


 
 

 

 「発信力・営業力の強化に向けた課題」 

を解決するために 
 
「もうかる農林水産業」、さらには「もうかる三重」に向け、本県の

強みである「食」の魅力等の情報発信の強化に取り組むとともに、国
内外に誇れる県産品等を積極的に売り込むための環境整備等を進める
ことにより、本県のブランド力を向上させます。 

 
（１）県産品等の営業活動の積極的な展開 
 
【主な事業】 
 

① （新）三重県営業本部情報発信事業（雇用経済部） 
【基本事業名：34102 効果的な情報発信戦略の推進】 
（第７款 商工費 第１項 商工業費 １商工業総務費） 

   当初予算額：（23）   － 千円  →  （24） ４，０００千円 
   事業概要：三重の産業の持つ「強み」や「魅力」、「価値」が、三重 

県営業本部の活動を通じて国内外から共感を呼び、三重の認知 
度向上等につながるよう、効果的な情報発信とさまざまな主体 
との連携によるＰＲ活動に取り組みます。（三重の魅力を発信・ 
ＰＲする応援団（仮称）の結成等） 

 
② （新）首都圏営業拠点推進事業（雇用経済部） 

【基本事業名：34101 営業機能の強化】 
（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７商工業振興費） 

   当初予算額：（23）   － 千円  →  （24） １，８９１千円 
事業概要：首都圏において、三重県の観光や物産等の魅力を発信し、

これを効果的に営業活動につなげていけるよう、営業拠点を設

置することとし、その開設に向け準備を進めます。 
（連絡調整会議の開催等） 

 
③ （一部新）三重県産品営業拡大支援事業（農林水産部） 

【基本事業名：31101 新たなビジネス創出に向けた基盤づくり】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２農林水産振興費） 

   当初予算額：（23）５４，１７９千円  → （24）３４，８２８千円 
   事業概要：三重県を応援する事業者等との連携により、三重県産品

の情報を面的に捉えて発信していくとともに、県内事業者の販
路拡大をめざす取組を支援します。また、海外市場のニーズ調
査により、県産品の輸出戦略を構築していきます。（バイヤー
等の招へい、大規模店舗等と連携した情報発信等） 

 
④ （新）エコブランド「あかね材」等販売促進事業（農林水産部） 

【基本事業名：31301 県産材の利用の促進】 
（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２林業振興指導費） 

    当初予算額：（23）   － 千円  →  （24）  ９，９７２千円 
事業概要：「あかね材」利用を進める工務店などの「パートナー企 

業」を創出し、モデルとなる住宅や商業施設等を用いたＰＲへ 
の支援により利用拡大を図ります。（モデルハウスを用いたＰ 
Ｒ活動支援２０件） 

 

 

         「商品開発力の強化に向けた課題」 

を解決するために 
 

「三重の食」の魅力を最大限に生かした商品の開発やブラッシュア
ップを促進する環境整備等に取り組むことにより、三重の農・林・水
のものづくりを支えます。 

 
 

 
実践取組２ 

プロジェクトの構成（実践取組と主な事業） 

 
実践取組１ 
 



（１）食の魅力を生かした新商品を生み出す仕組みづくり 
 
【主な事業】 

 
① （新）みえフードイノベーション運営事業（農林水産部） 

【基本事業名：31101 新たなビジネス創出に向けた基盤づくり】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４農業振興費） 

   当初予算額：（23）  － 千円  →  （24）１２，０００千円 
   事業概要：農林水産資源を活用して、生産者や食品産業事業者、大

学など産学官のさまざまな主体の知恵や技術を結集し融合す
ることにより、地域がかかえる課題を解決し、新たな商品や
サービスを革新的に生み出す仕組みづくりを推進します。（ネ
ットワークの運営、研修会の開催等プロジェクトの創出支援
等） 

 
②   食発・地域イノベーション創出支援事業（雇用経済部） 

【基本事業名：32401 研究開発の推進】 
（第７款 商工費 第１項 商工業費 ８科学技術振興費） 

   当初予算額：（23） ８，０００千円 → （24） ９，９２０千円 
   事業概要：「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点」に整備

された試験・研究機器を活用し、食品・薬事関連企業への技術
支援、実証共同研究等を実施することで、食品・薬事関連分野
における地域イノベーションの創出を支援します。（大学、食
品関連企業等との産学官連携による共同研究等） 

 
（２）強い魅力を持った農林水産資源の開発・普及 
 
【主な事業】 

 
① （一部新）産学官連携「みえのリーディング農産商品等」開発 

事業（農林水産部） 
【基本事業名：31102 農畜産技術の研究開発と移転】 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 14 農業試験研究費） 
（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 ３畜産業試験研究費） 

   当初予算額：（23） ７，１２６千円  →  (24)１２，３３９千円 
事業概要：産学官のさまざまな主体の知識や技術等を結集し、消費

者のニーズに対応した農産商品や農的サービスの開発を行う
とともに、農業者等への開発技術等の移転・普及を図ります｡ 

（植物工場を活用した新しい野菜生産システムの開発等７課題） 
 

② （一部新）産学官連携「みえのリーディング水産商品等」開発事業 
                    （農林水産部） 

【基本事業名：31402 高い付加価値を生み出す水産業の確立】 
（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １水産業振興費） 

