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第2-3号様式（条例第6条第4項務係）

交付決定実績調書（5億円以上、変更分）
（部局名目農林水産部）〔単位E千円）

番号 補助金等の名称 補崩事業者の氏名
事業内容

交付決定額
変］！！の肉容及び理由 課（室）名 ｛蒲考

及び住所 変更前 変更後
13 歯芸特産物生産 株式会社アタリツ 高度環境制御施設及び付帯 617,500 556,850 入札差金による事業費の減額 農産匿芸
(1) 振興対策事業費 ド 設備整備により、の事構収；最及 諜

補助金 津市高野尾町 び省力生産休制 築を支
（平成30年度） 4951 援する。

「

農林水産部 1



第3-2号様式（条例第8条第1項隈係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

新規就農者総合支援 新規就農者総合支援 四日市市 16,500 農林水産部関係補助金等交 担い手支援
1 事業費補助金 事業費補助金 付要綱 課

2 
向上 向上 鈴鹿市 15,000 向上 向上

3 
向上 河上 津市 21,750 向上 向上

4 
同上 向上 松阪市 17,250 同上 向上

5 
同上 同上 多気町 12,750 向上 向上

6 
悶上 向上 明和町 11,250 同上 向上

7 
向上 向上 伊勢市 12, 125 向上 向上

8 
向上 向上 御浜町 10,374 向上 向上

農業経営基盤強化促 公益財団法人二重県 公益財図法人二重県 13,684 向上 向上

9 
進事業費 農林水産支援センター 農林水産支援センター

業務推進事業費補助
金

農業委員会及び農業委 農業委員会交付金及び 津市 14,941 向上 同上

10 員会ネットワーク機構 補助金
助成金

11 
向上 向上 伊賀市 11,435 向上 同上

農林水産部 2



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（昔日局13,J：農林水産部） （単位．千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

農業委ツ員ト会ワ及ーびク農機業構委 農業委員会交付金及び 鈴鹿市 14,661 農林水産部関係補助金等交 担い手支援
12 員会ネ 補助金 付要綱 5漂

助成金

13 
向上 向上 松阪市 11,903 向上 向上

向上 農業委員会ネットワー 一般社罰法人ニ重県 22,223 同上 向上
14 ク機構負担金及び補助 農業会議

金

農地中間管理機構事 農地中間管理機構事 公益財団法人ニ重県 68,906 向上 向上
15 業費 業費補助金 農林水産支援センター

地域農政推進対策事 経営体育成支援事業 明和町 10,240 向上 向上
16 業費 費檎助金

向上 担い手確保留経営強化 玉城町 11,591 向上 向上
17 支援事業費補助金

農産物の生産振興事 経営所得安定対策等 津市 15,350 向上 農産園芸
18 業費 推進事業費補助金 課

19 
向上 向上 松阪市 14,643 向上 向上

20 
向上 向上 伊賀市 15,510 向上 向上

21 
向上 産地パワーアップ事業 伊藤達郎 60,000 向上 同上

費補助金

22 
向上 向上 伊勢農業協同組合 71,394 向上 向上

農林水産部 3



第3-2号様式（条例第8条第1!頁際係）

補助金等の交付実績
（部局名・農林水産部） （単位千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

食i淘センター流通対策 猿産食肉安定供給施 株式会社ニ重県松阪 40,250 農林水産部関係補助金等交 畜産課
23 事業費 設支援事業費補助金 食肉公社 付要綱

向上 市場機能強化対策事 四日市市 40,951 同上 向上
24 業費補助金

向上 食肉処理施設再整備 同上 22,896 向上 向上
25 事業費補劫金

高収益型畜産連携体 畜度施設等整備事業 向上 27,686 向上 同上
26 育成事業費 費補助金

向上
27 

同上 紀北町 308,918 向上 向上 H29繰越

司（本営災害耕地復旧 農地農業用施設災害 いなベ市 30,596 向上 農業基盤 向上
28 事業費 復旧事業費等補助金 整備課

向上 向上 四日市市 58,680 向上 向上 同上
29 t会

30 
向上 向上 菰野町 18,224 向上 向上 H28事故繰

越

問上
31 

向上 津市 33,810 向上 同上 H29繰越

向上 向上 向上
32 

11,350 向上 同上

33 
向上 向上 松阪市 67,800 同上 向上 H29繰越

34 
向上 向上 多気町 51,748 向上 向上 向上

農林水産部 4



第3-2号様式（条例第B条第1項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農林水産部） （単位千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

