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１０ 森林整備促進事業 

（１）森林整備地域活動支援交付金 

   林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化などにより間伐材等の森林施業が十

分に行われていない人工林が増え、森林の持つ多面的機能の発揮に支障をきたすこ

とが懸念されています。このような状況に対して、適切な森林整備の推進を図るた

め、森林所有者等が行う森林施業の実施に不可欠な森林の現況調査、地域活動など

に支援します。 

平成１８年度実績 平成１９年度計画 

地区数 事業量 事業費 地区数 事業量 事業費 

２ － ha １,215,300 円 ２ － ha 1,076,150 円 

 補助率：国５０％ 県２５％ 市町２５％ 

 

 １１ 県行造林事業 

   第 8 次三重県県行造林経営計画（平成１５年度～平成１９年度）に基づき、県行

造林地上権設定５カ所、５３３．７３ｈａについて、保育事業及び一般管理事業を

実施します。 

（単位：事業量 式、事業費 円） 

平成１8 年度実績 平成１9 年度計画  

箇所数 事業量 事業費 箇所数 事業量 事業費 

保育 1 2.83 ha 556,500 1  11.00ha  4,968,600 

森林管理 ５ ５箇所 233,100 ５  ５箇所 236,250 

その他       

計   789,600   5,204,850 

 

 １２ 自然環境保全対策事業 

   優れた自然環境を有する地域を将来にわたって保全するため、自然環境保全地域

の保全を図るとともに、県民による地域の自然を守り育てる里地里山保全活動を支

援します。 

また、自然地での開発行為について、自然環境の保全についての配慮の調整を行

います。 

（１）自然環境保全地域の指定・管理 

保全すべき優れた自然環境として指定された自然環境保全地域の適正な保護に

努めます。 

管内自然環境保全地域の既指定地 

  ・（いなべ市）藤原町河内谷  ３２．５０ｈａ カワノリ（淡水産緑藻）の保護 

・（いなべ市）員弁町員弁大池 ８４．４０ｈａ アカマツ等天然林の保護 
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（２）里地里山保全活動の支援 

  県民による地域の自然を守り育てる活動を支援するため、里地里山保全活動計画の

認定を受けた団体に対し、活動に必要な機材の購入経費等を助成します。 

（単位：事業量 式、事業費 円） 

平成 1８年度実績 平成 1９年度計画 
認定・認証団体 

事業量 事業費 事業量 事業費 

６ ０ ０ １団体 400,000 

補助率 県 １／２ 

 

 （３）開発行為の届出 

  自然環境を保全するため、１ｈａ以上の自然地が含まれる開発行為の届出の審査、

受理をします。 

   ・平成１８年度実績      ６件 

 

１３ 希少生物保全事業 

三重県指定希少野生動植物種の捕獲届出（通知）の審査、受理をします。 

・平成１８年度実績 届出件数 ３件 （うち通知件数 ３件） 

 

１４ 森林組合指導事業 

   森林組合、生産森林組合の適正な運営を図るため、森林組合法に基づき総会終了

届出書の受理、定款変更の許可等の指導、事務処理を行います。 

    ・管内森林組合数       ２組合 

    ・管内生産森林組合数    ２５組合 

 

（１） 森林組合育成事業 

   森林組合が人材を育成し、経営の活性化や事業の効率化の推進に支援をします。  

（平成１８年度実績） 

鈴鹿森林組合 

  経営体制・事業実行体制の強化  事業費  ４２０，０００円 

         補助率：県１／２ 

 

１５ 保安林管理事業 

  地域森林計画に基づき国土の保全、水源のかん養等の保安林機能の充実を図るため、

保安林の指定を促進するとともに、保安林指定の解除、保安林内の立木伐採・土地の

形質の変更行為に対する許可、標識の設置等により保安林の適正な管理を行います。 
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（１）管内の保安林面積 （平成１８年３月末） 

   水源かん養保安林         ３，４３２ ｈａ 

   土砂流出防備保安林       １０，０２８ ｈａ 

   土砂崩壊防備林             ２１ ｈａ 

   保健保安林            ３，８２８ ｈａ 

   その他（防風、風致）          ６３ ｈａ 

 

（２）１８年度実績  

     ・指  定    ０ 件    ０    ｈａ 

     ・解  除    １ 件    ２．６７ ｈａ 

     ・伐採許可   ２６ 件   ６４．６８ ｈａ 

     ・作業許可   １８ 件   ６９．１９ ｈａ 

     ・標識設置   ２０ 本 

     ・標識撤去    ７ 本 

 

