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本書は、食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例第７条に基づき平成23
年５月に策定した「食と緑の基本計画２０１５」に定められた各推進項目に基づく
具体的な施策や事業の平成25年度の取組状況に関する報告を行うものです。 
 

なお、“食” と“緑” ということばが持つイメージは、人によってさまざまで
すが、「食と緑の基本計画２０１５」の中では、“食” は食べ物や食生活などを、
“緑” は森林、農地及び木材や花など森林や農地で生産される物などを象徴する
ことばとして使っています。 
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Ⅰ 食と緑のレポート作成の趣旨 

愛知県では、平成 16 年４月１日に「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり

条例」（以下「条例」という。）を施行しました。条例では、①将来にわたって安全

で良質な食料等の安定的な供給が確保され、かつ、その適切な消費及び利用が行わ

れること、②将来にわたって森林等の有する多面的機能が適切かつ十分に発揮され

ることにより、安全で良好な県民の生活環境が確保されること、を基本理念として

おり、県はこの基本理念にのっとり、食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくりに

関する総合的な施策を策定し、実施していく責務があります。 

そのため、県は、条例に掲げた基本理念の実現に向けて取り組む基本的な方針と

して、平成 23 年５月に「食と緑の基本計画２０１５」（以下「基本計画」という。）

を策定しました。 

基本計画では、「生産」、「消費」、「生活環境」の視点から、めざす３つの姿を掲げ、

それらをバランス良く発展させることで、「食と緑が支える豊かな暮らし」の実現を

図ることとしております。  

このレポートは、基本計画に掲げためざす 3 つの姿に位置づけた重点的取組の状

況などを明らかにし、基本計画の周知を図り、今後の取組の参考とするための資料

として、平成 25 年度の取組事例を中心に取りまとめたものです。  
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Ⅱ 食と緑の基本計画２０１５の施策体系  

基本計画では、めざす３つの姿を施策の柱に位置付け、その実現に向けた県の取

組、あるいは県と県民の協働・連携による取組をそれぞれの柱のもとに体系化して

います。 
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Ⅲ 重点的取組について 

基本計画の施策体系のもとで推進する取組のうち、次の 17 の取組を重点的取組

として位置付けています。  

 

 １ 施策の柱 安全で良質な農林水産物の生産と供給の確保  

県産農林水産物の国際競争力の強化 ２ 
「農林水産業国際競争力強化センター」を設置して、高品質な県産農林水産物の海外へのＰＲや販路開拓

に取り組むとともに、そうした取組を担う人材を育成し、「あいちブランド」の確立を図ります。  

｢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 
消費者の農林水産物に対する“思い”（＝ニーズ）に応える商品等の生産と、そうした商品等に込められ

た生産者の“思い”（＝こだわり、セールスポイント）を消費者にわかりやすく伝える取組を推進します。  

意欲ある多様な担い手の育成・確保  ３ 

耕作放棄地の再生  ４ 

農業生産基盤整備の推進  ５

７ 

産・学・官の連携による農業先端技術開発の推進  ６

７ 

県産木材の生産コストの削減  ７ 

生産力を高める干潟・浅場の造成  ８ 

水産資源の管理・回復の推進  ９ 

産業としての農業を担う基幹経営体を育成します。また、「農起業支援センター」を設置し、企
業やＮＰＯなども含めた農外からの新規参入者への相談・支援を実施します。  

担い手への農地の利用集積や、和牛放牧、市民農園などの多様な形態の農地利用を組み合わせ、
農用地区域を中心に耕作放棄地の再生を推進します。  

大学が持つ優れた人材や企業の開発力などを結集して、植物工場等の先端技術の開発を進め、
農産物の高品質化や生産性の向上を図ります。  

国際競争力のある足腰の強いあいちの農業を実現するため、その基礎となる農業生産基盤の整
備を推進します。  

森林施業地の取りまとめや高性能林業機械の活用などにより、低コストな林業技術の開発とその普
及・定着を推進するとともに、産地～加工～供給の効率的な木材流通システムの構築に取り組みます。 

魚介類の生育の場であるとともに、水質浄化能力を有する干潟・浅場を造成し、漁場生産力の
向上と水環境の改善を図ります。  

海・川の恵みである水産資源を持続的に利用するため、資源管理や種苗放流を推進します。  
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２ 施策の柱 県産農林水産物の適切な消費と利用の促進 

農産物の生産段階における各工程の管理を適切に行うＧＡＰ手法や、加工段階における安全性
を確保する「愛知県ＨＡＣＣＰ」の導入を推進します。  

都市と農山漁村が近いという本県の特徴を活かし、農林漁業者と小学校が連携して、より多く
の子どもたちが農林漁業を体験できる環境づくりを推進します。  

本県の地産地消の取組である「いいともあいち運動」を強力に推進するとともに、農商工連携による
新商品の開発などを進めます。また、学校給食等への県産農林水産物の利用拡大を図ります。  

「あいち木づかいプラン」に基づき、公共施設整備、公共工事及び木造住宅における県産木材
の利用拡大を進めます。  

３ 施策の柱 自然災害から守られ、緑と水に恵まれた生活環境の確保  

森と緑の持つ公益的な機能を発揮させるため、「あいち森と緑づくり税」を活用して、森林、里
山林、都市の緑の整備・保全を進めます。  

「あいち森と緑づくり事業」の推進 14

13

〇 
ＣＯＰ１０を契機とした生物多様性に対する県民の意識の高まりを活かし、里地・里山・里海

などにおける県民参加型の環境保全活動を促進します。  

生物多様性を保全する活動の推進 15

13

〇 
県土の礎である農地や森林、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、排

水機場、治山施設などの整備を推進します。  

災害に強い農地や森林の整備 16

〇 

化学肥料・化学合成農薬の適正使用やＣＯ２排出量の削減などの取組とともに有機農業を推進
し、農業生産に起因する環境負荷の軽減を図ります。  

環境に配慮した農業の推進  17

〇 

小学校を対象とした農林漁業体験の充実 11

〇 

「いいともあいち運動」の拡大 12

〇 

「あいち木づかいプラン」による県産木材の利用拡大  13

13

〇 

食の安全・安心の確保 10

〇 
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【重点的取組の事例】 

1 ｢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 
生産者と消費者の思いを伝える「食と緑あいちブランド創出事業」  

 

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に取り組んできました。 

25 年度は、加工品の開発や販売、農家レストランの運営などの８件の取組に対し、大
学教授等の有識者で構成する「あいちブランド創出委員会」において助言等を行うとと
もに、これまでに磨き上げてきた取組事例をホームページで発信しました。 

 
●あいちブランド創出委員会で検討した商品例  
 
 
 
 
 

 
 

生産者と連携したブランド和牛「みかわ牛」の認知度向上 

 
消費者及び飲食店経営者等に対して、ＪＡあいち経済連と連

携して本県の和牛ブランド「みかわ牛」の認知度向上に取り組
みました。 
飲食店及び観光業関係者に対しては試食会等を実施し、「みか

わ牛」を取扱う施設の増加につながりました。また、消費者に
対しては、「あいちの農林水産フェア」での「みかわ牛のあぶり

重」の提供、名古屋市内ホテルのランチフェア、及び三河地域
の観光を結びつけたバスツアーを実施し、「みかわ牛」を地域に
根ざしたブランドとして印象付けることができました。 

 
農商工連携応援ファンドによる新事業展開の支援  

 
100 億円の「あいち中小企業応援ファンド」を公益財団法人あいち産業振興機構に造

成し、その運用益により中小企業者等を支援しています。24 年度からは、このファンド
に「農商工連携応援ファンド」を新設し、農産物を活用した新商品の開発や販路拡大な
どを支援しています。 

 
●「農商工連携応援ファンド」に採択された取組 

事業者名  活用地域資源  取組内容  
小島食品製造㈱  ふき､たまねぎ､ﾍﾟｺﾛｽ 超音波を利用した野菜のオイル漬け・香味油の開発  
愛 知 県 豆 腐 商 工 業
協同組合  

県産大豆 (ﾌｸﾕﾀｶ)､ 
あいちのかおり米  

愛知県産大豆フクユタカと愛知県産農産物新商品開発と販路拡大  

㈱ﾖｼﾊﾗﾌｰｽﾞ 純系名古屋ｺｰﾁﾝ､ 
海部ﾚﾝｺﾝ､海部東部米  

「純系名古屋コーチンと地場産業野菜」を組み合わせたレトルト食品
の新商品開発と販路開拓  

㈱ﾌﾀﾊﾞ化学  蒲郡みかん  ブランドみかんから新しい化粧品を作ることを通して県内の温泉観
光地を活性化する事業  

松下食品㈱  ﾏｲﾜｼ､ｶﾀｸﾁｲﾜｼ､三河の佃煮  愛知県産マイワシ・カタクチイワシを使用した佃煮の開発と販路開拓  
丸石醸造㈱  愛知の清酒  岡崎の米「萬歳（ばんざい）」の復刻と、これを原料とする日本酒の

試作醸造及び販路拡大事業  

ホームページ：http://www.pref.aichi.jp/0000063808.html 又は「食と緑あいちブランド創出事業」で検索してください。 

みかわ牛のあぶり重 

プチヴェールの加工品 

（(株)尾東農産） 

べにふうきの商品 

（長寿園製茶） 
緑茶と紅茶のせんべい 

（翠茗園岡本製茶） 
てん茶のふりかけ 

（自園銘茶 高香園） 

http://www.pref.aichi.jp/0000063808.html
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２ 県産農林水産物の国際競争力の強化 

 

「愛知フェア in 香港」の開催 

 

県産農林水産物やその加工食品及び県内地場産品の輸出を促進するため、新たな市場
として有望な中国の「ショーウィンドウ」と言われる香港において、販売促進会と商談
会を行う「愛知フェア in 香港」を開催しました。 
販売促進会は、多くの来場者で賑わい、特にいちご、抹茶製品、豆乳、乾燥なまこ、

味噌、麺類等の人気が高く、その食べ方・飲み方を紹介しながら販売するなど、大いに
本県産食品をＰＲすることができました。 
また、商談会では、現地バイヤーと出展事業者との間で活発な商談が行われました。 
 
開催日 平成 25 年 11 月 25 日（月）～12 月１日（日） 
場 所 香港そごうコーズウェイベイ店 
売 上 約 575 万円 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産物等輸出促進セミナーの開催  

 