間体営災害耕地復旧 農地農業用施設災害 多気町 16,826 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
35 事業費 復旧事業費等補助金 付要綱 整備課

36 
同上 向上 大台町 10,962 向上 向上 H29繰越

37 
向上 向上 向上 16, 127 向上 向上

38 
向上 向上 明和町司 27,077 向上 向上

39 
向上 向上 宮川照水土地改良区 14,665 向上 向上 H29繰越

40 
向上 向上 大紀町 18,044 間上 向上 向上

41 
同上 同上 伊勢市 76,564 向上 向上 向上

42 
向上 向上 玉城町 28,286 同上 向上 向上

43 
向上 向上 名張市 26,379 向上 同上 向上

44 
i弓上 詞上 向上 11, 130 向上 向上

45 
向上 向上 伊賀市 143,512 向上 同上 H29繰越

46 
向上 向上 向上 70,370 向上 向上

47 
向上 向上 御浜町 16,302 向上 向上 H29繰越

農林水産部 5



第3-2号様式（条例第B条第1項関係）

補助金等の交付実績

、，a’.－.－.. 島・4 ・＂』四』 " ’a ..........叫’－， F一軍一－ ' ’ . ・., 

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

48 
団体営ため池等整備事 団体営ため池等整備事 桑名市 14, 130 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
業 費 業費補助金 付要綱 整備課

49 
向上 向上 鈴鹿市 25,300 同上 向上

50 
向上 向上 津市 90, 167 同上 向上

向上 向上 松阪市 67,826 向上 向上
51 

52 
向上 向上 多気町 77,400 向上 向上

53 
向上 向上 明和町 14,040 同上 同上

, 

54 
向上 照上 玉城町 12,900 向上 向上

55 
向上 向上 伊賀市 25,000 向上 向上

56 
向上 向上 名張市 24,000 向上 向上

57 
同上 向上 御浜町 19,400 向上 同上

国営等関連対策事業 二重用水施設管理費 独立行政法人水資源 118,140 独立行政法人水資源機構法 同上
58 費 負担金 機構

< 

向上 木曽川用水施設管理 向上 33,643 向上 向上
59 費負担金

県単土地基盤整備事 土地改良施設整備補 ニ霊祭土地改良事業 87,600 農林水産部関係補助金等交 向上
60 業費 修事業費補助金 団体連合会 付要綱

農林水産部 6



第3-2号様式（条例第B条第1環務係）
補助金等の交付実績

（部局名町農林水産部） （単位・千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

団体替かんがい排水事 団体営かんがい排水事 菰野町 10,000 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
61 業費 業費補助金 付要綱 整備課

向上 同上 津市 20,510 向上 同上
62 

63 
向上 向上 松阪市 25, 108 向上 向上

64 
同よ 向上 多気町 10,000 向上 向上

65 
向上 同上 大紀陀 10,0〔］〔］ 向上 同上

66 
向上 向上 伊賀市 10,000 向上 向上

67 
向上 同上 名張市 12,500 向上 同上

高度水利機能確保基 高度水利機能確保基 菰野町 75,599 向上 向上 H29繰越
盤整備事業費

盤（農整地備耕事作業条費件補改助善金事68 

業）

69 
向上 陪上 菰野町 10,500 向上 向上

70 
同上 向上 ニ重茶農業協同組合 12,000 向上 向上

同上 高度水利機能確保基 鈴鹿農業協同組合 34,034 向上 向上 H29繰越
盤整備事業費補助金

71 （農業基盤整備促進事
業）

農林水産部 7



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実績
（部局名目農林水産部） （単位千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

