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1 施策の概要

行動計画における 61の＜施策＞について、記載しています。記載にあたっては、＜政策展開

の基本方向＞（三つの柱）ごとに節を分けた上で、 15の＜政策＞順にまとめています。

第1節「守るj ～命と暮らしの安全・安心を実感で、きるために～

第2節「創るj ～人と地域の夢や希望を実感できるために～
ひら

第3節「拓くj ～強みを生かした経済の躍動を実感で、きるために～

＠政策体系一覧

※注、：：：：n::mは農林水産部主担当

政策 施策

防災・減災 111 災害から地域を守る人づくり

112 防災・滅災対策を進める体制づくり

113 治山・治水網海岸保全の推進

2 命を守る 地域医療提供体制の確保

122 介護の基盤整備と人材の育成 E 確保

123 がん対策の推進

124 こころと身体の健康対策の推進

3 共生の福祉社会 障がい者の自立と共生

132 支え合いの福祉社会づくり

4 暮らしの安全を守る 犯罪に強いまちづくり

142 交通事故ゼ口、飲酒運転0 （ゼ口）をめざす安全なまちづくり

143 消費生活の安全の確保

144 薬物乱用防止と動物愛護の推進等

145 食の安全・安心の確保

146 感染症の予防と拡大防止対策の推進

5 環境を守る

154 大気園水環境の保全



政策 施策

人権の尊重と多様性を 211 人権が尊重される社会づくり

認め合う社会 212 地域の活力を高める女tt;・舌躍の推進

213 多文化共生社会づくり

2 学びの充実 221 夢や希望をかなえる学力と社会参画力の育成

222 人・自然の中で伸びゆく豊かな心の育成

223 健やかに生きていくための身体の育成

224 自立と社会参画をめざした特別支援教育の推進

225 笑顔ある寸もる安全で安心な教育環境づくり

226 地域に聞かれ信頼される学校づくり

227 地域と若者の未来を拓く高等教青機関の充実

228 文化と生涯学習の振興

3 希望がかなう少子化対 231 少子化対策を進めるための環境づくり

策の推進

4 スポーツの推進

5 地域の活力の向上

政策

1 農林水産業

2 強じんで多様な産業

3 世界に聞かれた三重

4 雇用の確保と多様な働

き方

5 安心と活力を生み出す

基盤

232 結婚・妊娠・出産の支援

233 子育て支援と家庭・幼児教育の充実

234 児童虐待の防止と社会的養護の推進

競技スポーツの推進

242 地域スポーツと障がい者スポーツの推進

南部地域の活性化

252 東紀州地域の活性化

253 中山間地域・農山漁村の振興

254 移住の促進

255 協倉！のネットワークづくり

256 市町との連携による地域活性化

施策

中小企業・小規模企業の振興

322 ものづくり・成長産業の振興

323 f食Jの産業振興

324 地域エネルギー力の向上

325 戦略的な企業誘致の推進と県内再投資の促進

国際展開の推進

332 観光の産業化と海外誘客の促進

333 三重の戦略的な営業活動

341 次代を担う若者の就労支援

342 多様な働き方の推進

351 道路網・港湾整備の推進

352 公共交通の確保と活用

353 安全でfお藍な住まいまちづくり

354 水資源の確保と土地の計画的な利用



政策体系の見直し案一覧表

【みえ県民力ピジョン・第一次行動計画】 ’・－--- -- 曹司 ’ ・- ・F ’a

灘政策媛隷議議議脅さ華｜施謡策1毒殺翼運~1＇.雪崩義·~·喪嬢議警高髭め誌義援：：！：綾織主担当部
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1 危命会災自と機害暮管等らのし理危を制守度かる祉ら
111肪災・減災対策の推進 防対
112治山・治水・海岸保全の推進 県土

113食の安全・安心の確保 健福

1防災・減災 111 災害から地域を守る人づくり 防対
112 訪災・減災対策を進める体制づくり 防対
113 治山・治水・海岸保全の推進 黒土

114感染症の予防と体制の整備 健福 2命を守る 121 地域医療提供体制の確保 健福医療

2 ～心命健でを康き守なる暮医る療ら体し制と安～ 
121医師確保と医療体制の整備 健福医療

122がん対策の推進 健福医療
123こころと身体の健康対策の推進 健福医療

122 介護の基盤整備と人材の育成・確保 健福
123 がん対策の推進 健福医療
124 こころと身体の健康対策の推進 健福医療

3 暮目会L撃て～ら暮もがらし安tきを全る地守で掲安齢る心士
131犯罪に強いまちづくり 警察

132交通安全のまちづくり 環境

133消費生活の安全の確保 環境

3共生の福祉社会 131 障がい者の自立と共生 健福
132 支え合いの福祉社会づくり 鍵福

4暮らしの安全 141 犯罪に強いまちづくり 警察

134薬物乱用防止等と医薬品の安全確保 環境 を守る
142 交安通全事な故まぜちづ口、く飲り酒運転O（ゼロ） をめざす 環境

: 同袋環続司罵共L主、地境社自二境可生第然へ会受の能の～田えをを文中合負福守な句荷でう託社祉錐にがる少金もし社持会がな】

141介護基盤整備などの品齢者福祉の充実 健福

142障がい者の自立と共生 健福

143支え合いの福祉社会づくり 健福

151地球温暖化対策の推進 環境

152廃棄物総合対策の推進 環境

153自然環境の保全と活用 農林
154大気・水環境の保全 環境

143 消費生活の安全の確保 ヘ 〉
環境

144 薬物乱用肪止と動物愛護の推進等 健福

145 食の安全・安心の確保 健福

146 感染症の予防と拡大防止対策の推進 鍵福
147 獣害対策の推進 量産総:,:,:: 

5環境を守る 151 地球温躍化対策の推進 環境
152 廃棄物総合対策の推進 環境廃対

5政策 18施策 153 豊かな自然環境の保全と活用 重量殺

選定手樹、るまi護権~と雛識調達義務理奇襲を襲惑だき率先喜怒松市芸会式譲滋%？£＆11z明山＂＇日一＜%1同抗、翠－〈ミペiケ＂＂＇主v主一川主ヤ主、ft主，，；

