
２ 協働・連携による主な取り組み

県民、生産者等、県が相互に協働・連携して取り組むテーマについて、2007年度の主な

取り組みを紹介します。

Ａ　交流・食育・体験活動

「愛知の農業」の作成
愛知県の農業に対する理解を深めるた

め、農業教育資料として毎年作成し、県内

の全ての小学5年生を対象として配布して

います。

作成部数 80,000部

（(財)愛知県農業振興基金）

ちくさんサイエンス・カフェ
実 施 日 平成19年9月～10月（５回）

参 加 者 のべ178名

場 所 ナディアパーク ７th Café

主な内容

大学等で最先端の研究をされている専門家を

招き、「ＢＳＥ」や「鳥インフルエンザ」など

の難しい話を、

喫茶店でお茶を飲

みながら、気軽に

聞いていただきま

した。

みんなで進めよう

あいちの食育県民大会
実 施 日 平成19年6月7日

参 加 者 2,158名

場 所 愛知芸術文化センター

主な内容

「あいち食育いきいきプラン」の初年度にあた

り、一般県民や関係者が一堂に会して「みんな

で進めよう あいちの食育県民大会」を開催し

大会宣言の採択や

実践事例の発表な

ど食育推進の機運

の盛り上げを図り

ました。

あいちの水産企画展
実 施 日 平成19年７月14日～９月２日

参 加 者 期間 約95,000人

場 所 名古屋港水族館

主な内容

・漁業、魚、海の環境等に関するパネルの展示

・漁法別に主な魚介類の

水槽展示

・漁具の実物、模型の展

示

・海の日記念講演の開催

・漁業や魚に関するクイ

ズの実施

「農楽の先生」派遣事業

農業総合試験場、森林・林業技術センタ

ー、水産試験場の研究員や、農林水産業の

生産者等が、最新の農林水産業技術や、植

物やキノコ、アサリなどの性質を実験や実

習を交え、科学的に分かりやすく説明する

出前授業を行っ

ています。19年

度は計131回実

施し、6,970名

の生徒が参加し

ました。

あいち食育サポート

企業団の結成

平成19年10月22日に愛知県発祥

の食品関連企業８社が自主的に集ま

って「あいち食育サポート企業団」

が結成されました。健全な食生活の

実現と豊かで活力ある社会づくりに

向けて、企業団独自の活動や県など

と連携して食育を推進することとし

ています。

三河の山里体感プラザ2007

実 施 日 平成19年10月5日～7日

参 加 者 25,762人

（ふるさと農林水産フェア入場者）

主な内容

布草履づくり、草木染、

笛づくりなどの体験、五

平餅などの郷土料理食提

供、伝統芸能ステージ

食育寸劇

「水土里の学校」上演
実 施 日 平成19年8月22日

参 加 者 碧南支部38名、小学生

80名

主な内容

「農業者の立場から伝えたい食と農業の

大切さ」をテーマに、朝食を食べない子

どもたちが増えていることをきっかけと

し、課外授業で子どもたちが畑で作って

いる野菜、食料自給率の問題、地産地消

について学ぶというストーリーで寸劇を

行いました。

(愛知県農村生活アドバイザー協会)

