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国における農業農村整備事業関係予算の概要

平成28年度

（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
 ※28年度においては、上記のほか、農林水産分野においても活用可能な地方創生推進交付金を創設するための 拠出額（62億円）がある。

Ⅰ 平成27年度補正予算及び平成28年度予算概算決定の概要 

区　分 27年度予算額 28年度
概算決定額A

（27 年度補正追加額）
補正額B A ＋ B

農林水産予算総額
（対前年度比）

億円
23,090

―　

億円
23,091

100.00％

億円
4,008

―

億円
27,100

117.40％

1.公共事業費
（対前年度比）

6,592
―

6,761
102.6％

1,448
―

8,209
124.5％

一般公共事業費
（対前年度比）

6,399
―

6,569
102.6％

1,290
―

7,859
122.8％

災害復旧等事業費
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

158
―

351
182.2％

2.非公共事業費
（対前年度比）

16,499
―

16,330
99.0％

2,560 
―

18,890
114.5％

平成28年度 農林水産予算の骨子
総括表

（注）  1．金額は関係ベース。    
 2．計数整理の結果、異動を生じることがある。
 3．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

区　分 27年度予算額 28年度
概算決定額A

（27 年度補正追加額）
補正額B A ＋ B

農業農村整備
（対前年度比）

億円
2,753

―

億円
2,962

107.6％

億円
990
―

億円
3,952

143.6％

林野公共
（対前年度比）

1,819
―

1,800
99.0％

220
―

2,020
111.1％

水産基盤整備
（対前年度比）

721
―

700
97.0％

80
―

780
108.1％

海岸
（対前年度比）

40
―

40
100.0％

―
―

40
100.0％

農山漁村地域整備交付金
（対前年度比）

1,067
―

1,067
100.0％

―
―

1,067
100.0％

一般公共事業費計
（対前年度比）

6,399
―

6,569
102.6％

1,290
―

7,859
122.8％

災害復旧等
（対前年度比）

193
―

193
100.0％

158
―

351
182.2％

公共事業費計
（対前年度比）

6,592
―

6,761
102.6％

1,448
― 

8,209
124.5％

公共事業費一覧
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　Ⅱ ＴＰＰ関連対策［平成27年度補正予算の概要］

◎農地の更なる大区画化・汎用化の推進（公共）
【370億円】

・農地中間管理事業の重点実施区域等において、担い手へ
の農地集積・集約化を加速化し、米の生産コストの早期か
つ大幅な削減等のため、農地の大区画化や排水対策、水管
理の省力化等のための整備を推進します。

※政策目標　    
・担い手の米の生産コストが9,600円／ 60kgを下回るよう

農地の大区画化 ・汎用化を推進
 
＜主な内容＞    
農地の大区画化等の推進    

米の生産コストの早期かつ大幅な削減等のため、農地の
大区画化や排水対策等を推進します。    
・主な工種：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備等  

区　分 27年度予算額 28年度
概算決定額A

（27 年度補正追加額）
補正額B A ＋ B

農業農村整備事業 億円
2,753

―

億円
2,962

(107.6％ )

億円
990
―

億円
3,952

(143.6％ )

農山漁村地域整備交付金
（農業農村整備分）

735
―

735
(100.0％ )

―
―

735
(100.0％ )

農地耕作条件改善事業
（非公共）

100
―

123
(122.7％ )

―
―

123
(122.7％ )

計 3,588
―

3,820
(106.5％ )

990
―

4,810
(134.1％ )

※ 1．下段（）書きは27年度予算額との比率である。
 2．27年度補正額はTPP関連対策を含む。

平成28年度 農業農村整備事業関係予算概算決定の概要

基本的な考え方
1．　27年度補正予算に、ＴＰＰ関連政策大綱に基づく体質強化対策を盛り込むとともに、28年度予算においても、輸

出促進や経営力向上など「攻めの農林水産業」を展開。
2．　農業農村整備事業は、27年度補正予算において、生産コスト削減のための農地の更なる大区画化、高収益作物

への転換促進のための水田の畑地化など、競争力強化に直結する事業を推進。28年度予算では、農業水利施設の
老朽化対策や防災・減災事業の推進に重点的に対応。

3．　この他、農業の経営所得安定対策等、農山漁村の活性化、多面的機能の維持・発揮等に関する予算を措置。

平成28年度 農林水産予算の重点事項
1 強い農林水産業のための基盤づくり

（1） 農林水産業の基盤整備（競争力強化・国土強靱化）  
   
① 農業農村整備事業＜公共＞ 2，962億円 9

補正予算
90億円

② 農地耕作条件改善事業 123億円 
③ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞ 1，067億円 

（2） 農林水産関係施設整備
○ 特殊自然災害対策施設緊急整備事業
  2億円 2

補正予算
億 円

2 担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進
（1） 農地中間管理機構による農地集積・集約化

① 農地の大区画化等の推進＜公共＞ 913億円 3
補正予算
70億円

② 農地耕作条件改善事業（再掲） 123億円
③ 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 2億円 

（2） 多様な担い手の育成・確保
○ 中山間地域等担い手収益力向上支援事業
 ［ＴＰＰ対策］  1

補正予算
0億円

3 人口減少社会における農山漁村の活性化
（1） 日本型直接支払の実施

① 多面的機能支払交付金 483億円 
② 中山間地域等直接支払交付金 263億円

（2） 都市と農山漁村の共生・対流等
① 農山漁村振興交付金【新規】 80億円

② 都市農業機能発揮対策事業 2億円 
（3）再生可能エネルギーの導入促進
○ 農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策
  6億円

（4） 鳥獣被害防止対策の推進
① 鳥獣被害防止総合対策交付金 95億円 1

補正予算
2億円

② シカによる森林被害緊急対策事業 2億円 1億円
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◎水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進（公共）
【406億円】

・高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進するた
め、平場・中山間地域などにおける排水改良等による水田
の畑地化・汎用化、区画拡大や畑地かんがい施設の整備に
よる畑地・樹園地の高機能化等の基盤整備を推進します。

※  政策目標　    
・作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合
がおおむね8割以上となること    

・作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合
がおおむね5割以上となり、かつ高収益作物に係る生産額
がおおむね50％以上増加すること