県産農林水産物のみならず、関係者が一体とな
って加工食品を含む県産農林水産物の輸出拡大に
向けた取組を推進するため、「農林水産物等輸出促
進セミナー」を開催し、県内生産者団体を始め、食
品関係事業者などが参加しました。 
セミナーでは、25 年 11 月に開催した「愛知フ

ェア in 香港」の成果等やシンガポールでのマーケ
ティング調査の結果報告に加え、「アセアン諸国へ
の食品輸出の取組」と題した講演を行い、来場者ら
は熱心に聞き入っていました。 

 
開催日 平成 26 年 2 月 3 日（月） 
場 所 アイリス愛知（名古屋市中区） 
参加者 約 100 名 

 

多くの県内食品事業者等が参加 

知事によるトップセールス 

（販売促進会） 

現地バイヤーとの商談会 
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3 意欲ある多様な担い手の育成・確保 

 

農林漁業就職フェアの開催  

 

「農林漁業に就職したい」という人と農林漁業関係企業
とのマッチングを図るため、愛知労働局や農林漁業関係団
体と連携して農林漁業就職フェアを開催しました。  
フェアでは、農林漁業関係の企業 20 社との就職面接会

を始め、農林漁業団体による個別相談や農林漁業の現状な
どの情報を提供するガイダンスを実施しました。また、ハ
ローワークに加え県内大学などにも案内を行ったことから、
来場者の約４割が学生となりました。 

 

開催日 平成 25 年 12 月 13 日（金） 

場 所 ウィンクあいち（名古屋市中村区） 

来場者 78 名 

 

生源寺教授を招き国際農業者フォーラムを開催  
 

県内の海外農業派遣研修体験者で組織している「愛知県
国際農友会」は、農業の国際化が進展する中で今後の農業
経営について知見を広めるため、「平成 25 年度国際農業者
フォーラム」を開催しました。 
フォーラムでは、名古屋大学大学院生命農学研究科の生

源寺教授が「変わる国際環境と日本農業の活路」と題して
講演を行った後、国際農友会尾張東支部の会員が農業経営
の取組事例を発表しました。 
生源寺教授は、「いずれの事例も農業経営の成長プロセス

にストーリーがあり、異業種との交流や農業形態の多様化
に対応した優良事例」と感心されていました。 
会員にとっては、食と農の関係の重要性を改めて実感し、新たな局面を迎える今後の

農業経営を見つめ直すよい機会となりました。  

 

開催日 平成 26 年２月 14 日（金） 

場 所 名古屋栄東急イン（名古屋市中区） 
参加者 63 名 

 

青年就農給付金(準備型)受給者向け研修会を開催  

 

青年就農給付金(準備型)受給者等を対象とした「青年就
農給付金受給者定着支援セミナー」を 25 年 10 月から 4
回開催し、延べ 129 名が参加しました。 
この研修会は、未就農の青年就農給付金準備型受給者（研

修中）が就農に向けた目標設定や農業者の取組を勉強し合
うことにより、農業者としての心得や展望を持ってもらう
ことを目的とするもので、モクモク手作りファーム（三重
県）の木村社長を始め４名の事例発表と京都大学の小田教
授による農業情勢の解説を行いました。また、グループワ
ークを毎回実施し、全員が目標と行動計画を発表しました。 
参加者からは、目標や将来についてしっかりと考えるきっかけとなり、他の参加者と

の意見交換や発表によりコミュニケーションスキルが向上したと好評でした。  

農林漁業団体による 

個別相談ブース 

生源寺教授の講演 

モクモク手作りファームの 

木村社長の講義 
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４ 耕作放棄地の再生 
 

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、県内各地で国の耕作放棄地再生利用緊急対策を活

用して、様々な取組が行われています。 
25 年度は、11 市町、13.24ha の耕作放棄地が解消されました。 

 
●蒲郡市の事例 

もともと水田であった耕作放棄地に、土
を運び入れるなどして作物の生育に適し
た土地に改良し、畑として再生を行いまし
た。さらに、ハウス等附帯施設の整備を行
い、トマト温室として活用されています。 

●田原市の事例 
2.97ha の耕作放棄地が再生され、ミ

ニトマトやキャベツ、輪菊などの栽培が
行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地バンク登録者が再生農地で作付け  

 

清須市の春日杁前地区では、農地バンク制度の登録者が再生農地を借り受けて作付け
を行っています。 
農地バンク制度は、農業者の高齢化や後継者不足等により不耕作となっている農地や

耕作放棄地の情報を登録してもらい、借りたい人へ紹介することで、農地を有効活用す
る制度です。 
この農地では、市の農業体験塾の卒業生である市民が土田南瓜や小松菜を作付けして

おり、秋からは市特産の宮重大根に挑戦する予定で、農業体験塾を通して知り合った地
元の農業委員、市産業課職員、農協職員や近隣の農家からアドバイスを受けながら充実
した農業を行っています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

再生後にビニルハウスを設置 再生後にミニトマトを栽培 

農作業の様子 土田南瓜 再生後の農地 



 

 

- 9 - 

５ 農業生産基盤整備の推進 
 

水田の大区画化による生産性の向上  

 
競争力のある足腰の強い農業を実現するには、農地の区画を大きくし、農業を支える

担い手農家へ農地を集積する必要があります。安城市の高棚地区では経営体育成基盤整
備事業を実施し、畦畔を除去して区画を大きくする工事を行っています。  
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ることで、担い手農

家への農地の集積が進むことが期待できます。  
 
○事 業 名 経営体育成基盤整備事業「高棚地区」 
○受益面積 287ha 
○事業工期 平成 24 年度～平成 29 年度（予定） 
○事業内容 水田の大区画化（畦畔除去 177ha、排水路改修 L＝18.2km） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

用水施設の更新による安定した水供給  
 

豊田市の北西部に位置する舞木地区は、比較的な
だらかな丘陵地帯であり、梨、柿、桃を主体とした
果樹農業地帯を形成しています。 
本地区では昭和 49 年から平成元年にかけて整

備した用水施設の老朽化が著しく、漏水補修に伴う
維持管理費の増大が営農に支障をきたしていまし
た。 
このため、農業経営の改善と安定を図ることを目

的とし、畑地帯総合土地改良事業として揚水ポンプ
などの用水施設の更新を実施しました。 

 
 
○事 業 名 畑地帯総合土地改良事業「舞木地区」 
○受益面積 45ha 
○事業工期 平成 20 年度～平成 25 年度 
○事業内容 農業用用水施設の更新（管水路 L＝11.3km、揚水ポンプ１か所） 

 

揚水ポンプ（豊田市） 

整備前 

(畦畔で細かく仕切られていました) 

整備後 

（大区画になりました） 
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６ 産・学・官の連携による農業先端技術開発の推進 

 

岐阜大学と東海四県の共同研究により 

養液栽培の安全性診断マニュアルを作成  

 
野菜・花きの養液栽培では、高温性ピシウム菌による病害が大きな問題となっていま

すが、被害の軽減には、早期診断による迅速な対策が重要です。  
そこで、県農業総合試験場は、岐阜大学・岐阜県・静岡県・三重県との共同研究によ

り農業現場において短時間で正確に病原菌を検出できる「簡易検出法」を開発しました。
さらに、この技術を用いた栽培施設内の病原菌のチェックや被害予測に基づき、既存の
防除技術や培養液の殺菌技術を組み合わせた「安全性診断マニュアル」を作成しました。  
マニュアルを現場で活用することにより、高温性ピシウム菌の早期対策が可能となり、

被害を減らすことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県内農学系大学との研究連携体制が整う  

 
農業に関する学術の発展及び振興を図るため、

県農業総合試験場は、25 年９月 17 日（火）に、
名城大学農学部・大学院農学研究科と研究協力に関
する協定を締結しました。  
これまでに名古屋大学生命農学研究科（19 年１

月 19 日）、中部大学応用生物学部（24 年７月１
３日）とも、同様に協定を締結しており、県内全て
の農学系大学との研究連携体制が整いました。  
今後、これらの大学との交流や共同研究を積極的

に進め、農業における品種開発や栽培技術の高度化、

農産物の高付加価値化、環境保全型農業の確立など
の課題に取り組んでいきます。 

 
研究協力協定締結式 

㊧農業総合試験場 山下和巳場長（当時） 

㊨名城大学農学部 磯前秀二学部長 

安全性診断マニュアル 高温性ピシウム菌によるトマトの被害 
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７ 県産木材の生産コストの削減 

 

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  

 
木材生産の効率化により大幅にコストを削減し、森林所

有者の収益増大を図るため、高密度な路網整備と高性能林
業機械による低コスト木材生産システムの普及に努めてい
ます。 
しかしながら、急峻な地形の多い東三河地域では、この

システムが適用できる場所が限られるため、新たなシステ
ムの構築に取り組んでいます。 

25 年度は、簡易な作業道でも走行でき、大径材を従来

のシステムより長い距離でも集材することができる高性能
林業機械（タワーヤーダ）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、急傾斜のため高密度な路網整備が困難な場所
でも、簡易な作業道があれば、しっかりした作業道が必要なこれまでのシステムと遜色
ない生産性を確認することができ、このシステム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、25 年 11 月 22 日（金）に北設楽郡豊根村にお

いて現地研修会を開催し、林業関係者 102 名の参加がありました。 
 
 

林内路網の整備 
 

木材生産コストを削減するためには、高性能林業機械を
使った低コストの作業システムを機能させていくための作
業用の道と、木材輸送のコスト縮減のためトラックが走行
可能な道を整備し、林業における基盤整備を進めることが
不可欠です。 
また、路網を整備することにより、機械化が図られ労働

環境の改善に寄与するだけでなく、農山村地域の道路網を
補完し地域振興にも貢献しています。 
県は、これまでの「林道」に加え、22 年度から 10ｔト

ラックが走行できる最小限の構造を持つ新たな規格である
「林業専用道」の開設も進めており、県・市町村・森林組
合が連携し、林内路網密度を上げるよう取り組んでいます。 

 

８ 生産力を高める干潟・浅場の造成 
 

生産力を高める干潟･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り、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場生産
力の改善を行っています。 

25 年度は、約 28,000ｍ３の砂を使って 3.9ha（西尾
市港町地先：2.6ha、田原市伊川津地先：1.3ha）の干潟・
浅場を造成しました。 
なお、造成には、矢作川及び境川の治水工事で発生する

河川砂を有効利用しました。 砂の投入・均し 

タワーヤーダを使った集材作業 

整備された林道と木材輸送 
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９ 水産資源の管理・回復の推進 
 

種苗放流による水産資源の持続的利用  
 

栽培漁業センターでは 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 2,862 万尾を生産し、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。  
県の魚であるクルマエビは、放流効果の高い干潟への放流を積極的に行っており、全