高度71<利機能確保基 高度水利機能確保基 伊勢市 45,442 農林水産部関係補助金等交 農業基盤

72 
盤整備事業費 盤整備事業費補助金 付要綱 重量備課

（農業基盤整儒促進事
業）

73 
向上 向上 玉城町 14,850 同上 向上

74 
向上 向上 自江野土地改良区 20,535 向上 問上

75 
向上 向上 宮川用水土地改良区 18, 150 向上 向上

向上 ニ霊祭経営体育成促 鈴鹿川沿岸土地改良 18,694 間上 向上
76 進事業費補助金 区

多面的機能支払事業 多面的機能支払交付 二重県農地・水・環境 17,276 向上 農山漁村づ
77 費 金 保全i向上対策協議会 くり課

78 
同上 向上 津市 134,805 向上 向上

79 
向上 向上 四日市市 43,359 向上 向上

80 
向上 向上 伊勢市 84,044 向上 向上

81 
向上 同上 松阪市 136,632 向上 同上

82 
向上 向上 桑名市 47,062 向上 向上

83 
向上 向上 鈴鹿市 55,474 向上 向上

農林水産部 8



第3-2号様式（条例第8条第1境関係）

補助金等の交付実績

、H .-•• ~ ..... - • い..’ 町一， ,., ・- ..ー，

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（吏）名 備考

多面的機能支払事業 多聞的機能支払交付 名張市 23,615 農林水産部関係補助金等交 農山漁村づ
84 費 金 付要綱 くり課

向上 向上 亀山市
85 

11,433 同上 向上

86 
向上 向上 いなベ市 53,773 向上 向上

87 
向上 同上 伊賀市 153,378 向上 向上

88 
向上 向上 木曽岬匝T 24,369 向上 向上

89 
向上 向上 東員田T 24,967 同上 同上

90 
向上 向上 菰野町 73,949 向上 向上

91 
同上 向上 多気町 34,439 向上 向上

92 
向上 向上 明和町 34,546 向上 向上

93 
向上 同上 玉城陀 45,920 向上 向上

団体営農業集落排水 団体営農業集落排水 名張市 89,374 向上 同上 H29繰越

94 整備促進事業費 整備促進事業費補助
金

95 
向上 向上 向上 39,175 向上 向上

農林水産部 9



第3-2号様式（条例第8条第H頁関係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位：千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

団体営農業集落排水 団体営農業集落排水 鈴鹿市 16,000 農林水産部関係補助金等交 農山漁村づ

96 整備促進事業費 整備促進事業費補助 付要綱 くり課
金

97 
向上 向上 亀山市 26,000 悶上 向上

98 
同上 向上 鈴鹿市 36,257 向上 向上

中山間地域等直接支 中山間地域等直接支 いなベ市 20,836 同上 向上
99 払事業費 払事業交付金

100 
向上 向上 亀山市 10,997 向上 向上

101 
同上 向上 湾市 26,854 向上 向上

102 
向上 向上 松阪市 12,096 向上 向上

103 
向上 向上 大台町 12,501 向上 向上

104 
向上 向上

～ 

伊賀市 78,488 向上 向上

獣害につよい地域づく 鳥獣被害防止総合対 津市 30,187 向上 獣害対策
105 り推進事業費 策事業費補助金 自果

106 
向上 向上 松阪市 12,644 向上 同上

107 
向上 河上 南伊勢町 17,073 向上 向上

農林水産部 10



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名a農林抹産部） （単位．千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（窪）名 備考

獣り推害進に事つ業よ費い地域づく 鳥獣被害防止総合対 伊賀市 21,470 農林水産部関係補助金等交 獣害対策
108 策事業費補助金 付要綱 E課

109 
問上 向上 菰野町鳥獣害防止総 14,734 向上 向上

合対策協議会

110 
向上 向上 熊野市鳥獣害防止総 10, 104 同上 向上

合対策協議会
一、

111 
向上 同上 紀安町鳥獣害防止総 12,045 向上 向上

合対策協議会

向上 中山間地域所得向よ 菰野町鳥獣害防止総 15,855 向上 向上

112 支援整備事業費補助 合対策協議会
金

同上 向上 熊野市鳥獣害防止総 14.175 用上 向上
113 合対策協議会

森林整備対策費 森林経業営計箇作成推 津市 17,193 向上 森林・林業
114 進事費檎助金 経営課

林業育木材産業構造改 林業・木材産業構造改 松阪飯南森林組合 50,434 向上 向上 H29繰越
115 革事業費 .；￥：事業費補助金

116 
向上 向上 宮川森林組合 12,906 向上 同上 向上

117 
向上 向上 伊賀森林組合 27.785 向上 向上

c 

森林整備加速化・林業 森林整基備金加速化・林業 松阪木材株式会社 18,399 向上 向上

118 再生基金事業費 再生 事業費檎助
金

農林水産部 11



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実績
（部局名・農林水産部） （単位．千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

原水安定供給促進事 原木安定供給促進事 安田木材有限会社 18,099 農林水産部関係補助金等交 森林関林業 H29繰越
119 業費 業費補助金 付要綱 経営課

