
- 45 - 

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２１年度実績 平成２２年度計画 

地区数 事業量 事業費 地区数 事業量 事業費 

2 149ha 744,750 円 2 144ha 719,150 円 

 補助率：国５０％ 県２５％ 市町２５％ 

 

 １１ 県行造林事業 

   第１０次三重県県行造林経営計画（平成２０年度～平成２４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：事業費 円） 

平成 21 年度実績 平成 22 年度計画  

箇所数 事業量 事業費 箇所数 事業量 事業費 

1   1.71ha  325,500 1   5.22ha  1,471,000 
保 育 

   １*  36.66ha 9,165,000 

森林管理 ５  ５カ所 219,450 ５  ５カ所 225,000 

計    544,950     1,696,000 

  *森林整備加速化・森林整備基金による 

 

 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：事業費 円） 

平成２１年度実績 平成２２年度計画 
認定・認証団体 

事業量 事業費 事業量 事業費 

８ ２団体 304,000 1 団体 251,000 

補助率 県 １／２以内 

 

 （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２１年度実績     ７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２１年度実績 届出件数 ０件 （うち通知件数 ０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    ２６組合 

 

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。 

 （１）管内の保安林面積 （平成２２年３月末） 

   水源かん養保安林         ４，５０８ ｈａ 

   土砂流出防備保安林       １０，８７３ ｈａ 

   土砂崩壊防備林             ２３ ｈａ 

   保健保安林            ３，８２７ ｈａ 

   その他（防風、風致）          ６３ ｈａ 
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（２）２１年度実績  

     ・指  定       ４ 件   １，０００．３０９３ ｈａ 

     ・解  除       ６ 件       １．８５５３ ｈａ 

     ・伐採許可       １ 件     

     ・伐採届出受理    ５６ 件 

・伐採協議（国有林）  ９ 件 

・作業許可      ４４ 件     

      

 

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 

  うち特別保護地区       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２１年度実績 

 ・ 国定公園許可・届出受理件数       ８５ 件 

 ・ 県立自然公園許可・届出受理件数     １２ 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２１年度実績） 

・林地開発許可件数      ３ 件   １７．７２ ｈａ 

・林地開発届出件数            ３ 件   ５４．１９ ｈａ 

   ・林地開発変更許可件数        ３ 件   １１．４０ ｈａ 

 

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 



 - 48 - 

   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２１年度） 

    ・狩猟免状 交付件数（更新・新規）  ４６１ 件 

    ・狩猟免状 保持件数         ６５２ 件 

    ・狩猟者登録 発行件数        ５１２ 件 

（３） 保護施設の設定 

   第１０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２１年度末現在） 

   鳥獣保護区      ２１ カ所   １６，３０６ ｈａ 

   休猟区         ０ カ所           ０ ｈａ 

   特定猟具禁止区域   ３４ カ所   １１，４６１ ｈａ 

   指定猟法禁止区域  １ カ所      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２１年度） 

・傷病鳥獣救護対応件数         ２４ 件 

（５） 有害鳥獣捕獲促進事業 

ニホンジカの個体数調整のため、市町が猟友会等に委託して実施するメスジカの

有害捕獲に助成します。 

 （平成２１年度実績） 

・いなべ市、菰野町、亀山市、鈴鹿市   ４３頭  ４３０，０００円 

 （平成２２年度計画） 

・いなべ市、菰野町、亀山市、鈴鹿市   ３９頭  ３９０，０００円 
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 １９ 緑化推進費 

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。 

 

２０ 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。 

 （平成２１年度実績） 

・「企業の森」 H１９年２月 協定締結 

トヨタ車体（株）      いなべ市北勢町阿下喜地内  ９．０ｈａ 

Ｈ２２年３月１４日 第３回植樹イベント   

・「かめやま会故の森」 H１９年５月  市民の森環境整備協議会設立 

シャープ（株）他１４企業  亀山市関町市瀬地内     ８．０ｈａ 

Ｈ２０年５月２９日 森林づくり活動開始 

Ｈ２１年５月３１日 森づくりの日（森林ツアー・下刈り） 

Ｈ２１年８月２９日 自然観察会 

Ｈ２１年１０月２４日 森づくり体験（間伐・木工教室） 

Ｈ２２年２月２８日 森づくり体験（歩道整備） 

・「企業の森」  H２０年１０月３０日 森林環境保全協定の締結 

四日市西ライオンズクラブ  三重郡菰野町大字菰野地内  ０．１１ｈａ  

        Ｈ２１年 ４月１１日 第２回森林整備活動（植樹） 

 