国的にも有数の放流規模となっています（24 年度：都道府県別放流尾数全国２位）。25
年度のクルマエビの放流尾数は、これまでより 200 万尾増加させた 2,000 万尾とし、
伊勢・三河湾へ放流しました。 
種苗の放流は、水産資源が海況条件によって大きく変動して減少した時に、種苗の放

流が水産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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シラスの資源管理の取組  

 

本県は全国有数のシラス（主にカタクチイワシの稚
魚）の産地で、24 年の漁獲量は 7,433ｔで全国 3
位でした。 
シラスは本県水産業にとって大変重要な魚種です

が、その漁獲量は愛知県海域に来遊する資源量によっ
て大きく左右され、さらに近年はシラスの親であるカ
タクチイワシの資源量が全国的に減少傾向にあるた
め、資源管理の重要性が高まっています。このため本
県では、23 年に漁業者が資源管理計画を策定して資
源管理に努めています。 

25 年度も、定期的な休漁、冬季の 1 か月間の休漁、
操業時間の短縮といった取組が行われ、継続的な資源
の利用とともに、漁業者の経営の安定につながるよう
な資源管理が実施されました。 

 

 

クルマエビの干潟への放流 クルマエビの種苗 

シラスの釜揚げ 

差し替え予定 
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10 食の安全・安心の確保 
 

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恐れがあるため、警戒が必要な状況が
続いています。 
また、全国的な流行が見られた豚流行性下痢の衛生対策として

も、飼養衛生管理基準の指導、徹底が重要です。  
そのため、県では県内の偶蹄類家畜（牛・豚等）、家きん（鶏・

うずら等）を飼養する農場 1,354 農場（県内の畜産農家全戸）を
対象に、家畜保健衛生所職員が立入検査を行い、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を改善
指導しました。 

 
現地見学型リスクコミュニケーション  

「ハサップ博士と行く、食品衛生ミステリーツアー」  
 

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
県民に知っていただくため、現地見学型リスクコミュニケー
ション「ハサップ博士と行く、食品衛生ミステリーツアー」
を開催しました。 
参加者は、森永乳業 (株 )中京工場を見学した後、カッテー

ジチーズ・バターづくり及び手洗いについて森永乳業株式会
社から、食の安全対策について東海北陸厚生局及び愛知県か
らそれぞれ説明を受け、意見交換をしました。 
実際に食品を製造する現場の衛生管理を見た参加者からは

「しっかり手を洗わないといけないと思った。」や「すごく衛
生管理が厳しくて大変だなと思いました。」などの意見をいただきました。 

 
開催日 平成 25 年８月９日（金） 
場 所 森永乳業(株)中京工場（江南市） 
参加者 26 名（愛知県在住の親子） 
 

 
産学行政による食の検査技術のイノベーション  
～「知の拠点あいち」重点研究プロジェクト～  

 
大学等の技術シーズを企業の製品化・事業化につなげるた

め、産学行政の研究者による共同研究開発を実施しています。
その共同研究開発のテーマの１つとして、「食の安心・安全技
術開発プロジェクト」を実施しており、食品や農産物の「残
留農薬」、金属・プラスチック・毛髪等の「異物」、「食中毒菌」
を簡単・迅速・高精度に検出する装置を開発しています。 

25 年度は、液状食品中の極めて小さな金属異物を検査で
きる装置や残留農薬・食中毒菌を迅速・高精度に検査できる
ソフトウェアを製品化することができました。  

（写真提供：豊橋技術科学大学田中研究室、アドバンスフードテック（株））  

立入検査で基準の 

遵守状況を確認 

立入検査 

衛生管理について学ぶ参加者 

液状食品用金属異物検査装置 

※ＨＡＣＣＰ（ハサップ）システム  

製造工程の危害分析 (ＨＡ )を行い、重要管理点 (ＣＣ

Ｐ )を設定し、その工程を連続的に管理する衛生管理

の手法のこと。  

※飼養衛生管理基準  

22 年度の口蹄疫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予防の観点から、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基準のこと。  
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111111 小学校を対象とした農林漁業体験の充実 

 
ＪＡによる年間を通じた小学校での農業体験学習の取組  

 
田植えや稲刈りの体験を通じて、農業や食文化への理解を育

てるとともに、家庭における米中心の日本型食生活を広めるた
め、ＪＡ西三河の主催で、地域の稲作農家やＪＡ職員が指導者
となり、西尾市内 16 の小学校の５年生を対象に米作りの農業
体験授業を行いました。 
子どもたちは、春には全身が泥んこになりながら田植えをし、

秋には黄金色に色づいた稲を慣れない手つきで刈り取りました。 
田植えから収穫までの一連の体験を通じて、自然の恩恵や稲

を育てる生産者の知恵と工夫を学ぶことができました。  
 

きのこ栽培体験で森林・林業への理解を深める  
 

豊橋市の石巻小学校で愛知県指導林家と林業普及指導員が講
師となり、きのこ栽培体験学習を開催しました。  
児童は、原木しいたけの栽培方法について、林業普及指導員

から説明を受けた後、愛知県指導林家の指導で、ＰＴＡの方々
が学校林から切り出したコナラの原木を使用し、電動ドリルで
原木に次々に穴を開け、しいたけの駒菌を金槌で打ちました。
原木に駒菌を仕込んだ後は木陰まで運び、伏せ込みをしました。 
このしいたけ原木は、児童が当番制で定期的に管理しており、

２年後に収穫できる予定で、児童は楽しみに首を長くして待っています。 
この取組により、原木しいたけの栽培を体験することができ、森林・林業に対する理

解を深めることができました。 
 

「魚食の伝道師」を小学校に派遣 
 

子どもたち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 年度から実施していま
す。 

25 年度も「魚食の伝道師」として漁業者と県職員を、県内９
か所の小学校の授業に派遣し、生きた魚の観察や直接触れての
体験、本県で獲れる水産物や本県の漁業に関する授業を行い、
子どもたちの漁業や水産物への理解促進を図りました。  
子どもたちは熱心に説明に聞き入り、講師の漁業者を質問攻

めにしていました。実施後のアンケートでも子どもたちの関心
は高く、「魚をもっと食べようと思った。」「魚のことをもっと知りたい。」等の声が聞か
れました。 

 
子どもたちに魚の放流体験を 

 
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
近くに住む子どもたちに、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。 

25 年度は７つの小学校などを対象に実施し、360 人の子ど
もたち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たちも多く、貴

重な体験になりました。 

小学生の田植え体験 

（提供：豊橋技術科学大学

田中研究室、アドバンスフ

ードテック（株）） 

水産物との触れあい体験 

アユの放流体験（名倉川） 

しいたけ栽培体験 
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111222 「いいともあいち運動」の拡大 
 

「あいちの農林水産フェア」の開催  
 

全国有数の生産量を誇る愛知の農林水産業を広く
紹介するとともに、生産者と消費者との交流を通じて、
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、51 の団体・企業が出展し、「名古屋コ

ーチン」、「愛とん」、「みかわ牛」の料理の提供を始め、
愛知が誇る農林水産物及びその加工品の紹介・販売が
行われ、多くの来場者で賑わいました。 
また、県施策を題材としたクイズラリー、ハーブソ

ルト、野菜スイーツづくりなどの体験、漬物創作料理
や水稲新品種の試食など、日替わりイベントも充実し、
いずれの企画も大変好評でした。 
来場者アンケートでは、98％の人から次回も来場したいとの回答があり、県民ニーズ

の高いイベントとして定着しつつあります。 
 
開催日 平成 25 年 11 月 14 日（木）～19 日（火） 
場 所 丸栄（名古屋市中区） 
来場者 25,638 名 

 
「地産地消・農商工連携ビジネスフェア」の開催 

 
生産者、食品製造業者、流通関係者など幅広い分野

の事業者が、県産の生鮮食品や加工食品を持ち寄る交
流会に加え、自社商品を紹介するプレゼンテーション
を行い、新たな商品開発や販路拡大を支援する「地産
地消・農商工連携ビジネスフェア」を開催しました。 

25 年度は 82 の企業・団体が出展し、それぞれの
提供する商品やサービスを来場者に向けてアピール
しました。 
また、出展者のうち 10 企業・団体が、自社商品の

ＰＲや地産地消に関連するプレゼンテーションを行
いました。 

 
開催日 平成 26 年２月３日（月） 
場 所 アイリス愛知（名古屋市中区） 
来場者 717 名 
 

 
「あいちの魚ジャンボカルタ大会」の実施 

 
「あいちの四季の魚」を始めとした県産

の水産物をＰＲするため、愛知県水産試験
場の公開デーと名古屋中央卸売市場の市場
まつりで、「あいちの魚ジャンボカルタ大
会」を実施しました。 
カルタ大会では、子どもが取った札と同

じ絵柄のお魚カードを賞品にし、優勝者に
は賞状を進呈しました。  

 

知事が来場者にプレゼント 

多くの来場者で賑わうフェア 

子どもたちが参加 「ジャンボカルタ」 
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111333 「あいち木づかいプラン」による県産木材の利用拡大 
 

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
づく県の基本方針として位置付け、公共施設や公共工事で県産木材を利用するなどの取
組を推進しています。 
県産木材を利用した公共施設の事例として、伐採から製材、加工まで全て県内で行っ

た木材を利用した「愛知県がんセンター愛知病院地域緩和ケアセンター」や、地元産の
木材を利用して建設された「設楽町庁舎」や「東栄町立東栄小学校」などがあり、県産
木材の利用が着実に広がりをみせています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

県産木材利用製品の開発・導入を支援  
 

県産木材の需要拡大を図るため、県産木材を利用した製品の開発や新たな用途導入を
支援しました。 
圧密加工したスギのフローリング、木質チップを原料として利用した外壁、木製の太

陽光発電パネル用架台など、今まで県産木材があまり利用されなかった分野において
様々な製品が開発・導入されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛知県がんセンター 

愛知病院地域緩和ケアセンター 

設楽町庁舎 

東栄町立東栄小学校 

太陽光発電パネル用木製架台 スギのフローリング 
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14 「あいち森と緑づくり事業」の推進 
 

「あいち森と緑づくりシンポジウム」の開催 
 

様々な働きで私たちの暮らしを支えている森や緑
を、健全な状態で将来に引き継いでいくため、「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。  
あいち森と緑づくり事業の開始から５年が経過し、

