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農林水産部 地すべり対策事業費 公共事業（異常気象対策） 10,500 1,500
地すべりによる被害を除去または軽減して国土の保全と民生

の安定を図るため、地すべり防止施設の新設を行う。
治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
海岸保全施設整備事業
費

公共事業（地震対策） 195,500 8,500

海岸保全区域内で高潮、波浪、津波等による被害を防止する
ため、堤防、樋門、樋管等を新設改修を行う。
１．老朽化対策・侵食対策

海岸保全施設の老朽化対策及び侵食対策として施設の機能強
化及び回復を図る。
２．調査補修

老朽化が進行している施設の調査補修を行い被害の防止を図
る。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
県単耕地施設管理事業
費

県単公共事業 7,000 7,000

１ 県が管理する海岸保全区域及び地すべり防止区域につい
て、現地により近い市町長に維持管理を委託し、海岸保全区
域、地すべり防止区域の巡視を行うことによって 災害を未然
に防ぐとともに、不法建築物の設置や堤防の加工等届け出行為
の監視を行い、海岸施設の管理にあたる。
２ 海岸保全施設整備の損傷が小規模なものについて、修繕な
どを行うことにより、災害の防止と国土保全に資する。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
海岸漂着物等処理推進
事業費

公共事業 3,500 500

近年の大雨・台風等の後、大量の流木やゴミ等が海岸に押し
寄せ、海岸環境の悪化が生じている。このため、県が管理する
農地海岸において、海岸漂着物の回収・処理を実施し、海岸の
良好な景観及び環境の保全を図る。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 治山事業費 （公共事業）治山事業費 991,472 2,472

荒廃森林の復旧、土砂災害の防止、良質な水の安定供給など、
県民生活の安全を確保するため、治山施設の整備を進めるとと
もに、水源地域等の森林の造成・整備を総合的に実施し、災害
に強い森林づくりを進めます。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 治山事業費
（公共事業）山地災害危険地対策事
業費

447,465 2,386
山地災害から県民の生命・財産の保全を図るため、人家等に近
接する山地災害危険地区の整備を行います。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 治山事業費
（公共事業）治山施設長寿命化対策
事業費

79,380 1,580
県が管理する治山施設について、長寿命化を推進するための

施設の調査点検・計画の策定及び施設の機能強化・老朽化対策
等を実施します。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単治山事業費 （県単公共事業）県単治山事業費 837,624 6,624
山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する
山地災害危険地区などの荒廃森林の復旧・整備や保安林整備等
を行います。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単治山事業費
（県単公共事業）県単山地災害危険
地対策事業費

772,800 15,800
山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する
山地災害危険地区の整備を行います。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単治山事業費
（県単公共事業）県単治山施設機能
強化事業費

14,736 14,736

過去に整備した治山施設について、その施設を有効活用し機能
の強化を図るとともに、経年劣化等により機能低下が危ぶまれ
る施設の点検及びその結果に基づく補修・改修を実施し、防
災・減災機能の向上を図ります。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単治山事業費
（県単公共事業）県単治山施設長寿
命化対策事業費

7,051 7,051

地震発生時においても治山施設がその機能を十分に発揮できる
ように過去に整備した治山施設について、林野庁が策定した
「治山施設個別施設計画策定マニュアル（案）」に基づく点
検・診断とともに、長寿命化対策（維持管理、補修、更新）を
実施するにあたり、国補補助金の対象とならない施設を対象に
実施します。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
県営漁港海岸保全事業
費

公共事業 104,750 8,250

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害によ
る高潮・波浪・津波による越波や浸水被害に備えるため、漁港
海岸保全施設の嵩上げや耐震対策などを実施する。

また、漁港海岸施設の諸元や老朽状況を踏まえた長寿命化計
画を早急に策定し、計画的な施設整備（修繕）に取り組みま
す。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
県営受託漁港海岸保全
事業費

受託事業 453,200 0

津波、高潮、波浪等の災害から、背後の漁業集落に住む人の
生命及び財産を防護するため、公益上特に必要があると認める
地域の堤防や護岸等について、県が市町から受託し事業を実施
する。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
漁港海岸漂着物等処理
推進事業費

公共事業 2,075 475

海岸は国土の保全や漁業活動の場、さらに海水浴場等のレク
レーション活動など場としての重要な役割を担っている。しか
し、近年大雨・台風等の後、大量の流木やゴミ等が海岸に押し
寄せ、生態系を含む海岸環境の悪化、海岸機能の低下や漁業へ
の影響などの被害が生じている。このため、県が管理する漁港
海岸において、海岸漂着物の回収・処理を実施し、海岸の良好
な景観及び環境の保全を図る。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
農福連携による次世代
型農業モデル構築事業
費

農福連携による次世代型農業モデ
ル構築事業費

6,407 677

農業分野における障がい者の就労の場の拡大に向けて、農服連
携によって生産される農産物・農産加工品の付加価値向上や、
福祉事業所による農作業請負を核に産地全体を支援する次世代
型農業モデルの構築に取り組む。

障がい者の自立と
共生

農林水産部
林業分野における福祉と
の連携推進事業費

林業分野における福祉との連携推進
事業費

414 207

一次産業の分野では、これまでの農福連携の取組から、障が
い者が農業に高い適性を示すことが明らかになったことから、
農業以外の分野においても障がい者が新たな担い手として活躍
できる取組の支援が求められています。

このことから、林業分野においても福祉との連携を推進し、
農林水産業で障がい者が活躍できる環境整備を進めます。

障がい者の自立と
共生

農林水産部
水福連携による担い手
育成事業費

水福連携による担い手育成事業費 745 373

福祉事業所・障がい者を新たな漁業の担い手と位置づけ、担
い手不足にある漁村地域の働く場を充実させ、多様な担い手を
確保することを目的に、漁協や漁業者等から福祉事業所等へ委
託される新たな漁労関連作業の創出、水福連携の普及や福祉事
業所等の漁業参入を推進する研修会の開催等に取り組むこと
で、障がい者の漁業における就労機会の拡大を図ります。

障がい者の自立と
共生

農林水産部
食の安全・安心確保推
進事業費

食の安全・安心確保推進事業費 1,931 618

「食の安全・安心が確保された三重県」を実現するため、条例
及び基本方針に基づき、消費者・事業者・行政の主体的な取組
を総合的に推進するとともに、米トレーサビリティ法に係る監
視指導を実施する。

食の安全・安心の
確保

農林水産部
農産物検査適正実施推
進事業費

農産物検査適正実施推進事業費 348 247

農産物検査法に基づき、地域登録検査機関の新規登録、登録更
新等の事務及び農産物検査結果報告の受理や農林水産省への報
告の事務等を行うとともに、地域登録検査機関への監視指導を
行い、農産物の公正かつ円滑な取引等に繋げます。

食の安全・安心の
確保

農林水産部
農作物等適正管理推進
事業費

農作物等適正管理推進事業費 16,150 4,471

病害虫の発生時期・発生量等の予測情報の提供や防除技術の普
及、重要病害虫の感染拡大防止、県内の土壌データ収集に基づ
く土作り推進等を行うことにより、安全・安心で環境にやさし
い農業生産体制の構築を進めます。

① 病害虫発生予察等総合推進
② 土壌適正管理調査・指導
③ 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業

食の安全・安心の
確保

農林水産部
食の安全・農林水産物
安全確保事業費

農産物生産資材等監視事業費 3,446 212

農業生産資材の適正な流通並びに使用の確保、農産物等に含ま
れる有害物質の吸収抑制によるリスク低減等を進めることによ
り、事業者の自主管理を促進し、安全で安心な農産物が安定的
に消費者に対して供給されるような体制を構築するため、次の
対策等を実施する。

① 肥料監視・指導対策
② 農薬監視・指導対策
③ 有害物質対策事業

食の安全・安心の
確保



農林水産部 家畜衛生防疫事業費 家畜衛生防疫事業費 61,244 18,406

社会的・経済的に重度な被害を及ぼす口蹄疫、高病原性鳥イン
フルエンザ等の家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を図る。
飼料及び動物用医薬品等の適正使用を推進するための立ち入り
検査を行い、安全な畜産物の供給に資する。
県内の死亡牛BSE検査を実施し、牛肉の安全性を確保する 。

食の安全・安心の
確保

農林水産部
家畜衛生危機管理体制
維持事業費

家畜衛生危機管理体制維持事業費 55,274 3,274
高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて、家畜保健衛生所
における危機管理体制を維持するため、設備・備品の設置及び
メンテナンスを行う。

食の安全・安心の
確保

農林水産部
消費者に安心される養
殖水産物の生産体制整
備事業費

消費者に安心される養殖水産物の
生産体制整備事業費

1,364 693

三重県の養殖等水産物を消費者へ安全で安心できる安全衛生
管理体制で提供していくため、生産者の衛生管理体制を強化推
進し、消費者ニーズに対応した水産物を安定的に供給できる体
制の構築を整備する。

食の安全・安心の
確保

農林水産部
獣害につよい地域づくり
推進事業費

獣害につよい地域づくり推進事業費 353,963 3,854
獣害につよい地域づくりを推進するために、集落ぐるみの効

果的な被害防除対策や、有害鳥獣の捕獲に対して支援を行いま
す。

獣害対策の推進

農林水産部
みえの獣肉等流通促進
事業費

みえの獣肉等付加価値向上促進事
業費

1,946 973

野生の鹿肉・猪肉等が新しい地域資源として活用され、地域の
経済活動へとつながるよう、安全な野生獣肉の生産・流通を確
保し、みえジビエ登録制度の運用や普及推進に民間事業者と連
携しながら取り組みます。

獣害対策の推進

農林水産部 野生鳥獣管理事業費 野生鳥獣捕獲管理事業費 40,145 10,257
野生鳥獣の保護・管理のため、鳥獣保護管理員を配置すると

ともに、狩猟の取り締まりや指導、狩猟免許試験及び更新時講
習並びに指定管理鳥獣の捕獲などを行います。

獣害対策の推進

農林水産部 野生鳥獣管理事業費 野生鳥獣生息管理事業費 5,721 1,721

第12次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画
（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）の進捗管理等を行いま
す。また、鳥獣保護管理事業計画に基づいた鳥獣保護区等の指
定、ニホンジカ等のモニタリング調査など野生鳥獣の生息管理
並びに捕獲事業を行います。

獣害対策の推進

農林水産部
獣害対策推進体制強化
事業費

獣害対策推進体制強化事業費 16,123 1,236

地域における獣害対策のリーダーの育成や、集落ぐるみによ
る取り組みを実施するための体制づくりに取り組むとともに、
被害対策の基礎的な支援となる新技術の開発・実証を行い、獣
害につよい集落を育成するための基盤をつくる。