河上 向上 中勢森林組合 40,000 向上 同上 向上
120 

合板・製材生産性強化 合板宵製材生産性強化 ヒノキブン株式会社 95,612 向上 向上 向上
121 対策事業費 対策事業費補助金

造林事業費 造林事業費補助金 宮川森林組合 20,492 伺上 存在上
122 

123 
向上 向上 中勢森林組合 33,429 向上 同上

124 
向上 向上 田中林業株式会社 14,787 向上 向上

125 
向上 向上 花鼠一見 18,288 向上 向上

126 
向上 向上 森林組合おわせ 55,667 同上 向上

127 
向上 向上 ニ井物産フォレスト株 10,950 向上 向上

式会社本州事業部

128 
同上 向上 ニ重くまの森林組合 32,812 同上 向上

129 
向上 向上 安田木材有限会社 11,242 伺上 向上 H29繰越

130 
向上 向上 田中林業株式会社 15,527 向上 向上 向上

農林水産部 12



c 

第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実績
（部局名・農林水産部） （単位町千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（護）名 備考

造林事業費 造林事業費補助金 中勢森林組合 46,064 農林水産部関係補助金等交 森林・林業 H29繰越
131 付要綱 経営課

132 
岡Jこ 向上 松阪飯南森林組合 48,824 向上 向上 向上

133 
同上 向上 森林組合おわせ 38, 116 同上 向上 向上

低コスド造林推進事業 低コスト造林推進事業 松阪飯南森林組合 18, 143 向上 向上 向上
134 費 費補助金

森林環境創造事業費 県単森林環境創造事 大台町 30,057 同上 向上
135 業費補助金

林道事業費 林道事業費補劾金 松阪市 18,359 向上 ；台山林道
136 課

137 
向上 向上 紀北町 16,800 同上 向上

138 
向上 向上 熊野市 28,200 向上 向上

139 
向上 向上 紀北町 10,716 同上 向上 H29繰越

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧 大台町 31,446 向上 向上 向上
140 業費 事業費檎助金

141 
向上 向上 松阪市 82,234 向上 向上 向上

142 
向上 向上 大紀町 24,986 向上 向上 向上

農林水産部 13



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実績
(j 局盆：農林水産部） （単位二千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 ｛薦考

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧 玉城町 15,584 農付林要水綱産部関係補助金等交 治山林道 H29繰越
143 業費 事業費補助金 5果

144 
向上 向上 熊野市 17,894 向上 向上 向上

145 
向上 同上 紀宝町 21,617 向上 同上 同上

146 
同上 同上 向上 19,396 同よ 向上

147 
向上 向上 松阪市 18,031 同上 同上

148 
向上 向上 熊野市 11,703 向上 向上

149 
向上 向上 いなベ市 10,227 同上 同上

150 
向上 向上 度会町 39,240 向上 向上

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市 亀山市 32,230 向上 みどり共生

151 町交付金事業費 町交付金事業費交付 推進課
金

152 
向上 向上 桑名市 42,223 向上 向上

153 
向上 同上 鈴鹿市 45,287 同上 向上

154 
向上 向上 いなベ市 35,841 向上 同上

155 
向上 向上 東員町 25,405 向上 向上

農林水産部 14



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

、，.司・，~... 忌・4 且 ' ., , ..  司”ー晶画色E幽..-, 、－.－－ ' －・・., 

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市 菰野町 27守口08農林水産部関係械助金等交 みどり共生

156 町交付金事業費 町交付金事業費交付 付要綱 推進課
金

157 
向上 向上 沼田市市 44,091 向上 向上

158 
隠上 向上 津市 65,695 向上 向上

159 
向上 向上 松阪市 58,168 同上 向上

160 
向上 湾よ 大台町 22,035 向上 同上

161 
向上 向上 多気町 18,073 向上 向上

162 
河上 問上 I m伊勢町 26,649 伺上 向上

163 
同上 同上 志摩市 14,572 向上 向上

164 
向上 向上 度会町 16,957 向上 向上

165 
同上 向上 伊勢市 25,867 向上 同上

166 
向上 向上 大紀町 26, 181 向上 向上

167 
向上 向上 伊賀市 44,064 同上 同上

168 
向上 向上 名張市 26,763 向上 向上

農林水産部 15



第3-2号様式（条例第B条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名目農林水産部） （単位・千円）
番号 事務事業名 補劫金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

