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１ ２０１５豊田市農林畜産物品評会 

 ■品評会実績
≪日 時≫  平成 2７年７月１７日（金）から 

≪会 場≫  ＪＡ産直プラザ、豊田スタジアム他 

≪品 目≫  桃、ぶどう、なす、梨、いちじく、かぶせ茶、てん茶、しいたけ、柿、 

        鶏卵、はくさい、サニーレタス、いちご 13品目 

品 目 出 品 物 出品数 実施日 実施場所 

桃 白鳳 20 7 月 17日 ＪＡ産直プラザ 

ぶどう デラウェア ８ 7 月 24日 ＪＡ産直プラザ 

なす 筑陽 43 8 月 8 日 市公設卸売市場（市場開放） 

梨 あきづき 26 9 月 10日 ＪＡ産直プラザ 

いちじく 桝井ドーフィン 27 9 月 26日 豊田スタジアム（産業フェスタ）

茶 
かぶせ茶 ５ 9 月 26日 豊田スタジアム（産業フェスタ）

てん茶 ８ 9 月 26日 豊田スタジアム（産業フェスタ）

シイタケ 菌床生シイタケ 18 10 月 31日 市公設卸売市場（市場開放） 

柿 富冨 7 10 月 31日 市公設卸売市場（市場開放） 

鶏卵 鶏卵 5 10 月 31日 市公設卸売市場（市場開放） 

はくさい はくさい 6 12 月 10日 ＪＡ産直プラザ 

サニーレタス サニーレタス 6 12 月 10日 ＪＡ産直プラザ 

いちご いちご 7 2 月 20日 市公設卸売市場（市場開放） 

■品評会表彰状交付

≪日 時≫  平成 28年 3月中 

≪会 場≫  ＪＡあいち豊田各営農センター及び各部会 

≪内 容≫  金賞 13名、銀賞13名、銅賞5名、消費者賞6名の各受賞者名に、表彰状・

楯・記念品を交付 

       【金賞受賞者一覧】 

品 名 
出  品  者 

住 所 氏  名 

梨 福受町 後藤 重春 

なす 西樫尾町 松井 幹人 

はくさい 若宮町 池尻 誠 

サニーレタス 上挙母町 川上 典男 

いちご 亀首町 都築 慶晃 

もも 舞木町 森 清人 

ぶどう 手呂町 岩附 孝夫 

いちじく 安城市里町 畔柳 直人 

柿 乙部町 梅村 釼二 

シイタケ 西岡町 前田 弘 

てん茶 吉原町 山内 祥正 

かぶせ茶 吉原町 山内 祥正 

鶏卵 浄水町 佐久間 和彦 
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■品評会金賞受賞者のブランド化推進協議会長への表敬訪問