２１ がんばる三重の林業創出事業 

  県産材の増産をはかるとともに、柱材に加え、合板用材やチップ用材などに多段階

に利用する「木材のカスケード利用」を進めるため、森林の団地化・施業の集約化に

より、作業路の整備や高性能林業機械の導入を進め、低コスト化に取組み、安定的な

生産供給体制を整備します。 

（平成２１年度実績） 

   鈴鹿地域林業活性化協議会 

団地化計画 亀山市加太  ２団地  ７１ｈａ 事業費 １５，３９２千円 

（平成２２年度計画） 

   鈴鹿地域林業活性化協議会 

団地化計画 亀山市加太  ３団地  

          鈴鹿市大久保 １団地  

4 団地 計 ２４６ｈａ 事業費 １７，０１４千円 
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２２ 森林整備加速化・林業再生基金事業 

  「森林整備加速化・林業再生基金」により、間伐の推進、低コスト化に向けた路網

整備、里山再生対策、木造公共施設整備における地域材の利用促進等の取組を支援し

ます。 

（平成２１年度実績） 

いなべ市、亀山市、鈴鹿市  里山再生対策 

（森林病害虫防除） １８６ ｍ3    事業費  ３，７６７千円 

（平成２２年度計画） 

   いなべ市、亀山市、鈴鹿市  里山再生対策 

（森林病害虫防除） ２３６ ｍ3    事業費  ６，９９７千円 

   いなべ市、亀山市      間伐の推進 

     （間伐）      ３２７ｈａ    事業費 ８１，７５０千円 

   桑名市、鈴鹿市       低コスト化に向けた路線整備 

     （林内路網整備）  ７，２５１ｍ   事業費 ２０，４５４千円 

 

２３ 緊急雇用対策事業 

（１）緊急間伐促進支援事業 

緊急雇用創出事業により、森林の公益的機能の増進を図るため、県行造林地内で

研修を兼ね間伐を実施します。 

（平成２１年度実績） 

鈴鹿市 庄内県行造林  間伐 １９．７８ｈａ 事業費 ２１，７３９千円 

（平成２２年度計画） 

亀山市 関県行造林   間伐 １３．３８ｈａ 事業費 ２２，３９２千円 

 

（２）バンブーバスターズ事業 

緊急雇用創出事業により、手入れ不足から荒廃した竹林を再生するとともに、隣

地への侵入竹の駆除を行います。 

  （平成２１年度実績） 

四日市市朝明町他４カ所    ２．３ｈａ  事業費 １７，７３４千円 

（平成２２年度計画） 

四日市市河原田他 6 カ所    ５．０ｈａ  事業費 ３５，０００千円 
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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，円） 

２１年度実績 ２２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  3  71,029,287    3 100,000,000  

予防治山事業 1 6,249,038 1 50,000,000  

保安林改良事業 16 61,940,550 8 65,000,000  

復旧治山事業（繰越）  1 27,522,490  3 52,058,713  

予防治山事業（繰越） 1 11,879,850 1 10,410,962  

保安林改良事業（繰越） － ― 4 17,243,450  

国 
補 

小計 22 178,621,215 20 294,713,125  

自然災害防止事業 3 22,713,522 5 71,992,000  

小規模治山事業 1 3,245,550 ― ―  

老朽化治山施設リフォー

ム事業 

   1   6,139,350 ― ―  

自然災害防止事業（繰越） ― ―    2  26,539,500  

小規模治山（交付金）事業 ― ― 2 11,702,000  

災害緊急治山施設 

機能回復事業（繰越） 

2 2,705,850 
― ― 

 

老朽化治山施設 

リフォーム事業（繰越） 

― ― 
1 55,264,650 

 

県   

単 

山地災害対策関連事業 

（繰越） 
1 3,051,900 ― ― 
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環境林整備治山事業 

（繰越） 
1 4,360,650 ― ― 

 

小計 9 42,216,822 10 165,498,150  

計 31 220,838,037 30 460,211,275  

 

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。 

 

国補林道事業 

平成２１年度 実績 平成２２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 改良 調査 2 － 10,500 － － － 

計 2 － 10,500 － － － 

（注） ・「箇所数」欄の実数は路線数 

    ・補助事業の補助率 6／10 

 

