
◆農地等の自然災害防止

農地や周辺集落を自然災害から守るため、

ため池や排水機場等の整備を進めるととも

に、ため池の耐震診断を実施するほか、ため

池保全構想を策定します。 ○農
〈詳細は先導的取り組み4を参照（21ページ）〉

◆山地災害の防止

土砂の流出や山崩れなどの山地災害を未然

に防止するため治山ダムや土留工などの治山

施設の整備と保安林*の配備を進めます。 ○農

・治山施設の整備 2,800ha

・保安林（民有林）の配備面積

52,000ha(50,921ha)

◆総合治水計画の策定

河川の氾濫による被害を防止するために

は、森林、河川、農地及び宅地等を総合的な

見地からとらえた対策が必要であることか

ら、流域ごとに総合治水計画を策定します。

○農 ○建

・日光川流域整備計画の策定□新
平成18年度

・新川・境川流域整備計画の改定

平成18年度
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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

市街化の進展に伴う水田の減少により貯水

機能が減退し、洪水の被害が危惧されている

他、手入れの行き届かない森林は、集中豪雨

などの際には山地災害を引き起こす恐れがあ

ります。

県民の生命と財産を守るために必要な施設

整備を進めるとともに、ため池保全構想や治

水計画を策定します。

（2）自然災害の防止

主な施策目標

主な施策目標

主な施策目標

山地災害から県民を守る治山ダム

農地や集落を水害から守る排水機場

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

◆森林整備の推進

森林所有者や社団法人愛知県農林公社*等

が行う間伐や枝打ち、下刈りなどの作業を支

援し、森林整備を推進します。 ○農

・間伐の実施 年4,800ha(3,377ha)

◆里山保全活動の推進

海上の森を自然学習や森づくり、里づくり

活動などの場として活用し、里山への理解と

県民との協働による保全活動を推進します。

○農○環
〈詳細は先導的取り組み１を参照（18ページ）〉

◆生態系や景観に配慮した親水空間等の整備

生態系や景観に配慮し、安らぎと潤いのあ

る親水空間を持った農業水利施設や河川の整

備を進めます。 ○農○環○建

・生態系・景観に配慮した、ため池、水路の

整備

〈詳細は先導的取り組み4を参照（21ページ）〉

・生態系・景観に配慮した河川の改修整備

100km(70km)

・地域住民による川岸への植樹

40km(26km)

◆魚道等の整備

魚類が河川を回遊できるよう、落差工や取

水堰などに魚道等を設置します。 ○農○建

・魚道等の設置 13基

森林や農地は、食料等を生産する場である

とともに動植物が生息する生態系の一部でも

あります。また、ため池や水路などの農業水

利施設等は、森林や農地と共に、県民に安ら

ぎと潤いを提供しているほか、美しい景観を

構成しています。

このため、森林や農地、農業水利施設等の

整備に当たっては、生態系や景観等環境との

調和に十分に配慮するとともに、県民の憩い

の場として機能するよう整備します。

（3）環境と調和した森林や農地の整備

主な施策目標 主な施策目標

主な施策目標

県民参加による里山保全活動

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

◆干潟などの造成

漁場環境の改善を図るため、水産生物の良

好な生息場所であり、優れた水質浄化機能を

有する干潟などを保全するとともにその回復

に向けて造成します。 ○農○環○建

・干潟・浅場の造成及び覆砂の実施 80ha

・鉄鋼スラグを活用した干潟の造成

〈詳細は先導的取り組み5を参照（22ページ）〉

◆集落排水施設の整備

川や用水の水質を保全するために、農山漁

村における生活排水を処理する集落排水施設

の整備を進めます。 ○農

・集落排水施設の処理人口 18万人(14万人)

水質浄化機能に優れ、
多様な水生生物の宝庫　干潟

航路の浚渫砂を活用した干潟の造成工事

伊勢湾、三河湾では、開発等による干潟な

どの減少や富栄養化により赤潮が発生するな

ど水質が悪化したり、汚泥が堆積するなど漁

場環境が悪化しています。

このため、干潟などを造成し水質浄化機能

を高めるとともに、河川や海へ流れ込む汚濁

物質を減らすなどにより、水質を改善し水産

生物の生育環境の保全・改善を図ります。

（4）水質の保全活動

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
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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

魚介類の大量死の原因となる苦潮*（青潮）

◆アユ再生プロジェクトの実施

清流のシンボルであり、川魚を代表するア

ユの資源回復と河川の水質保全やふれあい憩

いの場を確保するため、アユ再生プログラム

を策定し、実践・検証して、県内各河川に普

及します。 ○農 ○環
〈詳細は先導的取り組み11を参照（28ページ）〉

◆海、川等の清掃活動の支援

海や川などの生産環境や景観等を良好な状

態に保つため、清掃活動等の支援、啓発を行

います。 ○農○建

・漁業者と県民による海や川のクリーンアッ

プ活動への支援（再掲） 年17か所

・河川や水路の清掃、除草活動への参加者

（再掲） 年8万人

主な施策目標

プランクトンの異常繁殖により発生した赤潮
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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