＜主な内容＞    
高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進する

ため、水田の排水改良や、畑地・樹園地の区画拡大・畑地か
んがい施設の整備等を推進します。
・主な工種：区画整理、暗渠排水、農業用用排水施設整備等

　Ⅲ 主要新規・拡充施策等

◎農地耕作条件改善事業（拡充）［平成28年度予算の概要］
【123億円】
（100）億円

・農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間
管理機構と連携しつつ、担い手への農地集積の推進や高
収益作物への転換を図るための計画策定や基盤整備、営
農定着に必要な取組を一括支援します。

※政策目標　    
・担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）
で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞   
1.地域内農地集積型   

○定額助成： 区画拡大、暗渠排水、水路等の更新整備、先
進的省力化技術導入支援等の条件改善促
進支援等   

○定率助成： 土層改良、農作業道、農地造成、管理省力化
支援、品質向上支援、営農環境整備支援、地
形図作成等の条件改善促進支援等

2.高収益作物転換型   
基盤整備に加え、販売先の確保や営農定着等に必要な

支援を計画策定から一括支援します。
「1．地域内農地集積型」の事業内容に加え、以下の取

組が可能です。

○定額助成： プラン作成に係る調査・調整、農産物の需給
動向の把握、技術習得方法の検討と実践、
試験販売等の経営展開の支援、現場での研
修会開催等   

○定率助成： 実証展示ほ場の設置・運営、導入1年目の種
子・肥料等への支援等

◎農業競争力強化基盤整備事業 （拡充） 【365億円】
 （341）億円
・農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等を行
うとともに、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加
価値化等を推進します。

※  政策目標　    
・担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年度まで）
で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞ 　（下線部は拡充内容）
国営事業等によって形成された大規模農業地区、担い手

への農地集積・集約化に取り組む地区、または農業の高付
加価値化等に取り組む地区を対象として、以下の農地・農
業水利施設の整備を実施します。
1．農地整備

【主な工種】
・区画整理、暗渠排水、土層改良、農業用用排水施設整備
等

【主な採択要件】
・受益面積:20ha以上(中山間地域は10ha以上(中山間地
域型、畑地帯担い手育成型））    
・担い手への農地集積率50％以上等

【主な附帯事業】
・農業経営高度化促進事業（促進費）
都道府県営農地整備事業及び国営農地再編整備事業の
実施地区において、事業完了後の中心経営体への農地集
積率に応じて事業費の最大12.5％を交付

2．草地畜産基盤整備
【主な工種】

・草地の区画整理、暗渠排水等
【主な採択要件】

・受益面積:200ha以上(中山間地域は100ha以上) 等
3．水利施設整備

【主な工種】
・農業用用排水施設整備等

【主な採択要件】
・受益面積:200ha以上等
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◎農業水利施設保全合理化事業 （拡充） 【69億円】
 （45）億円
・水利用の効率化・水管理の省力化、水利施設の長寿命化を
図り、農業の競争力を強化します。

※政策目標
・担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年まで）で

全農地面積の8割となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞ ※拡充内容　採択期間：平成30年度まで
1．農業水利施設等整備事業

農業水利施設の補修・更新等の保全整備、水路のパ
イプライン化やゲートの自動化、また併せて行う区画整
理等の合理化整備等を支援します。

2．農地集積促進事業    
土地の利用調整、農地集積に必要な調査・調整活動

等を支援します。
3．水利用再編促進事業

既存施設を効率的に活用するための調査・計画策定
等を支援します。

（平成27年度補正予算40億円）
◎農村地域防災減災事業 （拡充） 【508億円】
 （280）億円
・地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災
力の向上を図るための総合的な防災・減災対策を実施し
ます。

※政策目標
・湛水被害等の災害のおそれの解消　約10万ha以上（平

成28年度）
・決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザード
マップ作成等ソフト対策を実施した割合

（4割（平成26年度）→10割（平成32年度））

＜主な内容＞ 
（下線部は平成28年度予算における拡充内容）

1．防災・減災対策にかかる計画の策定
農村地域の防災・減災対策にかかる計画の策定と、そ

のために必要な耐震性等の調査等（二次災害が予想さ
れる施設の調査計画については定額助成（平成30年度
まで））

2．農業用施設等の整備    
（1）自然的、社会的要因で生じた農業用施設等の機能低

下の回復や災害の未然防止を図るための整備（ため池
整備（防災重点ため池の豪雨対策、地震対策等）、ため
池の廃止、湛水防除、地すべり対策、農村防災施設の
整備、施設の耐震整備等）

（2）施設の防災機能を適切に維持するための長寿命化対
策の実施

3．ため池群を活用した防災・減災対策
防災重点ため池を含む複数のため池を対象に、決壊

防止と併せ洪水調節機能などの向上に資する
（1）調査、計画策定等（平成30年度まで定額助成）
（2）堤体の改修や補強、しゅんせつ、附帯施設の整備等
（3）監視・管理体制の見直し

◎土地改良区体制強化事業［新規］ 【4億円】
 （―）億円
・土地改良区が主体的に取り組む組織運営基盤・事業実施

体制の強化を集中的に支援します。

※政策目標　   
・土地改良区の機能や役割が効率的・効果的に発揮できる
よう土地改良区の組織運営基盤・事業実施体制を強化

・専任職員不在の土地改良区を今後10年間（平成37年度ま
で）で解消

＜主な内容＞   
合併等による組織運営基盤の強化や技術向上等による

事業実施体制の強化に取り組む土地改良区に対して、次の
事項について集中的に支援を行います。
1．施設・財務管理強化対策（施設の診断・管理指導、複式簿
記会計の指導等）

2．受益農地管理強化対策（換地業務に係る現地指導、財産
管理制度の活用推進等）

3．統合整備強化対策（土地改良区の統合整備等）
4．研修・人材育成
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平成28年、三重県の誕生から140年の節目を迎え、その
節目の年である本年5月26日、27日に「伊勢志摩サミット」
が開催され、三重県の歴史の新たな1ページが開かれます。

また、本年は、「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」を
スタートさせる年であり、行動計画に掲げた目標達成に向
けた取組を推進することを基本方針とし、「平成28年度三
重県経営方針（案）」を踏まえて、編成されました。

農業については、県民に安全で安心な食料を安定的に供
給できる持続的な農業の実現や水源のかん養などの多面
的機能発揮のために、農業農村整備事業を計画的に進め、
創意工夫を生かした多様な農業経営の確立と、それを支え
る農地や農業用水などの資源の確保を図っていきたいと
考えています。