これまでの事業の成果をまとめ、広く情報発信すると
ともに、多くの県民の皆さんに森と緑づくりへの理解
を深めていただくために、シンポジウムを開催しまし
た。 
『あいちの森と緑を「ととのえ隊」と学ぶ あいち

森と緑づくりシンポジウム  森と緑づくり学園開校』
と題し、学校の授業のように１限目、２限目とプログ
ラムを区切り、参加者自身の興味や関心を高める演出
で「森と緑づくり事業」の内容や、森と緑づくりの重
要性を感じていただきました。 
参加者からは、「授業形式で飽きることなく参加で

きた。」、「シンポジウムといっても堅苦しくなく、楽
しく学ぶことができた。」、「タレントや劇団の皆さん
が、森や緑について分かりやすく、親しみやすく伝え
てくれて見応えのあるイベントだった。」といった御
意見をいただきました。  

 
開催日 平成 25 年 12 月 22 日（日） 
場 所 名古屋市中区役所ホール 
参加者 約 250 名 
 

 
市民・企業との協働による植樹活動  

 
名古屋市の戸田川緑地では、市民が主役となった森づくりを通して、生物の生息空間

と生物とのふれあいの場を創出することを目的として、市民・企業との協働により苗木
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。 

25 年度は、「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。 
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。 

 

知事あいさつ 

２時限目「演劇編」 

市民による植樹活動 植樹後 
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15 生物多様性を保全する活動の推進 
 

「農地・水・環境のつどい」の開催 
 

農地・水保全管理支払事業では、農業用水路の泥上げ、
農道の草刈りなど、農地、農業用水路等の保全管理や、生
態系保全、植栽活動などの農村環境保全の向上活動等に地
域ぐるみで取り組んでいる活動組織を支援しています。  
農村環境の保全に対する県民の理解を深め、活動の一層

の普及を目指し、25 年度は、317 の組織が活動している
中、他の組織の模範となる 12 の組織に知事賞などの表彰
を行いました。 

 
開催日 平成 25 年 12 月７日（土） 
場 所 安城市文化センター 
参加者 約 500 名 

 
農業水利施設の環境整備  

 
ため池や用排水路などの農業水利施設の水辺空間を利活用し、景観や親水性、生態系

に配慮した環境整備を推進しています。 
水環境整備事業では、25 年度に 14 地区でため池や用排水路の環境整備を実施しまし

た。整備された、せせらぎ水路や遊歩道は、地域の貴重な水辺空間、憩いの場として利
用されています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 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、「あいち海上の森大学」を開校しています。 

25 年度期は「森林再生・里山文化コース」及び「国際
交流コース」を開校し、講師には森林、里山において活動
を行っている技術者や有識者を迎え、講義と現地実習によ
り人と自然のあり方を探求しました。 

27 名の修了生は、自然との関わりの中で新たな価値を
創出し、持続可能な社会づくりに向けて各地域で活躍する
ことが期待されています。 

 
開催期間 平成 25 年７月７日（日） 

～平成 26 年１月 25 日（土） 
場  所 あいち海上の森センター、海上の森  等 
参 加 者 受講３９人（修了２７人） 

模範となる組織を表彰 

せせらぎ水路（西尾市） 遊歩道（みよし市） 

森の健康診断 

土壌と樹木根系の現地実習 
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16 災害に強い農地や森林の整備 
 

農業用ため池の耐震点検  
 

今後想定される大規模地震に備え、防災重点ため
池（決壊した場合に人家や重要な公共施設に影響を
与えるおそれがあるため池）681 か所について、
耐震点検をしています。  

25 年度は、211 か所の耐震点検を行い、これま
でに 347 か所の耐震点検を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

自然災害から農地や周辺集落を守る排水機場等の整備 
 

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。 

25 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 20 か所のため池について整備を実施しました。 
また、防災重点ため池の耐震対策については、

25 年度までに 30 か所のため池で対策を実施しま
した。 

 
 
 

 
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。 

25 年度は、公共治山事業により 90 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 79
か所で実施し、705ha の防災機能の向上を図りま
した。 

 

耐震点検のための土質試料採取状況 

中山新池（武豊町） 

完成した行用排水機場（西尾市） 

県民の安全を守る土留工 

（設楽町） 
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17 環境に配慮した農業の推進 
 

ＧＡＰ手法の導入推進・定着に向けた取組  
 

農業生産に伴う環境負荷の低減と農産物の安全性の確保を
図るため、生産工程ごとの管理を行うＧＡＰ手法の導入推
進・定着に向けて、17 年度に「愛知県農産物環境安全推進
マニュアル」（以下「マニュアル」という。）を愛知県版ＧＡ
Ｐとして策定しました。その後、環境への配慮、農産物の安
全・安心の確保のほか、労働安全などにも配慮した内容へと
マニュアルを改正しながら、生産・出荷組織や法人等の大規
模農家に対し、導入を推進しています。 
ＧＡＰ手法の普及・定着には、農家にＧＡＰの必要性・有

効性を理解してもらうことが不可欠であるため、25 年度は
各地域で指導者として活動する農協職員・農業改良普及課職員に対して、その指導能力
の向上を目指して研修会を開催しました。 
研修会ではマニュアルの内容説明や、千葉県でＧＡＰ導入の指導者として活躍されて

いるＪＡ全農ちば職員を招いての講演会などを行い、参加者は講演に聞き入り、ＧＡＰ
に対する理解を深めました。 

25 年度末には 136 の産地等でＧＡＰ手法が導入されていますが、今後一層の普及・
定着が期待されます。 

 
ＣＯ２の排出量削減につながるヒートポンプの導入  

 
燃油価格の高騰が続く中、国は２４年度補正予算で「燃油

価格高騰緊急対策」を開始しました。 
この対策は、高騰する燃油価格そのものの価格補てんを行

う「施設園芸セーフティネット構築事業」と、ヒートポンプ
など燃油消費を抑える省エネ設備の導入を支援する「施設園
芸省エネ設備リース導入支援事業」との２つからなる対策で
す。 
本県では、ＪＡ愛知中央会、ＪＡあいち経済連及び県を構

成員とする「愛知県燃油高騰対策推進協議会」を設立し、積
極的に事業推進を行った結果、25 年度の「施設園芸省エネ
設備リース導入支援事業」の活用実績は全国１位となりました。  
特に、省エネ効果が高く、ＣＯ２の排出量削減に大きく寄与するヒートポンプについて

は、96.7ｈａの園芸用施設に合計 2,674 台が導入されました。 
 

飼料用稲の利活用推進 
 

県内の飼料用稲の生産・利用は 20 年以降急速に各地域で
拡大を続けております。飼料用稲を刈り取った後にサイレー
ジ調製した稲発酵粗飼料（以下「稲ＷＣＳ」という。）は優良
な自給粗飼料として注目されており、また、飼料用米は輸入
トウモロコシの代替としての利用が期待されています。この
ため、飼料用稲のさらなる生産利用拡大に向け、関係者の意
見交換、理解醸成の場とするため、「飼料用稲検討会」を開催
しました。 
検討会では基調講演として稲ＷＣＳ専用品種の栽培に先進

的に取り組んでいる広島県から講師を招き、栽培技術や給与
事例についてお話しいただきました。また、各地域から提供された稲ＷＣＳのサンプル
展示や栽培収穫方法の紹介を実施するとともに、参加者による品質評価を行い、高品質
な稲ＷＣＳ生産のためのポイントについて理解を深めました。 

愛知県農産物 

環境安全推進マニュアル 

飼料用稲検討会 

（稲ＷＣＳの品質評価） 

導入されたヒートポンプ 
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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に気づいていただ

き、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。  

 

 

 

小麦新品種「きぬあかり」の普及推進に向けた取組  
【小麦「きぬあかり」普及推進プロジェクトチーム】 

 
25 年７月に、行政、製粉・製麺関係団体、生産者関係団体等

により『小麦「きぬあかり」普及推進プロジェクトチーム』を
設置し、県農業総合試験場が開発した小麦新品種「きぬあかり」
をあいちのブランドとして普及し、地産地消を進めています。 
具体的な取組として、①「きぬあかり」シンボルマークの作

成・活用、②ＷＥＢでの情報発信及びブースター（熱烈なファ
ン）の募集、③「きぬあかり」小麦粉の配布による加工品の試
作、④ＰＲグッズの作成・活用等を実施しました。  
これらにより、製粉・製麺・麺類関係外食事業者等において

「きぬあかり」を使用した新商品や新メニューが開発・販売さ
れたほか、26 年 9 月末時点、商品やメニューの販売において、
39 事業者等が「きぬあかり」シンボルマークを活用しています。 

 

 

「花いっぱい県民運動」の取組 
【花の王国あいち県民運動実行委員会】 

 
県と関係機関、花き団体で構成する「花の王国あいち県

民運動実行委員会」は、51 年間連続日本一である「花の
王国あいち」を県民に PR して「あいちの花」を暮らしの
中に取り入れていただくことを目的に「花いっぱい県民運
動」に取り組んでいます。 
花の国あいちＰＲ促進運動として、月ごとに「今月のあ

いちの花」を決め、県内の主要な施設（県庁、セントレア、
オアシス 21、名鉄金山駅、豊橋駅、主産地の市町村庁舎
内）で装飾・展示しています。 

また、花や緑にふれ、優しさや美しさを感じる気持ちを
育む「花育」を推進するため、県内小学校 20 校を対象に
花育教室を実施し、多くの生徒が花とのふれあいを楽しみ
ました。 
さらに、「あいちフラワーカップ」としてフラワーアート

のコンテストやいけばなのデモンストレーションを実施し
ました。 

 
 

「生産者と消費者の思いを伝える農林水産業」 

きぬあかりの 

シンボルマーク 

花育教室 

登録商標第 5667486 号 

今月のあいちの花（県庁） 
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たまニコ愛知大会を開催  

【たまニコ愛知大会実行委員会】 
 

たまニコ愛知大会実行委員会（事務局：一般社団法
人愛知県養鶏協会）は、たまごに関する正しい知識の
普及と消費拡大を目的に「たまニコ全国縦断チャリリ
レーゴール＆たまニコ愛知大会」を行いました。  
このイベントは、日本全国の鶏卵関係者らが北海道

と沖縄県の２か所を起点に自転車リレーで各都道府
県をつなぎ、最終ゴールの愛知県豊橋市を目指す「た
まごニコニコ大作戦 2013～日本縦断チャリリレー
～」という全国イベントの一環で行われました。  
この日は、たまニコ愛知大会のほか、各種イベント