獣害対策の推進

農林水産部
内水面域振興活動推進
事業費

内水面域振興活動推進事業費 1,184 1,093

環境問題に対する意識の高まりに伴い、内水面漁業の振興に
おいても生態系・環境の保全が重要な課題となる中、内水面の
水産資源の安定化を図ることで内水面漁業の振興を促進すると
ともに、遊漁者等のレクリエーションの場を提供するため、内
水面漁業協同組合等が行う増殖事業及びカワウ等による食害対
策事業を支援するとともに、内水面水産資源の回復のための指
導及び調査を行う。

獣害対策の推進

農林水産部
森林公園利用促進事業
費

森林公園利用促進事業費 51,784 0

森林環境学習や自然とのふれあいの場の拠点施設として、
「三重県民の森」及び「三重県上野森林公園」の適切な維持管
理を行うとともに、利用者のニーズにあわせたイベント等を開
催し利用の増進を図ります。

豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部 希少生物保全事業費 希少生物保全事業費 382 382
県内の希少野生動植物種の現状把握に努めるとともに、生

息・生育状況調査や盗掘防止パトロールなどの保全活動を実施
し、人と自然が共生できる地域環境づくりを進めます。

豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部 野生生物保護事業費 野生生物保護事業費 1,670 1,670

多様な自然環境の保全、野生生物の保護にかかる普及啓発及
び子どもたちが参加する自然調査体験会等を行います。

また、貴重な自然環境の保全のため、自然環境保全指導員を
配置し、巡視活動や情報収集を行います。

豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部
自然環境保全対策事業
費

自然環境保全対策事業費 207 207

優れた自然の風景地を有する区域を将来にわたって保護する
ため、県内の国定公園及び県立自然公園、自然環境保全地域の
計画の策定や保護及び規制等を行います。

また、自然公園等において生態系の維持や回復が必要な地域
の調査や対策を関係者と協力して実施し、優れた生態系の維
持・回復を図ります。

豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部
自然公園利用促進事業
費

自然公園利用促進事業費 20,517 0
県民が自然公園や長距離自然歩道とのふれあいを推進するた

め、自然公園等施設の適正な管理を行います。
豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部
自然公園ナショナルパー
ク化促進事業費

自然公園ナショナルパーク化促進事
業費

149,130 2,850

世界水準のナショナルパーク化を目指す伊勢志摩国立公園に
おいて、伊勢志摩地域が持つ美しい自然景観等の魅力を国内外
から訪れる利用者が、十分に体験できるよう、伊勢志摩国立公
園内のビューポイントの整備や自然景観の保全、エコツーリズ
ムの取組の推進、地域の資源や人材のブラッシュアップに取り
組みます。

豊かな自然環境の
保全と活用

農林水産部
団体営農業集落排水整
備促進事業費

公共事業 274,840 28,840

農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は
農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与す
るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水又は雨水を処理す
るための施設を整備し、生産性の高い農業の実現と活力ある農
村社会の形成に資する。

大気・水環境の保
全

農林水産部
団体営農業集落排水整
備支援事業費

県単公共事業 32,879 32,879
農業集落排水施設の整備を行う、汚水処理施設整備交付金等

を支援するため、市町の起債償還に対して支援を行う。
大気・水環境の保
全

農林水産部
漁業集落排水整備支援
事業費

県単公共事業 8,223 8,223
漁村の生活環境及び水域環境の改善を図るため、市町が行う

漁業集落排水整備の起債償還に対して支援する。
大気・水環境の保
全

農林水産部
人権問題啓発推進事業
費

人権問題啓発推進事業費 756 60

農林水産団体の役職員等を対象に、人権問題に関する啓発を推
進する。
 ・人権啓発研修会の開催
 ・人権啓発物品の配布
 ・農林水産団体が開催する人権研修の支援
 ・その他人権啓発活動

人権が尊重される
社会づくり

農林水産部
三重まるごと自然体験促
進事業費

三重まるごと自然体験促進事業費 22,000 11,000

三重県が誇る海・山・川などの豊かな自然を「体験」という
形で生かして、国内外から人を呼び込み、交流の拡大を図るた
め、自然体験活動を展開する人材の育成、「自然体験プログラ
ム」のブラッシュアップ、県内外への積極的な情報発信などに
取り組む。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農山漁村新規ビジネス
創出人材育成・確保事
業費

農山漁村新規ビジネス創出人材育
成・確保事業費

6,862 0
農山漁村を活性化するため、地域資源を活用した都市農山漁村
交流、新商品開発、新事業創出など、新たなビジネスを創出す
ることのできる人材を育成する。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
中山間地域農業を起点
とした雇用創出プロジェ
クト事業費

中山間地域農業を起点とした雇用創
出プロジェクト事業費

2,398 1,199

中山間地域における「地域資源活用型の雇用の創出」及び「農
村生活サポートサービスの実践」に係るプロジェクト活動の拡
大を図るため、中山間地域農業を起点とした新たな就業機会の
創出につながる取組へのチャレンジを促進する。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農業環境価値創出事業
費

農業環境価値創出事業費 18,258 6,565

有機農業などの環境保全に資する取組を支援するとともに、
GAPの認証（確認）を進め、消費者から支持される生 産活動を
推進します。

（１）環境保全型農業直接支払い事業
（２）GAP（農業生産工程管理）推進事業

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部 県営水環境整備事業費 公共事業 108,843 1,098

水路、ため池、ダム等の農業用水利施設の保全管理または、
整備と一体的に地域の有する多面的機能の維持増進に資する施
設の整備を行い、農村における生活空間の質的向上を図る。

１ 地域用水環境整備事業（地域用水環境整備）
２ 地域用水環境整備事業（単独魚道整備）

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
県単基幹水利施設緊急
調査・補修事業費

県単公共事業 5,885 5,885

適正に管理されている基幹水利施設の突発的破損を回避する
とともに、大規模災害時などにおける被害を防ぐため、簡易的
な機能診断を含めた調査及び劣化防止等対策工事を実施し、農
業水利施設の保全を図ります。

1.基幹水利施設緊急調査事業
2.機能保全緊急補修事業

中山間地域・農山
漁村の振興



農林水産部
基幹農業水利施設ストッ
クマネジメント事業費

公共事業 358,519 26,468

1.基幹水利施設ストックマネジメント事業（法律補助）
2.基幹水利施設ストックマネジメント事業（予算補助）

水利施設の機能診断を実施するとともに、地域住民が取り組
む資源保全活動を補完する高度な技術を要する施設の機能保全
を実施し、地域経営の実践を支援する。
3.土地改良施設診断・管理指導事業

土地改良施設において、専門指導員による高度な技術や専門
知識に基づく点検・診断を行うとともに、更新や補修整備に対
する指導を行い、施設の長寿命化を図る。
4.県単予防保全調査・補修事業

簡易的な機能診断及び劣化防止対策工事を実施し、水利施設
の保全を図ります。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農業・農村における生物
多様性保全対策事業費

県単公共事業 500 500

農業農村整備事業を実施する地域の動植物の生態系を調査
し、農業農村整備事業に伴う工事が希少生物等に及ぼす影響と
その影響を回避する方法について検討する。また、事業の終了
後に事後調査を行い効果を検証するほか、水路と水田を生きも
のが自由に行き来できる水田魚道を設置し、地域住民による生
物の保全活動をモデル的に実施することにより、生物多様性の
確保と地域住民の意識向上を図る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
県営ため池等整備事業
費

公共事業 280,350 1,600

1.農業用河川工作物応急対策
河川に設置された農業用河川工作物の構造が不適当なものに

ついて災害を未然に防止するための改善措置を行う。
2.用排水施設整備

農用地、農用施設の災害を未然に防止するために樋門、水路
等の改修を行う。
3.ため池等整備事業

下流に人家があり、地震等により決壊した場合に被害を及ぼ
す恐れのあるため池について、改修整備を行い、県民の生命・
財産を守る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
団体営ため池等整備事
業費

公共事業 364,500 1,700

１.用排水施設整備
改築後における自然的社会状況の変化等に対応して早急に整

備を要する頭首工、揚排水機場、水路等の用排水施設の改修を
行う。
２.調査計画事業

整備計画を策定するための地域の諸条件の現状把握及び概略
設計を実施する。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農業用施設アスベスト対
策事業費

公共事業 31,500 2,000
  農業農村整備事業において使用された石綿を含有する製品を
含有しない製品に代替し、農業者等の健康を害することを未然
に防止することによって農業経営の安定及び維持を図る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
基幹土地改良施設防災
機能拡充保全事業費

公共事業（異常気象対策） 514,677 5,930

県内には基幹的役割を果たす排水機場等の土地改良施設が多
数あるが、局地的な集中豪雨や地震時にはこれらの施設がネッ
ク点となり、農地や人家等に多大な浸水被害を起こすことが想
定される。これらの施設について、調査および改修や更新整備
を実施する事により排水機能の向上を図り、浸水被害等の被災
を軽減し県民の安全を確保する。
1.湛水防除事業（ゼロメートル地帯）
2.湛水防除事業
3.小規模土地基盤整備事業
4.基幹水利施設緊急調査事業

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農山漁村交流支援事業
費

地域資源活用型ビジネス展開事業
費

6,261 2,094

農山漁村地域での雇用の場や所得機会の確保のため、地域の
豊かな資源を活用して魅力ある地元産品やサービスを提供でき
る「地域資源活用型ビジネス」の取組を発展させるとともに、
地域の自立・発展が可能となるようなビジネスモデルの取組創
出を支援する。

また、地域内の農林漁業体験民宿や農林漁業体験等の取組を
発掘、コーディネートし、地域の特徴を活かした新たな農山漁
村観光をプロデュースできる組織や人材を育成することで、観
光資源との連携を促進し、農山漁村地域への交流人口拡大をめ
ざします。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
農村地域自然エネル
ギー活用推進事業費

公共事業 4,200 200

農村地域において農業用水等を利用した小水力発電等の施設
整備の促進をはかることにより、売電収入及び農業用施設での
発電電力使用による環境保全型農業による地域活性化、災害時
におけるエネルギーのリスク分散を図る。
１ 小水力等利活用支援事業

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
県営中山間地域総合整
備事業費

公共事業 377,100 1,994

自然的、社会的、経済的諸条件に恵まれない中山間地域にお
ける農業・農村の活性化を図るため、地域の特性に応じた生産
及び生活環境の基盤を総合的に整備し、地域の立地条件に適応
した活力ある農業の確立と快適で住みよい農村づくりを行う。
１ 集落型事業
２ 広域連携型事業
３ 実施計画型事業