平成28年度の予算編成にあたっては、平成27年8月の
台風15号等により農業・農村が大きな被害を受けたことな
どから、農村地域の防災対策のより一層の推進が強く求め
られており、“安全・安心な農村づくり”を着実に進めてまい
りたいと考えています。

また、農業・農村の活性化に向け、更なるコスト縮減に取
り組むことにより“大規模農業経営を推進する高度な水利
機能の確保”、“維持管理の適正化と多面的機能の強化”、

“中山間地域への支援”を積極的に推進します。

（1） 安全・安心な農村づくり（農業基盤整備課）
台風や局地的な集中豪雨等による農業・農村の被害

を防止し、安全で安心な農村と安定した農業生産の確
保を実現するため、ため池の補強対策や、洪水排除用
の排水機の整備、地すべり対策、農地海岸保全施設の
整備などの事業を重点的に実施します。

また、平成27年の台風15号などにより被害を受けた
農地や農業用施設等の完全復旧に向けて必要な予算
を確実に確保します。

（2） 大規模農業経営を推進する高度な水利機能の確保
 （農業基盤整備課）

消費者のニーズに応え、安全で安心な食料を安定的
に供給できる戦略的な農業経営をめざして、大規模営
農に取り組む担い手や集落営農組織の確保・育成を進
めるため、水利施設の維持管理労力を大幅に削減し、
担い手や営農組織への農地集積を図る用水路のパイ
プライン化等の事業を着実に進めるとともに、競争力
の強化に向けた整備を重点的に進めます。

（3） 維持管理の適正化と多面的機能の強化
 （農業基盤整備課）

農業用水利施設の老朽化が進んでおり、適切な維持
管理と補修により施設の長寿命化を図ることが重要で
あることから、総合的な診断に基づく補修による施設
の長寿命化を進めます。

また、農地や農村環境を保全すると共に、担い手の育
成や集落営農が営まれるよう農村地域を支援します。

（4） 中山間地域への支援（農業基盤整備課）
中山間地域の社会経済活動の活性化と集落機能の

維持、強化を図るため、生活排水処理施設や、集落道路
等の農村生活環境整備と、農業用排水施設や農道等
の生産基盤整備を総合的かつ重点的に整備すること
で、中山間地域を支援します。

三重県農業農村整備事業予算の概要

平成28年度
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区
分 事        業        別 H27 年度予算

6 月補正 H28 年度当初予算 対前年度率

国
補
公
共

かんがい排水事業 （1,528,840） （1,823,079） （119.2％）
1,528,840 1,177,829 77.0％

県営かんがい排水事業費 （1,013,600） （1,076,311） （106.2％）
1,013,600 656,311 64.8％

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 （481,265） （713,782） （148.3％）
　 481,265 488,532 101.5％

団体営かんがい排水事業費 （33,975） （32,986） （97.1％）
33,975 32,986 97.1％

農道整備事業 （372,612） （314,950） （84.5％）
316,128 314,950 99.6％

基幹農道整備事業費 （232,750） （2,450） （1.1％）
232,750 2,450 1.1％

広域農道整備事業費 61,950 12,050 19.5％

広域農道整備事業費（保全対策） （62,162） （0） （.0％）
5,678 0 0.0％

 一般農道整備事業費（保全対策） 15,750 2,500 15.9％
命と暮らしを守る農道保全対策事業費 297,950 皆増

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業） （1,988,427） （3,137,416） （157.8％）
1,750,707 939,730 53.7％

高度水利機能確保基盤整備事業費 （1,851,927） （3,128,128） （168.9％）
1,614,207 930,442 57.6％

畑地帯総合農地整備事業費 （136,500） （9,288） （6.8％）
　 136,500 9,288 6.8％

環境整備事業 （1,520,676） （908,482） （59.7％）
1,484,176 908,482 61.2％

団体営農業集落排水整備促進事業費 （333,314） （211,391） （63.4％）
333,314 211,391 63.4％

農村地域自然エネルギー活用推進事業費 258,800 27,200 10.5％

県営中山間地域総合整備事業費 （632,400） （385,010） （60.9％）
595,900 385,010 64.6％

団体営中山間地域総合整備事業費 13,200 皆増

県営水環境整備事業費 （152,000） （105,000） （69.1％）
152,000 105,000 69.1％

団体営農村振興総合整備事業費 60,162 93,181 154.9％

県営農村振興総合整備事業費 （84,000） （73,500） （87.5％）
84,000 73,500 87.5％

農地防災事業 （1,420,878） （1,413,208） （99.5％）
1,345,060 1,190,668 88.5％

県営ため池等整備事業費 （391,869） （325,450） （83.1％）
316,051 254,250 80.4％

団体営ため池等整備事業費 （87,220） （115,425） （132.3％）
87,220 115,425 132.3％

地すべり対策事業費（異常気象対策） （88,000） （5,900） （6.7％）
88,000 5,900 6.7％

海岸保全施設整備事業費（地震対策） （107,724） （155,600） （144.4％）
107,724 155,600 144.4％

農業用施設アスベスト対策事業費 （109,200） （142,490） （130.5％）
109,200 110,250 101.0％

海岸漂着物等処理推進事業費 （12,600） （8,820） （70.0％）
 12,600 8,820 70.0％

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策） （624,265） （659,523） （105.6％）
624,265 540,423 86.6％

施設管理事業 62,543 66,381 106.1％
安濃ダム緊急施設整備事業費 62,543 66,381 106.1％

国補公共    計 （6,893,976） （7,663,516） （111.2％）
6,487,454 4,598,040 70.9％

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 166,314 105,527 63.5％
国営等関連特別県単事業費 8,050 3,000 37.3％
県単耕地施設管理事業費 8,100 7,000 86.4％
県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 15,546 5,885 37.9％
団体営農業集落排水整備支援事業費 131,872 30,884 23.4％
農業・農村における生物多様性保全対策事業費 1,350 500 37.0％
田んぼの生きもの復活プロジェクト推進事業費 265 0 0.0％
県単土地改良施設整備事業費 8,651 5,623 65.0％