やチャリリレーのゴールセレモニーも行われ、大会の開会式には永田副知事が駆けつけ
て関係者を激励しました。  
県内外の養鶏農家が一丸となって、このような大規模なイベントを実施した例は過去

になく、愛知県養鶏協会はこのイベントを契機に、引き続きたまごの消費拡大に向けて
取り組んでいくこととしています。 

 
開催日 平成 25 年 10 月 20 日（日） 
場 所 豊橋市公会堂前広場 
参加者 200 名 
 

名古屋けいばで県産畜産物をＰＲ 
【愛知県馬事畜産協議会】 

 
愛知県馬事畜産協議会（愛知県畜産協会を始めとする団

体で構成）は、名古屋けいば最高峰のレースである「名古
屋グランプリ」開催日において、勝馬投票券 2,000 円以
上を提示した先着 1,000 名に、『うずら卵燻製・酪農家 6
Ｐチーズセット』等の畜産物をプレゼントしました。  
また、当日の第８レースの冠スポンサーとなり、「愛知県

畜産特別」と銘打ったレースの表彰式では、優勝馬の馬主
や騎手等の関係者への副賞として、『みかわ牛肉』を提供し
ました。 

 
開催日 平成 25 年１２月 25 日（水） 
場 所 名古屋競馬場（名古屋市港区） 
来場者 2,760 人 

 
栄養教諭・学校栄養職員を対象とした食農教育研修会を開催 

【ＪＡ愛知中央会】 
 
学校給食における地産地消を推進するため、ＪＡ愛知中

央会は、栄養教諭や学校栄養職員を対象に研修会を開催し
ました。 
研修会では、アスパラガスと次郎柿の圃場を見学し、そ

れらの農産物を使った料理を味わっていただくことで、給
食献立の参考にするとともに、地域農業や食材への理解を
深めていただきました。 
参加者の中には、アスパラガスの収穫の様子やハウスで

栽培されている様子を見たことが無い方や県内でアスパラ
ガスが栽培されている事を知らない方も多く、農家の方から直接苦労話を聞いたことで、
「子どもたちに伝えていきたい。」という声が上っていました。 

たまニコ愛知大会 

愛知県畜産特別レースで 

愛知の畜産物をＰＲ 

農家から話を聞く参加者 
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若手農業者が農業のある地域づくりの大切さをＰＲ 

【愛知県農協青年組織協議会】 
 

県内の若手農業者で組織する
愛知県農協青年組織協議会は、自
分たちの思いをこめた「たて看
板」を手づくりし、その掲示を通
じて農業の大切さを広くアピー
ルするために、毎年「たて看板コ
ンクール」を行っています。 
「農業のある地域づくりの大

切さ」をテーマとした 25年度は、
看板部門５作品、アート部門１作
品、計６作品の応募があり、最優
秀賞・優秀賞が各１点選ばれまし
た。 
全ての作品は、ＪＡ支店やグリ

ーンセンター等で掲示し、地域住
民に広くＰＲを行いました。 
また、26 年５月１日（水）よ

り１か月間、全ての作品を名古屋市中区のＪＡあいちビルのエントランスで展示し、県
民・消費者へアピールしました。 

 
香港で鉢花の評価を把握  

【蟹江町鉢物部会】 
 
蟹江町鉢物部会は、新たな販路として、経済が好調

なアジア市場に注目しています。 
そこで、県が主催する「愛知フェア in 香港」と日

本植物輸出協議会が主催する「香港フラワーショー」
に鉢花を出展し、豊明花き市場と連携して、現地での
評価を把握するとともに、輸出の可能性を調査しまし
た。 
部会の鉢花は、香港で一定の評価を受けることがで

き、次年度以降も引き続き、販路拡大の一環として、
鉢花の輸出に取り組んでいくことになりました。 

 
 

生産者による「地域農業の魅力の発信拠点」づくり 
【株式会社 黒牛の里】 

 

養牛生産者等で組織する「株式会社 黒牛の里」は、
半田市で牛肉(知多牛)や生乳を原材料とした畜産物加
工品の販売と、農家レストランの経営を行っています。 
「黒牛の里」は、地域の人々が交流する場所を提供

しながら、地域農業の魅力を継続して発信する拠点と
なる夢を実現するため、24 年度に６次産業化法に基
づく総合化事業計画の認定を受け、翌年度には事業着
手、そして国の６次産業化推進整備事業を利用し、地
域農業の魅力の発信拠点となる「 farm restaurant
黒牛の里」を 26 年３月に開店しました。 
今後は、地域との連携を図りながら、地域農業の魅

力を発信していきます。  

各地で展示された看板等 

香港での販売 

farm restaurant 黒牛の里 
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女性農業者らが加工品販売で「安城産いちじく」の消費拡大 

【女性農業者グループ「あんじょうハート」】 
 
いちじく生産者を中心とする女性農業者４名が「あんじ

ょうハート」を結成し、安城産いちじくの消費拡大に取り
組んでいます。 
グループの名前は、これまで各家庭で作られてきたイチ

ジクの糖果菓子の形がハートの形をしていることと、地元
安城市の郷土の味を広く消費者に知ってもらいたいという
「思い（ハート）」から名付けられました。 
２５年１１月からは、商品化したイチジクグラッセとイ

チジクソースを「道の駅デンパーク」や「でんまあと」等
の地元産直施設で販売しており、メンバーらは「女性が力
を発揮して地域の活性化につながれば」と各方面への波及
効果に期待を寄せています。 

 
「ジビエ・グルメ・グランプリ 2013」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、捕獲したイノシシとニホンジカを都市農
村交流のための地域資源（愛知産ジビエ）として有効活用
することで、捕獲活動が活性化することを目指しています。 
そこで、愛知産ジビエの需要を喚起するため、県とＮＰ

Ｏ法人との協働による「ジビエ・グルメ・グランプリ
2013」を開催し、愛知産ジビエを使ったオリジナル料理
の販売と料理コンテストを実施しました。 
料理コンテストには 16 店舗が出店し、ピッツァ名古屋

ネーゼ（出品者：モンキチ・ピッツァ）が、グランプリを
獲得しました。 

 
加工品・料理コンテスト最優秀賞がホテルのメニューに  

【農村輝きネット・あつみ】 
 
「地元農産物を活用した加工品・料理コンテスト」

において料理の部で最優秀賞となった「レッドポター
ジュ」が、26 年２月から田原市内観光ホテルのビュ
ッフェメニューとして登場しました。 
このコンテストは、田原市の女性農業者３８名で構

成される「農村輝きネット・あつみ」が、地元の豊か
な農産物の理解促進や地元農産物の消費・活用拡大を
目的に、21 年度から開催しているものです。 
「レッドポタージュ」は、田原市の若手女性農業者

グループ「コパン」が、自分たちが栽培するレッドキ
ャベツを多くの人においしく・たくさん食べてもらい
たいと思い考案したもので、観光ホテルにメニュー化
を働きかけたところ、総料理長から「色が特徴的で遠方からの利用客に地元をアピール
できるレシピ」として実現しました。 
初日のお披露目会では、コパンのメンバーらが客に提供し、「上品でまろやかでおいし

い。また飲みたくなる。」と大好評でした。 
このコンテストの入賞作品の中には、「キャベコロ」のように商品化され、田原らしい

レストランメニューとして好評を得ているものもあり、これからも引き続きコンテスト
を開催し、加工品や料理のアイデアを通じた地元農産物の消費・活用拡大を図っていき
ます。 

利用客にレッドポタージュを 

サーブするコパンのメンバー 

ジビエ・グルメ・グランプリ 2013

出店者 

イチジクの消費拡大に取り組む 

あんじょうハートの皆さん 
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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）。 
情報誌「フレ」は、新鮮で安全な地元の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。 
 
 

 
 
 

地域材にこだわった園舎の建築 
【岡崎女子短期大学付属第二早蕨(さわらび)幼稚園】 

 
岡崎市にある岡崎女子短期大学付属第

二早蕨(さわらび)幼稚園では、25 年度に
園舎を建て替える際、建築材料に地域材
を取り入れた設計・建築としました。 
これは、園長や設計士が木材利用に理

解があり、園児にぬくもりのある地域材
にこだわった園舎を提供したいとの思い
から実現したものです。  
梁(はり)・桁(けた)に無垢(むく)の丸太

を利用する設計で、当初は材料の調達に

難航しましたが、岡崎森林組合を通じ、
額田林業クラブに相談があり、クラブ員
が協力して取りまとめた結果、末口 30
㎝、長さ８ｍの地域材 130 本を３か月以内に必要との困難な要求に対応することができ
ました。伐採現場には、園児たちも見学に訪れ、森林・林業への理解も深まりました。  
これは、地域関係者の協力によって実現できたもので、完成した園舎は園児や園職員

にもたいへん好評です。  
この取組は、愛知県における地域材利用の模範的な事例となりました。  
 

漁業者による林業との連携  
【幡豆漁業協同組合青年部】 

 
幡豆漁業協同組合の青年部は、未利用資源となっている間伐材の活用と水産資源増大

のため、２６年１月、西尾市鳥羽町の海面に間伐材を使った魚礁を設置しました。 
魚礁の材料となった間伐材は、青年部が岡崎市森林組合の役職員と一緒になって山か

ら海へ運びました。 
また、西尾市内梶島では、漁業者による植林が過去に行われており、毎年、植林場所

の下草刈りが実施されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間伐材の受け取り 魚礁の設置 

地元の木を 

使った園舎 
伐採現場の見学 

情報誌「フレ」 
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魚食普及のための料理講習会  

【愛知県漁業士協議会】 
 

近年、「魚離れ」が進んでいると言われており、「調理の
仕方を知らない」、「面倒」と言う人が増えていることから、
愛知県漁業士協議会では、地元水産物の魚食普及のため料
理講習会を実施しています。 

25 年度は、愛知学泉短期大学（岡崎市）の学生、日本
福祉大学（美浜町）の学生、大和幼稚園（常滑市）の保護
者を対象に料理講習会を実施しました。また、中日文化セ
ンターとの共催で親子料理教室を実施し魚食普及の推進に
努めています。 

 
生産者と消費者の思いを伝える愛知県農林水産物のＰＲ  

【愛知県】 
 
県は、県農林水産物の魅力を多くの消費者に伝えるため、さまざまなＰＲを行ってい

ます。こうした取組は、生産者の思いを消費者に伝え、消費者のニーズを知る機会とな
っています。 

 
●愛知県茶会の開催（10 月） 

茶の消費拡大及び文化の振興を図るため、知事が席主となって茶
会を県公館で開催しました。会場では、県内で生産された茶葉や商
品、県内の茶産地を紹介したパネル等を展示しました。 