15譲措墳の保全 環境
5政策 20 

: 教人合～町多さkオ一a様~権育う人人カ社護性ひひを回由育ともと草会充在がむり切参教重認が実の尊百個育めと重で性一日

211人権が尊重される社会づくり 環境

212男女共同参画の社会づくり 環境

213多文化共生社会づくり 環境

214 NP Oの参画による「協創j の社会づくり 環境

221学力の向上 教育

222地域に開かれた学校づくり 教育

223特別支援教育の充実 教育

224学校における防災教育・防災対策の推進 教育

1 人合多権様う性社の尊会を認重めと
211 人権が尊重される社会づくり 環袋

212 地域の活力を高める女性活躍の推進 環境

213 多文化共生社会づくり 環境

2学びの充実 221 夢や希望をかなえる学力と社会参画力の育成 教育

222 人・自然の中で伸びゆく豊かな心の育成 教育
223 健やかに生きていくための身体の背成 教育
224 自立と社会参聞をめざした特別支害環援境教づ育の推進 教育
225 笑顔あふれる安全で安心な教育 くり 教育

3 子～己と子と子どどがも育でもがきのて霊る育ち

231子どもの育ちを支える家底・地域づくり 健福子ども

232子育て支援策の推進一 健福子ども
か社に会育～つ 233児童虐待の防止と社会的養護の推進 健福子ども

226 地域に開かれ信頼される学校づくり 教育

227 地域と若者の未来を拓く高等教育機関の充実 戦全

228 文化と生涯学習の援興 環境

4 ～ス夢ポとー感動ツをの育推む社進 241学校スポーツと地域スポーツの推進 地連A＊.ーヲ

242競技スポーツの推進 地連対．ーヲ

5 地～じ誰、域活も力がと魅のの力あ連るを感地携域
251南部地域の活性化 地連南部
252東紀州地域の活性化 地連南部
253 「美し国お」し・ニ重Jの新たな推進 地連

3希望がか策なう 231 少子化対策を進めるための環境づくり 健福子ども

少推進子化対 の 232 結婚・妊娠・出産の支援 健福子ども

233 子育て支援と家臆・幼児教育の充実 健循子ども
234 児童虐待の肪止と社会的養護の推進 健福子ども

4スポーツの推進 241 競技スポーツの推進 地連対.-'} 

254農山漁村の握興 242 地域スポーツと障がい者スポーツの推進 地違スホ．ーヴ

255市町との連携による地域活性化 地遠 5地域の活力の 251 南部地域の活性化 地連南部

6 ～豊文地か化域さのをと誇育学むり社びと会心 261 文化の握興
環境

~ 262生涯学習の振興 環境

向上 252 東紀州地域の活性化 地連南部

253 中山間地域・農山漁村の振興 地連

6政策 20施策 254 移住の促進 地連
255 協創のネットワークづくり 環生
256 市町との連携による地域活性化 地連

彊~ii,ji!f擁護総華道強磁を窓ま義援義経溝橋譲言語委譲議議

1繋銃五域 1311農林水産業のイノベーションの促進

＝＝~支える農林水 I 312農業の掻興

迦~総政農毅輩林盛綴水議産援業強議議13蛍~：誼｜｜融農成総林資議と語水新障産業のイノベーシヨンを支える人材育

たな価値の創出
312 農業の振興

313林業の撮興と森林づくり 313 林業の振興と森林づくり
314水産業の振興 314 水産業の援興

2強じんで多様｜ ＝重の強みを生かした事業環境の整備と企 l1321ー
な産業 ｜ 業誘致の推進 I 

2強じんで多様
321 中小企業・小規模企業の振興 雇用

な産業

二塁空5手2皇~；： I 322ものづくり三重の推進 ｜雇用 322 ものづくり・成長産業の振興 雇用
人面転換ー 1323地域の価値と魅力を生かした産業の掻興 ｜雇用 323 「食」の産業振興 雇用

324中小企業の技術力向上支援と科学技術の嬢興i雇用 324 地域エネルギー力の向上 雇用
325新しいエネルギー社会の構築 ｜雇用 325 戦略的な企業誘致の推進と県内再投資の促進 雇用

3雇用の確保 I 331雇用への支援と職業能力開発 ｜雇用
～誰もが働ける社会～1332働き続けることができる環境づくり ｜雇用

3世界に開かれ 331 国際展開の推進 雇用
た三重 332 観光の産業化と海外誘客の促進 雇用観光

4世界に関かれ I341三重県営業本部の展開 ｜雇用 333 二重の戦略的な営業活動 雇用

た三重｝ー 1342観光産業の振興 ｜雇用観光
量龍言言語空と 1343国際戦略の推進 ｜雇用観光

4雇用の働確保きと 341 次代を担う若者の就労支援 雇用
多様な 方 342 多様な働き方の推進 差用

5安心と活力を I351道路網・港湾整備の推進 ｜県土 5安心と活力を 351 道路網・港湾整備の推進 県土
生み出す基盤 1352公共交通網の整備 ｜地連
諸毘？？主主君 1353快適な住まいまちづくり ｜県土

生み出す基盤 352 公共交通の確保と活用 地連
353 安全で快適な住まいまちづくり 県土

蚕福二一 一一 I 354水資源の確保と土地の計画的な利用 ｜地連 354水資源の確保と土地の計画的な利用 地連
5政策 18施策 5政策 18施策
5政策（合計） 56施策（合計） 15政策（合計） 61施策（合計）

趨難場雄選釜実業る援制義人；j閣議；畿1；：；織機綴！l1l1;!!1itll!ii'.!'jii&!i~選議：：；！））き ；；議
戦企 行政運営 1 rみえ県民力ビジョン」の推進 戦企

総務 2行財政改革の推進による県行政の自立運営 総務

総務 3行財政改革の推進による県財政の的確な運営 総務

出納 4適正な会計事務の確保 出納

地連 5広聴広報の充実 戦企

戦企 6情報システムの安定運用 地連
地連 7公共事業推進の支援 県土
県土 7施策

8施策



農山漁村地域に暮らす皆さんとともに、獣害につよい農山漁村づくりによる被害防止や野生鳥獣の
適正な生息数管理など、総合的な獣害対策に取り組むことにより、安心して暮らせる農山漁村づくり
と農山漁村の活力向上を実現します。

l義経緯i：： ； ：！！iii：：：：：：E21iii：：：：：：iiij（路軍Z li~1illl~ii~I!' 11111'11~ iii~i~ill!\li'1IJ l~llll1llil!I~ 1111 
岡野生動物による被害の減少に向け、集落ぐるみによる対策や侵入防止柵の整備などを進める「被害