県単公共    計 340,148 158,419 46.6％

総　　計 （7,234,124） （7,821,935） （108.1％）
6,827,602 4,756,459 69.7％

平成28年度　農業農村整備関係県予算（公共分）

上段カッコは2月補正含み事業費

単位（千円・％）
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平成28年１月27日（水）、28日（木）の両日にわたり、都道
府県水土里ネット会長会議顧問の進藤　金日子（しんどう
かねひこ）氏をお招きし、「明日の農業農村整備を語る会」を
三重県内6会場で開催しました。

各会場とも土地改良区理事長をはじめ役員、総代、職員
の方々に多数出席していただき、農業農村整備事業に関す
る活発な意見交換・要望が行われました。

その中でも、農業農村整備事業予算の確保、日本型直接

伊勢志摩会場の様子

四日市会場で出席者のみなさんと

意見交換の様子（津会場）

松阪会場で出席者のみなさんと

意見交換の様子（伊賀・名張会場）

支払制度の充実、老朽化した農業水利施設の長寿命化や
耐震化等の防災・減災対策、中山間地域の総合的な振興、農
家負担軽減、土地改良区の運営基盤強化、鳥獣害対策等、
将来にわたって農業者が希望を持てるような施策をとの要
望が多く、そのひとつひとつに進藤顧問は、今までの経験を
踏まえた丁寧な説明と、機会ある度に国に対して訴えてい
くことを約束され、我々水土里ネットのより一層の支援を
賜りたいと締めくくられました。
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伊勢志摩会場の様子

2）農業農村整備予算のより効率的な執行について
3）平成29年度以降の予算及び施策の方向性について
4）その他

2．説明会・意見交換会の概要
平成28年度農業農村整

備事業関係予算に関する
説明会の概要については、
前述の「平成28年度 国に
おける農業農村整備事業
予算」欄に記載する。

意見交換会は、農林水産
省 農村振興局3名と東海
農政局3名、三重県2名、市町におけるＮＮ事業担当課長6
名、三重県土地改良事業団体連合会1名、土地改良区理事
長ら8名で行われ、市町・土地改良区の代表者からは切実な
る要望事項の発言があった。

主な発言内容について記載する。
（1）予算についての要望事項

①要望額に応じた予算の確保をお願いしたい。
②農業農村整備事業においては地区毎に事業計画を策

定しており、その事業計画で設定された事業工期で事
業が完了できるよう予算の確保をお願いしたい。

（2）担い手へ農地集積を進めるうえでの課題と要望事項
①農業農村整備事業では、国・県・市町の補助金の他に

受益者負担金が必要となるが、担い手が支払うとな
ると相当な金額となり不可能で、また、地権者に支払
いを求めても応じてもらえない状況であり、老朽化し
た施設の更新整備の事業化が出来ないため、受益者
負担金の軽減対策をお願いしたい。

②土地改良区の経常賦課金においては、管理する施設
の老朽化もあり、値上げしたいと考えている土地改
良区が多くある。しかしながら、担い手への農地集積
を進めている状況で、担い手へ負担を集中させるこ
とはできず、ましてや地権者が応じてくれることはな
く、値上げできず土地改良区の運営が非常に厳しい
状況であるため、直接的な支援事業の創設をお願い
したい。 

以上、今回の意見交換会では、今後、必要不可欠な農業
農村整備事業を推進するための必要な予算の確保と事業
化するための受益者負担金軽減のための助成制度の創設
を強く要望し、「農業農村の振興施策に関する意見交換会

（キャラバン）」は終了した。

三重県津市美杉出身の農林水産省 農村振興局 日置調
査官が、昨年の10月5・6日に続き、今年の2月4日にも三重
県にみえ、下記の日程・要領で平成28年度農業農村整備事
業関係予算に関する説明会と意見交換会が開催された。

1．日程・要領
（1）開催日：平成28年 2月 4日(木)
（2）開催場所：プラザ洞津（津市新町1丁目6-28）
（3）参集機関：三重県・市町・三重県土地改良事業団体

連合会・土地改良区
（4）説明者
 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課
 　日置 秀彦 技術調査官
 農林水産省 農村振興局 整備部 設計課
 　中島 健太郎 設計課付
 農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交

　流課　渡邉 新一郎 課長補佐
（5）説明会内容

1）平成28年度当初予算概算決定及び平成27年度
補正予算案の概要

2）ＴＰＰ対策
3）新規・拡充事業等
4）政策提案への対応状況

（6）意見交換会テーマ
1）ＴＰＰによる地域への課題と農業農村整備事業

について

平成28年2月4日 プラザ洞津(津市新町)にて開催
農林水産省　農村振興局　日置 技術調査官挨拶

三重県農林水産部　福岡次長挨拶

国、県、市町、県土連、土地改良区による
意見交換会
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去る平成28年1月28日（木）三重県津市・三重県総合文
化センターにおいて、農林水産省東海農政局の主催による

「農政新時代キャラバン三重県説明会」が開催され、地方公
共団体や関係団体、農業関係者などおよそ360人が参加し
ました。

この説明会は、「総合的なTPP関連政策大綱」を踏まえた
農林水産分野の対策等について広く周知するために開か

Ⅰ．TPP大筋合意の概要
・我が国の全品目の関税撤廃率は95％、農林水産物の関税撤廃率は81％。
・農林水産物の重要5品目を中心に、国家貿易制度や枠外税率の維持、関税割当やセーフガードの創設、長期の

関税削減期間の確保等の有効な措置を獲得。

Ⅲ．総合的なTPP関連政策大綱
・TPPは世界のGDPの約4割という、かつてない規模の経済圏をカバーした経済連携であり、8億人という巨

大市場が創出される。
・本政策大綱は、TPPの効果を真に我が国の経済再生、地方創生に直結させるために必要な政策、及びTPP
の影響に関する国民の不安を払拭する政策の目標を明らかにするものである。

・本大綱に掲げた主要施策については、既存施策を含め不断の点検・見直しを行う。また、農林水産業の成長
産業化を一層進めるために必要な戦略、さらに、我が国産業の海外展開・事業拡大や生産性向上を一層進め
るために必要となる政策については、28年秋を目途に政策の具体的内容を詰める。

・本大綱と併せ、TPPについて国民に対する正確かつ丁寧な説明・情報発信に努め、TPPの影響に関する国
民の不安・懸念を払拭することに万全を期す。

れたもので、午前の総論ではTPP大筋合意の概要や品目
毎の農林水産物への影響等の説明、午後は「水田・畑作」「園
芸」「畜産」の分科会に分かれて各分野のより詳細な対策に
ついて説明を受けました。