バケツ稲作り体験
実 施 日 平成19年４月～10月

主な内容

もみ蒔きから収穫までの

稲作体験を子ども一緒に実

践。育てる喜び、毎日食べ

ているお米を収穫できたこ

とが大きな食育体験になり

ました。

（愛知消費者協会）

（愛知県農業協同組合中央会）
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Ｂ　食の安全確保

環境に配慮した農業の推進

環境保全と農産物の安全確

保を目指した「愛知県環境と

安全に配慮した農業推進計画」

を策定しました。

今後は、この推進計画に基づ

き、県、市町村及び関係団体

が一体となって取り組みます。

食品表示ウォッチャー研修会

食品表示の適正化を図るために、消費者の方々に日

常の買い物行動の中で、食品表示状況をモニタリング

していただく食品表示ウォッチャー制度を実施してい

ます。

19年度においても、県内全域から150名の方にウ

ォッチャーを依頼することとし、県内3か所で研修会

と依頼式を開催しました。研修会では、農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）

に基づく食品表示制度等

について学んでいただき、

食品の表示に関する理解

を深めていただきました。

貝毒検査の実施
愛知県は、全国シェア30％を誇る、

全国一のアサリの産地です。

二枚貝類は、特定のプランクトンの

影響により、希に貝毒を持つことがあ

りますが、愛知県では、貝毒検査やプ

ランクトン調査を定期的に実施して、

アサリ等二枚貝の食品としての安全性

確保を図っています。

平成１９年度は、貝毒検査を５回（計

４０検体）、貝毒原因プランクトン調

査を１７回実施し、検査結果は県のホ

ームページやモバイルネットで迅速に

公開し、日本一の愛知のアサリを安心

して食べていただけるよう情報提供に

努めました。

鳥インフルエンザ防疫対応研修
高病原性鳥インフルエンザの発生に備え、

県・市町村・関係団体職員、家きん飼養農家

等を対象に、防疫対応についての県域及び地

域研修を実施しました。

地域により、鶏の取り扱い方や動力噴霧器

での車両消毒等の訓練も行いました。

農薬使用者を対象とした講習会

農薬使用者を対象とした農薬危害防止講習会な

どを実施し、農薬の適正使用を指導しています。

19年度は、31,236名が受講しました。

トレーサビリティ

システムの導入
牛の個体識別情報管理の徹底

の指導、豚のトレーサビリティ

システムを実施している団体へ

の指導、及び鶏卵のトレーサビ

リティシステムのモデル的導入

を実施しました。
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トレーサビリティへの対応
高出荷容器に出荷番号などの情報を印刷し、その

情報から生産履歴がわかるようにする取組が、きゅ

うり、トマト、なす、にんじん、いちごなどで広が

っています。

19年度は、なす、にんじんについて、その

ための施設整備を行いました。

名古屋コーチン

ブランドの信頼確保
名古屋コーチンブランドの信頼

確保をめざして、県、名古屋市及

び業界団体が一体となった関係者

会議を２回開催しました。

また、会議の検討結果に基づき

平成20年３月21日に「名古屋コ

ーチン及び

その鶏卵肉

に関する基

準」を制定

しました。



Ｃ　地産地消

グリーン購入・地産地消で

ＥＸＰＯエコマネーを発行
愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市および日本

チェーンストア協会中部支部、グリーン購入ネッ

トワーク、等で構成される実行委員会により、平

成20年1月12日～2月14日に実施された「東海

三県一市グリーン購入キャ

ンペーン」の協賛事業とし

て、多くの来店客が見込ま

れる週末の量販店において、

環境意識啓発イベントを開

催し、愛知県産の野菜・果

物を対象とした地産地消を

含むグリーン購入の普及・

定着のため、EXPOエコマ

ネーを発行しました。

三河材の利用促進
三河材の認証制度の整備を進めると

ともに、「あいち木づかいプラン」を

策定し、計画を実施するなど、三河材

の利用促進に取り組みました。19年度

の三河材の利用量は、8.8万ｍ3でし

た。
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あいちの伝統野菜フェスタ
NPO法人日本ジャパンフード協会と県

