
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、2009年度の主な

取り組みを紹介します。

Ａ　交流・食育・体験活動

－16－ －17－

食育劇でバランスの

良い食事を啓発

子供達にバランスよく食べることの大切さを

わかりやすく伝えるため、県内各地の保育園、

幼稚園や小学校で食育劇「食まるファイブ―メ

タボ軍をやっつけろ―」を上演しました。

子供達からは、「これからは好き嫌いせず、

残さず頑張って食べます。」といった感想が聞

かれました。

劇は、緊急雇用創出事業の活用により失業者

の方に上演していただくとともに、「食まるフ

ァイブ」を考案した愛知教育大学西村研究室に

演技指導をしていただきました。

実 施 日 2009年10月～11月

参 加 者 約6,300名（園児・児童及び

保護者）

場 所 県内各地の保育園、幼稚園、小

学校

「農楽の先生」派遣事業の実施

県内の小中学生に農林水産業のすばらしさ

や大切さ、最新技術等を身近なものとして感

じてもらうため、農業総合試験場、家畜保健

衛生所、森林・林業技術センター、水産試験

場の研究員等を講師として派遣し、実験や実

演をまじえた出前授業を66回行いました。

実施日 2009年6月8日～

2010年3月3日

参加者 4,408名

場 所 県内の小学校59か

所、中学校2か所

農業総合試験場公開デーの開催

研究成果等を県民に紹介し、農業についての理解を深めて

もらうため、公開デー「来て・見て・知って！農業の最前

線」を開催しました。

　「豊かな生き物を育む水田」と題した特別展示、最新の研

究成果の展示、5つのテーマで

行った県民参加によるワークシ

ョップ、里地・里山・里海にお

ける生物多様性の保全に関する

フォーラムなどを行いました。

開 催 日 2009年10月31日

参 加 者 約2,300人

場 所 農業総合試験場

あいちキッズ・フラワー・フェスタ

2009の開催

子供達が花に親しみ優しい心を育むことと、愛知

産の花のPRを目的に、花き生産者を始め、流通及び

関係業者、団体が協力して開催しました。

切花や鉢物の展示、生産から流通までの説明パネ

ル等をはじめ、親子フラワーアレンジ教室や花の実

験室など花を見て触れて学

んで楽しむさまざまな体験

教室を行い、子供だけでな

く大人も楽しめるイベント

となりました。

実 施 日 2009年11月7日～18日

参 加 者 約600名

場 所 中部国際空港 セントレアギャラリー

フラワードーム2010の開催

愛知の花を県内外に広くPRするとと

もに、生産者と消費者の交流を促進し、

花き産業と文化の振興を図るために開催

しました。

今年は「環境緑化～暮らしをうるおす

花と緑～」をテーマに、花や緑を暮らし

に取り入れるヒントが会場にあふれ、特

にCOP10（生物多様性条約第10回締

約国会議）が行われることを記念した展

示もありました。

愛知産の花について、ステージイベン

トでのPRや即売も行われ、生産者と消

費者の交流が図られました。

開 催 日 2010年3月12日～17日

参 加 者 約12万人

場 所 ナゴヤドーム

「農」と水の故郷フェア’09の開催

農業・農村の重要性とその基盤を支える農地、農

業用水、水源林などの大切さと、これらの保全に取

り組む「水土里ネット」の役割について、次代を担

う子供達を中心に広く県民の関心と理解を深めても

らうため、農業用水・水源林に関するクイズ・ウォ

ークラリーや水源地域の子供達との交流、パネル展

示などを実施しました。

開 催 日 2009年10月17日

参 加 者 約800人

場 所 モリコロパーク(愛・

地球博記念公園）

畜産フェスタの開催

愛知の畜産関係者が岡崎に集結し、家

畜とのふれあい、農畜産物の展示・販売

等を通じ、地産地消

や食育の啓発、消費

者に対する理解の醸

成を行いました。

開 催 日 2009年10月24日、25日

参 加 者 約6,500人

場 所 愛知県畜産総合センター

里海の森づくり事業の実施

COP10（生物多様性条約第10回締約国会議）が開催され

るにあたり、里地、里山、里海で生物多様性の保全向上をめ

ざした取り組みを県民と協働で実施しました。

そのうち、里海における取り組みとして、「里海の森づく

り事業」を春、夏、秋の3回にわたって実施し、県民参加に

よる海の植林（アマモ場再生活動）などを行いました。

第1回:海の植林「アマモ苗移植活動」(2009年5月23日 蒲

郡市西浦町 35名参加)