   当初予算額：（23）２２，７６０千円  →  (24) ２５，１１２千円 
事業概要：マグロ、マダイ、ノリ、アサリといった三重県を代表す

る水産物について、産学官のさまざまな主体の知識や技術等を
結集し、みえフードイノベーションを通じた新たな商品の創出
を促進します。（協議会 ３回開催予定、補助金の交付） 

 
③ （新）三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業 

（モデル構築支援水産基盤整備）（農林水産部） 
【基本事業名：31403 自然と共生する生産性の高い水産業・漁村の

構築】 
（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １水産業振興費） 

   当初予算額：（23）   － 千円  → （24）３２５，０００千円 
事業概要：水環境の悪化が著しく、早急に改善する必要がある内湾

の漁場のうち、地域住民ならびに生産者自身の取組だけでは改
善が困難な地区について、重点的に漁場の再生を実施すること
により、水産物のブランド化や新商品開発等の誘発・加速を図
ります。 

 
 
 



（３）農林水産資源の高付加価値化人材の育成 
 
【主な事業】 
 

① （一部新）戦略的ブランド化推進事業（農林水産部） 
【基本事業名：31101 新たなビジネス創出に向けた基盤づくり】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２農林水産振興費） 

  当初予算額：（23）５０，１５１千円  →  (24)  ９，４８４千円 
  事業概要：三重県の顔となる新たな三重ブランドを創出するため、 

戦略的に品目を選定し、その品目のブランド化を推進します。
（戦略会議の開催等） 

 
② （新）フードコミュニケーションプロジェクト推進事業 

（農林水産部） 
【基本事業名：31101 新たなビジネス創出に向けた基盤づくり】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２農林水産振興費） 

   当初予算額：（23）   － 千円  →  (24) １５，５０５千円 
   事業概要：三重ブランド認定事業者や意欲的な事業者等が相互に交

流する事業者ネットワークの構築や優れた県産品を対象とす
る三重セレクション制度の創設を通して、事業者の企業力･商
品力･営業力の向上を促します。（事業者ネットワークを活用し
た交流会の開催、三重セレクション制度の創設･運営等） 

 
③  （新）三重のリーディング産品を支える人材育成事業 

（農林水産部） 
【基本事業名：31204 多様な農業経営体の確保・育成】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５農林漁業担い手対策

費） 
   当初予算額：（23）   － 千円  →   (24)  ２，６６８千円 
   事業概要：付加価値の高い農産物等生産を実践できる農業者を育成

するため、農業大学校において講義と演習を組み合わせたマー
ケティングスキル向上のためのリカレント型講座制研修を実
施します。（経営戦略作成講座、情報発信力強化講座の開催等） 

 

「創造力の強化に向けた課題」 
を解決するために 

 
地域の特性を生かした農林水産業の新たなビジネス展開に挑戦して

いく意欲の醸成や自主的・自発的な取組が生まれる環境づくりに取り
組むことにより、「もうかる農林水産業」の実現に向けて県内各地域に
おける創造力の獲得と発揮を支援します。 

 
（１）地域の自主的・自発的な実践活動の促進 
 
【主な事業】 
 

① 地域活性化プラン推進事業（農林水産部） 
【基本事業名：31204 多様な農業経営体の確保・育成】 
（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４農業振興費） 
当初予算額：（23）２５，９９１千円→（24）１６，３７４千円 

    事業概要：地域の農業者をはじめさまざまな関係者の創意工夫のも
と、農地、景観、文化、人材などの地域資源を有効活用するこ
とにより、地域の取組の発展や農産物の高付加価値化等の新た
な価値の創出につながる取組を実践する集落や産地等の育成を
図ります。（地域活性化プラン策定・実践支援 ５０箇所） 

                           
②  水産業・漁村振興計画策定事業（農林水産部） 

【基本事業名：31401 水産業・漁村のマネジメント体制の確立】 
（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １水産業振興費） 

   当初予算額：（23） ４，０００千円  → （24） ３，０００千円 
事業概要：地域における水産業のあり方や漁村の活性化等について、

その方針を定める「地域水産業・漁村振興計画」の策定・実現
を支援します。（リーダー育成研修 ３回開催、ハンズオン支
援 １０地区実施予定等） 

 
実践取組３ 



 
 

③  （一部新）すごいやんか三重のいなかビジネス展開事業 
（農林水産部） 

【基本事業名：25403 人や産業が元気な農山漁村づくり】 
（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７中山間振興費） 

   当初予算額：（23）７，５００千円  →  （24）７，４０９千円 
事業概要：農山漁村地域での雇用の場や所得機会の確保、生きがい

づくりなどを進めるため、地域の豊かな資源を活用した「いな
かビジネス」の取組拡大を促進するとともに、地域の自立・発
展が可能となるようなモデルビジネスの取組を支援します。
（コーディネーター養成講座開催６回、アドバイザー派遣等） 

 