との協働により、あいちの伝統野菜につい

て基調報告、パネルディスカッション、展

示・即売を行い、歴史的・文化的なものと

してだけではなく、身近な野菜として親し

んでもらえるようにＰＲしました。

実施日 平成20年1月12日

参加者 約６００名

場 所 オアシス21 銀河の広場

愛知産水産物認知度向上事業
愛知県の水産物の消費拡大と認知度の向上を図

るため、県内３団体に委託して「愛知産水産物認知

度向上事業」を実施しました。

＜実施事業＞

・一色産うなぎの地域ブランド化

・愛知の水産物を食べて、食育推進とメタボリック

シンドロームの解消につなげよう！

・日間賀島産水産物のブランド化および販売促進

また、成果の今後の活用を図るため、平成20年

３月に報告会を開催しました。

いいともあいちネット

ワーク地産地消交流会
地産地消を進める「いいともあいち運動」

がスタートして１０年が経過し、ネットワ

ーク会員が企画運営した交流会を開催しま

した。フォーラムや地元産の食を囲んで、

愛知の食と農林水産業について理解を深め

ました。

実 施 日 平成19年10月７日

参 加 者 約170名

場 所 名古屋市中小企業振興会館

米粉パン学校給食導入普及

意見交換会を開催
本県産米を用いた米粉パンを学校給食へ新規に導入

したり、その供給回数を増やすため、市町村学校給食

関係者、パン製造業者、（財）愛知県学校給食会、Ｊ

Ａあいち経済連等による意見交換会を開催しました。

≪具体的内容≫

第１回 講演「米粉パンの現状と学校給食への導入・

普及について」　　　　　　

第２回 グループ討議「学校給食で米粉パンをもっと

供給するには？」



Ｄ　人づくり 認定農業者の育成

農業の担い手である認定農業者の育成に

取り組んでいます。1９年度は、研修会の

開催、地域協議会の設立支援などに取り組

みました。１9年

度の認定農業者は

4,897経営体とな

りました。

新規林業就業者の確保
愛知県林業労働力確保支援センターと連携し、就業相談活

動の推進や現場作業を中心とした就業前研修等を実施しまし

た。また、高性能林業機械の活用やゼロ災推進セミナー等の

実施により労働環境の改善等を図りました。これらを通じ

て、新規林業就業者３６名を確保することができました。

・求職者に対する就業相談 169件

・就業前研修 計 24名

・ゼロ災推進指導者セミナー 参加者 22名

農村女性による起業

農村女性の能力発揮や地域活性化

のために、農村女性による朝市や農

村レストラン等の起業活動を支援し

ています。１９年度は交流推進会議

を開催し、技術や情報の交換を実施

しました。１９年度までに農村女性

による起業数は １８１件になりま

した。

技術力・機動力を生かした

農業技術等の普及推進

農業者や産地等の生産活動を支援するた

め、関係機関・団体と連携し、技術支援情

報の提供や現地での実証展示・指導を行

い、５６４項目の

農業技術等の普及

推進を図りました。

農業青年の現地交流会

19年10月22日に、次代の農業を担う県内の

農業青年が一堂に会し、地域農業を理解すると

ともに、交流・友情を深めることを目的に稲沢

市及び弥富市で開催しました。　　　　　　　

県内の農業青

年と関係者計

97名が参加

しました。

家族経営協定締結を推進

農業経営において、家族一人ひとり、特に女

性や若者が意欲・生きがいとやりがいを持てる

ように、望ましい暮らし方などについて家族で

話し合い、その結果を明文化する家族経営協定

の締結を推進しています。１９年度は家族経営

協定に関する研修を４８回開催するとともに個

別指導を４６４回開催し、新規に１３４戸が締

結し、締結農家は９４１戸になりました。
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認定農業者の愛称

「いきいきファーマー」

のロゴマーク

農業経営士

パートナー研修会の開催
実施日 平成19年11月５、6日

参加者 28名

場 所 静岡県浜松市、袋井市、牧之原市

農業経営士のパートナーが、静岡県で、

生き生きと農業経営に取り組んでいる女性

農業士の活動を学びました。自信を持って

活躍している女性に接し、経営士のパート

ナーも積極的に経営に取り組む意欲を高め

ることができました。

（愛知県農業経営士協会）



Ｅ　森林・農地・海及び川の保全

間伐の実施

森林の持つ災害の防止や水源かん養

機能などの多面的機能を高度に発揮さ

せ、健全な森林を育成するためには、

森林の適切な管理が必要です。

本県では、特に整備が必要な人工林

の間伐を推進するため、県、市町村、

地域が一体となって取り組みを進めて

おり、19年度は4,147haの間伐を実

施しました。

菜の花エコプロジェクト

菜の花エコプロジェクトを推進し、循環型社会

の形成や耕作放棄

地の解消、観光資

源としての活用を

図っています。

19年度は、38.3ha

で菜の花が栽培さ

れました。

農地・水・環境保全向上対策

農地や農業水利施設などは食料生産基盤とし

ての役割に加え、美しい景観を生み出し、多様な

生物を育むなどの多面的機能を有しています。

しかし、近年は農村地域の混住化や農家の高齢

化に伴い、施設の保全が難しくなってきているこ

とから、農業者だけではなく地域ぐるみで農村環

境を守る活動に対して支援をしています。

19年度は365組織を支援し、37万人が活動

に参加しました。

河川の清掃活動
河川愛護団体と連携して、県内各

地の県管理河川の河川敷において草

刈り、ゴミ拾いなどの清掃活動を実

施しています。平成19年度は約

74,000人が参加しました。

干潟・浅場の造成

及び覆砂の実施

三河湾では、水質等の環境悪化に

伴い、赤潮や苦潮が多発するように

なり、漁業生産や海のレクリエーシ

ョンに大きな影響を及ぼしていま

す。本県では、干潟・浅場の造成や

覆砂を行っています。
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水土里ネットって

何だろうー？

水循環再生基本構想に基づく

健全な水循環の再生
「あいち水循環再生基本構想」に基づき健全

な水循環の再生に向けた取組を進めています。

19年度には、尾張・西三河・東三河の３地域

ごとに、市町村や地元の農林漁業団体、商工団

体、NPOなどの参加を得た「水循環再生地域協

議会」において、「水循環再生地域行動計画」

を作成しました。また、森林整備の人材育成講

座や水循環再生フォーラムの開催、水循環再生

指標を活用したモニタリングなど、水循環再生

モデル事業を実施しました。

食料生産に不可欠な農地や農業用水の

大切さと、それらを連綿と管理している

水土里ネットに共感を持ってもらおうと

パネル展を開催しました。

開催日 平成19年8月28日

主な内容 スタンプラリー付きパネルク

イズ、主婦グループによる紙芝居、田ん

ぼの生き物展示、プランター栽培の稲セ

ット配布

（水土里ネット愛知）