第2回:里海の森学習会「海のゆり

かごの秘密」(2009年8月8日 水

産試験場 31名参加)

第3回:海の植林「アマモ種まき活

動」(2009年11月14日 蒲郡市

形原町 20名参加)

三河の山里活性化事業の実施

○三河の山里体感プラザ2009

布草履づくり・草木染・木工などの体験、五平餅、猪肉な

どの郷土食を提供しました。

実 施 日 2009年11月21日～23日

参 加 者 32,590人

（ふるさと農林水産フェア・2009」にて実施）

○三河の里山ツーリズム

岡崎市では間伐体験とホタル観賞、豊田市ではまゆ細工体

験、新城市では米づくり、設楽町ではきららの森・したら森

林まつり、東栄町では花祭りの

里ツアー豊根村ではブルーベリー

狩りと食彩フェスタへの参加の６

回のツアーを実施しました。

実 施 日 2009年5月～11月

参 加 者 延べ159人

バケツ稲づくりセットの配布

バケツ稲づくりは、バケツの中に小さ

な田んぼを作り、一粒の種もみから、稲

を育て、収穫し、米にして食べるところ

までのプロセスを体験することができま

す。子どもたちが

食卓の食べ物に興

味を持ち、稲作や

農業に対する理解

が促進されるよう

配布しています。

（愛知県農業協同組合中央会）

 