総論の後半には質疑応答が行われ、参加者から農林水産
物の価格への影響や影響試算に関する質問が多数あり、活
発な意見交換が行われました。

総論会場 水田・畑作分科会会場

Ⅱ．品目毎の農林水産物への影響について

影　響 品　目 対応方向等

国家貿易以外の輸入の増大は見込み難い 米 備蓄運営による外国産米の主食用米生産に対
する影響の食い止めの検討や、更なる競争力
の強化が必要。

内麦優先の国家貿易運用により輸入の増
大は見込み難い

小麦、大麦 国内産品の安定供給が図られるための環境整
備の検討や、更なる競争力の強化が必要。

農政新時代キャラバン三重県説明会
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農地水保全班の伊藤知昭主幹より多面的機能支払交付金
にかかる事務手続きと題し、年度末に作成しなければなら
ない書類の作成上の注意点や中間評価の実施に関するお
願い、局の抽出検査や協議会の履行確認での主な指摘内
容などにつき説明がありました。

1部の最後には、伊勢管内を3つに分け、舞台前で記念撮
影を行いました。

休憩をはさみ、2部の事例発表会では、伊勢農林水産事
務所農村基盤室の堤宏司室長の挨拶の後、伊勢管内5市町
よりそれぞれ1組織づつ計5組織（伊勢市「馬瀬町環境整備
委員会」、玉城町「清し有田佐田沖環境保全会」、度会町「茶
屋広農地環境保全会」、大紀町「グリーン古里活動組織」、南
伊勢町「道方みどりグループ」）の事例発表会がありました。

平場の活動組織から山間部の活動組織の活動まで、地域
地域で特徴のあ
る内容や活動組
織が抱えている
問題点などがよ
く分かりとても
有意義な発表会
でした。

最後に、伊勢
農林水産事務所
農村基盤室農村
計画課の玉田隆
作課長の事例発
表に対する講評
があり、盛会に閉
会しました。

 平成27年度　伊勢管内多面的機能支払交付金活動説明会
及び事例発表会が開催されました。

平成28年1月25日（月）に伊勢市御薗町のハートプラザ
みそのにおいて、多面的機能支払交付金活動説明会と事例
発表会が開催され、伊勢管内で多面的機能支払に取り組ん
でいる活動組織と市町関係者約200名の参加がありました。

1部の活動説明会では、主催者である伊勢農林水産事務
所の田中俊行所長の挨拶に続き、三重県農業基盤整備課

伊勢農林水産事務所田中所長挨拶

記念撮影

馬瀬町環境整備委員会（伊勢市）

清し有田佐田沖環境保全会（玉城町）

茶屋広農地環境保全会（度会町） グリーン古里活動組織（大紀町） 道方みどりグループ（南伊勢町）
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平成28年2月17日（水）に北牟婁郡紀北町の紀北町役場
1階101会議室において「多面的機能の維持・発揮活動　紀
北のつどい」が開催され、紀北町において活動に取り組む6
活動組織の参加がありました。

この催しは、紀北町の活動組織は平成26年度より多面
的機能支払に取り組まれ経験も浅いため、紀北地区におけ
る活動組織相互の情報交換や意見交換を行い、より一層活
発に取り組んでもらうことを目的に開催されました。

主催者である紀北町の竹内康雄副町長の挨拶の後、三
重県農業基盤整備課農地水保全班の伊藤知昭主幹より年
度末に作成しなければならない書類の作成上での注意点
や局の抽出検査や協議会の履行確認で
の主な指摘内容など事務の手続きに関
する説明がありました。

その後、紀北地区の活動で最もウエイ
トを占める「除草作業の取組状況につい
て」と「獣害対策について」の2テーマに
ついて3班にわかれワーキングが行われ
ました。

除草作業では、草刈は個々で行ってい
るので草刈り機の刃を配ったとか、一斉
に草刈を行うのは不可能であるので、あ
る期間を定めその中で草刈をすることを
決め、役員が後日見回り草刈がされてい
ることを確認して日当を支払うという意
見もありました。

「多面的機能の維持・発揮活動　紀北のつどい」が
開催されました。

獣害対策では、柵が設置してあっても下をくぐってくる
ためトタンを当てた例などの意見がありました。県の伊藤
主幹よりお金をもらわず農地維持活動だけでも柵の設置
はできるが、その際、資源向上（共同）の必要項目にチェック
をして活動計画書の変更が必要であるとの説明がなされま
した。

意見交換の後、三重県農村資源向上委員の丸山小より委
員より5年後、10年後の地域をどのようにするかイメージ
し、地域で合意形成を図って活動をしていってもらいたい。
活動を新聞等でアピールしていくことも大事である講評が
あり、最後に尾鷲農林水産事務所の藤井明生農政・農村基
盤室長の閉会の挨拶で閉会しました。

紀北町竹内副町長挨拶

意見交換会の様子

三重県農業基盤整備課農地水保全班伊藤主幹説明
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な意義・価値を持つ貴重な植物です。早春の新葉の出る前
に枝先に白色または薄紅色の美しい花をたくさんつけます
が、この池では特に赤色の花が咲き、他に類を見ないものと
なっています。

また、ミカワバイケソウ等の東海地方特有の植物をはじ
め、ミカズキグサやサワシロギク等が生育し、環境省レッド
リストの準絶滅危惧カテゴリに記載されているアブラボテ
等も生息しています。

楠根ためは湧水を集め群落全体に水を供給しているほ
か、生態系のバランスを保つ大きな役割を果たしています。
地元住民によるため池の適正な維持管理で良好な環境が
維持されてきました。

町では、楠根ためを「日本の自然環境保全の発信池」とし
て位置付けており、「田光資源と環境を守る会」が先頭に立
ち、地元住民による池干し等、自然環境保全活動も実施し
ています。

今後も地域が一丸となり維持管理、環境保全活動を継続
し、貴重な地域資源を守っていきます。

楠根ためは、明治期に築造されたため池であり、平成21
年度に農林水産省のため池百選に選定されました。周辺
一帯は「田光のシデコブシ及び湿地植物群落」として、国の
天然記念物にも指定されています。