みえ森と線の県民税市 みえ森と緑の県民税市 紀北町 20,361 農林水産部関係補助金等交 みどり共生

169 町交付金事業費 町交付金事業費交付 付要綱 推進課
金

、ぐ

170 
向上 向上 尾鷲市 14, 189 向上 同上

171 
向上 向上 熊野市 24,159 向上 向上

漁業近代化資金融通 漁業近代化資金利子 二重県信用漁業協同 51,076 漁業近代化資金融通法 水産資源・

172 事業費 補給金 組合連合会 三重県漁業近代化資金利子 経営課
補給金交付規則

漁業共済推進事業費 漁業共済（赤潮特約） 二重県漁業共済組合 16,657 漁業災害補償法 漁業潔境

173 事業費補助金 農林水産部関係補助金等交 課
付要綱

市町営水産物供給基 水産物供給基盤機能 明和町 62,500 農林水産部関係補助金等交 水産基盤 H29繰越
174 盤機能保全事業 保全事業費補助金 付要綱 整備課

175 
向上 同よ 四日市市 73,541 向上 向上 向上

176 
間上 向上 尾鷲市 25, 183 向上 向上 向上

177 
向上 向上 鈴鹿市 27,135 向上 向上

178 
向上 向上 津市 75,900 向上 同上

179 
向上 同上 松板市 13,'042 向上 向上

農林水産部 16



第~－2号様式（条例第8条第1 項関係）
補助金等の交付実績

（部局名・農林水産部） （単位千円）
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 課（室）名 備考

市町営水産物供業給基 水産物供給費補基盤助機能 伊勢市 11,447 農林水産部品E係補劾金等交 水産基盤
180 盤機能保全事 保全事業 金 付要綱 整備課

181 
問上 向上 尾鷲市 39,520 向上 向上

市町営農山漁村地域 農山漁村地域整備事 津市 21,940 向上 向上 H29繰越
182 整備事業費 業費補助金

183 
向上 同上 熊野市 25,000 向上 向上 向上

184 
同上 向上 津市 41, 150 向上 向上

185 
向上 向上 熊野市 37,008 向上 向上

186 
向上 同上 紀北町 57,400 同上 向上

187 
向上 向上 志摩市 23,500 向上 向上

強い水産業づくり施設 強い水産業づくり施設 松阪漁業協同組合 17,000 問上 向上 H29繰越
188 整備事業費 整僻事業費補助金

189 
向上 向上 大紀町 31, 158 向上 向上

農林水産部 17



第3-3号様式（条例第7条関係）
機助金等評価結果読書

色、

（部局名：農林水産部）（単位．千円）
番号 補助金等の名称、 補伎助所 者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30 7 産地パワアツノ事 伊勢農業協同組合 125,000 71,394 （根拠） 農産園芸課
業費檎助金 度会郡大野木1858 農林水産部関係補助金等交付要綱～
（平成30年度） （公益性）

柑橘の産地が収益力向上を呂的に地域の営農戦略
として定めた「産地パワーアップ計画jに基づく取組
を支援するため、公益性を有する。
（必要性）
高品質な果実を選見I］できる選果機により、販売額の
向上が期待できる。そのため、選果機を整備する必
要があるロ
（効果）
高品質な果実を選別することで、販売額の向上が織
待される。
（交付基準等の妥当性）
「産地パワーアップ事業jに義づき県は基金管理回
休から補助金を受け、県は三重県補助金等交付規
員IJに基づき補劫金を交付している。

農林水産部 18



第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果読書
（部局名・農林水産部）（単位千円）

番号
補助金等の名称 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

29-6 畜産施設等整備事 紀北町 308,918 （根拠） 畜産課 H29繰越
業費補助金 北牟婁郡紀北町東長 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成29年度） 湯769-1 （公益性）

地域全体の収益力の向上につながる取組を支援す
ることから、公益性を有する。
（必要性）
畜産・酪農の体質強化を図るためには、地域の収益
カの向上に必要な中心的な畜産経営の取組を支援
することが必要である。
（効果）
地域の中心的な採卵鶏経営体として規模拡大を進
ぬ、高収益型資産経営としてのモデル化と地域への
波及等がみられ、畜産経営を中心とした地域全体の
収益力の向上が期待される。
（交付基準等の妥当性）
F総合的なTPP等関連政策大綱jfこ却し、畜産・酪農
の体質強化を図るために措置された予算「畜産調酪
農収益力強化整備等特別対策事業JIこ基づき、県
は留から補助金を受け、県は三重県補助金等交付
規則に基づき補助金を交付している。