●あいち花フェスタ 2013 の開催（11 月） 
「あいちの花」を使ったフラワータワーや生産者等による花の展

示や即売のほか、ハンギングバスケットのコンテスト、ガーデニン
グ講演会や模擬セリなどのステージイベント、県民参加による生け
花等の展示を西尾市総合体育館で行いました。 

●第 63 回関東東海花の展覧会の開催（１月） 
東京都の池袋サンシャインシティで「虹でつながる花の王国あい

ち～虹の架け橋を渡って愛知から世界へ」をテーマに１万本の切り
花と鉢花で特別展示を行い「花の王国あいち」をＰＲしました。 

●フラワーマルシェ 2014 の開催（２月） 
花等の販売のほか、あいちフラワーコンテスト、メインガーデン

「おもてなしの庭」、「愛を伝える花  ベゴニアの世界」などの展示
やフラワーアレンジメントの体験などを吹上ホールで行いました。 

●「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、東京都内で知事と県内

農業団体が本県農業・農産物の紹介や来場者への花束と煮卵のプレ
ゼントによって、本県農業・農産物をＰＲしました。 

●あいちのかんきつフェアの開催（３月） 
本県産かんきつの消費拡大と県内で栽培が増えている「はるみ」

「不知火(しらぬひ)」の知名度向上を図るため、生産者が試食宣
伝と両品種の知名度調査のアンケートをナゴヤドームで実施し
ました。 
 

 
 
 
 

あいちのかんきつフェア 
（名古屋市）  

料理講習会 

関東東海花の展覧会 
（東京都）   

愛知県茶会（名古屋市） 

フラワーマルシェ 
（名古屋市）  

あいちの農産物 
トップセールス（東京都）  

あいち花フェスタ 

（西尾市）  
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農業と食育をいっしょに学ぶ  
【春日井市、ＪＡ尾張中央】 

 
春日井市とＪＡ尾張中央が共催する「親子で農業体験」が 25 年 11 月 30 日（土）に

開催され、参加した親子が、農作業の体験を通して食育推進ボランティアから食育につ
いて学びました。 
当日の参加者は親子 16 組 40 人で、「もぐもぐ倶楽部」から、機械を使わない人力で

の精米体験を通して昔の精米方法について体験し、「きいろいタンポっ歩」から、エプロ
ンシアター“何でも食べる元気なまあちゃん”で、おにぎりを食べるとどのように消化・
吸収されるのかについて楽しく学びました。 
参加者は、初めての精米体験に一生懸命取り組み、エプロンシアターも興味深く話を

聞いていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

農業体験農園の魅力とモデル農園の経営事例を紹介 
【愛知県、農業体験農園運営農家】 

 
「農業体験農園」とは、利用者が園主である農家の

指導を受けながら手軽に農業を楽しむことができ、農
家は利用者から入園料を徴収して作業を手伝っても
らう新しい農業経営の手法です。本県では 23 年度か
らモデル農園を設置し、実証に取り組んでおり、その
結果がまとまったため、県内農業者に向けた農業体験
農園普及啓発研修会を開催しました。 
実証結果報告として、名古屋市と豊田市のモデル農

園における経営収支、労働時間、入園者募集方法など
を説明するとともに、入園者との楽しい交流の様子も
紹介しました。 
また、農業体験農園考案者の１人で、東京都で農業体験農園「風のがっこう」を運営

する白石好孝氏等から、農業体験農園の魅力や仕組の他、直売型都市農業の経営手法に
ついて紹介されました。 
研修会終了後には、県内で農業体験農園を運営する６戸で情報交換会を開催し、経営

上の課題について意見交換を行いました。 
今後は、モデル農園を参考に、名古屋市、豊田市以外の地域においても、農業体験農

園に取り組む農家が増えることが期待されます。 
 
開催日 平成 26 年１月１５日（水） 
場 所 愛知県立農業大学校（岡崎市） 
参加者 78 名 

「 農 の あ る 暮 ら し 」 

ビンに入れた玄米を 

棒でつついて精米 

エプロンを小道具に 

食べ物の消化吸収を説明 

普及啓発研修会の様子 
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県民公開講座～西尾産抹茶を使った和菓子作り～  

【愛知県】 
 

県立農業大学校では、県民の皆さんに食料に関する
正しい知識の普及や農業・農村への関心、理解を深め
ていただくため、農作物の栽培や農産物の加工実習を
始めとする県民公開講座や、校内の農業生産施設の見
学等の農業ふれあい研修を実施しており、県民公開講
座は、栽培研修を４回と農産加工研修を６回開催しま
した。 
そのうち、西尾産抹茶を使った和菓子作りの実習で

は、わらび餅と抹茶あんの水まんじゅうの２種類の和
菓子を作りました。わらび餅は電子レンジで生地を作
ることで失敗なくでき、水まんじゅうは白あんに抹茶
を混ぜた抹茶あんが透けて見え、彩りよく仕上がりました。 
研修の中で、西尾市は抹茶の原料であるてん茶の生産量が全国第１位であること、抹

茶は飲むだけでなく、様々な食品加工に利用されていることが紹介されました。簡単に
抹茶の風味が活かされた和菓子ができあがり、多くの受講生から、我が家でも作ってみ
たいとの声が聞かれるなど、本県産抹茶のＰＲにもなりました。 

 
開催日 平成 25 年７月２３日（火） 
場 所 愛知県立農業大学校（岡崎市） 
参加者 28 名 
 

「農と水のふれあいひろば」を開催 
～羽布ダム竣工 50 周年関連イベント～  

【プロジェクト水土里】 
 

竣工 50 周年を迎える羽布ダムにおいて、プロジ
ェクト水土里（愛知県、 (公財)愛知･豊川用水振興
協会、矢作川沿岸土地改良区連合、愛知県土地改良
事業団体連合会）主催による「農と水のふれあいひ
ろば」を開催しました。  
イベントでは、４つのテーマごとに分かれ、  
「知る！」･･･羽布ダムの歴史や維持管理等の説

明の後、通常入ることのできないダ
ムの操作室や監査廊、放流棟の見学
会を行いました。 

「見る！」･･･「田んぼの生きもの水族館」を開
催し、愛知県内の田んぼや巴川に生
息する魚類や水生昆虫等を展示し
ました。 

「学ぶ！」･･･県内の農業農村整備事業や羽布ダ
ムについて、パネル展を開催しまし
た。 

「食べる！」･･･三河湖共生会の協力により五平
餅の販売などを行いました。 

また、愛知県土地改良事業団体連合会主催の第
15 回広報キャンペーン「あいちの農業･農村パネ
ル展」も併催行事として開催しました。 

 
開催日 平成 25 年 11 月 17 日（日） 
場 所 羽布ダム（豊田市） 
参加者 約 300 名 

田んぼの生きもの水族館 

あいちの農業･農村パネル展 

水まんじゅうの加工実習 
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生産者と消費者の協働による「奥三河！まるごとたべりん祭」 

【ＪＡ愛知東、コープあいち】 
 

生産者と消費者の協働による「奥三河！まるごとたべりん祭」が、25 年 11 月 2 日（土）
に新城市桜淵公園で開催されました。 
生産者団体であるＪＡ愛知東と消費者団体であるコープあいちは、地域への貢献の輪

を広げるため「総合提携活動書」の調印を機に、毎年「山と水と緑の協同組合まつり」
を開催しています。 

15 回目となる今回は、「ＪＡまつり」と合同開催とし、食育推進ボランティアによる
「手作りピザ体験」や「こんにゃく手作り体験」「ＪＡこども農学校“こども八百屋さん”」
の他、新城市食育キャラクター「お食べん武将隊」塗り絵コーナー、愛知の伝統野菜「八
名丸さといも」を使用した「八名丸コロッケバーガー」の試食、「あいち食育いきいき検
定」など、盛りだくさんの催しが行われました。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

小学生を対象とした「愛知の農業」を作成 
【ＪＡ愛知中央会】 

 
ＪＡ愛知中央会は、本県の農業への理解を深めるため、小学５年生を

対象とした農業教育資料として「愛知の農業」を毎年作成し、県内全て
の小学校に配布しています。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。 
これらの教材の活用により、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。  
 
 
 

小学校において森林環境教育を実施 
【豊田市立若林西小学校】 

 
豊田市立若林西小学校において、森林の現状を理解する

とともに、森林・林業への関心を高めるため、５年生児童
16 名が参加した森林環境教育を実施しました。 
豊田市の森林面積は市域の約７割を占め、森林は降った

雨や地下水を貯める役割を持っており、地域住民の水源に
なっています。このような森林の持つ機能を発揮させるた
めには、間伐などの手入れを実施し、健全な森林を育成し
ていく必要があります。  
今回の森林環境教育では、森林の持つ役割（山地災害を

防止する役割、降った雨を貯めて徐々に流す役割等）の説
明と樹木の挿し木体験を行いました。 
児童たちは、上流域の森林を守ることが下流域の住民の生活を守ることに繋がること

を理解するとともに、プランターに「アジサイ」や「ドウダンツツジ」を実際に挿し木
し、水やりを体験することで、緑や樹木に親しんでいました。 

手作りピザ体験 

挿し木の方法を説明 

愛知の農業 

あいち食育いきいき検定 
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Ⅴ 今後の主な取組について 

県は、23 年 5 月に「食と緑の基本計画２０１５」を策定し、５つの主要目標と 52 の施策

目標を設定し、136 の推進項目を掲げ、基本計画に則したさまざまな取組を積極的に実施し

ています。 

しかしながら、依然として、農林水産物価格の低迷、生産コストの高止まり、就業者の減少・

高齢化、優良な農地や漁場の減少などの問題が山積しています。加えて、食品の偽装表示など

により食の安全・安心に対する信用が揺らぎ、集中豪雨や大規模地震などによる自然災害の発

生リスクも高まっており、これらの問題に積極的に対応していく必要があります。 

こうした中、国は 25 年 12 月に、農林水産行政のグランドデザインとなる「農林水産業・

地域の活力創造プラン」を決定、26 年６月に改訂し、農業・農村全体の所得を今後 10 年間

で倍増させることを目指し、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を創り上げる

こととしています。 

本県においては、26 年度は基本計画の中間評価を行い、基本計画の目標に対する進捗状況

を確認することとしております。今後は、中間評価の結果を踏まえ、国の動向にも注視しつつ、

県民の皆様とともに基本計画の推進に取り組み、本県が持つ魅力、強み、特色を活かした農林

水産業の振興に取り組んでまいります。 

 

