショップ」や、おいし
いみかん探しゲームなどを行いました。 

●フラワーマルシェ２０１３の開催（2 月） 
花に対する理解を深めることを目的に、花や関連資材の

販売のほか、「あいちフラワーコンテスト」や「バレンタイ
ンオブジェの展示」などを行いました。 

●あいちの農産物トップセールスｉｎ東京の開催（2 月） 
県産農産物のさらなる消費拡大を目指し、知事と県内農

業団体が、県産の野菜や果物、花を首都圏でＰＲしました。 

知事による農林水産物 
のＰＲ(東京都) 

県公館で開催した茶会 

みかんの皮 作品「うさぎ」 
(名古屋市) 

あいち花フェスタの 
インフィオラータ（蒲郡市） 

畜産フェスタと 
あいたまくん（岡崎市） 

いちじくフェア会場 
(名古屋市) 

国際園芸博覧会での 
展示風景 (オランダ) 
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都市農地で多様な目的の農業体験を実施 

【愛知県、NPO 法人日進野菜塾】 
 

県民参加型の都市農業を振興するため、レジャーだけで
なく教育や福祉といった多様な目的で農業体験を行うモデ
ル事業を実施しました。 

農業体験の企画運営は、NPO 法人日進野菜塾が他の
NPO 法人等と連携して行い、こども菜園教室、高齢者の
健康増進、大学生のボランティア、田んぼの持つ生物多様
性等といった様々な体験プログラムを実施したところ、都
市住民を中心に延べ 800 名の参加がありました。 

この取組を通じて、農業体験には、レジャー面だけでな
く、子どもへの教育面や高齢者の健康増進面といった多様
なニーズがあることが確認できました。 
 
 
 

 

農業用水を利用した小水力発電 

【愛知県、豊田市】 
 

再生可能エネルギーによる自立・分散型の供給システム
の実現を図ることが課題となっている中、注目されるのが
農業用水を利用した小水力発電です。 

豊田市管内では、中山間地特有の比較的急峻な地形を利
用した小水力発電施設の整備を進めており、敷島地区（旧
旭町）で 25 年度設置予定、稲橋地区（旧稲武町）で市と
設置に向け検討を進めています。 

発電した電力は、中山間地の獣害対策用の電気柵への電
力供給源として利用される予定ですが、農業用用排水機や
農村公園の電灯など、農村地域を支える電力需要にも応え
られるよう、普及・拡大に向け努力していきます。 

 
 
 
 

おやこ農業スクールの開催 
【田原市青年農業士会】 

 
田原市内の小学校の児童とその兄弟、保護者（11 組、

28 名）を対象に、田原市青年農業士会が中心となって野
菜収穫体験と地元農産物の調理体験を開催しました。 

収穫体験では、イチゴ、キャベツ、ハクサイ、ダイコン
などが畑でどのように育っているか、どのように収穫する
のか体験し、農業を考えるきっかけとなりました。 

調理体験では、輝きネットあいちの技人（わざびと）を講師として、田原産のキャベ
ツを使った「キャベツの太巻き寿司」や郷土料理の八杯汁を作り、地域の生産者に感謝
する気持ちや地産地消について理解を深めることができました。 

参加者にとっては、親子一緒に調理を行い、食べることの楽しさ、大切さを実感する
体験となりました。 

㊤子ども野菜塾 
㊦高齢者向け農業体験 

豊田市敷島地区の検討か所 

水路の落差を利用した小
水力発電を検討しています。
イメージ図は、既設水路に併
行して設置する、発電機への
導水用の側水路と発電機(斜
線部)、既設水路への合流マ
スです。 

野菜収穫体験 

取水
給電 

発電機

合流マス 

「 農 の あ る 暮 ら し 」 
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小学生を対象とした「愛知の農業」を作成 

【ＪＡ愛知中央会】 
 

ＪＡ愛知中央会では、本県の農業に対する理解を深めるため、農業教
育資料として「愛知の農業」を毎年作成し、県内全ての小学５年生を対
象として配布しています（24 年度 80,000 部）。また、この教材が効
果的に活用されるよう教師用指導書 3,000 部も作成し、併せて全小学
校へ配付しました。 

これら教材の活用により、愛知の農業を学び、地元農産物への愛着や、
農業への興味・関心を持ってもらうことを期待しています。 

 
 
 

 

愛知の農業・農村を写真や絵でＰＲ 

【水土里ネット愛知】 
 

全国水土里ネット、都道府県水土里ネットは、「ふるさと
の田んぼと水」子ども絵画展２０１２を開催しました。 

この絵画展は、子どもたちに田んぼや農村に関心を持っ
てもらい、棚田や田んぼ、水路やため池による水の循環や
環境保全への理解を促し、大人たちへのメッセージとして
子どもたちのまなざしを届けることを目的として毎年開催
しており、24 年度は全国で 8,745 点の応募があり 23 点
が入賞、92 点が入選しました。本県からは、1,439 点の
応募があり、入賞 1 点、入選 12 点が選ばれました。 

24 年度の入賞・入選作品は、全国水土里ネットが発刊
した「ふるさと子ども美術館」に掲載され、全国の小学校
に配布されています。 

また、水土里ネット愛知が主催する「第１2 回あいちの農業･農村フォトコンテスト」
では、「水土里(みどり)が育むあいちの農業･農村」をテーマに 156 名、329 点の応募が
あり、入賞 7 点、入選 10 点を決定しました。入賞・入選作品は、水土里ネット愛知の
ホームページで紹介しているほか、応募された作品を用いて「あいちの農業･農村カレン
ダー」を作成し、農業・農村が食料生産の場以外にも国土保全・景観形成・文化伝承な
ど、多面的な役割を担っていることへの理解を得るとともに、農業農村整備事業の重要
性について発信しています。 

全国水土里ネット会長賞 
「田んぼと生き物」 

水土里のフォト大賞 
「乾季散水」 

水土里のフォト優秀賞 
「清流・大道用水」 

「愛知の農業」

水土里のフォト優秀賞 
「大切な池」 

◆フォトコンテスト 

◆子ども絵画展 