シデコブシは、東海地方特有のモクレン科の樹木で、日当
たりの良い湿地性の丘陵地などに特異的に分布し、500万
年前からの原初的形態で伊勢湾周辺のごく一部の地域に
のみ生育しており、「生きている古代の植物」として、地史的

特色のあるため池の紹介
三重の土地改良アラカルト

楠根ため

池干し

名　称 楠根ため（くすねため）

所在地 三重県三重郡菰野町

貯水量 5千m3

受益面積 4ha

堤　高 3.5 ｍ

堤頂長 62 ｍ

楠
く す ね

根 た め
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1.概要
地域のほとんどが海抜ゼロメートル以下の低平地であ

る木曽岬町の農業用水は、昔から木曽川や地区内の河川に
より取水していましたが、木曽川の川床低下や地盤沈下に
よって取水が困難になり、また、用排兼用水路であり、さら
に都市化・混住化により水質悪化が顕著になりました。そ
のため汚水の混入がなく、安定した給水を確保できるパイ
プラインが使用されるようになりました。

今回はパイプラインの制水弁の交換が必要であったため
下記のように実施されました。

施設名 鍋田川支線  
管理主体 木曽岬町土地改良区  
補修実施年度 平成26年度  
施設規模・構造 水路延長19,109m
 (φ200 ～φ1000）  
整備内容 管水路の整備補修一式  
補修工事費 2,000,000円  

　
2.経過・所見

当施設は、施設造成後35年あまりが経過しており、老朽
化による漏水事故が頻発していました。また、制水弁・空気
弁等の附帯施設についても経年劣化によって腐食、固着及
び破損等の異常をきたし、営農に支障を及ぼしてきました。

この制水弁は減圧弁手前に設置されたストレーナーを清
掃するために使用する制水弁であり、日常の維持管理に多
大な労力を来しており、下流地域での作物の生育障害や湛
水被害の防止をはじめ、維持管理の軽減及び農業用水の
安定供給のため補修が行われ、長寿命化を図れました。

年数が経つにつれ、施設の現状を十分把握・評価し、中長
期的に施設の状態を予測しながら日常の維持管理をする
事がライフサイクルコストの低減が可能になります。

制水弁取付作業

ストレーナー清掃後

制水弁ジョイント作業

撤去状況

ストレーナー清掃作業

ストレーナー清掃前

ストレーナー引上作業
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シリーズ

本地区は、三重県の中央部に位置し、東西に細長く雲出
川左岸に広がる平坦地域で、東に伊勢湾、西は丘陵地帯と
なっており、内海的な気候で、雲出川に沿って展開する水
稲と裏作野菜（キャベツ）を主流とする地域です。

牧・川方・新家の一部集落を対象地区とし、土地利用型農
業を核とした担い手農家の区域です。

本事業地域は、農地は不整形、農道は幅員不足、水路は用
排水兼用で営農に支障をきたしているため、農業生産性向
上及び農用地の集団化、担い手の育成を目指して、平成20
年7月に土地改良区（受益面積35ha、組合員数82名）を設
立し、県営経営体育成基盤整備事業（現在は、高度水利機
能確保基盤整備事業）に着手し、平成28年1月に換地処分
が完了しました。

耕地区画は3,000～10,000m2区画形状で、用排水整備（パ
イプライン化）により水利用の効率化や農用地の汎用化及
び畑利用の拡大、農道網の整備により大型機械の搬入が容
易となり、経営規模の拡大や合理化が進められ、労働生産
性の向上、維持管理労力も節減され、地域農業の向上が図
られました。

また、平成24年度には自治会が中心となり、農用地・施
設の保全管理や将来を担う子供たちに学ぶ機会を提供し
ようと、農地・水・環境保全向上対策（現在は、多面的機能支
払）に取り組む活動組織として「桃園西部デンジ草保存会」
を立ち上げ、施設の点検・補修等に加え、地元子供会との地
域で生息する希少種「デンジ草」の観察会や田植え・稲刈り
等の体験学習を通じた啓発活動を実施するなど農業の大
切さを伝える活動等を行い、地域農業の活性化に寄与して
います。

デンジ草（田字草）

整備前

整備後

田植え体験 「デンジ草」観察会

桃園西部土地改良区 （津市）
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去る2月9日（火）に、三重県総合文化センターにて『つな
がろう！まるごと三重の自然体験　第2回いなかビジネス
実践者大会』が開催されました。

農山漁村地域の高齢化・人口減少が進むなか、地域の豊
かな資源を活用し、雇用や就業機会を創出する「いなかビ
ジネス」や「自然体験」の取組が、地域の活性化を図るうえで
必要不可欠となっています。この大会は、活動の実践者の
情報交換や研修、連携促進の場として開催されたもので、
119名の方が集まりました。

三重県農林水産部 吉仲部長からのあいさつの後、基調
講演として、山野智久氏（熱意ある地方創生ベンチャー連
合共同代表理事　アソビュー株式会社代表取締役）より、

『三重の自然を活かした体験型観光とプロモーション～地
域でつながる体験交流の輪～』と題して、三重の体験型観
光への提言を頂きました。

講演後、以下の3つの分科会に分かれて研修会が行われ
ました。
第1分科会
テーマ　女子力がつなぐ都市と農山漁村
コーディネーター　奥田裕久氏（NPO法人サルシカ代表）
　

第2回いなかビジネス実践者大会開催！！

まるごと三重の自然体験

第2分科会
テーマ　プラットフォーム組織がつなぐ地域の輪
講　師　山野智久氏（アソビュー（株）　代表取締役）
　　　　山添みゆき氏（大紀町地域活性化協議会）
第3分科会
テーマ　情報がつなぐ都市と農山漁村
講　師　松山泰久氏（（株）ゼロ　代表取締役）　　
　　　　一色克美氏（三重テレビ放送（株））

つながろう！

三重県農林水産部長 吉仲繁樹氏からのあいさつ 山野氏による講演

第1分科会、奥田氏がコーディネーターを務めたパネルディスカッション

第2分科会、山野氏と山添氏のトークセッション

第3分科会、松山氏と一色氏のトークセッション
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「笑顔」（玉城町）山本幸平
「農道を行く斎王群行」
（伊賀市）藤高文男

　山本幸平さん、2年
連続の最優秀賞受賞
となりました。はさか
け作業の後、ほっと一
息ついた時の表情で
しょうか。農作業の中
で、自然とこぼれた笑
顔が非常に印象的な1
枚です。

