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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

食の安全・安心は、暮らしの基本です。県

民が安心して愛知産農林水産物を購入利用で

きるよう、安全・安心を愛知産農林水産物の

ブランド要素の一つとして定着させるため、

生産者段階における栽培・飼養管理の適正化

を一層進めるとともに、生産情報の提供や食

品の表示や安全性についての監視等を行いま

す。

2 安全で良質な食料等の持続的な生産と供給の確保

（1）食品の安全管理の推進

基 本 的 な 考 え 方

◆栽培・飼養管理の適正化

農薬の残留やBSE、鳥インフルエンザなど

家畜疾病の感染を防ぐため、栽培時の農薬の

適正使用や飼養時の衛生管理の徹底を図りま

す。 ○農

・家畜疾病の監視検査の実施 年2,000頭羽

・農薬使用者を対象とした講習会受講者

年2万人

◆農産物環境安全推進マニュアルの策定

農業生産に伴う環境負荷を軽減するととも

に、農産物の安全性確保のための生産者の行

動指針となるマニュアルを策定します。

○農○健○環
〈詳細は先導的取り組み2を参照（19ページ）〉

◆生産情報の提供

消費者の信頼を確保するために、農産物の

生産方法、流通管理や品質等についての情報

開示を促進します。 ○農

・トレーサビリティシステムの導入

・農業協同組合生産部会員の生産履歴情報の

データベース化

〈詳細は先導的取り組み8を参照（25ページ）〉

具体的な取り組み内容

主な施策目標

主な施策目標

個体を識別する耳標を付けた子牛

JAあいち経済連等が、農薬
や化学肥料の使用を減らし
て栽培された農産物を認証
したマーク



牛肉のトレーサビリティシステムのイメージ
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

店頭での食品の品質表示状況調査

食品衛生検査所での残留農薬検査

貝毒の原因となるプランクトン

◆食品の表示や安全性の監視・検査の実施

消費者の食品選択に資するための表示の遵

守状況を監視するとともに、残留農薬やBSE

など食品の安全性についての検査を実施しま

す。 ○農○健○県

・食品の品質表示状況調査の実施

年750店舗

・食品表示ウォッチャー*の配置 年150名

・消費生活モニターの配置　　 年400名

・食品表示110番の設置　　 県庁内

・貝毒検査の実施　　 年5回

・残留農薬検査、BSE検査の実施 随時

主な施策目標

耳標の装着と登録 

個 体 番 号 又 は  
ロット番号の表示 

個 体 番 号 又 は  
と畜番号等の表示 

生　　体 
（農家） 

枝　　肉 
（と畜場） 

部　分　肉 
（卸　売） 

精　　肉 
（小　売） 

消費者 

インターネットによる情報公開 
http://www.nlbc.go.jp/

店頭の表示ボード 

販売している牛肉の個体識別番号 

ショーケースの記号と対応しています 

個体識別番号 
0100030013 
9876543211 
1472583690

記号 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

同　キクの新品種（愛知5号）

県森林・林業技術センターで
開発されたエリンギの新品種
（とっとき2号）

品質の良い食料等が適正な価格で安定して

供給されることは、消費者のメリットである

ばかりでなく、生産者にとっても経営の安定

を図るうえで大切なことです。

このため、試験研究に当たっては、産学官

連携による幅広い技術交流を図りながら、新

品種や低コスト化、省力化技術を開発・普及

し、品質や生産性の向上を図ります。

また、近年飛躍的な進歩を遂げているIT

（情報通信技術）については、迅速な情報の

収集・伝達はもちろん、生産流通の合理化な

ど様々な効果が期待されるため、農林水産業

への積極的な活用を図ります。

（2）品質や生産性を高める技術の開発・普及とIT化の推進

◆新品種や新技術の開発

消費者・実需者ニーズに対応した新品種や

品質・生産性向上のための低コスト、省力化

技術等の開発を進めます。 ○農○産

・試験研究の推進 年200項目

・新品種・新技術の登録・特許申請 25件

◆ハイテク農業の推進

IT等を活用したハイテク農業を推進し、生

産の効率化と高度化を進めます。 ○農
〈詳細は先導的取り組み8を参照（25ページ）〉

◆コンパクトで高栄養価・機能性野菜の開発

核家族化や健康志向に対応した小型で栄養

価や機能性の高い野菜を開発します。 ○農
〈詳細は先導的取り組み3を参照（20ページ）〉

主な施策目標

県農業総合試験場で開発された
なしの新品種（歓月かんげつ）

基 本 的 な 考 え 方

具体的な取り組み内容
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

◆優良種苗、種畜の安定供給

稲・麦・大豆の種子更新の推進や優良種

苗、優良種畜の安定供給により、農産物の高

品質化を図ります。 ○農

・種子更新率の向上

水稲の種子更新率 80％(58％)

麦の種子更新率 100％(90％)

大豆の種子更新率 50％(30％)

・乳牛の年平均乳量

8,900kg/頭(8,150 kg/頭)

・豚の系統豚*利用率　　 75％(66%)

・名古屋コーチン*のひな出荷羽数

肉用 110万羽(60万羽)

卵用 10万羽(3.3万羽)

◆農林水産業の技術的支援

農林漁業者の生産活動を支援するため、試

験研究成果などの技術支援情報を、ITを活用

して迅速に提供するとともに、現地での実証

展示や指導を行います。 ○農

・普及情報ネットワークでの情報提供

年50万件(18万件)

