
参 考 資 料
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用語の解説

あ

愛・地産アラカルト

愛知産農産物の生産状況や特長と、これ

を食材として用いた料理レシピ等を掲載し

た県のホームページの名称です。（アドレ

ス未定）

あいちエコカレッジネット

県が運営している環境学習のホームペー

ジで、オンライン講座と体験型のフィール

ド研修により構成された環境学習指導者等

の養成講座やライブラリー情報を掲載して

います。

愛知県農業会議

農業委員会等に関する法律に基づき組織

されている特殊法人で、市町村農業委員会

と連携して、①農民の公正な意見を反映す

ること、②農民の立場を代表すること、③

農業生産力の発展と農業経営の合理化を図

ること、④農民の地位向上に寄与すること

を主な業務としています。

あいち暮らしっく

県が発行している消費生活全般に関する

くらしの情報を掲載した情報紙で、県民生

活プラザ等で配布しています。

あいち都市緑化フェア

都市緑化の推進と都市公園に対する県民

の理解と協力を得るため、愛知県と財団法

人愛知県都市整備協会が主催するイベント

です。

赤潮

プランクトンの異常な繁殖により、水の

色が赤褐色や黄褐色などに変わる現象のこ

とで、貧酸素水塊の主な発生原因となりま

す。

いいともあいち運動

この運動には2つの目的があります。一

つは都市と農山漁村との交流を強め、生産

から加工・流通・消費に至る関係者が“い

い友達”関係となってお互いの理解を図ろ

うということ。もう一つはこうした信頼関

係の中で、地元愛知の農林水産物を食べよ

う・利用しようという取り組み〔Ea t

More Aichi Products（イート モア アイ

チ プロダクツ）〕を進めることです。

エコクッキング

調理時にエネルギーの無駄使いや調理く

ずを減らすなど、環境に配慮して調理する

ことです。

エコツアー

自然を観察したり体験しながらその仕組

みを学んだり、 生き物や自然環境を保護

する活動に参加する旅行のことです。

エコファーマー

①たい肥等による土づくり技術、②化学

肥料低減技術、③化学農薬低減技術の3つ

の技術を一体的に用いて、環境にやさしい

農業を実践する栽培計画を策定し、この計

画が知事に認定された農業者をいいます。

ＮＰＯ

自主的に活動しているボランティア団

体、市民活動団体、特定非営利活動法人な

どの民間の非営利活動団体のことです。
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用語の解説

か

価格安定制度

野菜や畜産物などの市場価格が予め定め

られた価格を下回ったとき、生産者と国、

県等が造成した資金から一定の価格差補て

ん金を生産者に支払い、翌年の生産を確保

する制度のことです。

家族経営協定

家族全員が、意欲と生きがいをもって魅

力的な農家生活・農業経営ができるよう、

労働時間や給与などについて家族の話し合

いにより定められたルール（協定）のこと

です。

間伐

森林を健全に成長させるため、樹木の混

み具合に応じて、密度を調整するために伐

採（間引き）する作業のことです。

起業化

農林漁業者等が加工品づくり、直売所、

農村レストラン、体験農園、農家民宿など

の事業を新たに起こすことです。

行事食

地域の味として代々守り継がれ、郷土色

豊かな料理として親しまれてきた、特別な

行事に際しつくられる食事のことです。

協働

様々な主体が、主体的、自発的に、共通

の活動分野において、相互の立場や特性を

認め、尊重しながら、共通の目的を達成す

るために協力することです。

系統豚

系統豚とは、それぞれの豚が異母きょう

だいに近い血のつながりを持つ集団で、体

型や能力がとてもよく似ています。系統豚

を利用することにより、良質な肉豚を安定

的に生産することが出来ます。

県民の森

森林を利用した県民の健康増進、レクリ

エーションの場として、明治100年を記念

して昭和45年に鳳来町に開設された県の

施設です。

耕作放棄地

これまでは耕作したことがあるが、調査

前の1年以上耕作をせず、しかも農地所有

者が、この数年の間に再び耕作する意思を

持っていない土地のことです。（農林業セ

ンサスでの定義）

抗酸化機能

ガン、動脈硬化、心臓病等の原因とされ

る、体内の活性酸素（体の中に入った酸素

のうち、エネルギーを作り出すのに使われ

なかった分）を分解する機能のことです。

高性能林業機械

伐採された樹木を集材、樹木の枝を払い

一定の長さに切断するなど、複数の作業工

程を処理する林業機械。主な高性能林業機

械は、スイングヤーダ、プロセッサ、フォ

ワーダ、ハーベスタ等。

こどもエコクラブ

小・中学生が地域において主体的に環境

学習に関する活動を行うためのグループ

で、その活動を環境省が地方公共団体と連
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用語の解説

携して支援しています。

さ

財団法人愛知県農業振興基金