「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、県内全ての小学5年生を

対象として配布しています。

(愛知県農業協同組合中央会)、

（(財)愛知県農業振興基金）

ふるさと



Ｂ　食の安全確保

食品表示ウォッチャー研修会の開催

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。

2009年度においても、県内全域から200

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。

開 催 日 2009年5月26日、27日、　

28日

参 加 者 約２００名

場 所 愛知県自治センター会議室

愛知県西三河総合庁舎会議室

愛知県東三河総合庁舎会議室

トレーサビリティへの対応

出荷箱に出荷番号などの情報を印刷した

り、情報の入ったバーコードシールを貼るな

どして、その情報から生産履歴が分かるよう

にする取り組みが県内のトマトやきゅうり等

で広がっています。

－18－ －19－

家きん生産物の消費回復事業の実施

高病原性鳥インフルエンザによってダメージを受けたうずらを中心とする家きん生産物の消費を

回復するため、関係団体と行政により「愛知県家きん消費回復実行委員会」を立ち上げました。

委員会では各種イベント40回以上で、

家きん生産物の試食等を実施し、消費の

啓発をしました。

また、応援キャラクターの「あいタマ君」

「うずラッキー」、はっぴや横断幕を作成

して啓発活動を支援するとともに、ティッ

シュやうちわなどのノベルティグッズを配

布しました。

さらに、家きん生産物を用いた料理講習

会を開催しました。

実 施 日 2009年4月24日～

2010年3月29日まで

「食品適正表示の日」を制定

消費者の食品表示に対する信頼を確保するた

め、県では、新たに毎月第1木曜日を「食品適正

表示の日」と定め、集中的に店舗巡回を実施する

とともに、毎月1度は表示状況を点検するよう事

業者に呼びかけることにより、食品表示の適正化

を図ることとしました。

この食品適正表示の日ですが、「適正表示は一

目（いちもく）瞭然」という合言葉との語呂合わ

せで毎月第一木曜（いちもく）と定めたもので

す。

BSE死亡牛の検査

農場で死亡した24ヶ月齢以上の牛全

頭について、牛海綿状脳症（BSE）検

査を実施して、BSEの浸潤状況を調査

することにより、安全な牛肉を安定的

に供給する体制を構築しています。

第38回愛知県生活学校大会の開催

「21世紀 くらしの叡智」―農と食・食と健康―

県下の消費者の意識調査として行った「食の安全」、「食と環境」、「食品添加物」等に

ついてのアンケート調査をもとに、パネルディスカッションで討議し、その結果を次年度の

取り組みとしてつなげることとしています。

また、基調講演では「農と食・食と健康」のテーマで、

食における野菜の役割、「機能性野菜」等について聴講

しました。

実 施 日 2010年1月26日

参 加 者 約360名

場 所 ウィルあいち（愛知県女性総合センター）

（愛知県生活学校運動推進協議会）



Ｃ　地産地消

－20－ －21－

直売所情報紙

「フレ愛知通信」の発行

県内のJAが開設する農産物直売所等の情報

を満載した紹介紙「フレ愛知通信」を年2回発

行しています（春・秋、計50,000部発行）。

地元の安全で新鮮な

農畜産物の情報を消費

者に伝え、地産地消を

推進しています。

（愛知県農業協同組合中央会）

社員食堂等における地産地消の推進

県産農林水産物の利用拡大を図るため、県内企業の社員

食堂等における地産地消の取り組みについて働きかけを行

いました。

その結果、県内企業の社員食堂や県庁

の食堂など109か所において、地産地消

メニューの提供やその日に使っている県

産食材を表示する取り組みが行われています。

農商工連携ビジネスフェア

の開催

　「農商工の新たな出会いの場」をコー

ディネートし、新商品づくりや新たな販

路の開拓につなげるため、「いいともあ

いち運動」のネットワークを活用して農

商工連携ビジネスフェア（商談会）を開

催しました。

会場は、600名を超える参加者の熱気

に包まれ、新たなビジネスパートナーを

求めて熱心に情報交換する姿が見られま

した。

開 催 日 2010年１月29日

場 所 名古屋銀行協会（名古屋市

中区）

参 加 者 約620名

栄養教諭と生産者・JAとの交流

学校給食における地産地消を推進するため、栄養教諭や栄養職員の方々を対象に、

ほ場見学や生産者との情報交換会を行いました。

第1回は豊明市の柿・みかん、春日井市のブドウ・サボテン、第2回は豊橋市のミ

ニトマト・白菜、蒲郡市のみかんで、それぞれほ場を見学し、農家の方から栽培や

収穫方法の概要、農産物の栄養等について説明を受けました。情報交換会では、各回

とも生産者・栄養教諭の双方から学校給食へ地場産農産物の導入を進めるにあたって

の課題と対応策について活発な議論が行われました。

実 施 日 2009年8月9日、12月12日 参 加 者 計112名

（愛知県農業協同組合中央会）

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、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

ク及び財団法人日本環境協会エコマーク

事務局で構成される実行委員会により、

2010年1月16日～2月15日に実施され

た東海三県一市グリーン購入キャンペー

ンの連携事業として、地産食品や環境ラ

ベル商品の購入者へエコマネーポイント

を発行しました。

「まるっと愛知！収穫祭」

の開催

県内JAなどによる地元農畜産物の紹介や

販売、地産地消や食

農教育に関する取り

組み紹介など、消費

者に向けたPRを実施

し、地域農業への理

解促進を図りました。

開 催 日 2009年11月28日

場 所 久屋大通公園もちの木広場

(愛知県農業協同組合中央会)