・技術等の普及推進 年600項目

主な施策目標
主な施策目標

環境を汚染しない
養液栽培の廃液処理システム

土壌水分をコントロールできる
トマトのふくろ培地栽培

名古屋コーチン普及協会
会員が生産した名古屋コ
ーチンの肉と卵に付けら
れるマーク

定植初期から収益が確保できる
いちじくのコンテナ栽培

飛躍的な低コストを実現する
水稲の不耕起V溝直播（みぞちょくは）栽培



◆農業の生産基盤の整備

農業の生産性向上を図るため、生産・出荷

用の機械、施設等の整備を支援するほか、ほ

場の大区画化、農道の整備、用水路のパイプ

ライン化等を進めます。 ○農

・30a区画以上の水田整備 300ha

・基幹農道の整備 30km
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

県民に愛知産農林水産物を安定的に供給す

るため、生産の基礎となる農地や農道・林道

などの生産基盤を始め、高性能な機械、施設

等の整備を進め、生産性の向上を図るととも

に、水産資源の回復などを図ります。

（3）食料等の生産基盤の整備

主な施策目標

大区画ほ場における播種作業

建設費用が安く、強度のある
低コスト耐候性ハウス

米麦の大規模乾燥調製貯蔵施設
（カントリーエレベーター）

乳しぼり作業が効率的に行える搾乳施設荷傷みの防止や市場出荷に便利な基幹農道

基 本 的 な 考 え 方

具体的な取り組み内容



◆林業・木材産業の基盤整備

林業・木材産業の生産性向上を図るため、

生産・流通・加工における効率的な機械、施

設等の整備を支援するほか、高性能林業機械*

の活用や効率的な運搬に必要な林道の整備を

進めます。 ○農

・高性能林業機械の導入 40台(25台)

・林道の整備 200km
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

主な施策目標

整備された林道による木材輸送

丸太自動選別機を備えた木材市場集材作業用の高性能林業機械
（スイングヤーダ）

木材搬出作業用の高性能林業機械
（フォワーダ）

木材の加工を行う大型製材施設



整備が進む漁港（日間賀島）

鉄製魚礁の設置

クルマエビのこども

県の魚「クルマエビ」の
シンボルマーク

クロダイのこども

ナマコのこども

トラフグのこども

ガザミのこども

アワビのこども

アユのこども

ヨシエビのこども
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

◆漁港及び漁場の整備

漁業の生産性向上と安全確保を図るため、

防波堤や岸壁などの漁港の整備や、魚礁や増

殖場などの漁場の整備を進めます。 ○農○建

・県管理漁港の整備　　 8か所

・市町管理漁港の整備支援　　 4か所

・魚礁・増殖場の整備　　 2か所

◆水産資源の回復

魚類や貝類などの水産資源を回復し、持続

的な漁業生産を図るため、計画的な漁獲と種

苗放流などを進めます。 ○農

・栽培漁業センター*での生産種苗

8魚種(6魚種)
（クルマエビ、ガザミ、クロダイ、アワビ、

ナマコ、アユ、トラフグ(新規）、ヨシエビ(新規））

主な施策目標 主な施策目標
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第6章　　県が実施する施策と協働・連携による取り組み

◆消費者等のニーズの把握

消費者や実需者のニーズに対応した生産を

支援し、県内産食料等の消費と利用を促進す

るため、消費者や実需者との意見交換の場づ

くりやイベントなどの場を活用した意向調査

等を行います。 ○農

・いいともあいちネットワークの拡大（再掲）

450会員(314会員)

・産地と実需者との意見交換会の開催 随時

・消費者に対するアンケート調査の実施

随時

◆ブランド化の推進

生産者等が行う伝統野菜*の産地化及び農

産物フェアや即売会を利用した消費者・実需

者へのPR活動を支援し、愛知産農林水産物

のブランド化を推進します。 ○農

・あいちの伝統野菜の産地化 15品種(5品種)

・ブランド化推進重点品目 6品目

(いちご、いちじく、輪菊、ばら、豚、米)

・あいちの水産物ブランド化推進基本方針の

策定□新

つくってみよう、食べてみよう、あいちの伝統野菜

尾張三英傑をあしらった
「あいちの伝統野菜」マーク

左上：金俵まくわうり（江南市など）
中央：十六ささげ（八開村など）
右上：愛知縮緬かぼちゃ（大治町など）
右中：青大きゅうり（尾張地域）
右下：白花千石（甚目寺町）

県内産食料等の消費と利用を拡大していく

ためには消費者、流通加工業者などのニーズ

をしっかりと把握した上で、これに的確に対

応していく必要があります。

このため、消費者や実需者との意見交換の

場づくりを行うとともに、高品質で特色ある

農林水産物の生産をさらに進め、ブランド力

を高めます。

また、愛知産農林水産物の産地直売や地域

食材としての利用を促進するとともに、三河

材については認証制度の整備などにより地産

地消を進めます。

さらに、陸・海・空にわたる交通インフラ

の整備を活かし、県内外における販路拡大や

海外輸出に取り組みます。

（4）県内産食料等の消費と利用の促進

主な施策目標

主な施策目標

基 本 的 な 考 え 方

具体的な取り組み内容