高度な営農技術の開発・普及や農産物の

ブランド確立、農業後継者の育成・確保等

の農業者の創意工夫を活かした取り組みを

促進することを目的とし、県、農業団体が

出えんしています。

財団法人愛知県林業振興基金

林業の機械化の推進や担い手の育成な

ど、林業の活性化に関する各種事業を計画

的かつ継続的に実施し、林業の振興に寄与

することを目的とし、県、市町村、林業団

体が出えんしています。

栽培漁業センター

「つくり育てる漁業」を推進するため、

放流用のくるまえび・あわび等の卵を採

卵、ふ化させ、稚魚や稚貝を漁業者に配付

する業務を行っている県の施設で、昭和

53年に開設されています。

里山

都市近郊や集落周辺にある身近な自然で

あり、人間の様々な働きかけを通じて環境

が形成された地域で、具体的には田、畑、

ため池等とその背後にある雑木林を主体と

した森林からなる地域一帯を指します。

社団法人愛知県農林公社

農林業の健全な発展に寄与するととも

に、国土の保全、水資源の涵養、環境の保

全及び農山村経済の振興を図ることを目的

に、県、市町村、農林業団体等が出資して

います。

農家から農地を買ったり、預かったりし、

規模を拡大したい農家に売り渡したり、貸

付けすることや、造林・育林事業などを実

施しています。

浚渫

船が通行する航路の水深を確保するなど

の目的で、海や川の底に堆積した土砂等を

除去することです。

食生活指針

健康・栄養面の他に、食料資源の有効活

用及び環境問題、学校・家庭での食教育、

行事食など食文化の大切さなどの食生活改

善のポイントを示したもので、国が平成

12年に示したものです。

食品表示ウォッチャー

日常の買い物等を通じて食品の表示実態

を観察し、その結果を県へ報告することを

知事から依頼された県民（消費者）です。

食料等

この計画では、食料（食用となる農林水

産物）と花や木材等の食用以外の農林水産

物としています。

消費生活モニター

日常、消費生活を営む中で感じた不当な

取引・表示等を県に通報したり、身の周り

の方へ消費生活に関する情報を提供した

り、県が行う消費生活に関するアンケート

や調査に回答するなど、知事から県の消費

者行政への協力を依頼された県民（消費者）

です。



77
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森林整備地域活動支援交付金制度

森林の持つ多面的な機能の発揮を図るた

め、森林所有者等が行う森林の手入れを進

めるための地域活動に対し交付金を交付す

る制度です。

生態系

食物連鎖などの生物間の相互関係と、生

物と無機的環境の間の相互作用を総合的に

捉えた、生物社会のまとまりのことをいい

ます。例えば、まとまりの捉え方によって

は、ため池や、また、地球全体を一つの生

態系と考えることもできます。

生物多様性

すべての生物間の違い（変異性）をいい

ます。生物多様性には、種内（遺伝子）の

多様性、種間の多様性及び生態系の多様性

があります。生物多様性の保全とは、様々

な生物が相互の関係を保ちながら、本来の

生育環境の中で繁殖を続けている状態を保

全することをいいます。

た

地域営農組織

地域住民の総意のもとに、農地や労働力、

機械・施設等を最適に利用して、効率的な

農業生産を行う組織です。

中山間地域

国の農林統計で用いる地域区分では、山

間農業地域（林野率が80％以上、耕地率

が10％未満の市町村）と中間農業地域

（平地農業地域と山間農業地域との中間的

な地域であり､林野率は主に50％～80％

で、耕地は傾斜地が多い市町村）を併せた

区域をいいます。中山間地域等直接支払制

度などの事業制度では、山村振興法に基づ

く山村、特定農山村法に基づく特定農山村

地域、過疎法に基づく過疎地域のいずれか

に該当する地域をいいます。

中山間地域等直接支払制度

中山間地域等において、耕作放棄地の発

生を防止し、多面的機能を確保するため、

適切な農業生産活動が行われるよう農業者

に交付金を交付する制度です。

鉄鋼スラグ

製鉄工程において、鉄鉱石などの原料を

高温で燃焼させたときに生じる副産物で

す。干潟の造成に活用するスラグは、「高

炉水砕スラグ」といい、現在、セメント原

料や地盤改良材などに利用されています。

伝統野菜

①地名、人名がついているなど愛知県に

由来しているもの、②今から50年前には

栽培されていたもの、③今でも種や苗があ

るもの、④種や生産物が手に入るものとい

う4つの要素を満たす野菜で、県が選定し

ています。

東海地震・東南海地震

東海地震は静岡県西部・浜名湖付近の沖

合から駿河湾にかけての地域を、東南海地

震は遠州灘西部から紀伊半島沖にかけての

太平洋沖合いをそれぞれ震源とする大規模

な地震のことです。東海地震はいつ起きて

もおかしくないと考えられ、東南海地震は

近い将来、その発生が危惧されています

（今後30年以内の発生確率は60％程度）。
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トレーサビリティシステム