１６ 自然公園管理事業 

   国定公園・県立自然公園の風致を維持するため、特別地域又は普通地域内におい

て行う工作物の新築・立木竹の伐採・土砂の採取等の行為について、許可、届出受

理を行います。 

 （１）管内の自然公園面積 

  ・ 鈴鹿国定公園      １２，４３１ ｈａ 

  うち特別保護地域       ８５８ ｈａ 

  ・ 水郷県立自然公園     ６，８４２ ｈａ 

  ・ 伊勢の海県立自然公園     ４０９ ｈａ 

（２）平成１８年度実績 

 ・ 国定公園許可等件数       ９６ 件 

 ・ 県立自然公園許可等件数      ３ 件 

 

１７ 森林保全管理事業 

   無秩序な森林の開発を未然に防止し、森林の適切な利用を確保するため、森林法

に基づき、１ヘクタールを超える地域計画森林計画対象森林の開発行為に対する許

可を行います。 

  （林地開発許可状況 平成１８年度実績） 

・林地開発許可件数      ２ 件  １１０．８５ ｈａ 

・林地開発届出件数            ２ 件    ５．８９ ｈａ 

   ・林地開発変更許可件数        ５ 件   ２２．０１ ｈａ 
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１８ 鳥獣保護及び猟政 

  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき、適正な狩猟と鳥獣保護行政

を推進するため、鳥獣保護員の配置、狩猟取締りの実施、狩猟免状・狩猟者登録証

の登録事務及び鳥獣保護事業を行います。 

（１） 狩猟取締り 

   適正かつ安全な狩猟行政を推進するため、鳥獣保護員を配置し狩猟の取締りを実

施します。 

（２） 狩猟免許、狩猟登録 

  狩猟免許申請の受付事務を行うとともに、狩猟免許を更新しようとする者に対し

講習会及び適性検査を実施し、試験合格者等に狩猟免状を交付します。 

  また、県内で狩猟をしようとする者に対し、狩猟者登録証、狩猟者記章等を交付

します。 

 （平成１８年度） 

    ・狩猟免状 交付件数（更新・新規）  ５４６ 件 

    ・狩猟免状 保持件数         ７１３ 件 

    ・狩猟者登録 発行件数        ５８９ 件 

（３） 保護施設の設定 

   第９次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣保護区、休猟区等保護施設を設定します。 

   （保護施設設置状況：累計 平成１８年度末現在） 

   鳥獣保護区    １６ 箇所   １５，２３４ ｈａ 

   休猟区       ０ 箇所           ０ ｈａ 

   銃猟禁止区域   ３３ 箇所   １１，２９２ ｈａ 

   指定猟法禁止区域  １ 箇所    ７，３１０ ｈａ 

（４） 鳥獣保護事業 

野生鳥獣保護思想の普及啓発及び傷病鳥獣の救護を行います。 

 （平成１８年度） 

・傷病鳥獣救護対応件数         ５８ 件 

 

１９ 林業・木材産業構造改革事業 

林業の持続的かつ健全な発展と林産物を安定的に供給・利用できる体制を確立す

るため、林業・木材産業の構造改革を推進します。 

（１） 林業構造確立施設の整備（森林空間活用施設整備） 

平成１７年度実績 平成１８年度実績 

事業主体 内容 事業費 事業主体 内容 事業費 

いなべ市 
バンガロー 

３棟 
31,124,000 円 いなべ市 

バンガロー 

２棟 
23,784,000 円 



62 

（２） 木造公共施設整備（児童福祉施設木製遊具整備） 

平成１７年度実績 平成１８年度実績 

事業主体 内容 事業費 事業主体 内容 事業費 

（社福）  

法輪会 

木製遊具 

一式 
 6,300,000 円 

（社福） 

法輪会 

木製遊具 

一式 
7,350,000 円 

－ － － 
（社福） 

志生会 

木製遊具 

一式 
  5,700,000 円 

 

補助率：国５０％ 県５％ 

 

 ２０ 原木安定確保パイロット事業 

  原木の安定的、持続的な供給を確保するため、森林組合等の事業体が森林所有者に

対し、施業実施に向けた提案を行い、集約化を行うことで施規模を確保し、高性能機

械の活用で生産コストを抑えるなど、安定した事業量を確保する取組を支援します。 

 