対策J、野生鳥獣の捕獲力強化や森林整備による生息環境の創出などを進める「生息管理」、適正に
捕獲した野生獣を地域の未利用資源として活用する f獣肉等の利活用」を3本の柱とし、市町や関
係団体等と連携しながら、総合的に取り組んできました。

国こうした取組により、農林水産業被害金額は、着実に減少してきています。

回しかし、県内の全集落代表者に実施しているアンケート調査では、サル、シ力、イノシシによる被
害があると回答する集落数は、減少傾向になく、侵入防止柵整備の効果が行き届かない農地や、中
山間地域等での被害は、依然として深刻な状況にあります。また、獣害は、営農意欲や造林意欲の
減退、耕作放棄地や造林未済地の増加等をもたらし、被害額として数字に現れる以上に、農山漁村
の振興の妨げになっています。

圃このように依然として、獣害は深刻な状況にあることから、農林水産業被害の減少に向けた対策に、
より一層、注力する必要があります。

地域ぐるみで獣害につよい集落づくりに取り組むことにより、地域住民相互のきずなが強くなると
ともに、農林漁業者の生産意欲が向上し、地域コミュニティや農林地の維持・再生につながっていま
す。また、「生息数管理」を行うことを通じて、野生動物との共生が図られ、安心して暮らせる農山
漁村が実現します。さらに、獣肉を地域おこしの素材として活用することを通むて、地域活力の向上
につながっています。

麟議鰭機鱒鱗鞠機構鱗麟鱗鱗鱗鱗鱗麓鱗鱗麟盤麟鰹欝欝欝欝欝懇欝欝
圃獣害につよい集落づくりを進めるため、地域リーダーの育成や捕獲者の確保などの人材育成と、

集落の組織体の構築などを進める「体制づくり」に取り組みます。

臨獣害につよい集落活動づくりにより被害を減少させるため、「被害防止Jとして、集落ぐるみによ
る野生鳥獣の追い払いや進入防止柵の整備、集落による捕獲体制の整備・強化等に取り組みますD

盟野生動物との適正な共生をめざし、「生息数管理」として、野生獣の生息数推定やサル群れの状況
のモニタリングを基礎とした個体数調整に取り組みます。

瞳獣肉等利活用に取り組む環境づくりを進めるため、県が定めた野生獣肉の解体処理手順である
「『みえジビエ』品質・衛生管理マニュアルJの普及とマニュアルを遵守した解体処理施設の整備

を促進しますD

瞳獣害につよい三重づくりをめざし、総合的に f体制づくり」、「被害防止J、「生息数管理J、「獣肉
の利活用Jに取り組み、農林水産業の被害額を減少させます。

（本冊P82)
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農山漁村の振興を図るうえで、支障となっている獣害が減少し、安心して暮らせる農山漁村づくりが
進むとともに、持続的な農林水産業の展開につながっています。

14701 獣害対策の体制づくりの推進

（主担当：農林水産部獣害対策課）

地域リーダー育成のための指導者育成講座の開
催や、「獣害対策に取り組む集落Jの確保・育成に
取り組みます。また、地域の持続的な捕獲体制の
構築を支援するとともに、捕獲者の確保に向け、
狩猟免許取得促進のための PR等に取り組みま
す。

14702 獣害につよい集落活動の実践による

被害防止の推進

（主担当：農林水産部獣害対策課）

集落ぐるみによる追い払いの実施や侵入防止柵
の整備、およびそのメンテナンスなどに取り組み
ます。また、市町等が行う有害捕獲活動に対する
支援や、被害減少に効果的な捕獲技術の実証や普
及に取り組みますロ

14703 野生鳥獣のモニタリングに基づいた

生息数管理の推進

（主担当：農林水産部獣害対策課）

科学的なモニタリングに基づいた生息数管理に
取り組みます。
特にサルについては、計画的な大量捕獲による加
害群れの削減、シカについては、森林被害の軽減
につなげるための技術開発等に取り組みますD

瞳饗襲撃盟翠盤華麗轟轟鞠

獣害対策に取り組
む集落数

〔目標項目の説明〕
集落ぐるみで被害状況を把握し、継続的に被害防止活動
に取り組む集落や補助事業を活用した侵入防止柵の整備
に取り組む集落数（累計）

被害が大きい集落
の割合

〔目標項目の説明〕
三重県内の全集落の代表者を対象としたアンケート調査
により、サル、シ力、イノシシの、いずれかの獣種にお
いて、被害が、「甚大jまたは「大きいj と答えた回答者
の回収数に占める割合。

シカの推定生息頭
数

〔目標項目の説明〕
ベイズ推定法によるシカの推定生息頭数

14704 獣肉等利活用における適切な解体処 lみえジピ工登録解

理の促進 ｜体処理施設におけ

（主担当：農林水産部フードイノベーシヨン課） ｜る処理頭数（ニホン
IIジ力、イノシシ）

「『みえジビエ」品質・衛生管理マニュアルjを l
順守した解体処理施設の整備の促進や、解体処理｜〔目標項目の説明〕
技術の普及、啓発に取り組みます。 l県が定めた rwみえジピエ』品質・衛生管理マニュアルJ

を遵守し、「みえジピエ登録制度」に登録された解体処理
施設における年間解体処理頭数（ニホンジ力、イノシシ）

（本冊P83)



県民生活や事業活動の中で自然環境への配慮が浸透し、生物多様性をはじめとする自然環境を県民
の皆さんやNp O、事業者などさまざまな主体が自主的に保全・再生する社会が形成され、三重県の
豊かな自然が継承されています。また、県民の皆さんと自然とのふれあいや野生鳥獣との共存が進み、
自然資源の持続可能な活用により自然からの恩恵が享受されています。

l襲撃；謀議JJ1 11 J1；［（ （： ：：： ：1 il議官 ：： ：；｜ 
圃 Np O等によって自主的に行われている生物多様性の保全活動は広がりを見せており、こうした保

