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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 


