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平成３０年度 事業実績

１ PR活動の推進 
１－１ ２０１８豊田市農林畜産物品評会

≪ 日 時≫  平成 30年 7月から平成 31年 2月まで 
≪ 場 所≫  ＪＡ産直プラザ、ＪＡグリーンセンター松平店、豊田市公設卸売市場 

ドン・キホーテ豊田店、イオンスタイル豊田店、豊田スタジアム、 
やまのぶ四郷店 

【品目等一覧】 

（２）品評会表彰状交付 
≪ 日 時≫  平成 31年 3月中 
≪ 場 所≫  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 7名、店長賞 2名 
      各受賞者に表彰状・楯（金賞のみ）・記念品を交付

【金賞受賞者一覧】 

品名 
出品者

品名 
出品者

住所 氏名 住所 氏名
桃 舞木町 森 誠之 しいたけ 松平志賀町 黒柳 鋼一 

ぶどう 堤本町 酒井 賢 鶏卵 勘八町 高木 禎宜 

なす 汐見町 田中 克弘 はくさい 上原町 吉田 清仁 

いちじく 森町 柴田 鋹光 ねぎ 河合町 児玉 賢一 

品目 出品数 開催日 開催場所
桃 19 7月 13日 イオンスタイル豊田店
ぶどう 6 7月 27日 やまのぶ四郷店
なす 17 9月 6日 ＪＡ産直プラザ
梨 22 9月 14日 ＪＡ産直プラザ

いちじく 21 9月 19日 イオンスタイル豊田店
かぶせ茶 8 9月 22日 豊田スタジアム（産業フェスタ）
てん茶 10 9月 22日 豊田スタジアム（産業フェスタ）
しいたけ 7 11月 2日 ＪＡグリーンセンター松平店
鶏卵 6 11月 7日 ドン・キホーテ豊田店
はくさい 5 12月 14日 やまのぶ四郷店
ねぎ 5 12月 14日 やまのぶ四郷店

サニーレタス 8 12 月 14日 やまのぶ四郷店
いちご 11 2月 16日 豊田市公設卸売市場
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梨 舞木町 永田 豊明 サニーレタス 宮町 加藤 政幸 

てん茶 豊栄町 真田 法和 いちご 舞木町 永田 幸久 

かぶせ茶 豊栄町 籔押 翔大    

（３）品評会金賞授与式及び市長・ブランド化推進協議会長との懇談会
≪ 日 時≫  平成 31年 3月 28日（木） 
≪ 場 所≫  あいち豊田農業協同組合 ５階 特別会議室 
≪ 内 容≫  金賞受賞者 13名の授与式と、市長・会長との懇談会 

１－２ とよたの農産物のブランド力向上

（１）ブランドマークの使用承認 
・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・・・9件 

【Ｈ３０更新承認品目】 

番号 品目 申請者 番号 品目 申請者
1 桃 ＪＡあいち豊田桃部会 6 なのはな油 なのはな農園（株）
2 梨 ＪＡあいち豊田梨部会 7 柿 ＪＡあいち豊田柿部会

3 とよた茶 あいち豊田農業協同組合 8 いちご ＪＡあいち豊田いちご部会
4 乾燥しいたけ 豊田森林組合 9 お茶 豊田市茶業組合

5 生しいたけ ＪＡあいち豊田松平椎茸部会

【平成 31年 3月末承認品目一覧 22 品目】 

番号 品目 申請者 番号 品目 申請者
1 桃 ＪＡあいち豊田桃部会 12 百年紅茶（和紅茶） 夢農人とよた 

2 梨 ＪＡあいち豊田梨部会 13 はっぴー米 夢農人とよた 

3 とよた茶 あいち豊田農業協同組合 14 サンエンジェル 夢農人とよた 

4 乾燥しいたけ 豊田森林組合 15 ゆたか牛しぐれ煮 夢農人とよた 

5 生しいたけ ＪＡあいち豊田松平椎茸部会 16 豊田の桃ソース 小澤商店 

6 なのはな油 なのはな農園（株） 17 豊田の桃のコンポート 小澤商店 

7 柿 ＪＡあいち豊田柿部会 18 茶べりんだんご
株式会社どんぐりの里いなぶ

高香園 

8 いちご ＪＡあいち豊田いちご部会 19 スイカ JA あいち豊田猿投西瓜部会
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9 お茶 豊田市茶業組合 20 特別栽培米
「香恋の田んぼ米」