全活動が継続的に行われることで、三重県の自然環境が保全されていきます。このような保全され
た自然環境の中で、できるだけ県民の皆さんが自然とふれあう機会を増やし、地域への愛着を深め
ていくことが大切です。

圃 「三重県レッドデータブ、ツク 20 1 5」が示すとおり、県内の野生動植物のおかれている環境は厳
しくなっており、希少野生動植物の生息・生育環境や優れた自然景観などを保全するためには、開
発などに伴う自然環境への負荷低減が求められています。

匝自然環境の保全意識を高めるため、各地で、さまざまな活動団体によるエコツーリズムの取組が行
われており、こうした取組を一層広め、定着させることが必要ですロ

三重県の森・皇・ J 11 ・海の自然やそこで生きる動植物にふれあう機会の創出は、県民の皆さんの自
然環境や生物多様性の保全意識の醸成に加え、自然とのふれあいを通じた癒し効果を実感することに
もつながりますD また、県民の皆さんによる自然環境や生物多様性の保全活動を進めることで、地域
の魅力のさらなる創出はもとより、地域の紳を深めていくことにもつながっていきます。

園生物多様性の保全に向け、県民の皆さんの参画を得ながら、県内の希少野生動植物種の現状把握
に努めるとともに、特に重要な地域における希少野生動植物穫の生息・生育状況調査及び希少野
生動植物種の指定を進めます。また、 Np O等が行う希少野生動植物種の保全活動、里地・里山・
里海や河川などにおける自然環境保全活動を、専門知識や必要な情報の提供などを通じて支援し
ます。

国県民の皆さんに、身近な自然環境や生物多様性の状況やそれらのもたらすさまざま恩恵などを発
信し、自然環境や生物多様性を保全していくことの重要性を啓発していきます。

国自然公園や三重県自然環境保全地域等を適正に管理し、優れた自然環境の保全や生態系の維持回
復を自指します。また、事業者等による開発に際しては、自然環境の保全や希少野生動植物の保
護に向けた助言等を行います。

臨県民の皆さんに自然とのふれあいの場を提供するため、自然公園施設等の整備を計画的に実施す
るとともに、民間活動団体等が進める自然公園等が持つ魅力を生かしたエコツーリズムの取組を
促進します。

（本冊P88)



生物多様性をはじめとする自然環境の保全活動のサポート機能を充実することで、県民の皆さんや事
業者、 Np O等による生態系や希少野生動植物、里地・里山・里海の自主的な保全活動が活発に行われ
ています。また、こうした取組をとおして、県民の皆さんが自然とのふれあいや地域への愛着を深めな
がら暮らせる自然環境が維持保全されています。

15301 貴重な生態系と生物多様性の保全

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

県指定希少野生動植物種種の調査や保全活動、
外来生物対策の普及啓発に取り組みます。また、
里地里山保全活動認定団体等による里山整備、 N
p O等が行う希少野生動植物種の自主的な保全活
動を支援します。さらに、自然公園や三重県自然
環境保全地域の特別地域など重要な地域におい
て、貴重な生態系を維持回復する取組を進めます。

15302 自然とのふれあいの促進
（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

利用者が安全に自然公園を楽しめるよう適切な
維持管理をするとともに、老朽化や災害等で補修
が必要な自然公園施設等の整備を計画的に進めま
す。また、民間団体等による自然公園等の資源を
活用したエコツーリズムの取組を促進します。

7 

希少野生動植物種
の保全活動や貴重
な生態系の維持回
復活動の実施率
〔目標項目の説明〕

県指定希少野生動植物種のうち特に保護が必要な種に対
する保全活動及び、生態系維持回復事業計画に基づく維
持回復活動を実施した割合

自然とのふれあい
を体験した満足度

〔目標項目の説明〕
自然公園の園地など自然とのふれあいの場を活用したイ
ベン卜等への参加者の満足度

（本冊P89)



豊かで健全な食生活への志向が広がる中で、多様化する期待に応える新たな価値が農林水産業や食
品関連産業等に関わるさまざまな主体から提案され、地域資源の特徴を生かした競争力ある産品等が
提供されることにより、県民の皆さんの豊かな暮らしや「もうかる農林水産業Jにつながっています。

II~議軽量暴露i ll~！Ji~~li1~ll!\1il (!11;11:1111 1!1＇~1＼~；i ~！il~ilill!)i\1~111li! ；；~！~ii ll~~l~i;ll!~l!!ll~li!I 謎 !!i~；~lil1\!'1jf滋 ｜ 
題経済のグローバル化や国内市場規模の縮小など、農林水産業や食品関連、木材産業等を取り巻く厳

しい経営環境の中、伊勢志摩サミットや全国菓子博覧会などの開催を国内外に本県の食の魅力を発
信していく絶好の機会として捉え、農林水産物をはじめとする地域資源の高付加価値化による商品
開発や市場開拓等の取組を加速する必要があります。

置これまでの三重ブランドの認定やみえフードイノベーションプロジェクト、みえジビエの取組など
の地域資源の高付加価値化に向けた支援を通じて農林水産業者や食品産業事業者等による成功事
例も生まれてきています。今後も、「もうかる農林水産業」に向けさらなる取組拡大を図っていく
ためには、食に関係する多様な事業者の有機的な連携を促進し、消費者の皆さんに提供する価値の
最大化を図るとともに、県内の農林水産物の生産状況を踏まえたうえで、新たな価値創出に向けた
アプ口ーチを展開していくことが必要です。

圃魅力ある県産品等が数多く生まれるための風土づくりや、生まれた新たな価値や魅力を的確に消費
者などに伝えていく取組を強化する必要があります。

固農林水産業の分野で、も、植物工場や農林水産物の機能性の活用に取り組む経営体が育ってきていま
すが、一部に留まっており、イノベーションを起こす研究人材や、 ICTやビッグデータなどを活
用できる人材を確保・育成する必要があります。

食に関係する事業者の農林水産業や農山漁村を支えていこうとする意識を育み、商品づくりに共同
で取り組む幹や商品を開発した時の達成感の醸成などにつなげるとともに、開発された魅力ある商品
やサービスが県民の皆さんに提供され、食生活の豊かさにつなげていけるよう、新たな価値の創出に
向けた産学官連携や食に関係する事業者の有機的な連結、高度な知識や技術を有する人材の育成に取
り組みます。