≪日 時≫  平成 28年 3月17日（木） 

≪会 場≫  あいち豊田農業協同組合 5F  

≪内 容≫  金賞受賞者9名が、会長を表敬訪問し懇談 

２ とよたの農産物のブランド力向上 

■ブランドマークの使用承認・使用支援 

・新規申請による使用承認件数・・・０件 

・更新申請による使用承認件数・・・10件 

≪更新承認品目≫   

乾燥シイタケ（豊田森林組合）／桃（JAあいち豊田桃部会）／梨（JAあいち豊田梨部会） 

／生シイタケ（JAあいち豊田松平椎茸部会）／なのはな油（なのはな農園（株）／ 

米（JAあいち豊田）／柿（JAあいち豊田柿部会）／とよた茶（JAあいち豊田）／ 

いちご（JAあいち豊田いちご部会）／かぶせ茶など（豊田市茶業組合） 

平成 28年 3月末承認品目一覧 30品目 

桃（JAあいち豊田桃部会） 梨（JAあいち豊田梨部会） 乾燥しいたけ（豊田森林組合）

生しいたけ（JAあいち豊田松平

椎茸部会） 

なのはな油（なのはな農園株式

会社） 

ペットボトルとよた茶（あいち

豊田農業協同組合） 

米（あいち豊田農業協同組合） 柿（JAあいち豊田柿部会） 
いちご（JAあいち豊田いちご部

会） 

かぶせ茶、てん茶など（豊田市

茶業組合） 

茶べりん だんご（株式会社ど

んぐりの里いなぶ、高香園） 

スイカ（JAあいち豊田猿投西瓜

部会） 

特別栽培米「香恋の田んぼ米」

（香恋の田んぼ米の会） 

甘長ピーマン（JAあいち豊田甘

長ピーマン部会） 

いちじく（JAあいち豊田いちじ

く部会） 

七草 （JA あいち豊田セリ・七

草部会） 
米ジェラート（夢農人とよた） 苺ジェラート（夢農人とよた）

果実（かみ）さまジェラート（は

せがわ農園） 

佐久間養鶏場「佐久間さんのた

まご」（夢農人とよた） 

碧園お茶の純平「和紅茶」（夢

農人とよた） 

Mama's 農園「玄米米粉のカッ

プケーキ」（夢農人とよた） 

はっぴー農産「はっぴー米」（夢

農人とよた） 
小菊（下山高原生花生産組合）

サンエンジェル（サラダいちご）

（夢農人とよた） 

谷澤牧場「ゆたか牛しぐれ煮」

（夢農人とよた） 
豊田の桃のソース（小澤商店）

豊田の桃のコンポート（小澤商

店） 

豊田のほうれん草入りうどん

（小澤商店） 

サンエンジェル（サラダいちご）

パウンドケーキ（夢農人とよた）

■使用支援の助成 

≪支援品目≫   

    桃（JAあいち豊田桃部会）、乾燥シイタケ（豊田森林組合） 
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■ブランド農産物の広報活動 

  ①第３回とよた絶品スイーツフェア（８月２日） 

  ・ホテルトヨタキャッスルにて、７０分×３回（各８０名）、チケット制。 

とよた産農産物（桃、ぶどうなど）を使用したスイーツを9個/人に提供。 

・お茶（高香園）の試飲、直売も実施。 

②トップセールス 

・豊田市長定例記者会見で、旬の農産物の展示・試食 

を行い、市長がトップセールスを実施。 

   ７月 ６日（月） ブルーベリー 

   10月 22日（木） 梨ゼリー 

  ③マスコミやインターネットを使った広報活動 

   新聞やフェイスブックによるとよた農産物のPRを積極的に実施。 

④「とよたまちさとミライ塾」でとよた産農産物を使ったプログラムを計画・開催（１０月～） 

・米→とよたのお米で本格お寿司を握っちゃおう！ 

・茶→とよた茶を使ったハーブボールとパックづくり（とよた茶の美味しい飲み方講座付き） 

・地産地食応援店→家庭菜園で作った野菜をちょっとしたイタリアンに♪ 

⑤豊田市への「ふるさと寄付金」に対するお礼としてPR 

〈実績〉全702件のうち416件が農産物メニュー 

内    容 件 数 

通年 とよたの五平餅セット（こめった米を同封） 3 

５月 とよたの桃リキュール・梨リキュールセット １ 

７月 桃（白鳳） 115 

８月 ブルーベリー 11 

９月 黄桃（ゴールデンピーチ） 203 

９月 梨（あきづき） 10 

１０月 新米（ミネアサヒ） 12 

１１月 柿（富有） 35 

１２月 愛宕梨 13 

１月 生しいたけ 10 

１月 七草粥セット 3 
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⑥とよたの農産物料理コンテスト 高校生大会2015 の開催 

 ・豊田の梨を使ったレシピでコンテスト 

  ・9月 8日予選審査 9チーム 

  ・9月 19日本選審査 ４チーム 

  ・入賞レシピをホテルレストランでメニュー化 

              期間限定で10月9日～25日 

３ 地産地食の推進 

■地産地食応援店登録店制度

（１）応援店の登録 

登 録 店 小売店61店舗、飲食店58店舗 （3月末日時点） 

（２）応援店への支援 

①広報活動  

ホームページ、市等との連携イベント、フェイスブックでの広報 

②資材支援 

地産地食のPRのぼり・ポップを提供 

③応援店（飲食店）による地産地食イベント 

 「とよた地産地食フェアスタンプラリー」 

期 間 10月 1日～18日 

内 容 応援店（飲食店）１２店舗にて、とよたの農産物を使用した期間限

定メニューを食べてもらうスタンプラリー。無料情報誌「耕ライフ

（秋号）」を使って、素材となる農産物、農家、料理人、応援店制

度を市民に広くPR。スタンプラリー応募者13名。 

■とよた地産地食の贈り物（とよたエコポイントの交換） 

〈実績〉89件 

交換商品 件数 

7月 桃（白鳳） 32 

8 月 ブルーベリー 5 

9 月 黄桃（ゴールデンピーチ） 12 

10月 新米（ミネアサヒ） 15 

11月 柿（富冨） 6 

12月 梨（愛宕梨） 16 

1 月 七草がゆセット 1 

3 月 なのはな油 2 
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■たべまいとよた米プロジェクト（とよたの米の地産地食）推進 