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
ふるさと水と土保全対策
事業費

ふるさと水と土保全対策事業費 8,881 0

中山間ふるさと・水と土保全基金を活用し、中山間地域等に
おける農地等の多面的機能を良好に発揮させるため、ふるさと
水と土指導員等の資質向上及び、地域が自ら農地、土地改良施
設の保全管理活動や農村景観の保全・創造等の取組を支援す
る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
ふるさと水と土保全対策
事業費

中山間ふるさと・水と土保全基金積
立金

286 0

中山間地域における土地改良施設及びこれと一体的に保全す
ることが必要な農地を対象として、地域全体にかかる各種の保
全活動を実施し地域の総合的な活性化を推進する経費の財源に
充てるため、基金を積み立てる。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
中山間地域等直接支払
事業費

中山間地域等直接支払事業費 215,450 83,145

耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が特に懸念さ
れている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ多
面的機能を確保する観点から、平坦地域との生産条件の不利性
を補正する支援を直接的に行う。

（根拠法令）
・食料・農業・農村基本法
・農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部 山村振興事業費 山村振興特別対策事業費 197 197

山村振興法に基づき市町が作成する山村振興計画に掲げる目標
に即し、農林漁業の振興、都市との交流促進、生活環境の整備
及び就業機会の拡大を図るとともに、整備した施設の適正な管
理運用を監督します。また、山村振興施策を推進するため、全
国レベルの各種団体に参画し情報収集を行うほか、県内への普
及展開を図ります。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
三重のふるさと応援事業
費

子ども農山漁村ふるさと体験推進事
業費

4,720 0

子ども農山漁村交流プロジェクトや子ども会の旅行、子ども
体験活動クラブの野外活動などで、子ども達による農山漁村地
域でのふるさと生活体験活動を推進するため、体験民宿の開業
支援や体験指導者の育成及び受入体制の整備を促進する。

また、学校側への積極的なPRを行い、受入側、学校側双方の
取組機運を醸成する。このことにより農山漁村の地域コミュニ
ティ再生と地域活力増進を目指す。

中山間地域・農山
漁村の振興



農林水産部
三重のふるさと応援事業
費

三重のふるさと応援カンパニー推進
事業費

3,998 0

農山漁村、特に中山間などの条件不利地域では、農林漁業の
低迷や過疎高齢化が進むなど様々な課題がある一方で、多様な
生態系や美しい景観などの資源も有している。また企業では、
豊富な人材や、個人と比べれば豊富な資金、事業基盤を有する
一方で、他社と差別化できて付加価値の高い商品開発や社会貢
献、社員の士気向上や心の健康管理が課題となっている。こう
した農山漁村と企業の資源と課題をうまく結びつけることで、
双方にメリットがありつつ、多様な主体が農山漁村地域を支え
るような新しい関係づくりをめざします。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
団体営農村振興総合整
備事業費

公共事業 39,200 7,200
地域における自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ農業生産

基盤の整備及びこれと関連を持つ農村生活環境の整備を総合的
に実施し、活力ある農村地域社会の発展を図る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
県営農村振興総合整備
事業費

公共事業 130,200 1,200
地域における自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ農業生産

基盤の整備及びこれと関連を持つ農村生活環境の整備を総合的
に実施し、活力ある農村地域社会の発展を図る。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部 日本型直接支払事業費 多面的機能支払事業費 1,083,947 346,813

農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的
機能を有しています。このような多面的機能を発揮させるた
め、地域資源（農地、農業用水路、農道等）の維持保全活動、
生態系の保全活動、景観形成活動、農業用施設等の長寿命化の
ための補修活動に取り組む地域の共同活動を支援します。

（根拠法令）
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
命と暮らしを守る農道保
全対策事業費

公共事業 249,217 1,077

災害時の緊急避難路及び物資の輸送路を確保するため、基幹
となる農道等について、老朽化した路面や法面の保全対策や安
全対策を実施します。

１広域農道（保全対策）
２基幹農道（保全対策）
３一般農道（保全対策）

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部 遊漁調整費 遊漁調整通常事務費 590 ▲ 517

1.海面における遊漁と漁業との間の漁場海面利用調整を図るた
めに次の事業を行う。

・漁場利用協定等の促進、海面利用協議会の運営
・遊漁船業者への立入検査等

  ・プレジャーボート等の漁場利用適正化対策
2.遊漁船業の適正化に関する法律に基づく遊漁船業者を登録す
るために次の事業を行う。

・遊漁船業者の登録原簿の作成
・遊漁船業者登録システムへの入力作業

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部
水産多面的機能発揮対
策事業費

公共事業 8,595 7,137
水産多面的機能を発揮させることにより、水産業・漁村の活

性化を図っていくために、漁業者等から構成される活動組織が
行う干潟･藻場の再生や保全活動に対して支援を行う。

中山間地域・農山
漁村の振興

農林水産部 農山漁村交流事業費
移住促進に向けた農山漁村魅力発
信事業費

3,272 1,861

県内外の若者等を農山漁村に招き、農林漁業を体験するとと
もに、農林漁業体験民宿経営者等の協力を得ながら、既移住者
や農林漁業従事者等との交流や意見交換をする機会を創出し、
本県の農林水産業や農山漁村の魅力を伝える態勢づくりを行う
ことで、中山間地域への移住を促進する。

移住の促進

農林水産部 農政総務費 一般管理事業費 101,249 88,755 農林水産部内運営にかかる経費及び政策開発経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
地産地消の絆と地域内
流通支援事業費

食で生みだす絆づくり・輪づくり推進
事業費

4,626 1,315
「第3次三重県食育推進計画」に基づき、多様な主体と連携
し、食育に関する情報発信に取り組むとともに、地産地消の推
進にも取り組む。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
戦略的ブランド化推進事
業費

戦略的ブランド化推進事業費 2,454 1,722
特に優れた県産品とその事業者を三重ブランドとして認定す
る。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
県産品のエキスパート人
材の育成・確保事業費

県産品のエキスパート人材の育成・
確保事業費

6,830 0

県産品の魅力を消費者に的確にＰＲし、消費者のニーズを生産
者に伝達することで、商品開発に結び付けられるようなエキス
パートな人材の育成をはかるために、販売店での研修などの雇
用型訓練を実施します

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
農林水産ひとむすび塾
事業費

農林水産ひとむすび塾事業費 3,044 44

生産、加工、流通、販売や研究などの分野で人材間ネットワー
クを構築し、新たなイノベーションの創出に取り組むための課
題解決型ワークショップなどを実施することで、具体的な連携
への取組を促進します。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
ポストサミット三重の農
林水産物の魅力総合発
信事業費

みえの農林水産「八百万サミット」開
催事業費

581 291
伊勢志摩サミットを通じて注目が高まった県産農林水産物や自
然の魅力を発信していくため、各種の「サミット」を、県内で
開催します。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
ポストサミット三重の農
林水産物の魅力総合発
信事業費

みえの農林水産物の魅力総合発信
事業費

6,732 3,366

伊勢志摩サミットを契機として高まっている県産農林水産物の
ブランド力をさらに向上させるため、首都圏等における三重の
食魅力発信に取り組むとともに、需要拡大に応じるための生産
拡大、ブランド力育成に取り組みます。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
農林水産物の東京オリ・
パラに向けた総合推進
事業費

農林水産物の東京オリ・パラに向け
た総合推進事業費

1,758 879
東京オリンピック・パラリンピックの需要に向けて県産農林水
産物の活用拡大に取り組むため、専門部会を設置した協議会を
運営するとともに、加工食材などへの提案などを進めます。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
みえフードイノベーション
総合推進事業費

みえフードイノベーション総合推進事
業費

167,723 7,209

農林水産資源を活用して、生産者や食品産業事業者、大学など
産学官のさまざまな主体の知恵や技術を結集し融合することに
より、新たな商品やサービスを革新的に生み出す仕組みづくり
を推進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 農業試験研究管理費 農業試験研究管理費 97,415 81,408 農業研究所の運営及び施設や試験ほ場の管理に要する経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 農業試験研究管理費 植物工場実証パイロット事業費 8,748 0

農業研究所内に整備した太陽光利用型植物工場において、県内
野菜生産額の１位、２位のトマト、イチゴについて低コスト
化、周年栽培の栽培実証を行うとともに、実証 技術を普及・
拡大させるための人材を育成する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 農業技術開発推進費 農業関係県単経常試験研究費 600 0

食品産業事業者等と連携した商品開発を進めるにあたり、商品
化につなげるための原料となる農産物を高品質かつ安定的に供
給できるよう、生産上の課題に対する解決を図るとともに、本
県独自の特産農産物の新品種開発に取り組む。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 農業技術開発推進費 農業受託研究事業費 9,017 0
民間企業等が開発している新しい農薬や肥料、資材などについ
て、三重県の農業振興を図る上で、貢献が見込まれるものを選
定・受託し、その効果を試験する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 農業技術開発推進費
農業技術高度化研究開発推進事業
費

140,951 0
国等からの委託を受け、県内農業の振興に生かすことができ
る、高度な技術的課題を解決するための研究プロジェクトを推
進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
農業研究施設機器整備
費

農業研究施設機器整備費 34,086 33,086

公設試験研究機関における緊急を要する修繕、重要な施設整備
を行う。

・伊賀農業研究室 低温貯蔵庫改修工事
・高濃度PCB安定器等処分委託

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 畜産業試験研究管理費 畜産業試験研究管理費 62,696 18,809

畜産研究所の一般的な管理運営に必要な経費、具体的には、黒
毛和牛繁殖・供卵・育成・肥育牛群を管理するとともに、種
豚、子豚、能力の優れた種鶏、採卵鶏、肉用鶏を飼養し、試験
研究に供する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出



農林水産部 畜産業技術開発推進費 畜産関係県単経常試験研究費 33,364 0

畜産業の動向と発展に照らして、県民の畜産業や食に対する多
様な期待に応えるため、早急に解決すべき課題や県内畜産業の
生産性の向上、及び売れる商品等の創出に繋がる試験研究を効
率的に推進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 畜産業技術開発推進費
畜産業技術高度化研究開発推進事
業費

3,650 0
国等からの委託を受け、県内畜産業の振興に生かすことができ
る、高度な技術的課題を解決するための研究プロジェクトを推
進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 林業試験研究管理費 林業試験研究管理費 25,747 13,297 林業試験研究における一般的な管理運営に要する経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 林業技術開発推進費 林業技術開発事業費 486 486