農林水産部 19



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位：千円）
養号 補助金等の名称 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-9 農地農業用施設災 伊勢市 76,564 （根拠） 農業基盤整 H29繰越
害復旧事業費等補 伊勢市岩l*ll1-7-29 農（公林益水性産）部関係檎助金等交付要綱 備課
助金
（平成29年度） 被災した農業用施設を復旧することは、農業生産と

農村生活の基盤維持につながることから、公益性を
有する。
（必要性）
農業生産の維持や農業経営の安定のため、被災し
た農業用施設を復旧することが必要である。
（効果）
被災した農業用施設を迅速かつ適切に復旧すること
により、農業生産の維持とその経営の安定につな
がっTこ。
（交付基準等の妥当性）

措「農置林に水関産す業る施法設律災」、害激復甚i日災；事害業費国庫補助の暫定
害に根つては「激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律JIこ基づき、固から県へ補助金を受け、県！ま三重
県被助金等交付規則に基づき補助金を交付してい
る。

農林水産部 20



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名：農林水産部）（単位千円）
番号 補助金等の名称 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（嚢）名 備考

30-10 農地農業用施設災 伊賀市 256,837 143,512 （板拠） 農業基盤整 H29繰越
害復旧事業費等檎 伊賀市上野丸之内116 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
助金 （公益性）
（平成29年度） 被災した農業用施設を復旧することは、農業生産と

農村生活の基盤維持につながることから、公益性を
有する。
（必要性）
農業生産の維持や農業経営の安定のため、被災し
た農業用施設を復旧することが必要である。
（効果）
被災した農業用施設を迅速かつ適切に安復定！罰にすつるなこと
により、農業生産の維持とその経営の
がっTニ。
（交付基準等の妥当性）
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措琶に演する法律J、激甚災害に根つてはF激甚災
害に対処Sづすきる、ための特別の財政援助等！こ関する法
律jに基 、固から県へ補劫金を受け、県は三重
県補助金等交付規員ljに基づき補助金を交付してい
る。

農林水産部 21



手入

第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名：農林水産部）（単位，千円）
番号 補助金等の名称 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（隻）名 備考

31-7 農地農業沼施設災 伊賀市 70,370 （根拠） 農業基盤整
害復旧事業費等檎 伊賀市上野丸之内116 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
助金 （公益性）
（平成30年度） 被災した農業用施設を復18することは、農業生産と

農村生活の基盤維持につながることから、公益性を
有する。
（必要性）
農業生産の維持や農業経営の安定のため、被災し
た農業用施設を復旧することが必要である。
（効果）
被災した農業用施設を迅速かつ適切に復旧すること
により、農業生産の維持とその経営の安定につな
がっfこ。
（交付基準等の妥当性）
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律ム激甚災害に限つては「激甚災
害に対処するための特別の財政援助等に関する法
律JIこ基づき、県は留から補助金を受け、県は三重
県補助金等交付焼員IJに基づき補助金を交付してい
る。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果読書

（部局名：農林水産部）よ単位千円）
番号 補助金等の名称 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績綴 評価結巣 課（室）名 備考

30-11 団体鷺ため池等整備 津市 90,167 （根拠） 農業基盤整
事業費橋助金 津市西丸之内23-1 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
（平成30年度） （公益性）

農業用ため池の耐震調査により、防災滅災対策を
行うことは、農業生産の維持、地域の災害防止につ
ながることから公益性を有する。
（必要性）
農業生産の維持や農業経営の安定及び地域住民
の暮らしの安全の確保を図るため防災；被災対策を
行うことは必要である。
（効果）
ため池の耐震調査により、ため池の現状把握及び
耐震化対策計画を策定し紡災；被災対策を行うことが
できた。
（交付基準等の妥当性）
本事業の実施にあたっては多額の経費を必要とす
るこどから、事業主体は国の補助金によらなけれ
ば、実施が函難であるため、国が経費を負担するこ
とは妥当であるロ
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果読書

（部局名：農林水産部）（単位田子円）
番号 檎助金等の名称 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結集 隷（室）名 備考