  ①とよたのお米PR用ポップ・ポスター・のぼりを製作。（9月～） 

 ⇒地産地食応援店（各小売店）にとよたのお米の販売、PR呼びかけ。 

②直売所を対象に米袋を配布。（9月） 

③豊田市フェスタ内でとよたのお米PR  

 （新米で作ったおにぎりを販売） 

（9月 12日グランパス戦） 

  ④豊田マラソン内でとよたのお米PR 

 （新米で作ったおにぎりを販売） 

（11月15日） 

⑤産業フェスタ農林マーケットにてとよたのお米及びお米を使った加工品の 

購入者を対象にとよたの特産品が当たるキャンペーンを実施。500人が応募。 

（9月 26日・27日） 

⑥とよたのお米PRについて、広報とよた（9月15日号）、 

 新聞広告（矢作新報、新三河タイムス 10月23日）を通じて宣伝。 

⑦メグリア各店で豊田の米（3品種）を販売（10月 24日～） 

  ・メグリア理事長、JA組合長が販売開始にあたり 

   市長を表敬訪問（10月 20日） 

  ・メグリア本店でとよたＰＲ大使、こめったくんが 

   試食販売（10月24日） 

  ・メグリア70周年記念事業（11月7日） 

  ・豊田の米購入者を対象にした抽選イベント 

   （10～11月 338件応募） 

■市公設卸売市場一般開放でのＰＲ 

 ≪日  時≫ 平成２７年８月８日（土） 

≪内  容≫ 市場、ＪＡあいち豊田、当協議会でとよたの夏のブランド農産物をＰＲ 

梨の試食宣伝／子ども対象の模擬セリ／桃、梨、ぶどうの当たる大抽選会     

≪来場者数≫ 約１,800人 
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４ 輸出支援事業 

■イギリスへの輸出可能性調査事業    

①事 業 ベイクウェルベイキングフェスティバル2015 

②場 所 ダービーシャー県ベイクウェル ショーグラウンド 

③内 容 平成 27年8月 15日（土）、同16日（日） 

姉妹都市ダービーシャー県内で開催される焼き菓子をテーマとしたイベント

において、焼き菓子とセットで供されるお茶（紅茶）のつながりで日本のお茶

を紹介しつつ、姉妹都市豊田市の魅力を来場者にPRした。 

また、豊田の魅力を伝えるポスターの掲示、チラシ・ノベルティグッズの配布を行っ

た。 

   ④来場者 イベント来場者のうち延べ500名（お茶の試飲は延べ約280名） 

■桃・梨の輸出支援事業（9月～） 

①主 体 ＪＡあいち豊田 

②事 業 試食宣伝・販売 

③場 所 香港、タイ 

  ④品 目 豊田産桃（ゴールデンピーチ）、豊田産梨（あきづき）など 

  ⑤売 上 約 600万円（9トン）（前年度比40％減 愛宕梨の輸出減のため） 

■シンビジウム輸出支援事業 

①主 体 豊田洋らん研究会 

②事 業 見本市や商談会 

③場 所 豊明 JETRO主催の輸出商談会（9月） 

     香港 JPECフラワーショー2015 in 香港（12月） 

  ④品 目 シンビジウム 

  ⑤売 上 0 

■アジア向けに新たに輸出の商流を作る取組への支援 

 ①助成実績 1件 

 ②内容   名刺等の印刷 

■各種会議への出席 

 ①愛知県農林水産物食品輸出促進連携会議（主催：ジェトロ）などへの出席 

   ≪日時・内容≫  平成 27年11月 16日（月）、ムスリムセミナー 

 ②あいちの農林水産物輸出促進会議（主催：愛知県）への出席 

≪日時・内容≫  平成28年 2月 16日（火）、平成28年度農林水産物輸出関連事業 

５ 各種イベントへの出店など 

■産業フェスタ（農林マーケット） 

≪日 時≫  平成2７年９月2６日～２７日（日）  

≪会 場≫  豊田スタジアム 

≪内 容≫   農林畜産物直売会（３０団体）及び、品評会（夏の部）出品物展示ＰＲ 

≪来 客 数≫ 産業フェスタ 延１６３，８４９人（昨年実績 １９９，０７８人） 

     農林マーケット 延 １９，８９６人 

≪売 上 額≫ 産業フェスタ   ２４，２９９千円 （昨年実績 ２９，０７７千円）

  農林マーケット    ４，８８２千円 （昨年実績  ５，７３６千円） 
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≪農林マーケット出展内容≫ 
出展

