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＜森林部門＞ 

１ 森林経営計画作成推進事業（森林整備地域活動支援交付金） 

   意欲と能力を有する者が面的なまとまりを持って行う集約化や路網整備等に関する計画で

ある森林経営計画の作成を支援し、林業再生に寄与することにより、森林の有する多面的機

能や、森林資源の循環利用を推進します。 

（単位：事業費 円） 

平成２６年度実績 平成２７年度計画 

区分 事業量 事業費 区分 事業量 事業費 

亀山市 

施業集約化の促進 
36.3ha 1,960,200 施業集約化の促進 23.9ha 910,000 

補助率：国１／２ 県１／４ 

 

２ 県行造林事業 

   第１１次三重県県行造林経営計画（平成２４年度～平成２８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等を実施します。 

（平成２６年度実績） 森林管理 ５カ所 １４１，３００円 

 

３ 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 

（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） 

認定・認証団体 
平成２６年度実績 平成２７年度計画 

事業量 事業費 事業量 事業費 

７ １団体 75,334 １団体 71,296 

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２６年度実績     ５件 

 



32 

４ 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２６年度実績 届出件数 ５件 （うち通知件数 ５件） 

 

５ 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 

 

６ 保安林整備管理事業 

   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２６年３月末） 

    水源かん養保安林         ４，５７０ ｈａ 

    土砂流出防備保安林       １０，８６６ ｈａ 

    土砂崩壊防備林             ２８ ｈａ 

    保健保安林            ３，８２７ ｈａ 

    その他（防風、風致）          ６１ ｈａ 

 

（２）平成２６年度実績  

    ・指  定       ０ 件  

    ・指定施業要件変更   ２ 件  

    ・伐採許可       ８ 件  

・作業許可      ２８ 件  

      

７ 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２６年度実績 

  ・ 国定公園許可・届出・協議件数       ７５ 件 

  ・ 県立自然公園許可・届出件数        １３ 件 
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８ 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２６年度） 

    ・狩猟免状 交付件数（更新） １０２ 件     

（新規） １１４ 件 

    ・狩猟免状 保持件数     ７７５ 件 

    ・狩猟者登録 発行件数    ４８８ 件 

 

（３） 保護施設の設定 

   第１１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２６年度末現在） 

   鳥獣保護区      ２２ カ所   １６，２９７ ｈａ 

   休猟区         ０ カ所           ０ ｈａ 

   特定猟具禁止区域   ３４ カ所   １１，５４１ 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２６年度） 

・傷病鳥獣救護対応件数  １１ 件 

 

 ９ 緑化推進 

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。 

 

10 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

します。 

 （平成２６年度実績） 

・「企業の森」 ８か所 植栽、間伐、下刈り等  １２００名参加 
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11 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２６年度実績） 

   鈴鹿地域林業活性化協議会 

団地化計画 亀山市加太市場  ３団地 ３２ｈａ 事業費 ４，８３４千円 

（平成２７年度計画） 

   鈴鹿地域林業活性化協議会 

団地化計画 亀山市関町新所  ４団地 ５０ｈａ 事業費 １，６９０千円 

 

12 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、

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２６年度実績） 

鈴鹿森林組合   森林境界の明確化（亀山市関町地内） 

 １００ｈａ 事業費 ４，９０７千円 補助金 ４，５００千円 

 

菰野町   木造公共施設等整備 

    鵜川原幼保園（改築・増築） 

 木質内装  事業費 ５，０００千円 補助金 ４，５００千円 

   （補助金のうち 地域の元気臨時交付金  ２，０００千円）  

         

亀山市   木造加工流通施設等整備 

 関チップ工業株式会社 

  グラップル（ソー・シンウッド付）バックホウ 1 基 

          事業費 １５，２９９千円 

 

    神辺地区コミュニティセンター 木造平屋建 １棟 

建築面積３１２㎡ 事業費 ９５，７０５千円 補助金 ５４，０００千円 

  （補助金のうち 地域の元気臨時交付金      ２４，０００千円） 

 

なかの材木株式会社   地域材利用開発 

古材風フローリング 事業費 ３，６５３千円  

 

マックスバリュ中部株式会社   地域材新規用途導入促進支援 

鈴鹿住吉店 木製アーケード 事業費１０，０００千円  

山城店   木製駐輪場    
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（平成２７年度計画） 

鈴鹿森林組合   間伐  (亀山市地内) 

 １０ｈａ 事業費４，７２０千円 補助金２，３６０千円 

 