１ 安全で良質な農林水産物の生産と供給の確保  

 

（１）“活かす”あいちの農林水産業  

○  全国有数の生産量を誇る本県の農林水産物の消費拡大とブランド力の強化を図る必要

があります。このため、大消費地東京等での知事によるトップセールスを始め、県産農林

水産物のＰＲ活動を実施するほか、新聞やテレビ、ソーシャルメディアを効果的に活用し

た PR を積極的に行っていきます。  

○ 本県農林漁業者が取り組む６次産業化を支援するため、推進会議や指導者育成研修会を

開催するとともに、６次産業化サポートセンターを運営し、経営管理能力向上研修会や商

工業者等との交流会の開催、プランナーの派遣による個別相談を実施しています。さらに

農林漁業者と食品事業者、流通業者等がネットワークを構築して取り組む新商品開発や販

路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等を支援することにより、農林漁業者の所得

向上と地域活性化につなげていきます。 

○ 県産農林水産物やその加工品を、国内のみでなく広く海外へ向けて PR していくため、

「農林水産業国際競争力強化センター」を核として、関係機関・団体とも連携しながら、

海外における「愛知フェア」を実施し、輸出に取り組む生産者や企業等を支援するととも

に、輸出方策の検討など輸出に関する総合的な取組を進めていきます。  

（２）意欲ある人が伸びる農業の実現  

○ 農業者の高齢化・後継者不足への対応や、担い手の経営規模の拡大を図るため、就農前

の研修期間及び就農直後の所得確保を目的とする「青年就農給付金」などの国の対策も有

効に活用し、関係機関と連携して、意欲ある多様な担い手の育成・確保を図っていきます。  
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○ 農家の後継者を始め、他産業からの新規参入希望者、企業等の意欲ある担い手候補者に

対してスムーズな支援を行っていくため、県内８か所の「農起業支援センター」において、

就農の相談から生産技術の指導、農地の確保などの相談・支援を一元的に実施していきま

す。  

○ 農業者の経営安定や生産性の向上を図るため、25 年度に発足

した「農地中間管理機構」を活用して農地の利用集積・集約化

を図っていくとともに、農地の大区画化や用水路のパイプライ

ン化などの生産基盤の整備を進めていきます。また、施設園芸

では、大学・民間企業等と連携して、CO2 施用、ミスト及び LED

利用、 ICT を活用した栽培技術などの開発を進め、普及を推進

していきます。 

（３）持続可能な林業の実現  

○ 低コスト木材生産システムの普及と高性能林業機械の導入を引き続き進めていきます。 

特に、東三河地域に多い路網から距離のある急峻な地形での作業に対応できる高性能な

機械を活用した新たなシステムを提案、普及するためのモデル事業を実施していきます。 

また、花粉発生源対策として花粉の少ない「あいちニコ杉」の苗木を供給する採種園を

整備していきます。 

（４）良質な水産物の供給力の強化  

○ 日本一の生産量を誇るアサリを始めとした魚介類の生育場であり、水質の浄化機能も有

する干潟・浅場と、魚礁漁場を総合的に整備するとともに、種苗の生産と放流等により、

水産資源の維持・増大と漁場環境の改善を図っていきます。  

○ ウナギ養殖は天然のシラスウナギに依存していますが、近年シラスウナギの採捕量が減

少するなどウナギ資源の減少が危惧されています。ウナギ養殖を持続させるため、「総合

的なうなぎ資源保護対策」を継続的に実施し、優良な放流ウナギの養成などの技術開発を

行っていきます。 

（５）食品の安全・安心の確保  

○ 食の安全・安心を確保するためは、生産から消費にわた

る取組を進めることが必要です。 

25 年度までに、生産者が生産工程ごとの管理を適切に

行う GAP 手法を 136 産地等が導入しました。食品製造業

者等の HACCP システムは 90 施設が認定を受けており、

引き続きこうした取組を推進していきます。  
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２ 県産農林水産物の適切な消費と利用の促進  

 

（１）食や農林水産業に対する県民の理解と活動の促進  

○ 県産農林水産物に関する魅力を消費者に伝えるために、「あいちの農林水産フェア」な

どのイベントを開催して、積極的な情報発信をしていきます。産出額日本一を誇る花きに

ついて、25 年度から開始した「花いっぱい県民運動」により、月ごとに定めた「今月の

あいちの花」を県内主要施設等でＰＲするほか、「花育ティーチャー」登録を進め、小学

校等での花育教室の開催など、暮らしの中に花を取り入れていただけるよう取り組んでい

きます。また「あいち花フェスタ」や「フラワー・ガーデニングショー」の開催などを通

して花の需要拡大を図っていきます。  

○ 伊勢湾・三河湾の豊かで多様な水産物の認知度の向上や消費拡大を図るため、「あいち

の四季の魚」のＰＲを推進していきます。  

○ 食育については、23 年 5 月に「あいち食育いきいきプラン２０１５」を作成し、「啓

発から実践へ」を基本コンセプトとして関係者が一体となった取組を進めているところで

す。県民一人ひとりが主体的に食育を実践できるように、食育推進ボランティアの育成や

活動の充実を図るとともに、「地域食育推進支援会議」等を開催し、地域における関係者

の取組を支援していきます。また、魚食の大切さや漁業の役割などについて、小学生など

を対象とした出前授業の取組により理解促進を図っていきます。  

（２）県産農林水産物の消費と利用の促進  

○ 県では、愛知県版地産地消の取組として「いいともあいち運動」

を展開しています。この運動の取組のひとつとして、生産者や流通

関係者、消費者団体等による「いいともあいちネットワーク」

（1,202 会員 26 年 3 月時点）を構築し、会員相互の連携を図

りながら、県産農林水産物のＰＲと利用拡大を進めています。また、

県民に県産農林水産物を食べて、知っていただくため、その利用や

販売に力を入れている店舗「いいともあいち推進店」（906 店舗 

26 年 3 月時点）の登録を推進しています。さらに、25 年度からは、地産地消に自ら取

り組む個人消費者を対象に、「いいともあいちサポーター」の募集を始めており、県産農

林水産物を応援する輪を一層拡げていきます。  

○ 県産農林水産物の利用促進と消費拡大を図るため、「愛知のふるさと食品コンテスト」

や商談会を開催し、新商品開発や販路拡大につながる取組を支援していきます。  

○ 学校や家庭における県産農林水産物の積極的な利用促進を図っていくため、学校給食に

地元や県内で生産された農林水産物の活用をする「愛知を食べる学校給食の日」や「あい

ちを味わう愛であ朝ごはんコンテスト」などの実施による普及活動を進めていきます。  

○ 年度ごとに「あいち木づかいプラン」を策定し、23 年度からは、本プランを「公共建

築物等木材利用促進法」に基づく本県の基本方針と位置づけ、公共施設・公共工事での県

産木材の利用を推進しています。 

○ 「あいち認証材」の普及啓発、利用拡大を図るため、引き続き建築士との協働による住

宅等へ木材の利用を促進する取組や、「あいち認証材」を使用した消費者に二酸化炭素貯

蔵量認定証を交付する取組等を実施していきます。 

いいともあいち運動 

シンボルマーク 
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３ 自然災害から守られ、緑と水に恵まれた生活環境の確保  

 

（１）森林等が有する多面的機能の適切かつ十分な発揮  

○ 施業の集約化を図り、持続的な経営計画に基づく森林施業に対して支援を行う「森林環

境保全直接支援事業」等を活用して適切な森林整備を進めていきます。  

○ 「あいち森と緑づくり税」を活用し、奥地、公道・河川沿い等の人工林の間伐、里山林

の保全・活用、都市の緑の保全・創出などを計画的に実施していきます。あわせて、森と

緑づくり体感ツアーやマスメディアを利用した広報活動などを通して県民への周知を図

っていきます。 

○ 農地や用排水路、ため池、農道などの適切な管理に取り組む活動組織を支援し、その機

能の維持向上を図るとともに、景観や環境保全にも配慮した農業用施設の整備を進めてい

きます。 

（２）災害に強く安全で快適な生活環境の確保と農山漁村の活性化  

○ 今後想定される大規模地震に備え、決壊した場合に人家や重要な公共施設に影響を与え

るおそれがあるため池（防災重点ため池）681 か所について、25 度までに 347 か所の

耐震点検を実施しました。残る 334 か所についても引き続き点検を実施するとともに、

重要度や危険性を勘案し、市町や管理者と調整の上、順次耐震対策を講じていきます。 

（３）環境への配慮と資源の再生・循環利用を図る取組の強化  

○ 23 年度から、環境保全型農業に取り組む農業者に対して支援を行う国の「環境保全型

農業直接支援対策」が開始されており、より環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を

図っていきます。  

○  燃油価格の高止まりによる生産コストの上昇は、農林漁業の

経営を圧迫しており、施設園芸ではヒートポンプなどの省エネ

ルギー技術の導入に対する支援が求められています。このため

国は、24 年度補正予算により、施設園芸における省エネ設備の

リース導入などを支援する「燃油価格高騰緊急対策」 (26 年度

まで延長)を創設しました。本県においても、25 年度に本対策

の受け皿となる県協議会を設立し、本対策の積極的な活用を働

きかけており、引き続きヒートポンプなど省エネ設備の導入を

推進していきます。 

○ 農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギーの導入が期待される中、本県では、農業

用水を利用した小水力発電について、24 年８月に、市町村、土地改良区などの関係団体

による協議会が設立され、あわせて県においては、民間企業、大学、国、県の専門家など

が連携して協議会に対して技術的支援を行う組織を設置しました。今後は、25 年度に策

定した県の基本整備計画（マスタープラン）や啓発パンフレットを活用し、地元の要望等

も踏まえながら、施設導入を推進していきます。  

○ 国は、24 年９月に「バイオマス事業化戦略」を策定し、地域における自立・分散型エ

ネルギー供給体制の強化等を図ることとしています。本県においても、これまで取り組ん

できた堆肥化等の一層の推進とあわせて、エネルギー源としての活用方法を検討するなど、

バイオマスの利活用に向けた取組を関係者との連携・協力のもとに進めていきます。  
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区分 19年 20年 21年 22年 23年 24年 (億円)
第1位 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道 (10,536)