平成１８年度実績  平成１９年度計画 

地区数 事業量 事業費 地区数 事業量 事業費 

１団地   

（鈴鹿森

林組合）   

43.8 ha 210,345 円 

１団地   

（鈴鹿森  

林組合） 

3.63 ha 925,000 円 

 補助率：県１／２ 

 

 ２１ 緑化推進費 

（１） 緑化の普及啓発 

地域特性に配慮した緑化の普及啓発を推進するとともに、緑の募金運動を支援

し、県民参加による森林の整備及び緑化の推進を図ります。 

（２） 公共施設等の修景緑地造成 

（財）日本宝くじ協会が拠出する助成金の交付を受け、県有施設の修景緑化や

緑地造成を行います。 

（平成１９年度計画） 

 北勢きらら学園  修景緑化  ９６０ｍ2  事業費 ３，０００千円 
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２２ 多様な主体による森林づくり事業 

「企業の森」や「ボランティアの森」を推進するため、森林所有者との仲介や技

術支援をサポートします（林業経営室が実施）。 

（平成１８年度実績） 

・ 「企業の森」  Ｈ１９年２月 

    トヨタ車体㈱  いなべ市北勢町大字阿下喜地内  ９．０ha 

森林づくりのマッチングを促進するため、森林整備についての森林調査分析とパ

ンフレットの作成など、フィールド情報の収集に助成します。 

（平成１８年度実績） 

１地区（亀山市）  ２０．０９ ha   事業費 ４２０，４７３円 

 

 ２３ 「三重の木と暮らす」住まいづくり支援事業（平成１７、１８年度） 

    「三重の木を使おう」推進事業（１９年度から） 

県産材の利用促進を図るため、県内で新築する木造住宅に県産認証材「三重の木」

を一定量以上使用した住宅建設への支援を行います。（森林振興室が実施） 

（平成１７年度実績） 支援件数  北勢地区  ４２戸／２００戸（県全体） 

（平成１８年度実績）   〃     〃   ６３戸／３００戸（ 〃 ） 

  （平成１９年度計画）   〃     〃     戸／４００戸（ 〃 ） 
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２４ 治山事業 

森林の維持造成を通じて、山地に起因する災害から県民の生命・財産を保全する

とともに、水源のかん養、生活環境の保全・形成など、森林の整備を通して、安全

で安心な生活を確保します。 

 

（１）治山事業（国庫補助事業） 

山地災害や渇水被害に対処し、安全で安心できる暮らしを実現するため、荒廃山

地の復旧整備、防災機能の低下した保安林の整備を計画的に推進します。 

・ 山地治山事業（復旧治山・予防治山） 

・ 保安林整備事業（保安林改良・保育等） 

（２）県単治山事業（県単公共事業） 

国庫補助事業の採択基準に満たない小規模な荒廃山地の復旧整備及び治山施設

の維持工事等を治山事業の一環として推進します。 

（３）実績及び計画                   （事業費：本工事費等） 

１８年度実績 １９年度計画 
事  業  名 

箇所 事業費 箇所 事業費 
備考 

復旧治山事業 － －   1 29,204,000  

予防治山事業 1 16,530,150 1 24,892,000  

保安林改良事業 1 49,000,350 7 98,196,000  

保育事業 1 2,100,000 － －  

復旧治山事業（繰越） 2 38,690,650 － －  

予防治山事業（繰越） 2 67,722,950 1 23,551,850  

保安林改良事業（繰越） － － 3 14,700,000  

国   
補 

小計 7 174,044,100 13 190,543,850  

自然災害防止事業 3 59,687,000 4 50,301,000  

小規模治山事業 5 15,853,000 1 1,921,000  

人家等保全防災機能強化

緊急対策事業 
1 7,111,650 － － 

 

治山施設機能回復事業 １ 273,000 １ 2,903,000  

落石等崩落防止事業 － － １ 1,047,000  

自然災害防止事業（繰越） 2 24,892,350 － －  

県   

単 

小計 12 108,514,000 7 56,172,000  

計 19 282,558,100 20 246,715,850  
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２５ 林道事業 

作業現場へのアクセスの改善、集材距離の短縮、林業の機械化を通じた効率的な

林業経営の展開や森林の適切な維持管理のため、林道や作業道の整備を推進します。 

 

県単林道事業 

平成１８年度 実績 平成１９年度 計画 

事業量 事業量 区分 

箇所数 延長（ｍ） 

事業費

（千円） 箇所数 延長（ｍ） 

事業費

（千円） 

補助 
維持 

管理 
改良 １ 24  2,760 １ 7 1,158 

計 １ 24  2,760 １ 7 1,158 

（注） ・「箇所数」欄の実数は路線数 

    ・補助事業の補助率 1／2 

 