「もうかる林業への転換」、「災害に強い森林づくり」「獣
害対策の推進」など森林・林業・木材産業に対する多様な県民
のニーズに応えるため、森林の効率的育成や資源の利用拡大、
新たな商品の創出、森林の持つ公益的機能の高度発揮等に向け
た技術開発を行います。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 林業技術開発推進費 林業技術高度化開発推進事業費 11,537 579

林業・木材産業事業者等が持つ生産技術の課題を解決し実用
化・商品化等へつなげる研究プロジェクト等を推進します。

また、成果を効率的にあげるための研究評価の実施や林業・
木材産業事業者に対する技術支援を行います。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業試験研究管理費 水産業試験研究管理費 49,753 43,441

水産研究所の維持管理及び円滑な研究推進の作業の安全確保
のために施設の整備を図る。
・水産研究所（研究室含む）の維持管理費
・所属船の維持管理費
・嘱託員の報酬及び社会保険料
・業務補助職員の賃金及び社会保険料
・各種負担金
・水産研究所における機器類等の整備に要する経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費 水産関係県単経常試験研究費 7,171 5,671
養殖や栽培漁業のための技術開発、資源管理や漁場環境、生

物多様性保全のための調査・研究などを行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費 資源評価調査事業費 21,297 0
200カイリ水域内における重要漁業資源の資源量評価と その

動向予測及び管理手法の検討に必要な科学的情報を収集する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費
日本周辺高度回遊性魚類資源調査
事業費

2,252 0

国や他県水産研究機関と連携し、日本周辺水域におけるカツ
オ・マグロ類の漁獲状況や漁獲物の生物特性（年齢構成、成
長、成熟状況等）を把握するとともに、それらに基づく解析か
ら資源動向を評価し、資源管理方策を具体化する際の科学的根
拠とする。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費
熊野灘沿岸における有害プランクト
ン優占化機構に関する研究費

2,169 0
熊野灘沿岸域における有害プランクトンの長期的な変遷と発

生環境を把握するとともに、有害赤潮のシード供給メカニズム
を解明し、有害赤潮による漁業被害の防止に資する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費 新しい真珠養殖技術実証化事業費 164 0
真珠養殖業の振興を図るため、高品質真珠の生産に係るアコ

ヤガイの育種および養殖技術の開発に関する研究を行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部 水産業技術開発推進費
水産業技術高度化研究開発推進事
業費

29,659 535

本事業は、漁業者が抱える放流技術、養殖技術、漁場環境の
改善等各分野技術の向上につながる研究開発や実証モデルの構
築に係る取組を大学や公設研究機関等と連携・協力して推進
し、漁業生産技術の課題解決に資する。

また、県民が水産業に親しむことができる機会の創出をめざ
し、特に次世代を担う子どもたちの水産分野への関心を高め
る。

農林水産業のイノ
ベーションを支える
人材育成と新たな
価値の創出

農林水産部
農業経営体育成普及事
業費

農業経営体育成普及事業費 47,164 12,003

安全・安心な食料の安定供給につながる経営体及び担い手の確
保・育成のため、水田営農システムやもうかる農業の推進等を
踏まえた高度で先進的な技術導入、経営改善、マーケティング
能力向上への支援等の効率的な普及活動を実施する。
また、農業改良普及センターの整備、普及指導員の資質向上を
図る。

農業の振興

農林水産部
農業・農村再生検討調
査事業費

農業・農村再生検討調査事業費 219 219
「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」の着実
な推進を図るために必要な調査・検討等を行う。

農業の振興

農林水産部
地域活性化プラン推進
事業費

地域活性化プラン推進事業費 1,969 1,969

地域の農業者をはじめ様々な関係者の創意工夫のもと、農地、
景観、文化、人材など地域資源を有効活用する取組の実践を支
援することで、農産物の高付加価値化や地域の取組の発展、人
材の確保・育成等の新たな価値創出につながる取組を進める集
落や産地等の育成を図る。

農業の振興

農林水産部
農業研修教育支援事業
費

農業大学校運営事業費 90,020 20,827

農業後継者育成のための教育機関として、教育計画に基づき、
一般教養、農業基礎、専攻の各講義並びに実習を実施し、知識
や能力を付与する。
また、施設整備として、体育館屋根修繕改築工事（工事実施）
を実施する。

・二年課程及び一年課程
・農業短期研修

農業の振興

農林水産部
青年農業者等確保育成
対策事業費

就農支援資金貸付金事業費 12,447 ▲ 4,050

青年等就農計画の認定を行う市町への情報提供など新規就農の
促進に係る事務を行う。
就農支援資金の貸付を行った（公財）三重県農林水産支援セン
ターに対して、就農促進、就農支援資金の償還管理に係る事務
費等について補助する。
また本県への新規就農を積極的に誘致、支援することを目的
に、県内へ就農した者に対し償還免除を行うため、（公財）三
重県農林水産支援センターに償還金を補助する。

農業の振興

農林水産部
新規就農者総合支援事
業費

新規就農者総合支援事業費 254,504 0

国の新規就農・経営継承総合支援事業（青年就農給付金事
業）を活用して、就農に向けた研修を行う就農希望者や就農５
年目までの新規就農者に対して、青年就農給付金を給付するこ
とで、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、本県にお
ける青年の新規就農者数の拡大につなげます。

農業の振興

農林水産部
農業経営の核となる人
材の育成・確保事業費

農業経営の核となる人材の育成・確
保事業費

17,098 0

農業関係団体と連携して、経営感覚豊かな人材を育成する専門
研修を実施するとともに、大規模経営体や６次産業化に取り組
む農業生産法人等において雇用型訓練を実施し、農業経営の核
となる人材の確保・育成を図る。

農業の振興

農林水産部
就労体験を通じた農業
就労の促進事業費

就労体験を通じた農業就労の促進
事業費

4,684 0

農業を職業としての選択肢に加えてもらうため、県内の学生を
対象に就労体験機会の提供や就労体験の積極的な情報発信など
を行い、農業の潜在的な可能性や職務内容を認知してもらうこ
とで、農業就労への意欲を醸成し、農業分野での就労促進につ
なげます。

農業の振興

農林水産部
園芸産地における障が
い者雇用の促進事業費

園芸産地における障がい者雇用の
促進事業費

7,148 0
障がい者の職場適応を支援する農業ジョブトレーナーを育成
し、園芸農家等において障がい者の雇用型就労体験を通じて、
園芸産地における障がい者の雇用を促進する。

農業の振興



農林水産部
三重の農業若き匠の里
プロジェクト総合対策事
業費

三重の農業若き匠の里プロジェクト
総合対策事業費

3,857 1,506

若き農業ビジネス人材を呼び込み、育成するため、県農業大学
校に「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」を設置し、農業法人等におけ
る「雇用型インターンシップ」や食品産業事業者と連携した
「フードマネジメント講座」等の魅力ある受入体制を整備する
とともに、産学官連携による実行会議において、新農業コース
修了者の県内での起業や定着を促す支援スキームの検討を行い
ます。

（１）「三重の農業若き匠の里プロジェクト実行会議」設置
事業

（２）「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」設置事業
（３）若き農業ビジネス人材発掘事業

農業の振興

農林水産部
卸売市場流通対策事業
費

卸売市場流通対策事業費 143,250 143,250

県内の卸売市場における生鮮食料品の合理的・安定的な流通を
推進する。

（１）三重県卸売市場審議会事業
（２）三重県地方卸売市場事業特別会計繰出事業
（３）卸売市場調査指導監督事業

農業の振興

農林水産部
農産物の生産振興事業
費

三重の水田農業構造改革総合対策
事業費

123,005 2,956
水田農業の経営基盤を強化するため、需要に応じた米づくり、
麦・大豆の生産拡大を図るとともに、経営所得安定対策の推進
に取り組みます。

農業の振興

農林水産部
農産物の生産振興事業
費

園芸特産物生産振興対策事業費 125,395 1,895
園芸特産物の生産振興と安定供給を図るため、生産指導や野菜
価格安定対策、先進的な取組への支援等を進めるとともに、消
費拡大に向けた情報発信を行います。

農業の振興

農林水産部
農産物の生産振興事業
費

産地パワーアップ事業費 355,220 0

地域農業再生協議会が策定した「産地パワーアップ計画」に基
づき、農業者や農業者団体による高収益な栽培体系への転換や
新たな作物の導入などに向けた施設機械等の導入を支援しま
す。

農業の振興

農林水産部
輸出対応型産地育成支
援事業費

輸出対応型産地育成支援事業費 1,397 1,397
海外販売を核として販売不振の打開策を試みる産地を支援し、
海外マーケットにも対応できる産地構造をもつリーディング産
地を育成することで三重県園芸農業全体の成長を促します。

農業の振興

農林水産部
東京オリ・パラに向けた
アスリートへの野菜安定
供給事業費

東京オリ・パラに向けたアスリートへ
の野菜安定供給事業費

3,257 1,629

東京オリパラの「食材調達基準」に対応する加工・業務用野菜
の生産に取り組む産地を育成するだけでなく、アスリートの健
康増進に寄与する最高品質の食の生産体制の構築等を進め、東
京オリパラの選手村などへの安定供給につなげていくバリュー
チェーンの構築を図ります。

農業の振興

農林水産部
県産園芸品目海外販路
拡大事業費

県産園芸品目海外販路拡大事業費 4,800 2,400
伊勢志摩サミットを契機に高まる国内外からの注目を好機と捉
え、海外における本県園芸品目の定番化を図るため、米国等に
おいて県産園芸品目のプロモーション等を行います。

農業の振興

農林水産部
東京オリ・パラに向けた
三重の農産物販売力強
化促進事業費

東京オリ・パラに向けた三重の農産
物販売力強化促進事業費

5,991 3,261
東京オリンピック・パラリンピックにおける多様な需要に対し
て、米・茶・花き花木などの県産農産物を供給するため、高級
ホテルやレストラン等へのプロモーションに取り組みます。

農業の振興

農林水産部
農業経営近代化資金融
通事業費

農業経営近代化資金融通事業費 71,743 71,696

農業者の経営改善に向けた取組みへの支援を目的とし、設備・
運転資金等に必要な資金の円滑な融通を図るため、利子補給措
置等を講ずる。
●根拠法令等
農業近代化資金融通法、農業経営近代化資金利子補給金交付規
則、農林水産部関係補助金等交付要綱、天災による被害農林漁
業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
●融資枠
(1)農業経営近代化資金12.0億円
(2)農業経営改善促進資金24.0億円
(3)天災資金  0.4億円