県単林道事業 

平成２１年度 実績 平成２２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 
激災

復旧 
2 36 1,500 － － － 

計 2 36 1,500 － － － 

（注） ・「箇所数」欄の実数は路線数 

    ・補助事業の補助率 1／2 
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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） 
区分 

補助金

(千円） 植林 下刈 除間伐 枝打 その他 計 

国補 

20 繰 
5,178 0.25 3.33 14.44 8.04 

作業路 

4,920m 

26.06 

作業路 

4,920

ｍ 

国補 

流域育成

林整備 

 

15,000 
  38.9  

作業路 

1,016m 

38.9 

作業路 

1,016

ｍ 

県単 県単造林 1,673  1.03  2.07 

搬出 

963.54

 

3.10 

搬出 

963.54

 

平成

２１ 

年度

実績 

合    計 21,851 0.25 4.36 53.34 10.11 
作業路 

5,936ｍ 
24.81 

国補 

21 繰 
3,133   10   10 

国補 

流域育成

林整備 
6,263  1.00 23.0  

作業路 

3,000ｍ 

24.0 

作業路 

3,000

ｍ 

県単 

21 繰 
4,615   15   15 

平成

２２

年度

計画 

県単 

県単造林 

4,544   10  
搬出 

1,800  

10 

搬出 

1,800
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合    計 18,555  1.0 48.0  

作業路 

3,000ｍ 

搬出 

1,800  

49 

作業路 

3,000

ｍ 

搬出 

1,800

 

（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 

いなべ市、鈴

鹿市、亀山市 
10.84 4,397 3,517  森林環境  

創造事業 
亀山市  1.00 296   237 繰越分 

〃 

（市町タイプ） 
亀山市 82.82 20,475 18,427  

CO2 吸収量 

確保対策事業 

いなべ市 

亀山市 
43.97 9,160 8,243  

平成

２１

年度

実績 

計    138.63 34,328 30424  

森林環境  

創造事業 

鈴鹿市、 

亀山市 
10.84   1,912  1,529  

〃 

（市町タイプ） 
亀山市 56.97 14,958 13,462  

CO2 吸収量 

確保対策事業 
亀山市 7.51 1,793 1,613  

平成

２２

年度

計画 

 

計  75.32  18,663 16,604  

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

森林環境創造事業     10/10（ 県 4/10、国 5/10・市町 1/10） 

  （市町タイプ） 

CO2 吸収量対策事業  10/10（国・県 9.0/10、市町 1.0/10） 
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２８ 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 21 年度実績   8.24ｈａ   事業費 1,211 千円   補助金 605 千円 

(亀山市、いなべ市) 

平成 22 年度計画繰越 17ｈａ  事業費  2,508 千円  補助金  1,254 千円 

(亀山市、いなべ市 他) 

平成 22 年度計画   3ｈａ  事業費  565 千円  補助金  282 千円 

(鈴鹿市 他) 

 

２９ 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２１年度実績（平成２０年度繰越） 

実施場所 面積(ha) 事業費(千円) 補助金(千円) 

桑名市 15.04  3,750  3,750 

いなべ市 19.95  4,750  4,750 

四日市市 11.19 2,000 2,000 

菰野町 49.02 12,250 12,250 

亀山市 87.02 20,500 20,500 

計 182.22 43,250 43,250 

 

（２）条件不利森林公的整備緊急特別対策事業 

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、森林組合等が事業主体

となって実施する、間伐等の森林整備を支援します。 

   平成２１年度実績  

実施場所 面積(ha) 事業費(千円) 補助金(千円) 

桑名市 15.6 3,750 3,750 

いなべ市 69.08 17,000 17,000 

四日市市  1.54   375   375 

菰野町 15.95 3,750 3,750 

亀山市 7.52 1,750 1,750 

計 74.5 18,625 18,625 
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平成２１年度計画（繰越）  

実施場所 面積(ha) 事業費(千円) 補助金(千円) 

桑名市 2.00 500 500 

いなべ市 8.6 2,144 2,144 

四日市市  10.0   2,500   2,500 

亀山市 15.6 3,892 3,892 

計 36.2 9,036 9,036 

 

（３）路網整備地域連携モデル事業 

間伐等の森林施業の主たる担い手である森林組合等と、路網整備に必要な人的資

源や装備を持つ建設事業者との連携に向けたモデル的な取組を推進します。 

   平成２１年度実績 （平成２０年度繰越） 

    亀山市加太梶ケ坂   作業道  200ｍ   事業費  2,800 千円 

 