鰹瀦盤機鱒議議鱒鱗機盤機騒鱒騨麟雛輯纏盤鶴鱗畿騒騒鞠欝轍離鱗鱒
圃県産品が広く認知され、競争力を強化できるよう、産学官ネットワーク等による「みえフードイ

ノベーシヨンJをさらに拡大しながら、ネットワークによる効果を最大化するための食のバリュ
ーチェーンの構築を通じて商品やサービスの開発を推進するとともに、三重ブランドをはじめと
する県産品の認知度向上に取り組むなど、「もうかる農林水産業」に向けた展開を加速します。

盟農畜産業、林業、水産業に係る技術開発・移転を通じて、農林水産業者、食品産業や木材産業事
業者等による県民の皆さんの多様化する期待に応える新たな商品やサービスの提供に向けた取組
を支援するとともに、森林の効率的な育成と森林資源の利用拡大、安全・安心な水産物の安定供
給と海洋環境の再生などを促進します口

闘県産農林水産物の認知度をさらに向上するため、地産地消や食育、企業と連携した PR、県産農林
水産物の魅力を消費者に的確に伝えられるエキスパート人材の育成など総合的な情報発信に取り
組みます。

髄農林水産業における高付加価値化や生産性の向上に向け、新たな技術の開発、 IC Tやビッグデ
ータなどが活用できる人材の育成などに産学宮が連携して取り組みますD

（本冊p142) 
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「みえフードイノベーション」に代表される農林水産業の高付加価値化に向けた総合的な取組や農林
水産業技術の開発と移転により、地域資源を生かして新たなビジネスに取り組む農林水産業者や企業な
どが増加するとともに、こうした新たなビジネスに取り組む多様な主体の連携を高度化し、より効果的、
効率的に収益向上につながっています。

購盤麗窟藩覇瞳

食のバリューチェーン構築による新

たなビジネスの創出

（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

農林水産資源の高付加価値化に取り組む事業者
の増加を目指し、 fみえフードイノベーションJの
プロジェクト形成等に取り組むとともに、それら
を加速する事業者連携の仕組みづくりとして、食
のバリューチェーンの構築に取り組みます口

31102 農林水産技術の研究開発と移転

（主担当：農林水産部農業戦略課）

地域資源を生かした魅力ある新たな商品やサー
ビスの創出を促進するため、農業・畜産・林業・
水産の各研究所において、農林水産技術の開発研
究に取り組むとともに、開発した技術等を農林水
産事業者などに移転していきます。

31103 県産農林水産物の魅力発信

（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

県民の皆さんの県産品等に対する認知度向上を
目指し、「三重ブランドjに代表される地域の農林
水産物の価値を伝える取組を企業等と連携じなが
ら進めます。

31104 イノベーションを担う人づくり

（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

食に関係する事業者の連携や、研究開発、ブラ
ンド化、 ICTの活用等各部門における将来の中
核的人材の育成に向け、食の人材ネットワーク「み
え農林水産ひと結び塾J（仮称）によるワークショ
ップ等の開催や人材養成講座の開設に取り組みま
す口

「みえフードイノ
ベーションJから生
み出される商品等
の売上額（累計）

〔目標項目の説明〕
企業等との連携により農林水産資源を高付加価値化する

みえフードイノベーション・プロジェクトから生み出さ

れた商品等の売上額

農林水産技術の開
発成果が活用され
た商品等の数（累
計）
〔目標項自の説明〕

農畜産、森林林業及び水産業に関する県研究所における

研究成果のうち、事業者等に活用された商品や技術の件

数

魅力発信により生
み出された企業と
の連携（累計）

〔目標項目の説明〕
県産農林水産物の魅力発信に取り組むことで生み出され

る、 PR事業における連携企業数

「みえ農林水産ひ
と結び塾J（仮称）
における人材養成
数（累計）

〔目標項目の説明〕
事業連携、研究開発、ブランド化等の多様な人材の連携、

資質向上のために実施する「みえ農林水産ひと結び塾J
における人材養成数

（本冊p143) 



農業者をはじめ食に関わるさまざまな主体の自主的な活動により、県民の皆さんの「食Jに対する
ニーズに応え、安全で、安心な農産物が安定的に供給されるとともに、国内外の需要の取り込みや食の
関連事業者との連携による新たなマーケットの創出、若者が就労の場として農業を選べる環境の整備
等を通じて、収益性と高付加価値化を意識した農業の展開が図られ、農業の次世代への継承が実現し
ていますロ

i善意謀議： :1)1~111~1! tllll\1~~1~1t11l!I ~1~ ！＼li~ f ~i1f 1~）111~~ ;;;11 !i滋野路滋 ;:\ill~ ！！！ ll!iil!llll1llllil1!!Jl! lf~！1 ！！ ~~111111~1~ll1i1i~I l(ilill~l~l!ll 1!1:11111 
国安全・安心な農産物等の安定供給を図るため、三重県の食料自給力の維持向上に努めるとともに、

木県の強みである豊かな食材や多様な食文化など、「食Jの有するポテンシャルを最大限に活用し、
消費者の皆さんが期待する価値を発揮することで、「もうかる農業Jにつなげていくことが求めら
れています。

圃農業就業人口に占める 65歳以上の割合は 70%(H26）と高いことから、農業が持続的に発展してい
くためには、効率的かつ安定的な農業経営の実現とともに、農業の未来を切り拓いていく雇用力の
ある農業経営体の育成と次世代農業の主軸となる新規就農者及び雇用人材の確保・育成を図ること
が必要です。

圃営農条件が整っている平野部とは対照的な中山間地域においては、集落営農組織の育成や新規就農
者の確保、担い手への農地集積が進んでおらず、今後、農地や農業用施設を維持・管理することが
単独では困難な集落が増加することが懸念されます。

圃農業を次世代に継承していくにあたり、農地や農業用施設の整備が十分でない地域があります。

県民の皆さんの豊かな食生活の実現に向け、農業の生産体制の維持・発展を図るとともに、農業を
若者にとって魅力のある産業としていくため、もうかる農業を牽引する戦略的な生産を強化します。