農業の振興

農林水産部 農水金融推進事業費 金融公庫受託事務費 1,084 0
 （株）日本政策金融公庫の有効活用を推進するため、関係機
関、団体との連携を図る。

農業の振興

農林水産部 特別会計繰出金
就農施設等資金貸付事業等特別会
計繰出金

98 ▲ 25,951
就農施設等資金貸付金の償還管理及び現地検査等に係る経費に
必要な額を特別会計へ繰り出す。

農業の振興

農林水産部
農協・農業共済指導事
業費

農協・農業共済指導事業費 555 555

農協等の健全な運営確保を通じて、地域農業の発展を支える組
織として活発に活動できるよう支援を行う。
また、農業共済団体における農業災害補償制度の適正な運営確
保を通じて、地域農業の持続的発展を支える組織として活発に
活動できるよう支援を行う。

農業の振興

農林水産部
農林水産団体検査事業
費

農林水産団体検査事業費 1,918 1,918

法令等の規定に基づき、農業協同組合、水産業協同組合、土
地改良区、農業共済団体、森林組合等の事業運営や経営の健全
性を確保するため、組織、業務及び会計の状況等について検査
を実施する。

①法令順守とリスク管理体制の整備及び実施状況
②決算及び債権管理の適正性の検証

農業の振興

農林水産部
東京オリ・パラ対応オー
ガニック認証及びＧＡＰ
高度化推進事業費

東京オリ・パラ対応オーガニック認証
及びＧＡＰ高度化推進事業費

2,654 1,327

県産農産物が東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基
準に適合するとともに、国際的な取引に対応できるよう、ＧＡ
Ｐの高度化やオーガニック認証の取得を進めます。
（１）GAP高度化推進事業
（２）オーガニック認証推進事業

農業の振興

農林水産部
地域農政推進対策事業
費

農業経営基盤強化促進事業費 70,614 15,572

意欲ある農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構
造を確立するため、認定農業者の育成、農業経営の法人化、担
い手組織及び集落営農の組織化などの担い手育成対策を総合的
に実施し、農業経営基盤の強化を図る。
①担い手総合支援推進費
②農業経営合理化事業推進費
③経営体育成支援事業
④農業共同利用施設災害復旧事業
⑤集落営農組織企業化支援事業
⑥（公財）三重県農林水産支援センター業務推進事業費

農業の振興

農林水産部
地域農政推進対策事業
費

農用地利用集積特別対策事業費 151,705 376

地域の実態に即し、意欲ある農業者等への農用地の利用集積を
促進するための活動を展開する。
 ①農地集積事業
 ②人・農地問題解決加速化支援事業
 ③農業経営力向上支援事業
 ④機構集積協力金交付事業

農業の振興

農林水産部
農林水産業版プラット
フォーム整備事業費

農地中間管理機構事業費 162,812 43,037

農地所有者と農業経営者の間に、農地の賃貸借を通じて介在
し、農地利用の再配分を行うこと等により、経営規模の拡大、
農地利用の集約化その他農地の利用の効率化及び高度化を促進
する。
また、就農時のミスマッチの解消、農業法人等の就業後の人材
育成、新規就農者の定着率を高めるとともに、学生等の就職の
選択肢の一つに加えてもらうための就労体験機会の提供を行う
ことで農業分野での人材確保・定着及び農業経営体の経営発展
につなげる。

①農地中間管理機構事業費補助金
②農地中間管理機構事業県指導費
③新たな農地の受け手確保事業
④新農業人発掘・雇用拡大・定着促進事業

農業の振興

農林水産部
農林水産業版プラット
フォーム整備事業費

農地中間管理事業等推進基金積立
金

124 0

農地利用集積の推進、農業経営の規模拡大、耕作の事業に供さ
れる農用地の集団化、新たに農業を営もうとする者の農業への
参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化を促進
し、農業生産性の向上等を図るため、基金を積み立てます。

 １．財産収入（預金利子）

農業の振興



農林水産部
畜産物の生産振興事業
費

中小家畜経営対策事業費 4,037 2,438

効率的で生産性の高い畜産経営体の育成、体質強化、家畜改良
増殖等に係る支援による畜産業の振興を図る。また、鶏卵、鶏
肉及び豚肉の安定的な生産、供給のため、生産量調査を実施
し、自主的な計画生産を推進するとともに、みえ特産鶏の生産
基盤強化を図る。

①畜産振興事業
②家畜改良増殖対策事業費
③中小家畜対策事業費
④畜産関係中央団体委託事業費

農業の振興

農林水産部
畜産物の生産振興事業
費

大家畜生産振興対策事業費 3,430 2,474

肉用牛経営の安定と生産技術の改善を図るとともに、生乳の計
画的生産による酪農経営の安定的な発展を図るとともに、飼料
作物の生産性の向上と県内産飼料の自給体制の確立を推進す
る。また、畜産経営による環境汚染の未然防止や解決を図るた
め巡回指導を実施するとともに、有機性資源の有効活用を図
る。

１酪農振興対策事業
２肉用牛振興対策事業
３自給飼料対策事業
４資源循環型畜産確立対策推進事業

農業の振興

農林水産部
食肉センター流通対策
事業費

食肉センター流通対策事業費 102,377 102,377

１ 市場機能強化対策事業費補助金・・・四日市畜産公社が行
う卸売市場機能強化対策を支援し、公社の経営安定を図る。
２ 食肉処理施設再整備事業費補助金・・・四日市市が実施し
た四日市市食肉センター再整備費の市債償還元金・利子に対し
て補助する。
３ 県産食肉安定供給施設支援事業費補助金・・・松阪食肉流
通センターの安定的な運営を確保するため、食肉処理施設の維
持対策費等に対して補助する。
４ 県産肉用牛等放射性物質検査支援事業・・・県内の基幹食
肉処理施設が行う放射性物質検査に要する測定機器を貸与す
る。

農業の振興

農林水産部
高収益型畜産連携体育
成事業費

高収益型畜産連携体育成事業費 395,089 1,186

畜産経営体を核として耕種農家や関連事業者等が連携し、生産
性や畜産物のブランド力の向上などを目指す高収益型畜産連携
体の育成を進めるとともに、和牛繁殖基盤の強化や畜産施設等
の整備支援に取り組み、中山間地域等での新たな雇用の創出を
図る。

1．子牛生産基盤を核とした連携体育成モデル事業
2．県推進事業
3．畜産施設整備等事業

農業の振興

農林水産部
東京オリ・パラへの畜産
物供給体制構築事業費

東京オリ・パラへの畜産物供給体制
構築事業費

21,440 6,745

東京オリパラを契機として、海外や首都圏において、より一層
他産地との差別化を図り、販売攻勢を強めるため需要に応じた
畜産物の生産・供給体制の強化を図るとともに、安全性や生産
性の向上、持続可能な生産への取り組みを進める。

1.みえ生まれみえ育ちの高品質ブランド和牛供給体制構築事
業

2.こだわりの熊野地鶏供給体制構築事業事業
3.ECO畜産物供給体制構築事業事業

農業の振興

農林水産部
三重の畜産物海外展開
サポート事業費

三重の畜産物海外展開サポート事
業費

3,600 1,800
県産畜産物の海外輸出の促進に向けて、アジア経済圏、米国市
場をターゲットとして、県内畜産関係者の輸出への挑戦に対す
るきめ細やかなサポートに取り組む。

農業の振興

農林水産部 農地総務費 農地総務費 11,765 11,765

・砂利採取法等の許認可事務や県管理自作農財産の管理業務へ
の対応及び公共用地の未登記解消を行うために嘱託員の配置を
行う。
・換地処分等に係る苦情・紛争に適切に対応するため、指導・
助言を行う。

農業の振興

農林水産部
県営かんがい排水事業
費

公共事業 278,580 1,160
１．一般型

基幹かんがい排水施設の整備を図る。
農業の振興

農林水産部
団体営かんがい排水事
業費

公共事業 37,425 500

１.機能保全計画策定事業
農業用用排水施設の機能診断及び保全計画の策定を図る。

２.施設計画策定事業
整備計画を策定するための地域の諸条件の現状把握及び概略

設計を実施する。
３．管理省力化施設整備事業

水管理施設、維持管理施設、安全施設等農業用用排水施設の
附帯施設の整備を図る。
４．地域農業水利施設ストックマネジメント事業

農業水利施設の機能を維持するため、適切な対策工事を行
う。

農業の振興

農林水産部
県単土地基盤整備事業
費

県単公共事業 101,409 101,409

農地や農村環境、自然環境を保全するとともに、担い手の育
成や集落営農を推進するため、農業生産性の向上と良好な営農
が営まれるよう実施する農業生産基盤や農村生活環境の整備等
のうち、国庫補助事業の採択基準に該当しない小規模な地区に
ついて支援する。
・小規模土地改良事業
・土地改良施設整備補修事業
・農村集落機能強化支援事業

農業の振興

農林水産部
国営等関連特別県単事
業費

県単公共事業 3,000 3,000

国営及び機構営農業水利事業の事業効果を早期に発現するた
め、その受益地内において補助事業で対応できない末端用水路
及び施設の整備について、上位事業との整合を図りながら、要
望地区の整備を計画的に推進していく。

農業の振興

農林水産部 土地改良推進事業費 土地改良推進対策事業費 4,067 260

土地改良施設管理円滑化事業
土地改良事業に精通した換地士等を専門指導員として配置

し、土地改良事業に関する苦情・紛争等についての相談に対応
するとともに、環境に配慮した土地改良計画の樹立及び事業主
体の組織運営に関する助言及び指導を行う。また、非補助土地
改良事業の適切な推進を図るため融資推進計画を策定し、土地
改良区等に対し啓発普及活動を行う。
土地改良施設安全管理指導事業

常時機能を十分に発揮させるために、施設管理の技術指導を
行い、管理の適正化を図るとともに施設の長寿命化を図る。

農業の振興

農林水産部 土地改良推進事業費 土地改良事業計画審査対策事業費 105 105

県営土地改良事業の当初及び変更事業申請において、計画の
審査適正化を図るため、土地改良法８７条第２項及び第８７条
の３第６項等の規定に基づき準用する土地改良法第８条の土地
改良事業計画調査の専門技術者の調査依頼を行う。

農業の振興

農林水産部 土地改良推進事業費 経営体育成促進換地等調整事業費 2,750 0

換地を伴う土地改良事業実施予定地区において、事業採択の
前年度に土地改良法に基づく換地計画樹立のための基礎調査及
び設計基準の作成等を行うことにより、換地処分による農用地
の集団化を図るとともに、育成すべき経営体への新規利用権設
定、農作業の受託等の促進を図る。