スーパーなどに並んでいる食品が、い

つ・どこで・どのように生産・流通された

かなどの情報について、消費者が把握でき

る仕組みのことです。

な

内水面

河川、湖沼、池など陸地内にある水域の

ことです。

名古屋コーチン

明治時代に卵肉兼用種として愛知県内で

育成された鶏で、国産実用鶏第１号です。

肉質は赤味を帯び、深い味わいと弾力性・

充実感を持っています。

また、卵は美しい桜色をしており、味は

濃厚で、卵黄の色は濃く、舌触りは滑らか

で「こく」のある味です。

唯一純粋種として商品化されている「地

鶏」として知名度、品質ともに全国的にも

有名です。愛知県畜産総合センター種鶏場

からのみ、種鶏が供給されています。

苦潮

海底で貧酸素水塊が発達している時、風

などの影響で底層の貧酸素水塊が上昇し、

一時的、局所的に沿岸域が貧酸素海水に覆

われる現象で、青潮とも呼びます。

認定農業者

農業経営基盤強化促進法に基づいて、プ

ロの農業者を目指して、5年後の農業経営

の目標を樹立した農業経営改善計画が、市

町村によって認定された農業者です。地域

の中心的担い手として期待されています。

農業委員会

農業生産力の発展及び農業経営の合理化

を図ることにより、農業者の地位向上に寄

与するために、農業委員会等に関する法律

に基づき、市町村に設置されている農業者

の代表機関です。

農業大学校

優れた農業後継者等を養成するために、

農業改良助長法に基づいて設置されている

研修教育施設で、高等学校を卒業した人を

対象としています。また、一般県民や小学

生などを対象とした農業研修も行っていま

す。

は

バイオマス

エネルギーや物質に再生できる生物由来

の有機性資源（化石燃料を除く）のことで

す。

バケット輸送

水を貯めたバケツ等（バケット）に切花

を入れて輸送することで、品質を保持する

効果があります。

ＢＤＦ

ディーゼルエンジンの燃料である軽油に

代わる植物由来の燃料（Bio Diesel Fuel）

のことで、再生産可能な原料から作られ、

かつ環境面においてクリーンで、地球温暖

化防止に役立ちます。
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ビオトープ

ドイツ語で「生き物のすむ場所」という

意味で、最近では，色々な種類の生き物が，

自分の力で生きていくことのできる自然環

境を備えた場所のことです。

干潟・藻場

干潮時に干あがる砂泥質の海域を干潟、

浅瀬の砂地や岩場で海藻類が繁茂している

場所を藻場といい、多くの生物を育み、優

れた水質浄化機能を有しています。

貧酸素水塊

夏期の湾奥部の海底で、赤潮プランクト

ンなどが腐敗・分解する際に周辺の酸素を

消費するために生じる酸素が欠乏した海水

の塊のことをいいます。

富栄養化

海や湖沼などに窒素やリンなどの栄養物

質が必要以上に増加した状態で、プランク

トンの異常発生による赤潮や貧酸素水塊の

発生の原因となります。

保安林

水源のかん養、土砂の流出の防備、公衆

の保健等、特定の目的を達成するため、農

林水産大臣又は都道府県知事により指定さ

れた森林です。

ま

三河材

愛知県内（主産地は三河地方）で産出さ

れた木材のことです。

三河材の認証制度

三河材であることを第三者機関が認証

し、ラベルを付けることなどにより、消費

者に三河材が分かるようにする制度です。

これにより三河材の利用が進み、県内の

林業・木材産業が活性化して、森林が整備

されていくことが期待されます。

三河の山里体感プラザ

三河山間地域の自然、文化、伝統等、都

市にはない魅力的な地域資源を、都市部な

どの人々に広く紹介し、山間地域に関する

理解促進、都市と山間地域との交流促進を

図り、山間地域の活性化を目指すイベント

で、県や三河山間地域の14町村などでつ

くる三河の山里活性化事業実行委員会が主

催しています。

や

豊かな食と農の伝道者

小中学校や市町村において、食べ物のこ

とを教えたり、農業体験を指導する県内の

トップレベルの農業者から選ばれた人で

す。

ら

冷水病

アユ、ニジマス等の養殖魚に発生する細

菌病。平成5年以降は、河川のアユでも全

国的に発生し、大きな被害が出ています。

河川では、主に水温16～20℃で発生し、

降雨後の水温変化や水の濁り等が発生要因

と考えられています。
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食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例