洋菓子講習会の開催

「ゆめのかなう いちごのケーキ」

県が育成したいちご品種「ゆめのか」のブランド化を目

指して、県内パティシエを対象に、ゆめのかを使ったケー

キづくりの実演と試食を行

いました。

アンケートに協力していた

だいたパティシエの9割以上

の方が、ゆめのかを今後利用

したいと回答しました。

開 催 日 2010年1月20日

参 加 者 約100人

場 所 愛知県菓業会館

米粉・Rice Powder フェアの開催

本県産米の消費拡大の一環として、近年、注目を集めて

いる米粉の魅力や新しい米粉商品を紹介し、理解促進を図

りました。

米粉限定イベントは本県では初めて

の取り組みでしたが、県内で米粉商品

の開発や販売に取り組む洋菓子、パン、

めん類、原料米粉の合計13店に協力を

いただき、消費者から高い関心を集めました。

開 催 日 2009年10月8日～12日

参 加 者 約12,500人

場 所 (株)丸栄百貨店 催事場

水産エコラベルの推進

県では、水産資源と海にやさしい漁業で生産された水産物を認証する「水産エコラベル認証制度」の普

及啓発を行うとともに、漁業団体による認証取得の取り組みを支援してきました。

その結果、2010年3月に下記団体が認証を取得しました。

この水産エコラベルは、消費者が商品を選択する際の動機付けとなり、本県産水産物の消費拡大・ブラ

ンド化が図られることが期待されます。

＜認証取得団体＞

○生産段階認証

愛知県しらす・いかなご船びき網連合会

○流通加工段階認証

生産段階認証を受けた水産物を取り扱う加工業者 17社

愛知県産木材の利用促進

様々なイベントを活用

して、県産木材のPRを実

施するとともに、「あい

ち木づかいプラン」を策

定し、計画的に県産木材

の利用促進に取り組みま

した。2009年度の利用

量は9.9万 でした。

ふるさと農林水産フェア

2009の開催

　「食と緑が支える県民の豊かな暮らし

づくり条例」の基本理念のもと、農林水

産業に関する情報

の交流やふれあい

の場づくりを推進

するため、「ふる

さと農林水産フェ

ア2009」を開催

し、食育、地産地消、環境について、県

民の理解促進を図りました。

開 催 日 2009年11月21日～23日

参 加 者 約32,590人

場 所 吹上ホール



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。2009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。2009年度の認定農業者は5,322

経営体となりました。

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、農

業改良普及課の技術力・機動力を駆使し、技術支

援情報の迅速な提供や現地での実証展示・指導を

行い、５30項目の農業技術などの普及を図りま

した。

農業青年の現地交流会の開催

次代の農業を担う県内の農業青年が、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

として現地交流会を開催しました。県内の農業青年

及び関係者が参加し、経営等について活発な意見交

換を行いました。

開 催 日 2009年10月14日、15日

参 加 者 32名

場 所 豊田市及び新城市

－22－ －23－

認定農業者の愛称

「いきいきファーマー」

のロゴマーク

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、

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。2009年度は女性

起業交流会を開催し、技術や情報の交換を実

施しました。2009年度までに農村女性によ

る起業数は189件になりました。

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

や若者が意欲や生きがい、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。2009年度は家族協定に関する

研修会を23回開催するとともに、個別指導を336

回実施し、締結農家は1,092戸になりました。

県有林における企業の森づくり

近年、企業の社会貢献活動が盛んになると

ともに、その取組を森林整備・保全活動に求

める企業も増加しています。愛知県では、社

会貢献活動の一環として県内で森林整備等を

希望する企業に対して県有林を提供していま

す。2009年度までに、7社が協定に基づ

き、森づくり活動を実施しています。

参加ふれあい　～木づかいでCOP10～　親子で間伐体験の実施

2010年10月に開催されるCOP10（生物多様性条約第10回締約国会議）に向け、勉強会や間伐体

験、木工教室を通して生物多様性とCOP10の開催意義を学ぶために結成された、「2010年COP10

木づかい組」が豊田市の怒田沢県有林内で間伐体験等を行いました。

当日は、「木づかい組」担任であるアウトドアタレントの鉄崎幹人氏が

生物多様性について説明し、県有林事務所職員、林業普及指導員が講師と

なって、17組の親子が間伐を体験しました。参加した親子は、人工林の手

入れの大切さや木材の利用等についても学びました。

県民参加緑づくり事業の実施

市町村への交付金事業で、公有地において県民

参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり

などの緑づくり活動や、体験学習を行う事業を進

めました。そして、このような活動を市民団体が

実施する場合の支援事業も併せて行いました。

また、緑の活動を実施する市民団体を育成する

ために、市民団体等の活動に講師を派遣しまし

た。

和牛放牧の実施

瀬戸市掛川まちづくり協議会、JAあいち尾

東、瀬戸市、農業総合試験場、尾張農林水産事

務所が連携し、耕作放棄地対策として、和牛放

牧を実施しています。尾張農林水産事務所の指

導により、放牧準備、通常の放牧牛の管理をま

ちづくり協議会が中心に実施しました。

また、除草効果と合わせて、牛を通じての地

域内の交流を図

りました。
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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。そこで、本県では、漁場環境の