30-13 団体営ため池等整備 多気町 90,000 77.400 （根拠） 農業基盤整
事業費補助金 多気郡多気町相可 農林水産部関係補助金等交付要級 備課
（平成30年度） 1600 （公益性）

農業用ため池の耐震調査により、防災減災対策を
行うことは、農業生産の維持、地域の災害防止につ
ながることから公益性を有する。
（必要性）
農業生産の維持や農業経営の安定及び地域住民
の暮らしの安全の確保を図るため防災滅災対策を
行うことは必要である。
（効果）

ため池の対耐策震計調箇査を策により、ため池の現状把握及び
耐震化 定し防災減災対策を行うことが
できた。
（交付基準等の妥当性）
本事業の実施にあたっては多額の絞費を必要とす
ることから、事業主体は国の補助金によらなけれ
ば、実施が函難であるため、国が経費を負担するこ
とは妥当である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名目農林水産部）（単位，千円）

番号 補助金等の名称、 檎住助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（室）名 備考

30-14 ニ襲用水施設管理 独立行政法人水資源 125,509 118,140 （根拠） 農業基盤
費負担金 機構 独立行政法人水資源機構法 整備課
（平成30年度） 埼玉県さいたま市中央 （公益性）

区新都心11…2 農業用水の安定供給と農業生産基盤の安定を目的
としたこの負担金は、 71<資源の効率的利用に寄与す
るという理由により公益性を有する。
（必要性）
農業用水の安定供給と農業生産基盤の安定を図る
ためには適切な施設管理が重要であるという理由に
より、本事業を行うことは必要である。
（効果）
本事業により、適切な施設管理と水資源の確保が
図られ、農業用水の安定供給を達成することができ
Tこ。
（交付基準等の妥当性）
広域にj度る大規模な用水施設について、施設管理
にあたっては、多額の経費を要することから、国の
補助金及び県の負担金がなければ、適切な管理が
不可能なため、県が管理費の一部を負担することは
妥当である。

農林水産部 25



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果頭書

（部局名町農林水産部）（単位：千円）
番号

補助金等の名称 補イ士助宮5事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-15 土地改良施設整備 ニ重県土地改良事業 87,600 （根拠） 農業基盤
補修事業費械助金 団体連合会 農林水産部関係補助金等交付要綱 整備課
（平成30年度） ＝＝霊薬津市広明町330 （公益性）

土地改良施設の整備・補修を行うことは、食料を安
定的に供給するとともに、水資源等の効率的利用な
どの多面的機能を維持しようとするものであり、公益
性を有するものである。
（必要性）
農業用水の安定供給と農業生産基盤を維持するた
めには、適切な施設管理を行うことが必要である。
（効果）
本事業により、適切な施設管理と水資源の確保が
阪られ、農業用水の安定供給を達成することができ
た。
（交付基準等の妥当性）
本事業の実施にあたっては多額の経費を必要とす
ることから、事業主体は国及び累の補助金によらな
ければ、実施が困難であるため、県が経費の一部を
負担することは妥当である。

～ 

農林水産部 26



第3-3号様式（条例第7条溺係）
補助金等評価結果調書

（部局名：農林水産部）（単位千円）
番号

補助金等の名称 補住助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30 4 高度水利機能確保 菰野町 75,599 （根拠） 農業基盤 H29繰越
基盤整備事業費補 ニ重県三重郡菰野町 農林水度部関係補助金等交付要綱 整備課
助金（農地耕作条件 潤回1250 （公益性）
改善事業） 土地改良施設の整備監補修を行うことはミ率食的料利を用安な
（平成29年度） 定的に供給するとともに、水資源等の効

どの多面的機能を維持しようとするものであり、公益
性を有するものである。
（必要性）
農業用水の安定供給と農業生産基盤を維持するた
めには、適切な施設管理を行うことが必要である。
（効果）
本事業により、適切な施設管理と水資源の確保が
函られ、農業用水の安定供給を達成することができ
た。
（交付基準等の妥当性）
本事業の実施にあたっては多額の経費を必要とす
ることから、事業主体は国及び県の補助金によらな
ければ、実施が国難であるため、県が経費の一部を
負担することは妥当である。