また、力強い農業経営の実現に向け、経営の法人化・多角化や雇用力強化など、創造的農業経営を
めざす農業経営体を育成するとともに、農業生産基盤の整備を進めます。

さらに、農業の次世代への円滑な継承を図るため、パッケージで新規就農者を育成する仕組みを構
築するとともに、企業や福祉事業所、若者等多様な主体の農業参入を促進します。

臨華麗轟轟轟轟轟轟轟轟機

圃穀類の生産力を維持するため、地域特性を生かした米のブランド化や需要に応じた麦・大豆・飼
料用米等の生産拡大、 JCT活用による水田営農の低コスト・高品質化を進めます。

園園芸産地の維持・発展を図るため、加工・業務用需要や海外市場への対応、多様な分野との連携
など、産地改革を進める園芸産地の取組を支援します。

画畜産経営の競争力強化を図るため、畜産農家を核に関連産業等が連携し自給飼料の生産拡大や肥
育素牛の県内生産体制の構築等を進めるとともに、県内畜産物のブランド力向上と国内外の販路
拡大の促進等に取り組みます。

瞳伊勢志摩サミット等を契機に、国内外からの誘客に対応するため、県産農畜産物の PRに取り組
みます。

臨農業を若者にとって魅力のある産業としていくため、もうかる農業を牽引する戦略的な生産の強
化を図るとともに、雇用力のある農業経営体の育成に向け、法人化や多角化を進めます。

瞳強い農業経営を実現するため、農地の集積・集約を加速するとともに、多様な農業経営体の育成
に向け、経営発展に向けたチャレンジへの支援や次世代農業の主軸となる新規就農者を育成する
システムの構築、女性の活躍の場づくり、企業や福祉事業所等の農業参入の促進等に取り組みま
すロ

盟中山間地域等条件不利地域の農業の持続的発展に向け、水田営農体制の構築をはじめ、地域課題
に応じた総合的なサポートを展開します。

国営農の高度化、効率化に向け、生産基盤整備や優良農地の確保に取り組みます。

（本冊p144) 
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安全で安心な農産物が安定的に供給される生産から流通に至る体制が構築されています。また、農業
の未来を切り拓いていく雇用力のある農業経営体が育成されるとともに、国内外への販路拡大や食の関
連事業者と連携した新たなマーケットの創出により「もうかる農業Jが実現されています。

瞳盤費塑

農業産出等額
（億円）

31201 水田農業の推進

（主損当：農林水産部農産菌芸課）

「結びの神Jをはじめとしたブランド米の生産
拡大に取り組むとともに、新たな地域ブランド米
を育成します。また、需要に応じて、麦、大豆、
飼料用米等の生産拡大を進めます。

31202 園芸等産地形成の促進

（主担当：農林水産部農産園芸課）

野菜における加工業務用需要や果樹・伊勢茶の
輸出への対応など、国内外の新たな需要の取り込
みにより、多様な流通に対応できる戦略的な園芸
産地を育成します。また、生鮮食料品の安定的・
効率的な供給に向けた卸売市場運営を図りますD

31203 畜産業の健全な発展

（主担当：農林水産部畜産課）

畜産物の生産コストの低減や高品質化を進める
とともに、ブランド力向上や販路拡大の促進等に
取り組みますD また、基幹食肉処理施設の機能充
実と必要な施設整備の検討を進めます。

31204 多様な農業経営体の確保圃育成

（主担当：農林水産部担い手育成課）

農地中間管理事業を活用して、担い手への農地
集積を加速するとともに、農業経営の法人化、多
角化等経営発展に向けた取組を支援します。また、
多様な農業経営体の育成や集落営農の推進、地域
活性化プランの取組、新規就農者を育成するシス
テムの構築に取り組みます。

31205 農業生産基盤の整備・保全

（主担当：農林水産部農業基盤整備課）

「三重県農業農村整備計画」に基づき、パイプラ
イン化などの高度な生産基盤の整備や津波に備え
たBCPの作成を計画的に進めるとともに、農業振
興地域制度や農地転用許可制度の適切な運用によ
り、優良農地の維持’保全を図ります。
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農業生産！こよって得られた農産物、これ
らを原料とする加工農産物の生産額の合
計（農林水産省生産農業所得統計・三重
県調べ）（経営所得安定対策等による交付
金等を含む）

米、小麦、大豆の自
給率

〔目標項目の説明〕
県民の皆さんが食料として消費する米、小麦、大豆のう
ち県内産により供給が可能な割合

産地改革に取り組
む園芸等産地増加
数（累計）

〔目標項目の説明〕
加工・業務用需要や海外市場への対応、栽培品目の転換
による新産地の育成など、産地改革に取り組む園芸等産
地数

高収益型畜産連携
体数（累計）

〔目標項目の説明〕
音産経営体を核として、耕種農家や関連産業、異業種等
が連携し、生産コスト低減や畜産物のブランド化等によ
って収益力の向上及び雇用の創出等をめざす連携体数

農畜産経営体にお
ける法人経営体数
（累計）

〔目標項目の説明〕
各市町における法人化された農畜産経営体数・集落営農
組織数と農業参入した企業数の合計

基盤整備を契機と
した農地の担い手
への集積率

〔目標項目の説明〕
パイプライン化など高度な基盤整備を実施した地域及び
地元合意が形成され基盤整備に着手する予定の地域にお
ける認定農業者等への農地集積率

（本冊p145) 



県産材の需要が拡大し、活発で持続的な林業が展開されるとともに、県民の皆さんによる、さまざ
まな形での森林づくりへの参画により、森林の再生が進んでいます。

障室：塑22ijiiiii：；iiiiiJ ：：EE：jij 殺諮lil！~l~~~！f¥i.jljl 11;i;11~1,1~1t11~li!,.\i！~！i; ；援護l'lill!11l!.ll~l!lll~，，~，1
国再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用した木質バイオマス発電所が県内に建設され、これ以

外に複数の発電所の計画が進むなど、木質バイオマスのエネルギー利用に対する期待が高まる一方
で、木質バイオマスの安定供給が課題となっていますD

圃県内の森林資源は利用の段階を迎えていますが、木材価格の低迷による採算性の悪化などから、そ
の多くが活用されていません。森林資源の循環利用を進めるためには、計画的で効率的な森林施業
を行うことにより、林業の活性化を進める必要がありますロ