２６ 造林事業 

森林は木材を供給するほか、水源のかん養、山地災害の防止、生活環境の保全・

形成等の多様な機能を有しており、これらの機能は健全な維持造成により高度に発

揮されます。 

このため、伐採後の植林から保育、間伐に至る一連の造林作業を行う森林所有者

等に対して補助金を交付し、林業生産活動を通じた森林整備を推進します。 

 

事業量（ｈａ） 
年度 区分 

補助金

（千円） 植林 下刈 除間伐 枝打 計 

被害地等  

森林整備 

(17 繰越) 

 1,163 0.65 1.88 9.43  11.96 

流域公益  

保全林整備 
 1,122   11.91 0.73 12.64 

被害地等  

森林整備 
   479 0.52 0.21 6.07   6.80 

国庫補助

事業 

計  2,764 1.17 2.09 27.41 0.73 31.40 

県単事業 県単造林    229 0.12 1.97 2.39  4.48 

平成

１８

年度

実績 

合    計  2,993 1.29 4.06 29.80 0.73 35.88 

平成

１９

国庫補助

事業 

流域育成林

整備 
  1,132 0.40 1.90 11.60 0.30 14.20 
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県単事業 県単造林    331 0.35 2.70  2.50   5.55 年度

計画 合    計  1,463 0.75 4.60 14.10  19.75 

（注） ・補助率：査定事業費の 4/10（国 3/10、県 1/10） 

 

２７ 森林環境創造事業 

山地災害の防止や水源のかん養等の公益的機能の発揮を重視する「環境林」に区

分された森林のうち、森林有者が自ら適切な管理を行うのが困難な森林について、

森林所有者から２０年間の委託を受け、間伐などにより針葉樹と広葉樹との混交林

への誘導を行うなど、多様な森林づくりを行います。 

（単位：事業量ｈａ、事業費・補助金 千円） 

年度 区 分 事業実施主体 面積 事業費 補助金 備考 

森林環境  

創造事業 

いなべ市、鈴

鹿市、亀山市 
88.41 37,778 30,223  

CO2 吸収量 

確保対策事業 

いなべ市 

亀山市 
29.49 8,398 7,138  

平成

１８

年度

実績 
計    117.90 46,176 37,361  

森林環境  

創造事業 

いなべ市、鈴

鹿市、亀山市 
 37.66 15,067 12,053  

CO2 吸収量 

確保対策事業 

いなべ市 

亀山市 
 68.31 16,901 14,366  

平成

１９

年度

計画 

 計  105.97 31,968 26,419  

（注） ・補助率 ： 森林環境創造事業     10/10（    県 8/10、 市町 2/10） 

CO2 吸収量対策事業  10/10（国・県 8.5/10、市町 1.5/10） 

 

２８ 未来にひきつぐ「生産の森」整備特別対策事業 

「生産林」を健全な形で未来に引き継ぐため、木を植え、育て、使うという緑の

循環が適切に機能し、安定的な木材供給が図られるよう、森林整備を総合的、効果

的に行います。 

平成１８年度 実績 

森林の所在地 整備面積 事業費（千円） 補助金（千円） 

菰野町大字菰野 22.05 ｈａ 7,946    3,973 

（注） ・補助率 ：  1/2    

   

２９ 森林吸収源整備緊急間伐事業 

生産林において、森林を健全に育成し、森林の二酸化炭素吸収機能を十分に発揮
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させていくため、緊急間伐団地を設定し、重点的、計画的な間伐を実施します。 

平成１８年度 実績 

森林の所在地 整備面積 事業費（千円） 補助金（千円） 

いなべ市大安町石榑南 4.73 ｈａ 483    241 

（注） ・補助率 ：  1/2    

３０ 環境林整備治山事業 

居住地などの上流部に位置する環境林のうち、過密化等により水土保全機能の低

下した保安林等において、災害に強い森林づくりのための本数調整伐を実施します。 

 

平成１９年度計画    ７．５ｈａ  事業費 2,930 千円 （菰野町） 

 

３１ 高齢林整備間伐促進事業 

生産林において健全な森林を育成するため、８齢級以上の人工林の間伐を推進し

ます。 

 

平成１９年度計画    ６ｈａ  事業費 616 千円  補助金 308 千円 

 

