


来年度に県内で行われる神宮式年遷宮や日台観光サミットの機会等を最大限生かして、国内外

で県産品の情報発信やブラッシュアップ、販路開拓等をさらに強化します。

特に、「首都圏営業拠点」が三重ならではの魅力を総合的に伝えることができるような施設運営

に取り組むこととし、拠点を活用し市町や関係団体、三重ゆかりの企業や店舗等と連携する中で、

営業活動のネットワークづくり、商談会による販路拡大や新製品開発機会の増加等に取り組みま

す。さらに、観光誘客やコアなファンの囲い込みにつながる講座等の開催による情報発信、県産

品等のブラッシュアップ機会の拡大に取り組むなど、首都圏全体で面的な取組を展開し、三重の

認知度向上や誘客等につなげていきます。

また、「みえフードイノベーション」のさらなるプロジェクト創出を促進し、産学官の連携を強

化するなかで、県外からの来訪者を意識した売れる商品づくりを進めます。あわせて、地域の特

徴を生かした戦略的なブランド化に向けた支援、マーケティングが実践できる人材の育成、農業・

畜産・林業・水産研究所における商品化等に向けた研究成果の活用に取り組むなど、新たな三重

の「食」を開拓し、県内農林水産業を牽引する売れる新商品の開発力の強化に取り組みます。

さらに、策定された地域活性化プランや地域水産業・漁村振興計画等の実践支援に取り組むこ

とにより取組地域の拡大を図り、地域の自主的な取組を促進します。

これらの取組により、生産者や事業者による産学官連携を通じた売れる商品等の開発・販路開

拓が自立的に取り組まれていく環境を整備し、三重県の強みである「食」の魅力等を生かしたも

うかる農林水産業の実現につなげていきます。

＜実践取組１＞「発信力・営業力の強化に向けた課題」を解決するために

●首都圏営業拠点推進事業

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費）

当初予算額：(24) １，８９１千円 → (25) ２４１，１７５千円

事業概要：平成 25年の神宮式年遷宮、平成 26 年の熊野古道世界遺産登録 10周年を迎える絶好

の機会に、情報発信の中心である首都圏において、営業活動を総合的に進めるため、

平成 25 年夏に「首都圏営業拠点」を整備します。首都圏営業拠点では、「食べる」、

「買う」、「体験する」といった複合的な機能を発揮できるよう、効果的な施設運営

及び情報発信を推進するとともに、首都圏での販路拡大や観光誘客につなげるため、

法人営業やネットワークの拡充を図ります。

●（新）首都圏営業拠点開設に向けた情報発信事業

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費）

当初予算額：(24) － 千円 → (25) ８，８０５千円

事業概要：首都圏営業拠点の開設に向け、三重のゆかりの店舗や企業などと連携し、街全体を

巻き込んだプレイベントや関連イベントを実施するなど、首都圏での情報発信を行

います。

平成 25年度の取組方向
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●（新）戦略的営業活動展開推進事業

（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：(24) － 千円 → (25) ２９，８４３ 千円

事業概要：首都圏全体の面的な情報発信に向け、県内市町や関係団体、事業者等との連携を図

りながら、「首都圏営業拠点」を最大限活用していくとともに、営業拠点を核に、日

本橋ゆかりの企業等との連携、さらには、三重の情報発信や営業活動に協力をいた

だく「応援店舗」や「応援企業」と連携し、集客力のあるショッピングモール等の

商業施設や情報発信力の高いエリアで「三重フェア」等を開催するなど、首都圏全

体の面的な取組へと広げていきます。こうした取組を活かし、首都圏全体で戦略的

な営業活動を展開します。

●（一部新）関西圏営業基盤構築事業（一部）

（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：(24) ３，４６７千円 → (25) ４，０３１千円

事業概要：関西圏の営業機能を強化するため、県人会を核としたネットワークづくりや、小売・

流通業者との関係構築などに取り組みます。また、「食」や「観光」など三重の魅力

を消費者等にわかりやすく伝えるため、集客施設やショッピングモール等で「三重

フェア」等を開催するほか、地域のイベントや展示会への参画、マスコミキャラバ

ン等、さまざまな仕掛けを行います。さらには、関西圏の経済界との関係をより強

固なものにするなど、効果的な情報発信、営業活動を展開します。

●（一部新）三重県産品営業拡大支援事業

（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：(24) ３４，８２８千円 → (25) ４５，３０４千円

事業概要：大都市圏等のバイヤー等の県内招へい、展示商談会の出展やアドバイザー派遣等に

より、県内事業者の商談や意見交換の場づくりを行います。また、台湾及びタイにお

いて三重県物産展を開催し、海外への輸出拡大を進めます。さらに、神宮式年遷宮に

あわせ、全国の有名百貨店と協力して物産展を開催し、全国からの誘客と県産品の販

路拡大に取り組みます。（国内、海外における販路拡大）

●エコブランド「あかね材」販売促進事業

（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：(24) ９，９７２千円 → (25) ８，６５３千円