農業の振興

農林水産部
県単土地改良施設整備
事業費

県単公共事業 3,093 3,093

県営土地改良事業によって取得した土地改良財産は事業完了
後に市町や土地改良区等へ譲渡をすることとしているが、未登
記、施設の不具合、完成からの時間経過等に伴う資料の散逸等
の理由により県有財産のままになっている財産があるため、速
やかに未譲渡原因の解消を図り、譲渡を行うことにより土地改
良財産の安定した管理、有効利用を図る。

農業の振興



農林水産部
高度水利機能確保基盤
整備事業費

公共事業 433,035 1,760

戦略的な農業経営を目指し、大規模営農による競争力強化
や、産地の形成や多品目適量生産を実現するためには、農産物
の高品質化や多品目の育成に向けた水管理の省力化・高度化が
必要なことから、高度な水利機能を有する高性能な生産基盤を
整備する。

農業の振興

農林水産部
土地改良直轄調査受託
事業費

土地改良直轄調査費 400 0

農業生産基盤及び農村環境整備等を円滑に推進するために、
事業実績や整備状況等に関する国の直轄調査の一部を受託、実
施する。

①農業基盤情報基礎調査
②経済効果測定基準調査

農業の振興

農林水産部
農業委員会及び農業委
員会ネットワーク機構助
成費

農業委員会交付金及び補助金 296,374 0

・農業委員会交付金
農業委員会の委員手当、職員設置費及び業務費等に対する助成
・農地利用最適化交付金
農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動に対する助成
・農業委員会補助金
農業委員会が実施する農地法の事務支援等

農業の振興

農林水産部
農業委員会及び農業委
員会ネットワーク機構助
成費

農業委員会ネットワーク機構負担金
及び補助金

27,882 1,500

・農業委員会ネットワーク機構負担金
三重県農業委員会ネットワーク機構の委員手当、職員設 置費
等に対する助成を行う。
・農業委員会ネットワーク機構補助金
三重県農業委員会ネットワーク機構が行う業務（農業委 員会
関係事業）に対する助成を行う。

農業の振興

農林水産部 農地調整費 農地調整費 3,586 536

①農地に関する許可、民事調停等を実施することにより、農地
法の適正な運用を図る。
②農地の一時転用を伴う砂利採取の認可を行い、砂利採取後確
実に農地に復元させる。
③「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町村農業振
興地域整備計画の適正な管理について助言を行い、農業振興地
域の保全・形成に努める。

農業の振興

農林水産部 自作農財産管理費 自作農財産管理費 19,686 229

１ 事業又は細事業の目的及び効果、内容
自作農財産（国有農地等・開拓財産）の管理及び売払等の処

分及び貸付使用料等の徴収事務を行う。
２ 根拠法令（要綱）名、条項

農地法第４５条・第４６条・第４７条及び附則第８条他
３ 負担区分 国１０／１０（一部県費）

農業の振興

農林水産部
国営造成施設県管理事
業費

国営造成施設県管理事業費 18,068 9,243

国営中勢用水事業で造成された農業用水専用の安濃ダムは、
下流の河川改修が進んでいないことから、洪水被害軽減に配慮
した気象状況の判断や高度な操作技術が必要である。このた
め、運用開始直後から県が国から管理を受託しており、これに
要する経費の負担を行う。

農業の振興

農林水産部 国営等関連対策事業費 国営等事業負担金 1,115,787 243,019

国営土地改良事業に係る当該年度建設費の県負担金を支払う
とともに、過年度建設費の県負担金及び地元負担金を償還す
る。

国営宮川用水第二期事業、国営中勢用水事業
国営中勢用水事業、国営宮川用水事業

また（独）水資源機構営事業に係る建設負担金の償還及び、機
構が直接管理する管理費について負担する。

三重用水事業、木曽川用水事業
木曽川用水施設緊急改築事業

国営事業で整備した安濃ダムで、老朽化した設備で支障をきた
していることから、改修を行い安全管理の維持向上を図る。

農業の振興

農林水産部 特別会計繰出金 林業資金貸付事業特別会計繰出金 816 ▲ 26,184 林業改善資金貸付事業に必要な事務費を計上します。
林業の振興と森林
づくり

農林水産部
森林育成促進資金貸付
金

森林育成促進資金貸付事業費 95,194 0
森林組合が経営の多様化、協業化、経営の改善及び強化を図

ることにより、森林の育成を促進し、森林の保全に寄与しま
す。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
林業人材育成・確保事
業費

林業人材育成・確保事業費 16,070 0

三重県では人工林の多くが本格的な利用期を迎えています。
今後、これらの森林資源を活用し、素材生産を増大させるため
には、主伐・搬出をできる人材育成が課題となっています。

そのため、林業団体と連携し、共同で高性能林業機械及び森
林作業道の作設オペレータの育成及び架線集材技術者の人材育
成を実施します。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
豊かな森と地域を担う人
づくり事業費

豊かな森と地域を担う人づくり事業
費

2,606 1,389

平成28年度に策定した「三重県林業人材育成方針」に基づ
き、求められる人材の育成機関として「みえ森林・林業アカデ
ミー（仮称）」の設置に向けた具体的な検討を行います。

加えて、将来の林業の新規就業者の確保のため、高校生への
林業就業体験研修を行います。
 また、林業は他の産業に比べて労働災害発生率が高いこと
から、安全衛生指導員の養成や労働現場の巡回指導など、労働
災害の削減の取組を支援します。

さらに、自伐型林業活動を促進するための研修会を開催しま
す。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 林業普及指導事業費 普及指導活動事業費 6,007 1,779

  森林法第１８７条第１項に規定する林業普及指導員を適正に
配置し、林業普及指導員が、森林所有者等に対し、林業に関す
る技術及び知識を普及するとともに、森林施業に関する指導等
を行い、林業技術の改善、経営の合理化、森林の整備を促進
し、もって森林の有する多面的機能の発揮及び林業の持続的か
つ健全な育成に資することを目的とします。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
林業・木材産業構造改
革事業費

林業・木材産業構造改革事業費 153,150 1,205

（１）林業の持続的な発展と、林産物等の供給・利用の確保を
強力に推進するため、競争力のある木材産地等の形成と地域材
等の安定的な供給を図ります。
（２）森林組合法に基づき、組織・財務・事業の状況について
報告の徴収や監督上の命令などを実施します。
（３）県産特用林産物について、県民が安全で安心に選ぶこと
ができる環境づくりを進めます。
（４）優良種苗を確保するため、優良種の種子生産を行うとと
もに、種苗生産事業者への講習などを行います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 県行造林事業費 県行造林事業費 49,692 41,418

県行造林は、県内１４市町３４９０haの森林に地上権を設定
し、木材生産活動を通じて森林資源の適正な育成と森林の持つ
公益的機能の維持増進を図るため、森林管理を行い、災害に強
い森林づくりを進めます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林整備対策費 森林経営計画作成推進事業費 46,969 2,738

持続可能な林業生産活動の推進のため、森林組合などの林業
事業体が森林所有者から森林経営の委託を受けて「森林経営計
画」を作成する場合（委託型）や森林所有者等が共同して「森
林経営計画」を作成する場合（共同等）に必要な活動を支援
し、施業集約化による効率的な間伐等を進めます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
森林整備加速化・林業
再生基金事業費

森林整備加速化・林業再生基金事
業費

50,000 0
三重県森林整備加速化・林業再生基金を活用し、森林整備の

推進及び森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再
生を図ります。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
森林整備加速化・林業
再生基金事業費

森林整備加速化・林業再生基金積
立金

80,160 0
基金運用により生じる利息、資金融通の償還金を基金へ積み

立てます。
林業の振興と森林
づくり

農林水産部
「もっと県産材を使おう」
推進事業費

「もっと県産材を使おう」推進事業費 4,971 3,071

森林の有する多面的機能を発揮させ、林業の持続的かつ健全
な発展を図るには、県産材の利用を増やし、緑の循環を実現し
ていくことが重要です。
 このため、品質・規格の明確な製材品である「三重の木」
認証材をはじめとする県産材の情報発信・販路開拓等に取り組
み、県産材の利用拡大を図ります。

林業の振興と森林
づくり



農林水産部
木質バイオマスエネル
ギー利用促進事業費

木質バイオマスエネルギー利用促進
事業費

4,535 4,535

県内の森林に賦存する木質バイオマス原料について、供給者
と利用者等が連携して計画的に搬出および利用することによ
り、県内の森林整備を促進するとともに雇用の場が確保されま
す。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 県産材輸出促進事業費 県産材輸出促進事業費 768 384

林産物の輸出については、輸出先国での木材需要の増大等を
背景に国産材の丸太輸出量が近年大幅に増加しており、県産材
についても平成26年度末に初めて原木輸出が行われたところで
す。
   このような中、より付加価値の高い製品の輸出に向け、海
外における認知度の向上を図る取組等を支援し、県産材の輸出
促進を図ります。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
東京オリ・パラを契機とし
た県産材の販売力強化
促進事業費

東京オリ・パラを契機とした県産材の
販売力強化促進事業費

4,564 2,282

東京オリ・パラでは森林認証材をはじめ合法木材が使用され
ることから、オリンピック・パラリンピックの会場施設等にお
いて、三重県産の森林認証材等が採用されるよう、企業連携に
よる新たな木製品の開発や首都圏でのプロモーション等に取り
組みます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林病害虫防除費 森林病害虫等防除事業費 690 690
森林に被害を与える病害虫を、早期かつ重点的に防除し、森林
の公益的機能の維持を図ります。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 造林事業費 （公共事業）造林事業費 357,214 99,064
森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動

等の推進を図るため、植栽、下刈、搬出間伐、枝打などの森林
整備を行います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 県単造林事業費 （県単公共事業）県単造林事業費 17,817 7,817
森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動

等の推進を図るため、国庫補助事業を補完し、植栽、下刈、除
伐、搬出間伐、枝打ちなどの森林整備を行います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
災害に強い森林づくり推
進事業費

災害に強い森林づくり推進事業費 392,067 0

1.崩壊土砂流出危険地区に指定された渓流沿いの森林におい
て、土砂や流木の発生・流出に対して緩衝効果を発揮する森林
の整備を行います。
2.効果検証を科学的な視点で研究・調査を実施します。
3.崩壊土砂流出危険地区流域内に異常に堆積した土砂や流木の
うち、台風や豪雨の際に流出して下流に被害を与える恐れのあ
るものについて除去を行います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 低コスト造林推進事業費 （公共事業）低コスト造林推進事業費 52,606 22,006
低密度植栽等の低コスト造林を実施した所に対して優遇的な