2 千葉 茨城 茨城 茨城 茨城 茨城 (4,281)
3 茨城 千葉 千葉 千葉 鹿児島 千葉 (4,153)
4 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 千葉 鹿児島 (4,054)
5 愛知 宮崎 宮崎 熊本 熊本 熊本 (3,245)
6 宮崎 愛知 熊本 愛知 愛知 愛知 (3,075)
7 熊本 熊本 愛知 宮崎 宮崎 宮崎 (3,036)
8 青森 青森 青森 青森 青森 栃木 (2,786)
9 新潟 新潟 栃木 新潟 新潟 新潟 (2,775)
10 栃木 栃木 新潟 栃木 栃木 青森 (2,759)

(資料　生産農業所得統計)

Ⅵ 愛知県の農林水産業あれこれ 
 

○愛知県の農業 

本県の農業産出額は、常に全国 10 位以内

にあり、3 千億円程度の産出額を有する 3

番手グループに位置しています。24 年の

産出額は、3,075 億円で前年に比べ 127

億円（4.3％）増加し、全国第 6 位でした

（Ａ表）。 

品目別にみると、米では価格の上昇に

より 30 億円（9.2％）増加し、野菜では

キャベツの生産量増加やトマト等の価格

上昇により 55 億円（5.3％）増加しまし

た。また、花きでは東日本大震災による

単価の下落からの回復により 33 億円

（6.3％）増加しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

品目別順位をみると、花きが全国第 1 位（前年度第１位）、野菜が第 5 位（同第 5 位）、鶏卵

が第 6 位（同第 8 位）、乳用牛が第 7 位（同第 6 位）、と園芸、畜産部門は全国でも上位を占め

ています（Ｂ表）。また、耕種全体では第 5 位、畜産全体では第 10 位となっています。 

 

本県農業の主要指標に関する全国シェ

アをみると、総農家数 3.3％、販売農家

数 2.7％、基幹的農業従事者数 3.3％、耕

地面積 1.7％、農業産出額 3.6％、生産農

業所得 3.1％で、いずれの指標も 2～4％

前後を占めています（Ｃ表）。 

また、総農家 1 戸当たりの平均耕地面

積は 93.2a であり、全国平均の 179.9ａ

と比べると約半分であるものの、耕地

10a 当たりの生産農業所得は全国第 3 位

の 119 千円と全国平均の 1.8 倍となって

います。 

これは、本県農業の特徴である野菜、

花き、果実等の園芸部門の農業産出額に

占める割合が高く、施設での生産が多い

ことや各品目において生産性の高い農業

が展開されていることを示しています。 

鶏卵
新潟 北海道 北海道 青森 愛知 北海道 鹿児島 北海道 鹿児島 鹿児島 茨城

北海道 栃木 千葉 和歌山 福岡 鹿児島 北海道 栃木 宮崎 宮崎 千葉
秋田 佐賀 茨城 山形 千葉 静岡 宮崎 熊本 千葉 岩手 鹿児島
茨城 福岡 熊本 長野 埼玉 沖縄 熊本 群馬 茨城 茨城 広島
山形 埼玉 愛知 山梨 静岡 熊本 岩手 千葉 北海道 千葉 岡山
宮城 群馬 埼玉 愛媛 長野 群馬 宮城 岩手 群馬 青森 愛知
福島 滋賀 群馬 熊本 茨城 三重 長崎 愛知 岩手 北海道 北海道

24年 20位 8位 5位 12位 1位 16位 18位 7位 10位 11位 6位
23年 20位 9位 5位 13位 1位 17位 19位 6位 10位 12位 8位

(資料　 生産農業所得統計)

6
7

乳用牛 豚
工　芸
農作物

肉用牛米 麦類 野菜 鶏

愛
知

区分

第1位
2
3
4
5

果実 花き
Ｂ表 農業産出額（24 年）の品目別順位 

Ａ表 農業産出額の全国順位 

Ｃ表 農業の主要指標 

指標
全国シェア
(全国平均)

順位
調査

年(月)
総 農 家 数 3.3% 6 22(2)
販 売 農 家 数 2.7% 16 22(2)
主 業 農 家 数 2.8% 16 22(2)
専 業 農 家 2.2% 21 22(2)
基幹的農業従事者数 3.3% 9 22(2)
耕 地 面 積 1.7% 16 24(7)
農 産 物 販 売 金 額
500 万 円 以 上
家 族 経 営 体 数

3.9% 5 22(2)

農 産 物 販 売 金 額
1,500 万 円 以 上
家 族 経 営 体 数

5.4% 2 22(2)

農 業 産 出 額 3.6% 6 24
生 産 農 業 所 得 3.1% 10 24
販売農家 1戸当 たり
生 産 農 業 所 得

 (1,825千円) 11 24

総 農 家 1 戸 当 た り
耕 地 面 積

(179.9a) 35 24

耕 地 10a 当 た り
生 産 農 業 所 得

(65千円) 3 24

2,135千円

93.2a

119千円

愛知県

(資料　農林業センサス、耕地面積調査、生産農業所得統計)

84,028戸
43,599戸
10,128戸
10,024戸
66,861人
78,300ha

9,565戸

4,473戸

3,075億円
931億円

Ｂ表 農業産出額（24 年）の品目別順位 
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○愛知県の森林・林業 

 

１ 森林資源 

本県は 219,136ha の森林を有し、そのうち民有林が 207,431ha です。地域森林計画対象森

林の人工林率は 63.6％と全国平均の 45.8％を大きく上回っています(全国第 3 位)。 

主伐の対象となる 10 齢級以上（46 年生以上）の人工林は 60.5％と全国の 36.7％に比べ

て大きい割合を占め、資源の成熟が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：全国、愛知県とも民有林 (地域森林計画対象森林 )。愛知県は林務課資料 (25 年 3 月 31 日現在)。  

全国は林野庁業務資料(24 年 3 月 31 日現在)。 

 

 

２ 林業産出額 

24 年次の本県の林業産出額は 26.0 億円で前年の 28.5 億円

から 2.5 億円の減少となりました。 

部門別に見ると、木材価格の下落等の影響により、木材生

産が前年の 20.8 億円から 11.1％減少し 18.5 億円となったほ

か、栽培きのこ類が 7.5 億円から 2.7％減少し、7.3 億円とな

っています。 
 

 

３ 木材産業 

本県は東海地方の集散地であったことや、大きな木材港があったこと、大消費地を控えて

いたことなどから、木材の流通・加工の拠点となっており、工場数・生産量・出荷額等いず

れをとっても全国的に上位にあります。 

特に 23 年次の木材・木製品出荷額は、143,412 百万円と、全国 3 位の位置にあり、全国

シェアの 6.5％を占めます。 

また、23 年次の製材工場数（165 工場）は、全国 13 位で、製材品出荷量（108 千 m3）は、

全国シェアの 1.1％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省調査統計部「工業統計調査（産業編）」（23 年次は「平成 24 年経済センサス－活動調査（産業編）」 

Ｃ表 林業産出額 
順位 24 年次 （億円） 
１位 
２位 
３位 
４位 
５位 

長 野 県 
北 海 道 
新 潟 県 
宮 崎 県 
岩 手 県 

（492） 
（439） 
（378） 
（196） 
（183） 

33 位 愛 知 県 （ 26） 
資料：農林水産省統計部 

  「生産林業所得統計報告書」 

Ｄ表 木材・木製品出荷額（百万円） 

順位 18 年 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 

１位 
 

２位 
 

３位 
 

４位 
 

５位 

愛知県

(169,663) 

静岡県

(167,442) 

北海道

(161,041) 

広島県

(148,319) 

大阪府

(101,092) 

愛知県

(184,256) 

北海道

(181,651) 

静岡県

(178,251) 

広島県

(145,268) 

大阪府

(116,630) 

静岡県

(184,349) 

愛知県

(175,360) 

北海道

(165,734) 

広島県

(136,276) 

茨城県

(129,628) 

北海道

(145,121) 

愛知県

(138,326) 

静岡県

(120,153) 

茨城県

(119,057) 

大阪府

(100,376) 

静岡県

(161,855) 

愛知県

(144,831) 

北海道

(133,020) 

茨城県

(124,601) 

広島県

(102,078) 

静岡県

(156,468) 

北海道

(150,220) 

愛知県

(143,412) 

広島県

(118,502) 

大阪府

(116,432) 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17～

割
合
（
％
）

齢 級

B図 全国の森林資源構成（面積割合）

天然林
人工林
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齢 級

A図 愛知県の森林資源構成（面積割合）

天然林
人工林
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○愛知県の水産業 
 

海面漁業・養殖業において本県の生産

量は全国で第 18 位（秘匿値のある都県を

除く）、生産額は第 19 位（秘匿値のある

都県を除く）となっていますが（Ａ表）、

多くの漁業種類や魚種で上位を占めてい

るのが特色です。 

漁業種類別では、小型底びき網、船び

き網、採貝・採藻等が盛んで、これらは

全国的にも高い位置にあります。 

魚種別では、がざみ類、あさり類が第

1 位、いかなご、くるまえび、うなぎ養

殖、きんぎょ養殖が第 2 位、しらす、に

ぎす類、くろだい・へだい、あゆ養殖が

第 3 位となっています。全国シェアでは、

あさり類が 64.3％、うなぎ養殖が 23.5％、

がざみ類が 22.9％と高くなっています

（Ｂ表）。 
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愛知県を代表する農林水産物 

（全国１位の産品）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 

①愛知県の産出額、出荷額等、漁獲量 

②愛知県産出額等の全国シェア 

（データは平成２４年） 

キャベツ 
①204 億円  

②21.8％  

ふき 
①12 億円  

②42.9％  

しそ 
①112 億円  

②70.0％  

とうがん 
①４億円  

②57.1％  

きく 
①202 億円  

②31.1％  

ばら 
①25 億円  

②13.8％  

 

観葉植物（鉢） 
①40 億円  

②32.8％  

 

いちじく 
①22 億円  

②31.0％  

洋ラン（鉢） 
①66 億円  

②20.6％  

うずら卵 
①26 億円  

②66.7％  

あさり類 
①17,562t 

（生産額 49 億円）  

②64.3％  

がざみ類 
①629t 

（生産額 4 億円）  

②22.9％  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ＥＳＤユネスコ世界会議を成功させよう！ 
（２０１４年１１月開催） 

 

食と緑のレポート '１４ 

 

平成２６年１０月発行  

 

愛知県農林水産部農林政策課  

 

 〒460-8501 

 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  

 電 話(052)961-2111(代表) 内線 3623 

   (052)954-6395(直通) 

 FAX(052)954-6928 

Home Page http://www.pref.aichi.lg.jp/nourin/ 

E-mail nourin@pref.aichi.lg.jp 