安全で良質な食料その他の農林水産物が確

保されること、また、自然災害から守られ、

緑と水に恵まれた環境の中で生活できること

は、県民の安全で安心できる豊かな暮らしの

基本である。

県土に降った雨は、森林と農地によって蓄

えられ、やがて川を巡り、更に都市で利用さ

れて、海へ流れる。その過程において、豊か

な農林水産物が育てられ、県民の生活が支え

られてきた。

また、森林及び農地は、木材や農産物の生

産活動を通じて、県土の保全や水源のかん養

などの機能を発揮し、自然災害から私たちを

守り、海及び川とともに、緑と水の豊かな環

境を作り出してきた。

安全で良質な食料その他の農林水産物を確

保するには、これらの農林水産物を生産する

者が主体的な役割を果たすとともに、農林水

産物を消費し、又は利用する者にも、消費の

改善と有効利用等により積極的な役割を果た

していくことが期待されている。

また、森林、農地、海及び川が有する多面

にわたる機能からは、県民すべてが等しく利

益を受けており、私たちは、それぞれの役割

をもって、これらの機能を守っていく必要が

ある。

私たちは、同じ県土において生活する者と

して、このような認識を共有し、将来にわた

り、安全で良質な食料その他の農林水産物が

確保され、また、森林等の有する多面的機能

が発揮されることにより安全で良好な生活環

境が確保された食と緑が支える県民の豊かな

暮らしづくりを推進し、都市と農山漁村とが

調和した愛知の持続的な発展に資するため、

ここにこの条例を制定する。

（目的）

第一条 この条例は、食と緑が支える県民の

豊かな暮らしづくりについて、基本理念を

定め、並びに県の責務及び県民、食料等を

生産する者等の役割を明らかにするととも

に、食と緑が支える県民の豊かな暮らしづ

くりに関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、食と緑が支える県民の豊か

な暮らしづくりを推進し、もって県民の安

全で安心できる豊かな暮らしの実現に寄与

することを目的とする。

（定義）

第二条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

一 食料等　食料（食用に供する農林水産

物をいう。）その他の農林水産物をいう。

二 森林等の有する多面的機能　県土の保

全、水源のかん養、自然環境の保全、良

好な景観の形成、地球温暖化の防止等の

森林、農地、海及び川が有する食料等の

供給の機能以外の多面にわたる機能をい

う。

（基本理念）

第三条 食と緑が支える県民の豊かな暮らし

づくりは、次に掲げる事項が推進されるこ

とを基本理念として行われなければならな

い。

一 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。

二 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。
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（県の責務）