三重県森林組合連合会   間伐 （菰野町地内） 

 ６．３ｈａ 事業費２，９７３．６千円  補助金１，４８６．８千円 

 

鈴鹿森林組合   森林境界の明確化（亀山市地内） 

 １００ｈａ 事業費４，５００千円  補助金 ４，５００千円 

 

学校法人慈光学園 木造公共施設等整備 

 ひかり幼稚園ひかりホール 木造平屋建 １棟 

建築面積３５１㎡ 事業費 １４８，３５２千円  

 

いなべ市  木造公共施設等整備 

（仮称）ほくせい保育園 木造平屋建 １棟 

建築面積１６１７㎡ 事業費６１４，５１２千円 補助金２４５，８０４千円 

 

亀山市 木造公共施設等整備 

関南部地区コミュニティセンター 木造平屋建 １棟 

建築面積２６０㎡ 事業費 ６５，１５８千円  

   

ウッドベリー   地域材利用開発 

室内木製遊具 事業費１，０００千円  

 

三栄林産株式会社   地域材利用開発 

木製スピーカー 事業費５００千円   

 

なかの材木株式会社   地域材利用開発 

古材風フローリング 事業費４，０００千円  
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13 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：円） 

事  業  名 
２６年度実績 ２７年度計画 

備考 
箇所 事業費 箇所 事業費 

国 

補 

復旧治山事業 1 18,447,300 1 43,200,000  

予防治山事業 1 16,439,340 － －  

保安林改良事業 1 12,961,080 2 18,180,000  

復旧治山事業（繰）   (1) 24,453,705 繰越 

小計 3 47,847,720 (1)3 85,833,705  

県 

単 

自然災害防止事業 5 58,491,260 5 143,600,000  

県単山地災害危険地対策事業 － － 2 74,900,000  

小規模治山事業 2 6,903,360 2 7,500,000  

自然災害防止事業（繰）   (2)4 72,765,833 繰越 

小計 7 65,394,620 (2)13 298,765,833  

 計 10 113,242,340 (3)16 384,599,538  

注：( )書の箇所数は外数 
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14 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。 

 

林道施設災害復旧事業 

事業主体 

平成２６年度実績 平成２７年度計画 

事業量 事業費

（千円） 

事業量 事業費

（千円） 路線数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ） 

いなべ市 2 49 17,550    

亀山市 12 66 33,012 10 344 29,093 

計 14 115 50,562 10 344 29,093 

 

国庫補助林道事業 

事業主体 

平成２６年度実績 平成２７年度計画 

事業量 事業費

（千円） 

事業量 事業費

（千円） 路線数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ） 

菰野町    1 540 7,000 

計    1 540 7,000 

・補助事業の補助率 ２／３ 

 

単林道事業 

事業主体 

平成２６年度実績 平成２７年度実績 

事業量 事業費

（千円） 

事業量 事業費

（千円） 箇所数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ） 

いなべ市 激災復旧 2 36 1,000 3 21 3,100 

亀山市 激災復旧 7 28 5,411    

鈴鹿市 改良 1 82 6,456 1 20 5,000 

菰野町 舗装    1 500 6,300 

計 10 146 12,867 5 541 14,400 

・補助事業の補助率 1／2 
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15 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。 

 区 分 
補助金 

（千円） 

事業量（ｈａ） 

植林 下刈 除間伐 枝打 森林作業道 

平成

２６ 

年度

実績 

国補 

森林環境保全

直接支援 
30,614 － － 65 － 5,300 

環境林整備 858 － － 7 － － 

県単 県単造林 352 0 1 2 － － 

合 計 31,824 0 1 74 － 5,300 

平成

２７

年度

計画 

国補 

森林環境保全

直接支援 
21,450 － － 45 － 3,700 

環境林整備 2,100 － － 18 － － 

低コスト 

造林推進 
12,800 － － 17 － 2,000 

県単 県単造林 199 － 1 1 － － 

合    計 36,549 － 1 81 － 5,700 

（注） ・補助率：査定事業費の 4/10（国 3/10、県 1/10） 
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16 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。 

年度 区 分 事業実施主体 
面積 

（ｈａ） 

事業費 

（千円） 

補助金 

（千円） 
備考 

平成

２６

年度

実績 

森林環境 

創造事業 

鈴鹿市 5.88 1,198 959  

亀山市 25.98 4,669 3,735  

いなべ市 6.32 1,490 1,192  

〃 

（市町タイプ） 
亀山市 34.03 6,000 2,400  

計    72.21 13,357 8,286  

平成

２７

年度

計画 

森林環境 

創造事業 

鈴鹿市  1,030 824  

亀山市  220 176  

〃 

（市町タイプ） 
亀山市  7,000 2,800  

計   8,250 3,700  

（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） 

 

