○ 三重ブ ラン ド認定 委員 会条例 （平 成19年 7月4日三 重県条例 第39号 ）
三 重ブラ ンド 認定委 員会 条例
平 成十九 年七 月四日
三 重県条 例第 三十九 号
改正
平 成二四 年 三月二 七日 三重県 条例 第六号
三 重ブラ ンド 認定委 員会 条例を ここ に公布 しま す。
三 重ブラ ンド 認定委 員会 条例
（ 設置）
第 一条 三重 ブラン ド（ 三重県 の豊 かな自 然、 伝統等 地域 の特性 をい かした 生産 物（生 産さ れ又は 加
工 された 物を いう。 ）及 びその 生産 者で知 事が 認定し たも のをい う。 次条に おい て同じ 。） に関す
る 重要な 事項 を調査 審議 するた め、 知事の 附属 機関と して 、三重 ブラ ンド認 定委 員会（ 以下 「委員
会 」とい う。 ）を設 置す る。
（ 所掌事 項）
第 二条 委員 会は、 知事 の諮問 に応 じ、次 の事 項につ いて 調査審 議す る。
一 三重 ブラ ンドの 認定 基準に 関す る事項
二 三重 ブラ ンドの 認定 に関す る事 項
三 前二 号に 掲げる もの のほか 、知 事が必 要と 認める 事項
（ 組織）
第 三条 委員 会は、 委員 二十人 以内 で組織 する 。
２ 前項 の場 合にお いて 、男女 いず れかの 委員 の割合 は十 分の四 を下 回らな いも のとす る。 ただし 、
知 事がや むを 得ない 事情 がある と認 めた場 合は 、この 限り でない 。
（ 委員）
第 四条 委員 は、学 識経 験を有 する 者その 他知 事が必 要と 認める 者の うちか ら、 知事が 任命 する。
２ 委員 の任 期は、 二年 とする 。た だし、 補欠 の委員 の任 期は、 前任 者の残 任期 間とす る。
３ 委員 は、 再任さ れる ことが でき る。
４ 委員 は、 職務上 知り 得た秘 密を 漏らし 、又 は自己 の利 益のた めに 使用し ては ならな い。 その職 を
退 いた後 も同 様とす る。
（ 委員長 ）
第 五条 委員 会に、 委員 長を置 く。
２ 委員 長は 、委員 の互 選によ り定 める。
３ 委員 長は 、会務 を総 理し、 委員 会を代 表す る。
４ 委員 長に 事故が ある ときは 、あ らかじ め委 員長の 指名 する委 員が その職 務を 行う。
（ 会議）
第 六条 委員 会の会 議は 、委員 長が 招集し 、そ の議長 とな る。
２ 委員 会の 会議は 、委 員の過 半数 が出席 しな ければ 開く ことが でき ない。
３ 委員 会の 会議の 議事 は、出 席委 員の過 半数 で決し 、可 否同数 のと きは、 議長 の決す ると ころに よ
る。
４ 委員 会は 、調査 審議 するた め必 要があ ると 認める とき は、委 員以 外の学 識経 験を有 する 者の出 席
を 求め、 その 意見若 しく は説明 を聴 き、又 は資 料の提 出を 求める こと ができ る。
（ 庶務）
第 七条 委員 会の庶 務は 、農林 水産 部にお いて 処理す る。
一 部改正 〔平 成二四 年条 例六号 〕
（ 委任）
第 八条 この 条例に 定め るもの のほ か、委 員会 の運営 その 他委員 会に 関し必 要な 事項は 、委 員長が 委
員 会に諮 って 定める 。
附 則
こ の条例 は、 公布の 日か ら施行 する 。
附 則（ 平成 二十四 年三 月二十 七日 三重県 条例 第六号 抄）
（ 施行期 日）
１ この 条例 は、平 成二 十四年 四月 一日か ら施 行する 。