香恋の田んぼ米の会

10 米ジェラート 夢農人とよた 21 甘長ピーマン JAあいち豊田甘長ピーマン部会

11 苺ジェラート 夢農人とよた 22 七草 JA あいち豊田セリ・七草部会

（２）ブランドマークの使用支援 

【支援品目】 

番号 品目 申請者 内容

1 いちご ＪＡあいち豊田いちご部会 のぼり製版代・のぼり本体 

（３）ブランド農産物の広報活動   
①第６回とよた絶品スイーツフェア（平成 30年 7月 16日） 

  ・ホテルトヨタキャッスルにて、１００分×２回（各１２０名）、チケット制。豊
田市産の農産物を使用した、選択制によるスイーツ３種と実演によるスイーツ８
種を提供（１１個/人）。 

・お茶（高香園）の試飲、販売も実施。
・ＪＡあいち豊田による豊田産の桃を使用したアイスクリームの提供、桃の試食・
販売も実施。 

②マスコミやインターネットを使った広報活動 

  ・ヴェルブリッツへ桃・梨の贈呈
  ・マイナビ農業への記事・広告掲載。イベント出展。 
  ・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 

③ホテルでの花展示【新規】 夏の展示（平成 30年 7月 21日から１カ月程度） 
冬の展示（平成 30年 11月 20日～翌 1月 14日） 

・市内 3 シティホテル（名鉄トヨタホテル、ホテルトヨタキャッスル、ホテルフ
ォレスタ）にて、洋ランや観葉植物などの展示を行い、市内産花きを PRした。 
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④「centrair OISHII premium selection ショップ」での桃の販売 

 あいち豊田農協とセントレアとのマッチング支援を行い、８月～９月にかけて、
日本の優れた生鮮食品として国際線出発エリアの「centrair OISHII premium 
selection ショップ」にて、「とよたの桃」が販売された。 
販売実績：15箱（川中島白桃 6個入り） 

⑤農林マーケットでのとよた地産地食クイズラリー

※後述の「４－１ 各種イベントへの出店支援など」で説明。 

⑥農産物MAP、農産物ガイドの刷新等パンフレット作成 

・農産物MAP、農産物ガイドを一つにまとめ、市のブランド推奨作物を PRするため
のリーフレットを作成した。（別添資料参照）

（４）ブランド力向上の支援
クラウドファンディングを利用したブランド力向上事業
【とよた“ 食と農” クラウドファンディング支援事業 勉強会/説明会】 
・平成 30年 10月 17 日/12 月 14日（場所：豊田市福祉センター） 
・総合農業情報サイト『マイナビ農業』から講師を招き、クラウドファンディン
グの概要・活用方法についてセミナーを行った。また、支援事業の内容等につ
いて説明会を行った。
【支援事業の公募】…平成 31年 1月 4日～2月 15日⇒応募件数：６件
【企画選定審査会】…平成 31年 3月 1日 
協議会副会長、幹事会長、事務局で実施。⇒押井営農組合のプログラムを対
象事業に認定することに決定。 

    ※一般社団法人 押井営農組合『源流米ミネアサヒCSAプロジェクト』 
長期フェアトレード契約で中山間地で栽培された安心安全で美味しいお米を
安定供給するための設備・仕組みを整える。 

2 地産地食の推進                   
（１）地産地食応援店登録店制度

①応援店の登録 
年度 小売店 飲食店 計
２９ ７８店舗 ６６店舗 １４４店舗
３０ ８０店舗 ７５店舗 １５５店舗

 平成 31年 3月 31 日現在 

②応援店への支援 
ア 広報活動  
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ホームページ、フェイスブックでの広報のほか、市との連携イベント（WE 
LOVE とよたフェア）の開催、広報とよたでの記事掲載等を行った。