 

17 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、薬剤の地上散布や被害木の伐倒、チップ化などの対

策を実施します。 

 

平成２６年度実績 

区  分 事業量 事業費（千円） 補助金（千円） 

補 
 

助 

地上散布 10.0 ha 886 599 

伐倒駆除 － － － 

特別伐倒駆除 － － － 

樹幹注入 － － － 

計  886 599 

    補助率： 県３／４ 又は 定額 
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  平成２７年度 計画 

区  分 事業量 事業費（千円） 補助金（千円） 

補 
 

助 

地上散布 6.5 ha 626 470 

伐倒駆除 － － － 

特別伐倒駆除 － － － 

樹幹注入 － － － 

計  626 470 

    補助率： 県３／４ 

 

18 自然公園等利用施設整備事業 

（１）自然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。 

 

平成２６年度 実績 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

自然に親

しむ施設

整備事業 

鈴鹿国定 

公園 

藤原岳登山線 

整備事業 
1 か所 35,132 トイレ整備 

小  計  35,132  

 合  計  35,132  

 

平成２７年度 計画 

  なし   

  

 

19 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 （当年交付金額） 

（平成２６年度 実績） 

四日市市 水沢もみじ谷景観整備事業ほか          ２７，７１６千円 

 桑名市  多度山環境整備事業ほか              ５，４２５千円 

 鈴鹿市  暮らしを守る松林被害防除事業ほか        １０，３４８千円 

 亀山市  里山・竹林生活環境保全支援事業ほか        ６，３２１千円 

 いなべ市 間伐材等テクニカルボランティア部活用事業ほか   ６，１４４千円 

 木曽岬町 森林環境教育事業ほか               ２，２５８千円 

 東員町  みえ森と緑の県民税市町交付金事業         ２，９８８千円 

 菰野町  危険木伐採搬出事業ほか              ４，６２６千円 

 朝日町  児童館への木のおもちゃ配備            ２，３９６千円 

 川越町  公共施設の緑化                  ２，５５５千円 

 合計                           ７０，７７７千円 
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（平成２７年度 計画） 

四日市市 水沢もみじ谷景観整備事業ほか          ２８，２８９千円 

 桑名市  多度山環境整備事業ほか             １２，１７８千円 

 鈴鹿市  森と緑の生涯学習事業ほか            ２３，２０１千円 

 亀山市  里山・竹林生活環境保全支援事業ほか        ９，３０８千円 

 いなべ市 中学校卒業記念品配布事業ほか           ８，９７１千円 

 木曽岬町 森林環境教育事業ほか               ２，４２９千円 

 東員町  みえ森と緑の県民税市町交付金事業         ３，７２２千円 

 菰野町  危険木伐採搬出事業ほか              ６，４３８千円 

 朝日町  森と緑とふれあう環境づくり事業ほか        ２，６８１千円 

 川越町  公共施設の緑化                  ２，９４４千円 

 合計                          １００，１６１千円 

 

 

20 災害に強い森林づくり推進事業 

（１）災害緩衝林整備事業 

渓流沿いの森林において適正な管理がされておらず、荒廃して流木や土砂の流出により下

流に被害を及ぼす恐れのある森林に対して整備を行い、流木や土砂の発生を防ぐことを図り

ます。 

 

（平成２６年度 実績） 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

災害に強い森林

づくり推進事業 

災害緩衝林 

整備事業 
亀山市 1 ヶ所 3,068  

合    計  3,068  

 

（平成２７年度 計画） 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

災害に強い森林

づくり推進事業 

災害緩衝林 

整備事業 

亀山市 2 ヶ所 7,519  

 いなべ市 1 ヶ所 6,604  

合    計  14,123  
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（２）土砂・流木緊急除去事業 

崩壊土砂流出危険地区の流域内の森林内に異常に堆積した土砂及び流木等に ついて、現

場外へ搬出または流出する恐れがない範囲に集積し下流保全対象の安全を図ります。 

 

（平成２６年度 実績） 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

災害に強い森林

づくり推進事業 

土砂・流木緊

急除去事業 
いなべ市 1 ヶ所 4,499  

合    計  4,499  

 

（平成２７年度 計画） 

区      分 事業量 事業費（千円） 備 考 

災害に強い森林

づくり推進事業 

土砂・流木緊

急除去事業 
いなべ市 1 ヶ所 20,000  

合    計  20,000  

 