番号
団    体    名 内   容 

1 愛知県豊田加茂農林水産事務所 林務課 木材産業 PR、展示 

2 豊田市林業振興会議 木ぼっくり工作、展示、体験 

3 豊田市茶業組合 日本茶の試飲、販売、実演 

4 （有）おど観光やな 鮎の塩焼の販売 

5 豊田農ライフの会 米、野菜、漬物の販売 

6 キッズ・ファーム・チャレンジ  写真パネルの展示、焼き芋の販売 

7 滝川ふれあい工房 薬草入五平餅、かき氷の販売 

8 いなぶ大野瀬農産物加工場 五平餅、からすみ、漬物、米菓子等の販売 

9 JA あいち豊田 生き活き部会 野菜、漬物、果物、生花の販売 

10 JA あいち豊田 梨部会 梨の販売 

11 御立産直 野菜の販売 

12 JA あいち豊田 産直部会 野菜、漬物の販売 

13 農村輝きネット・豊田加茂 米、野菜、漬物、五平餅、手芸の販売 

14 香嵐渓 かあさんの店 花もみじ 五平餅、あすけんぼう、草餅、産直商品の販売 

15 JA あいち豊田 百姓部会 野菜、漬物の販売 

16 シルバー人材センター 山室花はうす 花苗の販売 

17 豊田地域きのこ会 生きのこ類、乾燥きのこの販売 

18 
NPO 法人豊田・加茂菜の花プロジェクト 

（豊田菜種生産部会） 
なのはな油、なのはな醤油、なのはなポン酢、手づくり石鹸販売

19 豊田みよし４Hクラブ 農産物販売、農業機械展示、遊戯 

20 松平観光協会 かき氷、綿菓子、フライドポテト、ゼリー等販売 

21 （株）三州足助公社 百年草事業部バーバラはうす ZiZi 工房のフランクフルト、バーバラはうすのパン販売

22 JA あいち豊田 営農部 米、ソフトクリーム、とよた茶の販売 

23 石野竹工芸グループ 竹かご、竹製品の販売 

24 （株）どんぐりの里いなぶ フランク、米粉パン、お菓子の販売 

25 手づくり工房 山遊里 ソーセージ類、飲料水の販売 

26 ブルーベリーのこみち 
ブルーベリー苗、ブルーベリー商品（ジャム、焼き菓子、

等）の販売 

27 餅神商店 ももの店 もち、赤飯、ミネアサヒ 

28 みのわ食堂 アユ、うずら肉、アマゴ、ジュースの販売 

29 愛知豊田加茂養蜂組合 はちみつの販売 

30 豊田森林組合 木工品の展示、販売 
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■あいちの農林水産フェア 

≪日 時≫  平成 27年 11月 12日（木）～17日（火） 

≪会 場≫  丸栄８階大催事場

≪内 容≫   豊田市農産物ブランド化推進協議会ブースでとよたのお茶の展示販売とＰR 

■豊田市フェスタ・豊田マラソンでのPR（11月）（再掲） 

■松坂屋豊田店での催事「WE LOVE とよた スクラムフェスタ」（12月） 

≪日 時≫  平成 2７年12月 16日（水）～21日（日） 

≪会 場≫  松坂屋豊田店催事場 

≪内 容≫   とよたの農産物の販売PR（JAあいち豊田、豊田市茶業組合、豊田森林組合  

                など 6事業者が出店） 

６ 農商工連携推進事業

■飲食店アグリフードEXPO in とよた 

≪日  時≫  平成２８年２月２３日（火） 午後 2時から4時 

≪会  場≫  豊田産業文化センター 多目的ホール 

≪内  容≫  市内の農林水産業者等と飲食業者が交流できる場を提供し、飲食店を通し地産

地食を推進する。27事業者出展。123名来場。 