イ 資材支援 
地産地食の PRのぼり・ポップを提供 

（２）とよたエコポイントの交換 
○とよた地産地食の贈り物 
〈実績〉１５３件（前年度比：＋２０件） 

月 商 品 件数（Ｈ30） 件数（Ｈ29）
４月 原木乾燥しいたけ・椎茸せんべいセット １ ２
５月 いちごシャーベット（8個セット） ４ ―
６月 新茶 ８ ―
７月 桃（白鳳） ５０ ４２
８月 ブルーベリー １１ １６
９月 黄桃（ゴールデンピーチ） ３４ ３２
１０月 新米（ミネアサヒ） ２９ ２０
１１月 柿（富有 6.5kg） ７ ５
１２月 梨（愛宕梨） ８ ９
２月 生しいたけ １ ６
３月 なのはな油２本セット ０ １

○ とよたのおみや【新規】 
〈実績〉１２件（８～１１月） 

（３）とよたの米の地産地食推進 
ＪＡ産直プラザ・グリーンセンター、メグリア各店で、昨年度に引き続き豊田の
米を販売 
 ・９月１日から新米の販売開始。 
・メグリア本店でとよた PR大使、こめったくんが PRする新米の試食販売を実 
施（9月１日） 

   ・豊田スタジアムにおけるラグビーファンフェスタにおいて、
ラグビー選手と共に来場者に対し新米の PRとして、試食の

商 品 事業者 件数
手摘み抹茶の焼き菓子と深蒸し茶 高香園 ２
猿投の桃ゼリー（７・８月のみ） 菓子処 松華堂 ６
ブルーベリーフィナンシェ 
ブルーベリージャム 株式会社 杉田組 １ 

１
TOYOCA（トヨカ） キングパン協業組合 ２
くるまる２箱セット 井桁堂株式会社 ０
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配布、及びブースの参加者に対し、おにぎりを配布。 

３ 輸出支援事業の取組                  

（１）桃・梨の輸出支援事業
≪ 主 体≫  ＪＡあいち豊田 
≪ 内 容≫  香港での試食宣伝・販売・ＰＲ（8・9月） 

   ・桃（ゴールデンピーチ） ４，７５０kg 
・梨（あきづき）       ２７５kg 
・梨（幸水）         ４２５kg 

（２）茶の輸出支援事業
≪ 主 体≫  豊田市茶業組合
≪ 内 容≫  加工用抹茶のアメリカへの輸出について輸出方法等の相談支援 
      中小企業機構や６次化プランナーを招いた勉強会を開催 

（３）各種会議への出席 
 ①あいちの農林水産輸出促進会議（プロジェクト会議）出席
（平成３０年６月２８日）
「インバウンドを含めた県産農林水産物等の外国人需要に対する対応とその連携」
②あいちの農林水産輸出促進会議出席（平成３１年２月１９日） 

（４）チャッツワースカントリーフェアへの協力

≪ 内 容≫  平成 30年 8月 31日～9月 2日 
姉妹都市ダービーシャーにあるチャッツワースハウスで開催された 
大規模なイベントにおいて、姉妹都市 20周年記念事業の一環で豊田
市が行ったＰＲ事業に協力。欧州の嗜好についてのマーケティングを
兼ね、豊田産農産物を使用した桃寒天やミネアサヒ使用のかりんとう
の試食、試飲用の日本茶などを提供し、豊田市の農産物の魅力を来場
者に発信した。 

（５）ＧＡＰ研修会の開催 
≪ 日 時≫  平成３１年３月１４日 
≪ 場 所≫  豊田スカイホール 
≪ 内 容≫  ＧＡＰ（農業生産工程管理）の基礎知識等の習得を目的とした農業

者向けの研修会を開催した。
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４ 関係団体との連携 
４－１ 各種イベントへの出店支援など         

（１）産業フェスタ（農林マーケット）
≪ 日 時≫  平成 30年 9月 22日（土）～23日（日） 
≪ 場 所≫  豊田スタジアム
≪ 内 容≫  農林畜産物直売会（３２団体）及び、品評会（かぶせ茶・てん茶の部）
出品物展示ＰＲ 

イベント名 来客数（人） 昨年度実績（人）
産業フェスタ １２２，０００ １１８，０００
農林マーケット １７，３４４ １６，９４６

イベント名 売上額（千円） 昨年度実績（千円）
産業フェスタ ２７，２７８ ２５，１８８
農林マーケット ４，７２９ ５，５０３

<事務局イベント> 
平成 30年 9月 22日（土） 
 とよた地産地食クイズラリー 
農林マーケット内にクイズポイントを設置し、クイズの全問正解者に対し、抽選
会の実施（参加者２７０人） 