 子どもたちが芋ほりをしてい
る、秋の1コマを写し取った写
真です。自分の顔よりも大き
いサツマイモを一生懸命運ぼ
うとする、けなげな表情が愛ら
しいです。たくさんとれたか
な？

みえの農村にスポットをあてた写真を募集して、農
業・農村に対する関心を高めていただき、さらに広報
冊子、その他の広報資料にこの写真を活用する事を目
的とした写真コンテストを実施した。

81点の力作が寄せられ、平成28年2月12日に5名
の審査委員により厳正な審査の結果、最優秀賞1点、
優秀賞2点、特別賞4点、伊勢新聞社賞1点が選ばれた。

「ボクの顔より大きいゾ」(鈴鹿市)岡田邦宏

最優秀賞

優秀賞

伊勢
新聞社
賞

特別賞

第12回

　伊藤孝司さん
も2年連続の優秀
賞。芋ほりの後の
記念写真でしょ
うか。とれたての
サツマイモを片
手に「はい、チー
ズ！」。皆で力を
合わせてたくさん
のサツマイモがと
れましたね。

日本の湿地百選にも選ばれ、希
少な生き物たちが多く棲む祓
川。その川の生き物調査をして
いるところを写した1コマです。
構図は非常にいいですが、下を
向いている子どもたちが多いの
が惜しいところ。

「深野棚田まつり2015」（松阪市）
橋本英幸

　松阪市飯南町、
深野の棚田で行
われたまつりの
風景。夕闇せま
る棚田に、一面に
並べられた灯籠
が幻想的な雰囲
気を醸していま
す。このような光
景の撮影は難し
いですが、美しい
仕上がりになっ
ています。

「たくさんとれたよ～！」（四日市市）
伊藤孝司

　稲刈り体験をした子どもたち
を写した写真。生き生きとした
表情から楽しさが伝わってくる
のですが、真ん中に写っている稲
束が大きかったのか、その後ろの
子どもたちが隠れてしまったの
が残念。

　平安時代に伊勢神宮に仕え
るために派遣された斎王の姿
で農道を行く姿です。稲刈り
の終わった少しさびしい田ん
ぼに、艶やかな斎王群行が鮮や
かに浮かび上がる、おもしろい
光景を写した1枚です。

　熊野市丸山千枚田の田植作
業直前の1コマ。全国各地から
集まった棚田オーナーたちが、
これから1つ1つ手作業で田
植えをするところでしょう。テ
レビカメラマンや写真家など
様々な人が集う、春の1大イベ
ントです。

「生き物調査隊」（明和町）
松本征夫

「稲刈の日」（津市）
澤田静子

「田植の準備」（熊野市）
白藤一己

みえ　農村風景
写真コンテスト受賞作品

の
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津支部は、平成28年2月26日（金）管内の市・土地改良区
役職員を対象に研修会を開催した。

午前は、三重県総合文化センター生涯学習センター小研
修室で「土地改良区体制強化基本計画の策定について」東
海農政局農村振興部土地改良管理課の中村課長補佐から
説明を受けた。

平成28年4月から「土地改良区体制強化事業」が施行さ
れることになり、土地改良区組織運営基盤・事業実施体制
強化の集中的な取組として、今後10年間で専任職員不在
の土地改良区を解消、土地改良区の事務局体制を確立し、
ガバナンスを強化するための具体策として①土地改良区
の自助努力による「土地改良区体制強化基本計画」の作成
②行政による重点指導として基本計画に対する助言・指導

水土里ネットみえ津支部
平成27年度研修会を開催

研修会の様子

講師をお願いした皆さん
(左から)桑名農政事務所　山田技師、神田土地改良区　伊藤副理事長、桑名農
政事務所　水谷課長、吹田課長代理

第２揚水機場施設内の見学

東海農政局　中村課長補佐

研修会の様子
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研修会の様子

去る1月26日（火）伊勢市の「伊勢シティホテル」の白鳳の
間において、事業計画の一環として平成27年度三重県土
地改良事業団体連合会伊勢志摩支部研修会を開催し、管
内の県・市の担当者、土地改良区役職員31名が受講した。

今回は、県担当者を講師に招き「農地制度の改正につい
て」、伊勢警察署担当者を講師に招き「交通安全について」
の2項目について研修を実施した。

まず、支部の役員を代表して奥山評議員（豊浜土地改良
区理事長・宮川用水土地改良区理事長）より開会の挨拶が
あり、その後研修会に移った。

1科目は、「農地制度の改正について」と題して、三重県農
林水産部農地調整課の長田副参事より講義を受けた。

③予算措置の集中化を行うこととなっている。
土地改良区は、「土地改良区体制強化基本計画」の作成に

当たっては、地区の状況等を勘案しつつ、あらかじめ県の担
当部局と調整、必要に応じて市町の担当部局と調整を行う
ものとされ、理事会の承認等を得た時は、県担当部局へそ
の旨を報告することとなっている。

定める事項が多種多様であったので、参加者から「基本
計画には、全ての事項を定めないといけないのか？」の質問
に、中村課長補佐は、「地区の状況等を勘案しつつ、その土
地改良区に該当する事項を定めればよい」との答えに出席
者も安心した表情であった。

その後、東員町に移動し、午後から神田土地改良区の会

議室で「基幹農業水利施設ストックマネジメント事業につ
いて」桑名農政事務所　農村基盤室基盤整備2課　水谷
課長、吹田課長代理、山田技師を講師としてむかえ、また、神
田土地改良区の伊藤副理事長、岩田事務局長からも説明を
うけた。

神田地区の既存施設の劣化状況等を調べる機能診断を
行い、診断結果に基づき機能保全シナリオ（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）を作
成し、コスト比較をした結果に基づき、計画的かつ効率的に
改修・更新を実施しているとのことであった。

説明を聞き、参加者から種々多彩な質問もあり、参加者も
関心が深く有意義な研修となった。

伊勢志摩支部研修会 開催

奥山評議員　挨拶 三重県農地調整課　長田副参事
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昨年8月7日に開催された県内水土里ネットを対象とし
た水土里ネット役職員研修会で説明された内容以降の制
度等の情報提供を受けた。
「農地制度の概要」、「農地等をめぐる情勢」、「農地制度の

