
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●四日市会場
  日時：平成
  場所：三重県四日市庁舎
●津会場
  
  
●伊賀会場
  
  
●伊勢会場
  
  
●熊野会場
  
  
 

 

 

【１９時
【１９時３０分～２０
 

 

 

 

会場準備のため、参加ご希望の方は、

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

Ｅ－
 
【連絡先】三重県
       
       
       

参加者
募集

三重県では、本県農業及び農
として、
の策定作業を進めています。
 このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん
基本計画に反映
会」を開催することとなりました。

 

 

 

●四日市会場 
日時：平成
場所：三重県四日市庁舎

●津会場 
  日時：平成
  会場：三重県津庁舎
●伊賀会場 
  日時：平成
  会場：三重県伊賀庁舎
●伊勢会場 
  日時：平成
  会場：三重県伊勢庁舎
●熊野会場 
  日時：平成
  会場：三重県熊野庁舎

【１９時００分
【１９時３０分～２０

会場準備のため、参加ご希望の方は、

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

Ｅ－MAIL にてお知らせください。

【連絡先】三重県
       
       
       

参加者 
募集 

三重県では、本県農業及び農
として、新たな
の策定作業を進めています。

このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん
基本計画に反映

」を開催することとなりました。

活性化に関する意見交換会

参加お申込み・問い合わせ

 
日時：平成 27 年 10
場所：三重県四日市庁舎

日時：平成 27 年 11
会場：三重県津庁舎

日時：平成 27 年 10
会場：三重県伊賀庁舎

日時：平成 27 年 10
会場：三重県伊勢庁舎

日時：平成 27 年 10
会場：三重県熊野庁舎

００分～１９時３０分】
【１９時３０分～２０

会場準備のため、参加ご希望の方は、

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

にてお知らせください。

【連絡先】三重県 農林水産部
       ファックス
       電   
       Ｅ－ＭＡＩＬ

三重県では、本県農業及び農
新たな「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

の策定作業を進めています。
このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん

基本計画に反映させるため、「三重県農及び農村の活性化
」を開催することとなりました。

三重県農業及び農村の
活性化に関する意見交換会

当日のスケジュール

参加お申込み・問い合わせ

10 月 21 日（水）
場所：三重県四日市庁舎 ２階第２２会議室（四日市市新正

11 月 2 日（月）
会場：三重県津庁舎 6 階大会議室（

10 月 30 日（金）
会場：三重県伊賀庁舎 ３階中会議室（

10 月 22 日（木）
会場：三重県伊勢庁舎 ４階４０１大会議室（

10 月 23 日（金）
会場：三重県熊野庁舎 ５階大会議室Ａ（

～１９時３０分】
【１９時３０分～２０時３０分

会場準備のため、参加ご希望の方は、

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

にてお知らせください。

農林水産部 
ファックス ０５９－２２３－１１２０

   話 ０５９－２２４－２０１６
Ｅ－ＭＡＩＬ nsk@pref.mie.jp

三重県では、本県農業及び農村の
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

の策定作業を進めています。 
このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん

ため、「三重県農及び農村の活性化
」を開催することとなりました。

三重県農業及び農村の
活性化に関する意見交換会

開催日程

当日のスケジュール

参加お申込み・問い合わせ

日（水）19
２階第２２会議室（四日市市新正

日（月）19
階大会議室（津市桜橋３丁目４４６－３４

日（金）19
３階中会議室（

日（木）19
４階４０１大会議室（

日（金）19
５階大会議室Ａ（

～１９時３０分】 新たな基本計画の中間案の説明
３０分】 意見交換

会場準備のため、参加ご希望の方は、１０月１９日（月）までに

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

にてお知らせください。 

 農業戦略課
０５９－２２３－１１２０
０５９－２２４－２０１６

nsk@pref.mie.jp

村の 10
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん
ため、「三重県農及び農村の活性化

」を開催することとなりました。是非、ご参加ください！！！

三重県農業及び農村の
活性化に関する意見交換会

開催日程

当日のスケジュール

参加お申込み・問い合わせ

19 時～20 時３０分（予定）
２階第２２会議室（四日市市新正

19 時～20 時
津市桜橋３丁目４４６－３４

19 時～20
３階中会議室（伊賀市四十九町

19 時～20
４階４０１大会議室（伊勢市勢田町６２８－２

19 時～20
５階大会議室Ａ（熊野市井戸町

新たな基本計画の中間案の説明
意見交換 

１０月１９日（月）までに

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

農業戦略課 北村 
０５９－２２３－１１２０
０５９－２２４－２０１６
nsk@pref.mie.jp 

10 年後を見通したグランドデザイン
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さん
ため、「三重県農及び農村の活性化

是非、ご参加ください！！！

三重県農業及び農村の
活性化に関する意見交換会

開催日程 

当日のスケジュール

参加お申込み・問い合わせ

時３０分（予定）
２階第２２会議室（四日市市新正 4

時 30 分（予定）
津市桜橋３丁目４４６－３４

20 時 30 分（予定）
伊賀市四十九町 2802

20 時 30 分（予定）
伊勢市勢田町６２８－２

20 時 30 分（予定）
熊野市井戸町 3７１）

新たな基本計画の中間案の説明

１０月１９日（月）までに

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

 宛      
０５９－２２３－１１２０ 
０５９－２２４－２０１６ 

見通したグランドデザイン
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

このたび、農業者や食品関連事業者、消費者の皆さんのご意見を
ため、「三重県農及び農村の活性化に関する

是非、ご参加ください！！！

三重県農業及び農村の
活性化に関する意見交換会

当日のスケジュール 

参加お申込み・問い合わせ 

時３０分（予定） 
4 丁目 21－

分（予定） 
津市桜橋３丁目４４６－３４） 

分（予定） 
2802） 

分（予定） 
伊勢市勢田町６２８－２

分（予定） 
７１） 

新たな基本計画の中間案の説明

１０月１９日（月）までに、裏面の参

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を

       

見通したグランドデザイン
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

のご意見を
に関する意見交換

是非、ご参加ください！！！ 

三重県農業及び農村の 
活性化に関する意見交換会

 

－5） 

 

伊勢市勢田町６２８－２） 

新たな基本計画の中間案の説明 

、裏面の参

加申込書をＦＡＸいただくか、【お名前、連絡先電話番号、参加会場等】等を  

見通したグランドデザイン
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画」

のご意見を新たな
意見交換

活性化に関する意見交換会 



三重県 農林水産部 農業戦略課 宛 

三重県農業及び農村の活性化意見交換会 

参加申込書 

ＦＡＸ番号：０５９－２２３－１１２０ 

参加会場 

（〇をつけてください。） 

 四日市会場(10/21)  ・   津会場(11/2) 

伊勢会場(10/22)  ・  伊賀会場(10/30) 

 熊野会場(10/23) 

ご連絡先 

電話 

ＦＡＸ 

Ｅ－mail アドレス 

お名前 

 

※ご記入いただいた内容は、三重県が実施する農業及び農村の活性
化に関する会議等のご案内等に使用するほか、目的外の使用はいた
しません。 

10 月１９日（月）までお申し込みください。 