 平成 30年 9月 23 日（日） 
 とよた地産地食クイズラリー 
農林マーケット内にクイズポイントを設置し、クイズの全問正解者に対し、抽選
会の実施（参加者３７５人） 

 抽選会景品（両日） 
【特賞】 シクラメン 
 【産地賞】市内農産物、又は農産物の加工品（手摘み抹茶のフィナンシェ、梨、

新米のミネアサヒ等） 
【参加賞】各種グッズ 
 【特別賞】てん茶 ※23日（日）のみの景品
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≪農林マーケット出展内容≫ 
出店
番号 団    体    名 品     目 

1 愛知県豊田加茂農林水産事務所 林務課 愛知県産木材と林業のＰＲ

2 豊田市林業振興会議 豊田市産材を使った木工工作、林業
作業士になりきって写真撮影

3 豊田市茶業組合 日本茶・紅茶
4 （有）おど観光やな 鮎の塩焼
5 豊田農ライフの会 米、野菜、果物
6 滝川ふれあい工房 薬草入五平餅
7 いなぶ大野瀬農産物加工場 五平餅、漬物、米菓子（からすみ）
8 ＪＡあいち豊田生き活き部会 野菜、果物、生花
9 JA あいち豊田梨部会 梨
10 御立産直 野菜 

11 愛知県農村輝きﾈｯﾄ・豊田加茂 果物、野菜、農産加工物、手芸品 

12 JA あいち豊田 百姓部会 野菜、やきいも 

13 シルバー人材センター 山室花はうす 花苗 

14 豊田地域きのこ会 きのこ（しいたけ、ひらたけ、まい
たけ他）、乾燥しいたけ

15 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

16 豊田みよし４Hクラブ 農林水産物等
17 松平観光協会 饅頭、ゼリー、かき氷など 

18 ㈱三州足助公社 百年草事業部 ZiZi 工房のフランクフルト 
バーバラはうすのパン

19 JA あいち豊田 営農部 米、ソフトクリーム、農産物 

20 石野竹工芸グループ 竹かご、風車、竹とんぼ、空気鉄砲、
花かご等

21 どんぐりの里いなぶ たこ焼き、新米 

22 ㈱香恋の里 手づくり工房 山遊里 ソーセージ、フランクフルト 

23 ブルーベリーのこみち ブルーベリー商品（ジャム、焼き菓
子等）、クレープ

24 餅神商店 もものみせ もち、米 
25 みのわ食堂 炭火焼（鮎、うずら）
26 愛知豊田加茂養蜂組合 蜂蜜 
27 豊田森林組合 木製ベンチ他、乾燥しいたけ 
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28 猪鹿工房 山恵 猪、鹿フランク
29 足助 ぬたざわ屋 五平餅、切餅、手芸品、惣菜品
30 高橋アスパの会 野菜、肥料
31 東海農政局・愛知県 食品表示の変更に関するＰＲ

（２）豊田マラソンでのPR
≪ 日 時≫  平成 30年 11月 18日

  ≪主 体≫  JA あいち豊田 
  ≪ 内 容≫  豊田産新米（赤とんぼ米）を使用したおにぎり及びとよた茶の販売
  ≪ 場 所≫  豊田スタジアム 

（３）愛知の農林水産フェア
≪ 日 時≫  平成 30年 11月 23～24日

  ≪主 体≫  愛知県農林水産部
  ≪ 内 容≫  いいともあいち（地産地消）加入事業者に対して消費者への PRの機

会の提供 
  ≪ 場 所≫  金山総合駅

４－２ 農商工連携等推進事業 

（１）飲食店による生産地見学会の実施

【とよた生産地見学会２０１８】 
・夏（平成 30年 8月 23日～27日）市内農地・事業所 計８か所で開催 
・冬（平成 31年 2月 12日・19日）市内農地・事業所 計３か所で開催 

新規就農者、認定農業者、農業参入企業、集落営農団体等、農家へ意向調査を行
い、希望のあった農家と開催日時を決定。地産地食応援店・飲食業組合・商工会議
所へ案内し、見学希望のあった農地について見学会を開催した。 

 