補助を行うことで低コスト造林を普及させ、素材生産量の確保
に不可欠な主伐の促進を図ります。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 林道事業費 （公共事業）林道事業費 309,778 5,933
林産物の安定供給を推進するとともに、森林の適正な維持管理
により公益的機能を高度に発揮させるため、基幹施設である林
道の整備を実施します。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 林道事業費
（公共事業）林道長寿命化促進事業
費

88,973 15,918
林道の長寿命化を促進するため、林道橋等の点検・診断及び個
別施設計画の策定を支援するとともに、長寿命化に向けた林道
施設の改良・補修・更新等を支援します。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 県単林道事業費 （県単公共事業）県単林道事業費 5,457 5,457
保育、間伐等の森林整備を推進し、林産物の安定供給を図るた
め、国庫補助事業を補完する小規模な林道のほか作業道を整備
します

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 保安林整備管理事業費 保安林整備管理事業費 8,772 428
保安林の指定や解除等の適正な維持管理を行い、国土保全等の
森林の公益的機能の向上を図ります。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林保全管理事業費 林地開発許可事業費 608 608
森林の保続培養及び森林生産能力の増進に留意し、森林法の趣
旨に即し林地開発が適正に行われるよう指導・許可を行い、県
民の生活環境の保全を進めます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
みんなでつくる三重の森
林事業費

みんなでつくる三重の森林事業費 856 856
県民、企業といったさまざまな主体に対して必要な情報提供

や支援等を行ったり、森林にふれあう機会を設けたりすること
で、県民の森林づくり活動や緑化活動への参画を促進します。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
みえ森と緑の県民税基
金積立金

みえ森と緑の県民税基金積立金 1,099,297 1,099,263
平成２９年度の「みえ森と緑の県民税」の税収、年度末基金残
高に対応する利子相当額および過年度事業の執行残を「みえ森
と緑の県民税基金」に積み立てます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
森を育む人づくり推進事
業費

森を育む人づくりサポート体制整備
事業費

27,195 0

学校や地域で実施される森林環境教育や木育、森づくり活動
にかかる相談窓口となる「森づくりサポートセンター」を運営
し、指導者養成を行うほか、広域的・総合的なサポートを行い
ます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
みえ森と緑の県民税制
度運営事業費

みえ森と緑の県民税制度運営事業
費

5,500 0
「みえ森と緑の県民税」の制度が円滑に運営されるよう、みえ
森と緑の県民税評価委員会の運営、みえ森と緑の県民税を活用
した事業の実績データの管理等を行います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部
みえ森と緑の県民税市
町交付金事業費

みえ森と緑の県民税市町交付金事
業費

736,527 0

「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会
づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民税」の趣旨に
則って、市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの
施策を展開することができるよう「みえ森と緑の県民税市町交
付金」を交付します。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林計画事業費 地域森林計画編成事業費 9,576 4,094

森林法第5条に基づき、全国森林計画に即して、県内の ４つ
の森林計画区ごとに伐採、造林、間伐、林道開設、保安林の整
備等に関する事項を定めた10ヵ年の地域森林計画を樹立・変更
し、地域特性に応じた森林施策の推進目標と森林整備の指針を
明らかにします。
 また、三重県水源地域の保全に関する条例について、制度
の普及と適正な執行に努めます。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林環境創造事業費
（県単公共事業）県単森林環境創造
事業費

48,287 48,287

環境林に区分された森林のうち、所有者から提供された森林を
公共財として位置づけ、森林の有する公益的機能が持続的に発
揮されるよう、間伐等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。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 森林環境創造事業費 （公共事業）環境林整備事業費 25,411 8,409

市町、事業体、所有者が施行後一定の期間、皆伐を禁止する
などの協定を締結した森林を公共財と位置づけ、森林の有する
公益的機能が持続的に発揮されるよう、間伐等の森林施業を行
います。

林業の振興と森林
づくり

農林水産部 水産調整費 連絡調整事務費 2,575 2,575

三重県の水産業が魚価の長期低迷、漁業資源の減少傾向など
により漁業経営環境が厳しい状況にあるなかで、三重県水産
業・漁村振興指針の進行管理を行うとともに、水産に関する新
技術の開発等について全国規模の水産関係団体に参画し、情報
収集等を行う。

水産業の振興

農林水産部 漁船登録事務費 漁船登録事務費 5,657 ▲ 11,089
漁船法の規定に基づき、建造・改造許可、漁船登録、漁船検

認等の関係事務を実施し、適正な漁船の管理を行う。
水産業の振興

農林水産部
強い水産業づくり施設整
備事業費

強い水産業づくり施設整備事業費 14,116 116

水産基本法の基本理念である水産物の安定供給の確保及び水
産業の健全な発展を実現するため、市町、漁協等の実施する共
同利用施設等の整備に助成する。

また、円滑な事業実施を支援するとともに、施設の適切な管
理運営や処分等の指導監督を行う。

水産業の振興

農林水産部
持続的な水産物供給体
制構築事業費

持続的な水産物供給体制構築事業
費

725 725

漁場環境の変化に対応した海藻等の養殖技術を確立し、環境
配慮型養殖業への展開を進めるとともに、養殖水産物の疾病の
蔓延防止対策を講じることで、持続的な水産物供給体制の構築
を図る。

水産業の振興

農林水産部
水産関係施設機能保全
等支援事業費

水産関係施設機能保全等支援事業
費

582 582

水産業振興対策の一環として、効果が高く、又は緊急性を要
するにもかかわらず、国庫補助事業の採択基準に満たない小規
模な事業のうち、既存施設の長寿命化を目的とした機能保全
や、高齢化対策としての省力化のほか、省エネルギー化、環境
対策に資する施設等の整備、水産加工・防災対策等に必要な機
器整備を支援することにより、地域漁業の持続的な発展を図
る。

水産業の振興



農林水産部
「元気な海女さん」による
里海創生モデル構築事
業費

「元気な海女さん」による里海創生モ
デル構築事業費

402 201

三重県では古くからアワビ等の磯根資源を漁獲主体とした海
女漁業が盛んに行われ、地域の基幹産業として重要な役割を果
たしてきた。しかし、アワビの漁獲量はピーク時の１／１０に
激減し、海女漁業者も急速に減少・高齢化しており、海女漁業
の存続が危ぶまれている。このため、高齢化を踏まえた効率的
な漁獲方法の検討等を行い、海女漁業の安定化と収入向上を図
る。

水産業の振興

農林水産部
三重ノリ生産・販売体制
構築事業費

三重ノリ生産・販売体制構築事業費 1,375 1,375
地域の基幹産業として、重要な役割を果たしている黒ノリ養

殖業について、差別化された商品づくり及び販売戦略構築に係
る取組を支援し、黒ノリ養殖業の継続・発展を図る。

水産業の振興

農林水産部
養殖経営強化支援事業
費

養殖経営強化支援事業費 1,375 688

地域の重要な産業でありながら、厳しい環境におかれている
三重県南部地域の養殖業において、既存の枠組みにとらわれ
ず、生産性の向上や経営改善等に係る取組を共同で行う生産者
に対して支援することで、地域の主要産業である養殖業を活性
化させ、新たな雇用創出に繋げる。

水産業の振興

農林水産部
サミットのレガシーを活
用した海女漁業活性化
事業費

サミットのレガシーを活用した海女漁
業活性化事業費

2,597 1,299

鳥羽・志摩を中心に県南部で広く営まれる海女漁業は、地域
の重要な産業であることに加え、伊勢志摩サミット開催により
県産水産物への注目が高まっている。中でも海女漁獲物である
クロアワビの需要が増え価格が上昇している。そこで、クロア
ワビについてモデル的な放流・管理・漁獲サイクルを確立する
ことで海女漁業の収入安定化を図る。

水産業の振興

農林水産部
三重県産水産物輸出加
速化事業費

三重県産水産物輸出加速化事業費 943 943
事業者が取り扱う品目ごとに、ＥＵ市場における輸出先国の見
極めを行うため、ＥＵ向け輸出実績のある国内商社との相談機
会を創出します。

水産業の振興

農林水産部
みえのさかな消費機会
創出事業費

みえのさかな消費機会創出事業費 874 480

消費者の健康志向の高まりに合わせ、魚の健康に関する機能
性や簡単調理方法を伝えられる人材を育成し、人から人へ波及
する魚食普及を推進することで、消費者が食材購入時に魚を選
択する仕組みを構築し、水産物の消費拡大につなげます。

水産業の振興

農林水産部
魅力あるみえの水産物
輸出力強化事業費

魅力あるみえの水産物輸出力強化
事業費

2,645 1,323
県産水産物に係る、アジア経済圏での商談会開催や事業者の販
売促進活動の支援を通じ、海外での評価を高め恒常的な輸出に
つなげます。

水産業の振興

農林水産部
海女漁業の魅力発信事
業費

海女漁業の魅力発信事業費 1,326 663

海女漁業や海女文化の振興による地域活性化を目的に、海女
自身が参加し、関係市、県、関係機関等とともに設立された海
女振興協議会の活動を通じて、海女の料理教室や首都圏等での
イベントで海女漁業・文化や「海女もん」等の魅力を発信する
ことで、集客・交流を促進する。

水産業の振興

農林水産部
東京オリ・パラに向けた
みえの水産物販売力強
化事業費

東京オリ・パラに向けたみえの水産
物販売力強化事業費

8,674 4,337

東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準に適合した
水産物の供給をめざし、持続可能性を確保した漁業の認証取得
に向けた支援を行うとともに、食材調達基準を満たす県産水産
物の販売力強化等に取り組みます。

水産業の振興

農林水産部
漁業協同組合組織強化
事業費

漁協合併等対策指導事業費 608 608

漁業を取り巻く厳しい情勢が続く中で、漁協経営は益々不安
定な状況になり、悪化かつ深刻化している。

このような状況に対処するため、漁協の経営改善を支援する
とともに、漁協組織の再編を促進する。

水産業の振興

農林水産部 漁業監督費 漁業取締事業費 28,148 28,148

漁業秩序を維持するため、関係機関との連絡を密にしなが
ら、漁業取締事務を実施する。

また、漁業取締船の機能維持管理を行う。
１）漁業取締業務
２）海上保安部との連携
３）密漁防止対策協議会・海難防止連絡協議会との連携
４）漁業取締船の修理等維持管理