化学肥料・農薬等の過度の使用や家畜排せ

つ物の不適正な処理は自然環境に大きな負荷

を与えます。

一方、再生可能な有機性資源（バイオマス）

である家畜排せつ物、稲わら、せん定枝、木

くず、食品製造残さなどは、現状では十分に

利用されているとは言えない状況にあります。

このため、作物の生育にあった合理的な施

肥技術や、農薬の適正使用、家畜排せつ物の

堆肥化など、環境への負荷を低減することに

より持続性の高い農業生産を進めるととも

に、バイオマスのエネルギーとしての利活用

など、資源の循環利用を推進します。

（5）環境負荷の低減と資源の循環利用

◆家畜排せつ物の適正処理

家畜排せつ物を利用した品質の高い堆肥を

製造する技術の開発と堆肥化施設の整備によ

り、家畜排せつ物の堆肥利用を促進し、適正

処理を推進します。 ○農

・家畜排せつ物処理高度化施設の整備

100か所

◆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

に農産物の安全性を確保するための生産者の

行動指針となるマニュアルを策定します。

○農○環○建
〈詳細は先導的取り組み2を参照（19ページ）〉

◆エコファーマー*の認定

河川や海、地下等に流亡する農薬や肥料を

減らすため、減農薬・減化学肥料栽培など環

境にやさしい農業に取り組むエコファーマー

の認定を推進します。 ○農

・エコファーマーの認定者

3,500人(2,200人)

主な施策目標 主な施策目標

エコファーマーのマーク 出荷箱に印刷されたエコファーマーマーク

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

◆バイオマスの利活用

バイオマスの堆肥化や飼料化などを推進す

るともに、エネルギーとしての利用を検討し

ます。 ○農○環

・バイオマスの利活用

稲わら 12万t

食品製造残さ 8万t (7万t)

せん定枝 2,500t (962t)

◆農業用使用済プラスチックの再生利用の推進

農業用使用済プラスチックの適正な回収・

処理と排出量の削減についての啓発活動を実

施し、農業用使用済プラスチックの再生利用

を推進します。 ○農

・農業用使用済プラスチックの再生利用率

60％(33％)

◆菜の花エコプロジェクトの推進

NPOなどと協働して菜の花を栽培し、その

種からなたね油をしぼり、しぼりかすは肥料

として、廃油は燃料として利用するなど資源

循環利用システムを推進します。 ○農○環○産
〈詳細は先導的取り組み12を参照（29ページ）〉

主な施策目標

主な施策目標

循環利用が期待される菜の花

回収された農業用使用済みのプラスチック健全な土づくりに欠かせない家畜排せつ物堆肥の生産
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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

◆就業相談の連携強化

農林水産業に新たに就業したい人のために

愛知県農業会議*、財団法人愛知県農業振興

基金*、財団法人愛知県林業振興基金*、社団

法人愛知県農林公社*及びハローワークなど

の関係機関が就業相談の連携強化を図りま

す。 ○農○産

・就業促進連絡会議の開催 年2回

◆新規就業への支援

新規就業するために必要な研修や施設整備

に要する資金の融資などの支援を行うととも

に、新規就業者を受け入れる農業法人等に対

する支援を行います。 ○農○産

◆就業機会の創出

農林水産物の直売所や観光農業などを活か

した都市との交流、特産品・加工品の開発な

どを通じて、多様な就業機会の創出を図りま

す。 ○農○産

・観光ルートの開発（再掲）□新 35ルート

・主な産地直売施設の利用者（再掲）

年300万人(286万人)

・特産品・加工品の開発（再掲）

30品目(11品目)

若者が流出し、過疎化、高齢化が進んでい

る農山漁村、特に中山間地域では、若者たち

が安心して暮らせるよう、生活の糧となる就

業機会を確保し、農林水産業の維持や集落の

活性化を図ることが重要です。

このため、就業相談窓口の連携強化を図る

とともに新規就業者に対する様々な支援を行

います。

（1）農山漁村における就業機会の増大

主な施策目標

主な施策目標

4 農山漁村における定住の促進

農山村への定住を希望する人たちの農林業就業相談

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

◆農山漁村の生活環境整備

生活排水の処理施設や地域交通の改善を行

います。 ○農

・集落排水施設の処理人口（再掲）

18万人(14万人)

・林道の整備（再掲） 200km

景観に配慮して整備された集落排水施設

農山漁村の生活環境を快適にする
緑地や水辺空間等の整備

豊かな自然を活かした快適な生活環境の確

保に向けて、農山漁村における集落排水施設

や農道・林道等の整備などを進めます。

（2）生活環境の整備

主な施策目標

基 本 的 な 考 え 方

具体的な取り組み内容