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、住宅や商業

施設等への利用拡大と認知度向上を図ります。（モデルハウスを用いたＰＲ活動支

援 18件）

農林水産部



＜実践取組２＞「商品開発力の強化に向けた課題」を解決するために

●みえフードイノベーション運営事業

（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：(24) １２，０００千円 → (25) ３２，１４８千円

事業概要：県内の農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等の様々

な業種や、大学、研究機関、市町、県などの産学官の多様な主体の知恵や技術を結

集し、融合することで、新たな商品やサービスを革新的に生み出す仕組みを県内全

域で形成できる取組として、「みえフードイノベーション」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）

●産学官連携「みえのリーディング農産商品等」開発事業

（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：(24) １２，３３９千円 → (25) ３１，０２０千円

事業概要：産学官の様々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、農業者等に開発技術等の移転・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）

●産学官連携「みえのリーディング水産商品等」開発事業

（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：(24) ２５，１１２千円 → (25) １６，８０３千円

事業概要：三重県を代表する水産物（マダイ、ノリ、アサリ、マグロ）について、「みえフード

イノベーション・ネットワーク」と連携することで、産学官のさまざまな主体の知

識や技術等を結集し、新たな商品開発、生産体制の強化、販路の確立等を進めます。

（協議会の開催、補助金の交付）

●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）

（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：(24) ３２５，０００千円 → (25) ２１，０００千円

（３２５，０００千円 → ３０８，０００千円 ※２月補正含みベース）

事業概要：英虞湾の堆積汚泥を浚渫により除去し海域環境を改善することにより、青ノリ、真

珠等の品質向上を図ります。

●戦略的ブランド化推進事業

（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：(24) ９，４８４千円 → (25) ９，９９４千円

事業概要：トップランナーとして特に優れた事業者の取組とその産品を三重ブランドとして評

価、認定することにより、他の県内事業者に対し取り組むべき方向を示しブランド

力の向上を促すとともに、認定事業者の優れた取組を通して三重県のイメージアッ

プと三重県としてのブランド力向上を進めます。（認定募集、認定希望事業者育成支

援等）

農林水産部



●フードコミュニケーションプロジェクト推進事業

（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：(24) １５，５０５千円 → (25) ７，９７８千円

事業概要：県内の特徴ある優れた産品を選定する「みえセレクション制度」を実施し、営業活

動を通じた販路拡大を支援します。また、首都圏等大都市圏への販路拡大をめざす

事業者を対象に、商品の差別化、事業活動の信頼性や営業力の向上を促す内容の研

修を行い、マーケティングを実践できる人材の育成を行います。（商品力・営業力向

上研修の開催、みえセレクション制度の運営等）

●三重のリーディング産品を支える人材育成事業

（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：(24) ２，６６８千円 → (25) ２，３６１千円

事業概要：もうかる農業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座と演習

を組み合わせた講座制の研修を実施し、農業者のマーケティングスキルの向上を図

ります。（経営戦略策定講座、情報発進力強化講座の開催等）

●食発・地域イノベーション創出支援事業

（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：(24) ９，９２０千円 → (25) ３，５７０千円

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等を実施することで、食品・薬事関連分野に

おける新たな商品開発などを支援します。

＜実践取組３＞「創造力の強化に向けた課題」を解決するために

●地域活性化プラン推進事業

（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：(24) １６，３７４千円 → (25) １４，６２５千円

事業概要：地域の農業者をはじめ様々な関係者の創意工夫のもと、農地、景観、文化、人材な

ど地域資源を有効活用する取組のスタートアップを促し、その実践を支援すること

で、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創出につながる取組

を進める集落や産地等の育成を行います。（地域活性化プランの策定・実践支援(継

続支援 105 プラン、策定支援 50 箇所)）

●水産業・漁村振興計画推進事業

（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：(24) ３，０００千円 → (25) １８，０７０千円

事業概要：地域自らが取り組む「地域水産業・漁村振興計画」について、平成 24 年度までに策

定した地区での計画の実践を支援するとともに、新たな地区での計画の策定を支援

します。（地域水産業・漁村振興計画の策定・実践支援（実践支援 13 地区、策定支

援 10地区予定））

農林水産部
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●すごいやんか三重のいなかビジネス展開事業

（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：(24) ７，４０９千円 → (25) ５，７２１千円

事業概要：農山漁村地域の雇用の場や所得機会の確保、農林漁業者の生きがいづくりなどにつ

なげるため、地域の豊かな資源を活用したモデルビジネスの取組を支援することに

より、地域の自立・発展が可能となるような「いなかビジネス」の取組の拡大を図

ります。(コーディネーター養成講座開催、アドバイザー派遣等)