水産業の振興

農林水産部 漁業取締船整備費 漁業取締船整備費 69,134 2,134
漁業取締の機能を充実し、漁業秩序の確立を図るため、漁業

取締船「神島」の定期検査を行う。
水産業の振興

農林水産部 漁港管理費 漁港管理費 4,178 2,094 県営漁港の管理に伴う経費 水産業の振興

農林水産部 栽培漁業推進事業費 種苗生産推進事業費 57,969 39,229

県内のつくり育てる漁業の促進を図るため、三重県栽培漁業
センター(浜島）においてトラフグ、クルマエビ、ヒ ラメ等の
種苗生産を行う必要があり、この種苗生産推進事業を(公財)三
重県水産振興事業団に委託する。

水産業の振興

農林水産部
栽培漁業センター整備
費

栽培漁業センター整備費 7,899 7,899
種苗の生産・放流を通じて、県民への水産物の安定供給と、

沿岸漁業者の経営安定による水産業の健全な発展に寄与するた
め、栽培漁業センターの生産施設の適切な管理を図る。

水産業の振興

農林水産部 漁業管理事務費 漁業調整通常事務費 2,511 ▲ 2,770

海面や内水面漁業における漁業生産力の向上及び高度利用を
目的とし、漁業の安全操業及び経営安定化等を図る。
・漁業の免許、登録及び漁業許可に関する事務
・漁業間の調整及び紛争処理
・大臣許可漁業等における他県との連絡調整
・知事許可漁業の一斉更新

水産業の振興

農林水産部
資源管理体制・機能強
化総合対策事業費

資源管理体制・機能強化総合対策
事業費

6,206 1,271

水産資源の維持・回復を図るため、漁業者が計画的に資源管
理に取り組める体制の構築及び支援を行う。

また、まいわし等のＴＡＣ対象魚種について漁獲管理を行
う。

水産業の振興

農林水産部 県単漁港改良事業費 県単公共事業 58,948 37,948

漁業の基盤である漁港の計画的な施設整備を行い、漁港機能
の推進と安全性の確保を図り、もって地域漁業の健全な発展を
図る。

国補対象の漁港事業の効果を一層発揮するために整備の必要
な施設、他の水産施設と有機的な連携を図るために必要な施設
等について整備する。

さらに、漁港及び漁港海岸機能の推進と安全性の確保を図る
ために、緊急性を要するにも関わらず、国の採択基準に満たな
い小規模な事業等で市町が実施する事業に対して補助を行う。

水産業の振興

農林水産部
漁港・海岸維持修繕事
業費

県単公共事業 26,127 26,127
老朽化等により、著しく機能が低下した施設の維持修繕を実

施することにより、既存施設を有効に機能させ災害発生を未然
に防止する。

水産業の振興

農林水産部
県単漁港環境整備事業
費

県単公共事業 11,000 11,000

近年における親水性ブームの高まりから、漁港区域内に来航
する外来者が増加している。これに伴い、これらの利用者が落
としていくゴミ及び河川又は漁港前面の海域から流入する大小
のゴミのため、漁港区域内における漁業活動に支障を来す等放
置できない状況にある。このため、安全で使いやすい漁港及び
漁港区域内の美化、環境保全に資することを目指し、漁港区域
内の清掃等を行う。

水産業の振興

農林水産部
県単沿岸漁場整備事業
費

県単公共事業 15,440 15,440

水産業振興対策の一環として、漁場整備、漁場保全及び共同
利用施設において海域での効果が高く、又は緊急性を要するに
もかかわらず、受益者、構造、規模等が国の採択基準に満たな
いため、国の補助対象とならない小規模な事業で市町及び漁協
等が実施する事業に対して、補助を行う。

県有施設の補修・維持管理や広域的な漁場整備、漁場保全の
計画等に関する調査研究を行う。

水産業の振興

農林水産部 広域漁場整備事業費 公共事業 6,300 1,100

利用が地元の漁業より広い共同漁業権の区域外の漁場を計画
的かつ一体的、大規模に整備するとともに、共同漁業権の区域
内等地先の漁場整備を行うことにより、水産資源の持続的利用
と水産物の安定的な供給に資することを目的とする。

水産業の振興

農林水産部
県営水産物供給基盤機
能保全事業費

公共事業 261,461 10,461
県民の安全・安心の確保を図るため、漁港施設の諸元や老朽

状況などを踏まえた機能保全計画を早急に策定し、災害時に本
来の機能が発揮できるよう、保全工事を実施する。

水産業の振興



農林水産部
市町営水産物供給基盤
機能保全事業費

公共事業 318,530 1,890

県民の安心・安全の確保を図るため、漁港施設の諸元や老朽
状況などを踏まえた機能保全計画を早急に策定し、災害時に本
来の機能が発揮できるよう、保全工事を実施する市町の取組を
支援する。

水産業の振興

農林水産部
市町営農山漁村地域整
備事業費（水産基盤整
備）

公共事業 222,810 1,770

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害によ
る高潮・波浪・津波よる越波や浸水被害に備えるため、漁港海
岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施設
の嵩上げや耐震対策などを整備する市町及び漁村地域の就労環
境並びに生活環境の改善を図る市町に対し支援する。

水産業の振興

農林水産部
県営漁港施設機能強化
事業費

公共事業 24,139 19,139

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害によ
る高潮・波浪・津波による越波や浸水被害に備えるため、漁港
海岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施
設の嵩上げや耐震対策などを実施する。

水産業の振興

農林水産部
県営水産生産基盤整備
事業費

公共事業 252,000 1,800

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害によ
る高潮・波浪・津波による超波や浸水被害に備えるため、漁港
海岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施
設の嵩上げや耐震対策などを実施する。

水産業の振興

農林水産部
海女漁業等環境基盤整
備事業費

公共事業 216,924 12,944

沿岸海域においては、長年の陸域からの負荷、海岸線の開発
等に伴う藻場の減少、汚泥の堆積による浅海域での海域環境の
悪化が進行し、海女漁業等の漁業生産力ならびに水質浄化機能
の低下が著しい。このため、本事業により、浅海域での多様な
生物相とその再生産による自然浄化能力の再生を図るものであ
る。

水産業の振興

農林水産部
伊勢湾アサリ復活プロ
ジェクト推進事業費

公共事業 145,665 8,015

伊勢湾の沿岸海域においては、長年の陸域からの負荷、海岸線
の開発等に伴う干潟の減少により、アサリ漁業等の漁業生産力
ならびに水質浄化機能の低下が著しい。このため、本事業によ
り、浅海域での多様な生物相による自然浄化能力を再生し、ア
サリ資源の復活を図ります。

水産業の振興

農林水産部
伊勢湾アサリ復活プロ
ジェクト推進事業費

伊勢湾アサリ復活プロジェクト推進
事業費

1,000 500

伊勢湾の南部地域において、アサリ資源の復活に向けた取組
を支援し、危機的状況にあるアサリ資源を復活することで、ア
サリ漁業を再生し、南部地域における若者の働く場を確保し、
地域の活性化を図ります。

水産業の振興

農林水産部
三重の未来を紡ぎ繋げ
る漁業振興事業費

公共事業 292,740 1,340
青ノリ・真珠等の品質向上及び海域環境の改善を図るため、

英虞湾の堆積汚泥を浚渫により除去します。
水産業の振興

農林水産部 水産業改良普及事業費 水産業改良普及事業費 2,627 325

沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び技術の改良を
図るために水産業普及指導員を配置し、漁業従事者に対して技
術及び知識の普及を行い、自主的活動の促進や沿岸漁業の合理
的発展を図る。また、普及指導員の指導能力の向上を図るため
各研修への派遣等を行う。

漁家指導、漁業情報の収集、提供
水産業普及指導員研修
水産業普及指導員新任研修
普及高度化指導員ブロック研修

水産業の振興

農林水産部
漁業近代化資金融通事
業費

漁業近代化資金融通事業費 65,152 65,152

漁業者の経営改善に向けた取組みへの支援を目的とし、設
備・運転資金等の必要な資金の円滑な融通を図るため、利子補
給措置等を講ずる。
●融資枠
（１）漁業近代化資金 9億円
（２）漁業経営維持安定資金 0.1億円
（３）漁業経営改善促進資金 0.2億円

水産業の振興

農林水産部 特別会計繰出金
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会
計繰出金

988 988
沿岸漁業者に経営等改善資金等を無利子で貸付けする沿岸漁

業改善資金貸付事業特別会計への事務費の繰り出し等を行う。
水産業の振興

農林水産部 漁業共済推進事業費 漁業共済推進事業費 16,559 16,559

①漁業共済推進事業費
異常事象等による損失に備えるため、漁業共済への加入を推

進するとともに、養殖共済の赤潮特約に係る掛金の一部を補助
する。
②漁業経営セーフティーネット推進事業費

燃油価格や配合飼料価格の高騰に備えるための漁業経営セー
フティーネット構築事業への加入を推進する。

水産業の振興

農林水産部
漁業の担い手人材育成・
確保事業費

漁業の担い手人材育成・確保事業費 3,926 0
漁業者の減少・高齢化が進む中、将来にわたる三重県漁業の

持続的発展をめざし、意欲のある新規漁業就業希望者の円滑な
育成・確保に取り組みます。

水産業の振興

農林水産部
水産業・漁村を支える担
い手の確保育成事業費

水産業・漁村を支える担い手の確保
育成事業費

1,199 600

水産業・漁村を支える担い手を確保・育成していくため、意
欲ある若者が地域の漁業に円滑に着業していけるよう、大学生
等を対象とした漁業インターンシップや漁師塾の実施地区拡大
に取り組みます。

水産業の振興

農林水産部 漁業調整委員会総務費 漁業調整委員会事務費 5,418 2,634
当海区における漁業の総合的な調整及び海面利用を図るため

に海区漁業調整委員会を運営する。
行政委員会

農林水産部
内水面漁場管理委員会
総務費

内水面漁場管理委員会事務費 721 367
本県内水面漁場における内水面漁業、水産動植物の採捕及び

増殖に関する事項の調整を図るため、内水面漁場管理委員会を
運営する。

行政委員会

農林水産部 農政総務費 人件費 8,034,709 7,995,182 農林水産部職員人件費 人件費

農林水産部 漁業調整委員会総務費 漁業調整委員報酬 11,589 10,559
漁業法第84条及び地方自治法第180条の５に基づき設置 され

ている海区漁業調整委員会の委員報酬（委員15名）
人件費

農林水産部
内水面漁場管理委員会
総務費

内水面漁場管理委員報酬 4,203 4,199
漁業法第130条及び地方自治法第180条の５に基づき設置され

ている内水面漁場管理委員会の委員報酬（委員10名）
人件費

農林水産部 農政総務費 交際費 83 83 部長交際費 その他

農林水産部 漁業調整委員会総務費 交際費 39 39
海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に要する会長

交際費
その他