第四条 県は、前条の基本理念（以下「基本

理念」という。）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、及び実施する責務を

有する。

２ 県は、市町村、県民並びに食料等を生産

する者及び食料等の生産活動に関する団体

と連携を図りながら協力して、食と緑が支

える県民の豊かな暮らしづくりの推進に取

り組むものとする。

（県民の役割）

第五条 県民は、食料等の生産活動及び森林

等の有する多面的機能に関する理解を深め

るとともに、食料等の消費の改善及び有効

利用並びに県内産の食料等の消費及び利用

を進めること等により、基本理念の実現に

積極的な役割を果たすとともに、県が実施

する食と緑が支える県民の豊かな暮らしづ

くりに関する施策に協力するよう努めるも

のとする。

（食料等を生産する者等の役割）

第六条 食料等を生産する者及び食料等の生

産活動に関する団体は、食料等の生産活動

及びこれに関連する活動を行うに当たって

は、基本理念の実現に主体的に取り組むと

ともに、県が実施する食と緑が支える県民

の豊かな暮らしづくりに関する施策に協力

するよう努めるものとする。

（基本計画）

第七条 知事は、食と緑が支える県民の豊か

な暮らしづくりに関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、食と緑が支える

県民の豊かな暮らしづくりに関する基本的

な計画（以下「基本計画」という。）を定

めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。

一 食と緑が支える県民の豊かな暮らしづ

くりに関する目標及び施策についての基

本的な方針

二 前号に掲げるもののほか、食と緑が支

える県民の豊かな暮らしづくりに関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、

あらかじめ県民の意見を反映することがで

きるよう必要な措置を講ずるものとする。

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、基本計画の変更につい

て準用する。

（都市と農山漁村の交流等）

第八条 県は、食料等の生産活動及び森林等

の有する多面的機能に関する県民の関心と

理解を深めるとともに、健康的でゆとりの

ある県民の生活に資するため、都市と農山

漁村との間の交流の促進、食料等の生産活

動及び森林等の有する多面的機能に関する

情報の提供及び教育の充実その他必要な施

策を講ずるものとする。

２ 県は、食料等の消費の改善及び有効利用

に資するため、食料等の消費及び利用に関

する知識の普及その他必要な施策を講ずる

ものとする。

（県民等の自発的な活動の促進）

第九条 県は、県民、事業者又はこれらの者

の組織する団体が自発的に行う食料等の消

費の改善及び有効利用に資する活動並びに
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森林及び農地の管理に資する活動、海及び

川の水質浄化に資する活動その他の森林、

農地、海及び川の適正な保全に資する活動

が促進されるよう、情報の提供その他必要

な施策を講ずるものとする。

（安全で良質な食料等の持続的な生産の確

保等）

第十条 県は、安全で良質な食料等の持続的

な生産を確保するため、食料等の安全性の

確保及び品質の改善に資する技術の開発及

び普及、食料等を生産する者の経営管理能

力の向上、食料等の生産基盤の整備の推進、

新たに食料等の生産活動を開始しようとす

る者に対する生産技術及び経営方法の習得

の促進その他必要な施策を講ずるものとす

る。

２ 県は、安全で良質な食料等の安定的な供

給の確保に資するため、県内産の食料等の

県内外における消費及び利用の促進、食料

等の流通体制の整備その他必要な施策を講

ずるものとする。

（森林、農地及び漁場の適正な保全）

第十一条 県は、森林及び農地の適正な保全

を図るため、林地又は農地として利用すべ

き土地の林業上又は農業上の利用の確保、

自然災害の防止及び環境との調和に配慮し

た森林及び農地の整備の推進その他必要な

施策を講ずるものとする。

２ 県は、漁場の適正な保全を図るため、海

及び川の水質の保全、水産動植物の生育環

境の改善の推進その他必要な施策を講ずる

ものとする。

（農山漁村における定住の促進）

第十二条 県は、安全で良質な食料等の安定

的な供給の確保及び森林等の有する多面的

機能の適切かつ十分な発揮に資するため、

農山漁村における就業機会の増大、農山漁

村の生活環境の整備その他の農山漁村にお

ける定住の促進に必要な施策を講ずるもの

とする。

附　則

この条例は、平成十六年四月一日から施行す

る。
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食と緑の基本計画検討委員会開催要領・委員名簿

１　目　　的

「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」に基づく施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための「食と緑の基本計画」の策定に必要な事項を検討するため、「食と緑の基本計画

検討委員会」（以下、「検討委員会」という｡）を開催する。

２　委　　員

（１）検討委員会は、委員15人以内で構成する。

（２）委員は、学識経験者、民間有識者等の中から愛知県知事が依頼する。

３　委 員 長

（１）検討委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

（２）委員長は、委員会の議長となる。

（３）委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

４　会　　議

会議は、愛知県知事が招集する。

５　事 務 局

検討委員会の事務局は、農林水産部農林総務課内に置く。

６　そ の 他

この要領に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附　則

この要領は、平成16年5月18日から施行する。

検討委員会委員
◎ 委員長

浅井　紀子 中京大学経営学部助教授
池上　博身 トヨタ自動車株式会社総務部企画室
石川　好和 愛知県農業協同組合中央会専務理事
太田　和子 愛知県生活学校連絡会会長
河合　克彦 愛知県森林組合連合会専務理事

◎ 竹谷　裕之 名古屋大学大学院生命農学研究科教授
田中　　穰 愛知県土地改良事業団体連合会専務理事
千頭　　聡 日本福祉大学情報社会科学部助教授
寺本　和子 豊橋創造大学短期大学部教授
成田　啓至 カゴメ株式会社取締役常務執行役員
西村　敬子 愛知教育大学教育学部教授
平野　三郎 ユニー株式会社食品本部青果部長
福谷　佳子 名古屋勤労市民生活協同組合常任理事
松本　哲男 名古屋大学農学国際教育協力研究センター教授
和出　隆治 愛知県漁業協同組合連合会代表理事常務
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