３２ 間伐対策事業 

（１）未整備森林緊急公的整備導入モデル事業 

森林所有者による自主的な整備が進まない森林において、森林の公益的機能の発

揮を図るため、森林組合等が事業主体となって実施する、創意工夫を生かした効率

的な間伐等の森林整備手法の構築に向けたモデル的な取組を支援します。 

 

平成１９年度計画   ７０ｈａ  補助金 17,500 千円 （いなべ市、亀山

市） 

 

３３ 森林病害虫防除事業 

松くい虫被害の早期終息を図るため、「三重県松くい虫被害対策事業推進計画」

（H19.4.1～H24.3.31）に基づき、松くい虫防除を実施します。 

 

平成１８年度 実績 

区  分 事業量 事業費（千円） 補助金（千円） 

保全松林健全化整備 6.2 ha 1,050            県

営 計  1,050  

地上散布 2.0 ha 158 118   

補 伐倒駆除 6.0ｍ3 89 67 
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特別伐倒駆除 39.6ｍ3 728 546 

樹幹注入 617 本 5,403 3,438 

 

助 

計  6,378 4,169 

合 計  7,428 4,169 

    補助率： 県 3/4、1/2 

＊ 平成１８年度から県営事業のうち保全松林健全化整備以外は、森林保全室直轄で

実施 

 

 

 

   平成１９年度 計画 

区  分 事業量 事業費（千円） 補助金（千円） 

地上散布 11.0 ha 840 630 

特別伐倒駆除 33.0ｍ3 728 546 

樹幹注入 897 本 7,641  

 

補

助 

計     9,209  

    補助率： 県 3/4, 1/2 

＊ 平成１９年度から県営事業は、森林保全室直轄で実施 

 

３４ 自然公園等利用施設整備事業 

（１）自然文化に親しむ施設整備事業 

優れた自然環境や自然景観、貴重な歴史を伝える文化財にふれあうとともに、健

全な心身の育成や自然保護に対する意識を高めることを目的とし、国定公園及び長

距離自然歩道において、安全かつ快適な利用を促進するための施設整備を行います。 

（２）県単自然公園等利用施設整備事業 

自然公園施設の保全、維持管理と安全かつ快適な利用を促進するため、交付金事

業の対象とならない既存施設の補修及び小規模な歩道や園地などの整備を行いま

す。 

 

平成１８年度 実績 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

自然文化

に親しむ

施設整備 

鈴鹿国定 

公園 

東海自然歩道 

（菰野町） 
１箇所 11,640 

歩道 

サイト造園 

県単自然

公園利用

鈴鹿国定 

公園・公 

東海自然歩道 

（菰野町・ 
２箇所 851 歩道 
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施設整備 園区域外 亀山市） 

計 ３箇所 12,491  

 

平成１９年度 計画 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

鈴鹿国定 

公園 

東海自然歩道 

（菰野町） 
１箇所 7,358 歩道・園地 

鈴鹿国定 

公園 

東海自然歩道 

（亀山市） 
１箇所 1,987 歩道 

自然文化

に親しむ

施設整備 

計  ２箇所 9,345  

県単自然

公園利用

施設整備 

公園区域

外 

東海自然歩道

（亀山市） ２箇所 
 

4,956 

 

歩道 

計 ４箇所 14,301  

３５ 森林公園利用促進事業 

県民の心身の健康の増進並びに森林環境教育の推進に寄与するため、自然との

ふれあいの場として設置した「三重県民の森」の適正な管理・運営を行います。 

・三重県民の森所在地  三重郡菰野町大字千草 

・区域面積       ４４．５８ ｈａ 

・主な施設   自然学習展示館、ふれあいの館、休憩舎、展望台テラス、芝生

広場 

          自然観察の森、野鳥の森、生産の森、冒険の森、四季の森 

 

 平成１８年度実績 平成１９年度計画 

三重県民の森管理費 ２３，２１７千円 ２２，８８０千円 

 

  ＊ 平成２０年度から指定管理者制度を導入する予定。 

 

３６ 林道施設災害復旧事業 

異常な自然災害により被災した林道施設について、林道施設災害復旧事業により

その機能を回復します。 

（１）１６年災 

平成１８年度 実績 

事 業 量 区  分 

箇所数 延長（ｍ） 

事業費 

（千円） 
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補助 

Ｈ16 年災災害復旧 

（H17繰越） 
3 101 22,464 

計 3 101 22,464 

（注） ・「箇所数」欄の実数は路線数 

    ・補助事業の補助率 89.5～96.0％ 

 