田林業の活性化のためには、木材の生産量を増大させる必要がありますが、林業従事者数は減少傾向
にあり、担い手の確保と高い技術を持った技術者の育成が課題です。

国豪雨災害が多発するなど、自然災害の発生するリスクが高まっており、「災害に強い森林づくり」
を緊急に進める必要があります。また、森林の持つ公益的機能を十分に発揮させるためには、間伐
等の森林整備を行うなど、森林の適正な管理が必要です。

圃森林は、県民共有の財産であるとの認識のもと、森林づくりを社会全体で支えるため、森づくり活
動団体を増加させる必要があります。また、森林環境教育や木育を進めていく必要がありますが、
指導者及び活動団体と学校などとのコーディネートを行う人材等が不足しています。

林業の振興を通して、県民の皆さんに木材を活用した暮らしを提供していくとともに、人々を癒す
森林や山村の景観づくり、水源酒養など多面的機能の維持増進や安全安心に暮らせる環境づくりにつ
なげていくため、森林を適切に保全していきます。また、森林や木材への親しみや地域貢献意識など
の醸成につながげていくため、県民の皆さんの森林づくりへの参画を促します。

鱒議麟醸磯鱗鱒離機騒盤機購磯離鱗麟饗鱗鱒欝鱗鱗盤騒騒騒盤盤騒騒饗覇覇
圃品質や性能の明確な製材品の生産拡大や、大消費地等での販路開拓、、公共建築物への利用促進な

ど県産材の需要拡大に取り組みます。また、県産材の輸出やCLTなどの新たな用途での需要の
創出、木質バイオマスの安定的な供給に取り組みます。

闘森林の整備と併せて木材生産量の増大を図るため、森林経営計画の認定の推進による森林施業の
集約化、路網等の基盤整備、木材流通の合理化や需要に応じた供給体制の構築などに取り組みま
す口

盟効率的な木材生産や森林施業を実践するための林業技術者の育成を支援します。また、新たな教
育・研修機関の設置など、新規就業者等の確保・育成に向けた取組を進めます。

臨森林の有する公益的機能が十分に発揮されるよう、間伐等の森林整備を促進するとともに、「みえ
森と緑の県民税J等を活用し、災害に強い森林づくりを進めます？また、「三重県水源地域の保全
に関する条例」に基づき、特定水源地域内の保安林指定や森林の公的管理を進めます口

森林づくりへの県民参画を進めるため、森林づくり活動団体等の育成など、企業やボランテイア
などの様々な主体が森林づくりに参画しやすい環境整備を進めます。また、市町と連携を図り、「み
え森と緑の県民税Jを活用し、森林環境教育や木育の指導者育成及び、機会の提供に取り組みます。
さらに、森林環境教育や木育、森づくり活動にかかる総合窓口となる森づくりサポートセンター
を開設し、広域的ー総合的なサポートを行いますD
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建築用材や木質バイオマスなど さまざまな用途での利用が進み、木材生産量が増加しています口ま
た、森林環境教育や森林に親しむ機会の提供に加え、多様な主体による森づくり活動が活発に行われる
とともに、若者が林業の現場に定着し、間伐等の森林整備の他、主伐に伴う再造林が適確に実施される
など、森林の循環利用が進んでいます。

麟欝盤麓翻

31301 県産材の利用の促進

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

「三重の木」認証材をはじめとする県産材の需
要拡大を行うとともに、製材用途だけでなく木質
バイオマスのエネルギー利用等木材の有効利用を
進めます。

また、木材の輸出やCLTなど木材の新たな需
要の創出に取り組みます口

31302 持続可能な林業生産活動の推進

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

生産林を対象として、森林経堂計画等に基づく
森林整備の推進や、林道・作業道等の路網の整備、
高性能林業機械の導入等による経営基盤の強化な
ど、持続可能な林業生産活動の推進に取り組みま
す。

31303 林業・木材産業の担い手の育成

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

新規就業者を雇用する森林組合等の林業事業体
を支援するとともに、架線集材等の高い技術をも
った技術者の育成に向けた研修を実施するなど、
効率的な森林施業を実践するための林業の担い手
の確保・育成に取り組みます。また、新たな教育・
研修機関の設置など、新規就業者等の確保－育成
に向けた取組を進めますロ

31304 森林の適正な管理と公益的な機能の

発揮

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）

手入れ不足の森林や放置された里山など、森林
の持つ公益的機能が低下している森林の機能回復
に向け、間伐等を進めます。
また、雨水が集中する谷地形や浸食されやすい

土壌など災害が起こりやすい渓流沿いの森林にお
いて、「災害緩衝林」の整備に取り組みますD
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「三重の木J認証材
等の製材出荷量に
占める割合

〔目標項目の説明〕
県内製材工場からの建築用材出荷量のうち、県産丸太を
用いた「JA S製材品」、「三重の木」認証材及び「あか
ね材J認証材の製材出荷量全体に占める割合

森林経営計画認定
面積（累計）

〔自標項目の説明〕
森林所有者や経営の委託を受けた林業事業体等による森
林経営計画の認定面積

新規林業就業者数

〔目標項目の説明〕
林業事業体（森林組合、素材生産業者等）への新規就業
者数

公的森林整備面積

〔目標項目の説明〕
森林の公益的機能を高めることを目的として、公的な管
理により森林整備等を実施した面積

（本冊p147) 



31305 みんなで支える森林づくりの推進

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）

県民、企業、 Np O等への森林づくりや系
化活動に関する情報提供や、森林や木とふれ
あうイベントの開催等を行います。

また、みえ森と緑の県民税の活用による学
校や地域での森林環境教育や木育、指導者な
どの人材育成、森づくり推進員による各種相
談活動を実施するほか、市町に対し、地域の
実情に応じた森林づくりが展開できるよう支
援します。
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民間主体の森林づ
くり及び森林環境
教育などの活動の
進展度

〔目標項目の説明〕
県民の皆さん、企業、森づくり活動団体など、さまざま
な主体による森林づくり活動や森林環境教斉などに参加
した人数

（本冊p148) 