改正」の3項目に分け、説明され、農業振興地域整備制度の
国・県・市町の役割、制度とＮＮ事業の関連、農地転用の許
可制度についてわかりやすく説明された。

また、農地面積の見直しとして、集団農地の定義が緩和
（20ha→10ha）されたことにより、中山間直接支払制度や多
面的機能支払の施策の効果が促進できるようになった。

さらに、平成28年4月より農地制度が改正され、農地転
用許可に係る権限移譲等について説明があり、国に準じて
県も定めていきたい旨の説明と今後のスケジュールが提示
された。

休憩を挟み、2科目は「交通安全について」と題して、伊勢
警察署交通安全第1課の西村課長より事項書に基づき説
明を受けた。

伊勢警察署交通安全第1課　西村課長

研修会の様子

県内・管内の交通情勢（事故）の発生状況の報告があり、
引き続きＤＶＤを視聴しながら、①支線から本線へ進んで
きた車の動きの判断、②初心者ドライバーとベテランドライ
バーの運転中の目線の違いが紹介され、安全運転するため
には道路環境の把握、道路環境の分析し危険を予測した運
転に努める重要性を説かれた。
「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」を実践し、自ら

を防衛することが交通安全への第一歩であることを力説さ
れた。

最後に県内での交通死亡事故の特徴が説明された。ま
た、高齢者にとり平成29年度より免許更新時の講習が大幅
に改正されるとの情報提供を得た。

質疑応答では、研修内容に係わらず、今後の農政施策に
対しての地元の関わり方、また交通に対して地元で苦慮し
ている事項、実際危険な目に合った経験談からいかに自分
を守るかの説明を受けた。

今回は、今後の農地制度の方向性が示され、また交通安
全に気を付けるためにいかに自分で周囲の運転状況の変
化に対応しなければならないかを再認識できる研修内容
であり、出席者は熱心に聴講していた。
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去る3月2日（水）に三重県総合文化センター文化会館棟
2Ｆ「大会議室」において、農業集落排水事業推進研修会を
県から1名、地域環境資源センターから2名の講師を招き
開催し、市町の農業集落排水事業担当者30名が受講した。

三重県における農業集落排水事業は、平成27年度に採
択された伊賀市の山田南地区が最後の地区となる予定で、
これまでに149地区の農業集落排水施設が造られている。

農業集落排水施設においても造る時代から維持管理の
時代となっており、小規模な処理区で整備を行った農業集
落排水施設の維持管理においては、徴収する使用料金を
上回る維持管理費が必要となっており、全ての市町で補填
している状況である。

維持管理状況の改善策として、①企業会計を導入し、経
営状況を明確にする　②適正な維持管理により経費節減
を図る ③農業集落排水施設の下水道への接続 が考えら
れており、今回の研修はこれらに関連したテーマで講演を
行ったもので下記にその内容を記載する。

講演（1）
　「農業集落排水施設のストックマネジメントについて」
　　講師：地域環境資源センター
 主任研究員　東　 博行
講演（2）
　「公営企業会計について」

平成27年度 農業集落排水事業推進研修会 開催

　　講師：地域環境資源センター
 主任研究員　大森 直樹
講演（3）
　「農業集落排水施設の下水道への接続について」
　　講師：三重県　農業基盤整備課
 主幹　森島 武久
　
講演後、市町の担当者からは活発な質疑もなされ、今回

の研修会の成果として、今後の農業集落排水施設の維持
管理に大いに役立ててもらえると考えるものである。

研修会開催状況

大森主任研究員による講演状況
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「県民の日」記念事業

［日時］	 平成28年4月16日（土）13：00開演／12：00開場
［場所］	 三重県総合文化センター　中ホール
	 （三重県津市一身田上津部田1234）
［内容］	 13：00〜13：10	挨拶（鈴木英敬伊勢志摩サミット三重県民会議会長･
	 	 	 前葉泰幸津市長）
	 13：10〜14：10	講演

	 14：30〜15：45	トークセッション「世界とつながる、三重の未来」
	 	 高野秀行さん（ノンフィクション作家）
	 	 田中里沙さん（株式会社宣伝会議取締役副社長･編集室長）
	 	 寺岡夕里さん（東北大学大学院生･2009年ジュニア8サミット日本代表）
	 	 デービッド･アトキンソンさん

「英国人アナリスト、三重の未来を語る」（仮題）
デービッド･アトキンソンさん
　　　　　　　　　　（株式会社小西美術工藝社　代表取締役社長） デービッド･アトキンソンさん

定員650名事前申込制先着順
入場無料

参加者全員に、サミットにちなんだステキなお土産をプレゼント♪
※詳しくは、伊勢志摩サミット三重県民会議のホームページから

検　索伊勢志摩サミット･三重県

平成28年4月22日か
ら、伊勢志摩サミットの
関連行事として、「2016
年ジュニア・サミットin
三重」が桑名市を主会
場として開催されます。
Ｇ7（※）各国を代表する若者が参加し、「次世代につな
ぐ地球～環境と持続可能な社会」をテーマに英語で討
議し、意見をまとめ、成果文書を政府首脳に提出します。
日本からは、県内在住の4人の高校生が参加します。
※Ｇ7とは、一般的に首脳会議に参加する7 ヶ国（日本、
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ）の
総称をいいます。

 
開催期間中、討議テーマに基づき、健全な環境を次世

代に継承し、持続的な発展をする方策について議論す
るため、討議に資する視察先として、次の3 ヶ所を訪問
します。

・赤須賀漁業協同組合（桑名市）
・四日市公害と環境未来館（四日市市）
・ＮＴＮ㈱先端技術研究所（桑名市）

また、討議日程の終了後、参加者の皆さんに三重県の
美しい自然や豊かな伝統・文化などを体験・体感すると
ともに、県内高校生などとの交流を深めるため、次の4
つのコースに分散して県内各地を訪
問予定です。
・Ａコース

御在所ロープウエイ（菰野町）、鈴鹿サーキッ
ト（鈴鹿市）、関宿（亀山市）

・Ｂコース
深野だんだん田（松阪市）、まごの店（多気町）、
一身田寺内町 専修寺（津市）

・Ｃコース
伊賀流忍者博物館（伊賀市）、赤目四十八滝

（名張市）

・Ｄコース
伊勢神宮（伊勢市）、いつきのみや歴史体験館（明和町）

御在所ロープウエイ

伊賀忍者特殊軍団
阿修羅