改善を図るため、水産物の良好な

生息場所であり、優れた水質浄化

機能を有する干潟・浅場の造成や

覆砂を国土交通省や本県建設部と

連携して行っています。

ふれあい里山再生事業

の実施

あいち海上の森

センターでは、里

山の多様な環境の

再生を通じ、生物

多様性への理解を

深めていただくため、県民参加のもと、

耕作されなくなった谷津田（谷あいの田

んぼ）の再生を「海上の森の会」と協働

で行う「里の再生教室」を開催しまし

た。

実 施 日 2009年8月

　　　　　　～2010年3月（計6回）

参 加 者 延べ174人

場 所 海上の森

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。

2009年度は、約76,000

人が参加しました。

海上の森での企業連携プロジェクトの実施

あいち海上の森センターは、県民を始め幅広い主体の参

加と協働により「海上の森」において森林整備や里山再生

のモデルづくりを進めています。

こうした取り組みに社会貢献活動

として企業にも協力していただくた

め、連携企業を募集しており、現在

5社と協定を締結しています。

水害に備えた県有応急ポンプの紹介

　「海部地域 伊勢湾台風50周年式典」会場前広場にて、

愛知県が水害に備えて保有して

いる可搬式応急ポンプの展示、

排水作業の実演及びパネルによ

る紹介を行い、訪れた人々に県

の防災事業をPRしました。

「あいち森と緑づくり事業」

の実施

愛知県では、森や緑を「県民共有の財

産」と位置づけ、森林・里山林・都市の

緑をバランスよく整備、保全し、「山か

ら街まで緑豊かな愛知」の実現を目指し

て、2009年度より、「あいち森と緑づ

くり税」を活用した「あいち森と緑づく

り事業」を実施しています。

　「あいち森と緑づくり事業」は、森や

緑の持つ様々な公益的機能の発揮のた

め、①森林（人工林）の整備、②里山林

の保全と活用、③都市の緑の保全と創

出、④森と緑づくりにつながる取り組み

として、環境活動

・環境学習への支

援や県産木材の利

用等を行っていま

す。

なるほど！！あいちの農業農村整備

大雨による災害から地域を守るため行っている排水

路の工事を地元の小学生に体験してもらいました。

子供たちは大きな排水路や機械に驚き、細やかな設

計図や水路の中に棲んでいるいろいろな生き物を守る

ための工夫に目を輝かせていました。

たくさんの質問が出て、あっとい

う間の見学会でしたが、工事の大切

さについて、よく理解してもらうこ

とができました。

愛・地球博記念公園での

森づくりプロジェクトの実施

園内のどんぐりを拾い、苗木を育てることを

通じて森づくりについて学ぶ活動や、森林の手

入れ（間伐作業等）を行い、自然環境の保全に

ついて学ぶ活動を、県

民参加・NPOとの協働

により実施しています。

水循環再生地域行動計画に基づく

健全な水循環の再生

2007年度に尾張・西三河・東三河で地域ごとに

作成した「水循環再生地域行動計画」に基づき、県

民、事業者、民間団体及び行政の各主体の協働・連

携による健全な水循環の再生に向けた取り組みを進

めています。

2009年度は、「水質」、「水量」、「生態

系」、「水辺の親しみやす

さ」の項目で構成される水

循環再生指標を用いた流域

モニタリング一斉調査を県

内一円で実施しました。

農地・水・環境保全向上対策の推進

農地・水・環境保全向上対策は、地域ぐるみ

で農地や農業用水路の草刈りなどを行う保全管

理や減農薬などの環境に優しい農業に取り組む

活動に対して支援しています。

2009年度は、対策の一層の推進と県民の理

解を深めるため、優良活動の表彰会と「水と

土」をテーマとした見城三枝子さん（青森大学

教授）の講演会を開催しました。

中山間地域等直接支払制度への支援

中山間地域の農地は、食料を供給するだけでなく、

水源のかん養、洪水の防止、自然環境の保全などの多

面的機能を持ち、下流域の都市住民を含む多くの県民

の豊かな暮らしを支えています。

本県では、これらの多面的機能を保全するため、中

山間地域等直接支払制度を313集落（対象面積

1,664ha）で実施

し、適正な農業生産

の維持、耕作放棄地

発生の防止などに効

果を上げています。

県政お届け講座

（ため池の役割）の実施

ため池を保全するために実施した住民参加型

池干しイベントの事例やその効果などを紹介

し、ため池を地域ぐるみで保全することの必要

性などを説明しました。また、昨年の池干しイ

ベントの際に、近隣小学

校のプールに避難させて

いた魚の放流会を同時に

実施しました。

かいしょ