県内産の魚介類などを安定的に供給できる希望ある水産業・漁村が実現され、県民の皆さんは豊か
な水産物等をとおして水産県で、あることのすばらしさを実感しています。

厳重議事：：ii： 1 ：：：ii liiZW122212jiiiiizzjjiiEiJillJ；：iiiE：：：：：：：：2221 
圃漁業就業者の減少や高齢化、燃油・飼料価格の高騰、漁場環境の悪化や資源量の減少、魚価安、消

費者の魚離れなど、水産業・漁村を取り巻く環境は厳しい状況にあります。

圃東北地方の被災地復興と合わせ、全国的に水産物産地市場等の高度衛生管理型施設の整備が進んで
いますが、本県では施設整備に遅れが見られます。

国水産物輸出の倍増をめざした国の輸出拡大策の強化、ユネスコ無形文化遺産への和食の登録などに
よる海外での水産物需要が拡大しており、水産物の輸出を促進する好機となっています。

圃漁協が水産業振興の中核的な役割を果たし、経営の安定、県産水産物の戦略的販売が実践で、きるよ
う、引き続き県1漁協の実現に向けて漁連等と連携して漁協合併を促進する必要があります。

臨南海トラフ地震など大規模地震発生の緊迫度が高まるなか、地震・津波から漁協や漁村を守るため、
老朽化した漁港施設や海岸保全施設の長寿命化・耐震化を図る必要があります。

豊かな食生活の実現に向け、安全安心な魚介類の安定供給を実現します。また、漁村の活性化をめ
ざす「地域水産業・漁村振興計画Jや「浜の活力再生プラン」の策定・実践の支援に取り組むととも
に、漁業就業者の育成確保に向け、技術習得だけでなく、地域との新たな関係性を育み、円滑な定着
をめざす漁師塾の取組を進めます。さらに、美しい景観の形成や生物多様性の確保等に向け、藻場・
干潟の保全活動を促進します。加えて、地震・津波に備え、安心して水産の生産活動に取り組めるよ
う、漁港Bc Pの策定に取り組みます。

麟議議麟鶴麟欝鱗鱒鱒鱗鱗畿盤鱗鰹鱗購饗鱗鱗離職鱗鶴鱗欝機鱒
園地域における水産業のあり方や漁村の活性化などに向けて、地域自らがその方針を定める「地域

水産業・漁村振興計画Jや所得向上を目標に掲げる「浜の活力再生プランjの策定・実践を支援
するとともに、輸出を含めた県産水産物の消費拡大を促進します。

開 「もうかる水産業（魅力ある水産業）Jをめざし、水産物の高付加価値化や協業化を通じた漁業所
得の向上により、漁家経営の安定を図るとともに、「漁師塾Jなどによる新規就業者の定着支援や
障がい者の水産分野における雇用など、多様な担い手の育成確保に取り組みます。また、水産業・
漁村を総合的にコーディネートできる組織として、県1漁協の実現を促進します。

圃資源管理の徹底等により、持続的な生産が可能な水産業の確立を図るとともに、密漁者に対する
監視・取締りの強化、また、減少著しい地先資源を増殖する取組、水産物の安全ー安心への取組
を進めるなど、県民の皆さんが期待する水産物を安定的に供給できる体制づくりを進めます。

麗藻場包干潟の再生保全など海の環境浄化機能が最大限発揮され、豊かな海が維持されるよう、魚
介類の生育環境の改善や環境にやさしい水産業への取組を進めます。

関持続的な漁業生産が行われるよう、水産基盤の整備とともに、地震・津波への対応など住民が安
心して快適に生活できる漁村の整備を進めます。また、被災時の緊急物資の輸送や水産業の早期
復IBを目的とした「漁港 BCPJの策定に取り組みますD

（本冊p150) 
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資源管理などを通じた持続的な水産資源の利用、輸出の促進、県産水産物の高付加価値化などに取り
組み、水産業の収益性向上や漁村地域の活性化などを図ることで、多様な担い手が確保され、県民の皆
さんの期待に応える水産物の安定的な供給が行われていますロ

醸轟離寵麗謹醸議轟轟麟翻

31401 高い付加価値を生み出す水産業の確町
l県産水産物の輸出

立 ｜取引成立件数（累
（主担当：農林水産部水産資源課） l計）

「地域水産業・漁村振興計画jや「浜の活力再
生プランJの策定・実践に取り組む漁業者等を支 II 〔目標項目の説明〕
援します。また、地域資源を活用した養殖魚や「海｜三重県農林水産・食品輸出促進協議会水産部会員の BtoB
女もん」商品などの高い付加価値を生み出す経営｜成立件数
体の育成や六次産業化、輸出の促進、魚食普及、
安全・安心な養殖等の推進に取り組みます。

31402 水産業の担い手の確保・育成 II l新規漁業就業者数
（主担当：農林水産部水産経営課） 11 C45歳未満）

水産柔・漁村の活性化に向けた地域の体制整備’
と意欲ある人材の確保に向け、県 1漁協の実現に l〔自標項目の説明〕
向けた支援や漁協の組織体制及び経営基盤の強 II45歳未満の新規漁業就業者数
化、多様な担い手の育成確保、漁業共済及び制度
資金の活用による漁家経営の安定化等に取り組み
ます。

31403 資源管理・漁場環境保全等の推進 II 

l資源管理に参加す
（主担当：農林水産部水産資源課） ｜る漁業者の割合

自然と共生する水産業の実現に向け、魚介類の
種苗放流を通じて積極的な資源の増大を図る栽培 l〔目標項自の説明〕
漁業を推進するとともに、減少傾向にある資源の l全漁業就業者数（海面養殖業を含む）に占める資源管理
回復や資源管理の徹底等に取り組みます。 l計画参加漁業者数の割合

31404 水産基盤の整備・保全

（主担当：農林水産部水産基盤整備課）

安全で生産性の高い水産業とそれを支える安心
で快適な漁村を構築するため、生産性を高めるた
めの拠点漁港や共同加工施設の整備、安全で持続
的な水産業を実現するための漁港海岸の耐震化や
漁港施設の長寿命化、快適な漁村を構築するため
の集落排水施設の整備などを促進します。

16 

耐震岸壁の整備を
行った拠点漁港数
（累計）

〔目標項目の説明〕
耐震岸壁の整備が必要な拠点漁港における整備済の漁港
数

（本冊p151) 