３０ 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２１年度 実績 

区  分 事業量 事業費（千円） 補助金（千円） 

地上散布 11.0 ha 829 622 

伐倒駆除 19.0ｍ3 451 338 

特別伐倒駆除 10.7ｍ3 260 195 

樹幹注入    

  

補 

 

助 

計  1,540 1,155 

    補助率： 県 3/4 

    樹幹注入については森林整備加速化・林業再生事業で 100％補助 

 

   平成２２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 928 696 

伐倒駆除    

特別伐倒駆除 25.0ｍ3 521 391 

樹幹注入    

 

補

助 

計     1,449 1,087 
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    補助率： 県 3/4 

 

３１ 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）東海自然歩道復旧事業 

菰野町の東海自然歩道は、鈴鹿国定公園に包括されることから交付金事業の対象

となります。平成 20 年 10 月、環境省に対して平成 20 年度予算の追加配分を受け

て平成 20 年度予算を繰越し復旧を図りました。 

平成２１年度 実績 

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カ所 16,764 

橋梁架替 

（H20 繰越） 

鈴鹿国定 

公園 

東海自然歩道 

（菰野町） 
5 カ所 3,236 

歩道改良 

（H20 繰越） 

 

自然文化

に親しむ

施設整備

事業 計  6 カ所 20,000  

鈴鹿国定 

公園 

鳥居道園地 

（菰野町） 
1 カ所  4,860 

護岸工 

高欄復旧 

東海自然

歩道施設

整備事業  計  1 カ所 4,860  

計 7 カ所 24,860  

 

平成２２年度 計画 

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） 9 カ所 6,000 歩道改良 

計 9 カ所 6,000  

 

３２ 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       ４４．５８ｈａ 

・主な施設   自然学習展示館、ふれあいの館、展望台テラス、芝生広場 
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          自然観察の森、野鳥の森、生産の森、冒険の森、四季の森 

 

  ＊ 平成２０年度から指定管理者制度を導入。（受託者：三重県森林組合連合会） 

 

３３ 緊急経済対策事業 

（１） 美しい森林づくり基盤整備交付金事業 

森林吸収目標達成のための間伐等を更に積極的に進めるとともに、間伐材をはじ

めとする木材の搬出コストの低減に不可欠な路網等の開設・改良を実施し、森林吸

収目標の達成と林業・木材産業の振興を通じた雇用機会の創出と山村地域の活性化

を図ります。 

（２１年度実施） 

・ 森林整備   亀山市   間伐    補助金 １０，２３７.5 千円 

・ 林道改良   鈴鹿市   １路線   事業費    ６０１千円 

（２２年度計画） 

・ 林道改良（繰）鈴鹿市   １路線   事業費 １２,２９９千円 

・ 森林整備（繰）亀山市   間伐    補助金  ３，９０２.5千円 

・ 森林整備   亀山市   間伐    補助金  ３，２４１千円 

 

３４ 緊急雇用対策事業 

（１）治山施設適正管理事業 

治山施設の適正な管理を行うため、既設治山施設の点検・パトロールを行います。 

（２１年度実施） 事業費 ４，５２６千円 

管内全域（北勢地域） 治山施設の点検（国補施設を重点的） 

（２２年度計画） 事業費 ３，３５０千円 

管内全域（北勢地域） 治山施設の点検（県単施設を重点的） 

 

（２）森林荒廃等現況調査事業 

山地災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐこと等

を目的に森林や渓流の荒廃状況の調査、及び渓流内の流木の状況の調査を行います。 

（２１年度実施） 事業費 ６，３００千円 

亀山市、鈴鹿市全域  崩壊地の有無、下層植生の状況、渓岸浸食の有無等を調

査 

（２２年度計画） 事業費 ６，９０４千円 

２１年度実施カ所を除く管内全域（北勢地域） 崩壊地の有無、下層植生の状況、

渓岸浸食の有無等を調査 
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（３）造林地保護対策事業 

山林におけるニホンジカによる獣害が増加してきているため、植栽、造林地の獣

害被害地等を見回り、獣害防止施設の簡易修繕、獣害被害状況の把握、ニホンジカ

の駆除等、被害軽減対策を行います。 

（２１年度実績） 

いなべ市北勢町 西部 保護対策面積 １２８ｈａ 事業費 2,958,900 円 