農林水産部 27



第3-3号機式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

、 141~ ，－.........・ 品bι曹’ E’＂、，·.:c.1-11• , 、~’ド晶・，，.，

番号
補助金等の名称 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

3日目18多面的機能支払事 津市 135,016 134,805 （根拠） 農くり山課漁村づ
業費補助金 津市西丸之内23-1 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成30年度） （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用期
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
全活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参画する仕組みづくりが必要である。
（効果）
農業者だけでなく、地域住民、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加する活動組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持量発揮を
図ることに貢献した。
（交付基準等の妥当性）
菌が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、県は国から補助金を受け、県は
三重県補助金等交付規則に基づき補助金を交付し
ている。

農林水産部 28



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名．農林水産部）（単位：千円）
番号

補助金等の名称 補｛主所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（室）名 備考

30-19 多面的機能支払事 松松阪市 134,600 136,632 （根拠） 農くり山諜漁村づ
業費補助金 阪市殿町1340-1 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成30年度）

地（公域益の性農）業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用用
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
全活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参画する仕組みづくりが必要である。
（効果）
農業者だけでなく、地域す住る民活、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加 動組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
殴ることに貢献した。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、震は固から檎助金を受け、県は
三重県補助金等交付規則に基づき補劫金を交付し
ている。

農林水産部 29



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書
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番号 補助金等の名称 補イキ助日時事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-21 多箇的機能支払事 伊賀市 154,330 153,378 （根拠） 農山漁村づ
業費補助金 伊賀市上野丸ノ内116 農林水産部関係補助金等交付婆綱 くり課
（平成30年度） （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用用
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
全活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参画する仕組みづくりが必要である。
（効果）
農業者だけでなく、地域住民、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加する活動綿織の設立を促
し、農業町農村の有する多面的機能の維持寄発揮を
図ることに賞献した。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、県は固から補助金を受け、県は
三重県補助金等交付規則に基づき補効金を交付し
ている。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補劫金等評価結果調書

、島..1~1-..1 b・4 ・ ，」」も’，.，.....、，ーョニート・・－ , 、-r--1 ’ ' 量 .,  

番号 補助金等の名称 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 ｛庸考

30-17 多面的機能支払事 菰野町 71,374 73,949 （根拠） 農山漁村づ
業費補助金 三重郡菰野町潤回 農林水産部関係檎助金等交付要綱 くり課
（平成30年度） 1250 （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用用
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
全活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参画する仕組みづくりが必要である。
（効巣）
農業者だけでなく、地域住民、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加する活動組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図ることに貢献した。
（交付基準等の妥当性）
習が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、擦は固から補助金を受け、県は
三重県補勧金等交付規員I］に基づき檎助金を交付し
ている。

農林水産部 31



第3-3号様式（条例第7条環係）
補助金等評価結果調書
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番号 補助金等の名称 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-20 多函的機能支払事 伊勢市 83,276 84,044 （根拠） 農山漁村づ
業費補助金 伊勢市岩法111…7-29 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
（平成30年度） （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用用
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
全地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
活動を実施するためには、地域のさまざまな主体

の参画する仕組みづくりが必要である。
（効果）
農業者だけでなく、地域住民、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加する活動組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図ることに貢献したロ
（交付基準等の妥当性）
国が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、県は国から補助金を受け、県は
三重県補助金等交付規則に基づき補助金を交付し
ている。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果読書
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番号 補助金等の名称、 住補所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-22 中山間地域等付直金接 伊賀市 76,931 78,488 （根拠） 農山漁村づ
支払事業交 伊賀市上野丸ノ内116 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり諜
（平成30年度） （公益性）

中山部地域等に対する直接支払制度は、耕作放棄
地の発生を防止し、食料供給力を確保するととも
に、農業生産活動による国土の保全、水資源かん

養等の公公益益的性なを多有面す的る機能を維持しようとするもの
であり、
（必要性）
農業生産活動を維持するとともに、多額約機能を確
保するため、中山間地域等と平坦地域との生産条
件格差を補正する必要がある。
（効果）
集落協定を締結した地域では、対象農用地が適切
に管理され、耕作放棄地等の発生を未然に防止す
ること泊tできた。
（交付基準等の妥当性）
闘が制定した中山間地域等直接支払交付金等交付
要に基綱及び中山間地域等直接支払交付金実施要領

づき、県は障から交付金を受け、県l立三重県補
助金等交付規員I］等に基づき交付金を交付している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名：農林水産部）（単位．千円）
番号 補助金等の名称 住橋助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 i憶考

29-10 閏体営農業集落排 名張市 89,374 （根拠） 農山漁村づ H29繰越
水整備促進事業費 名張市鴻之台1-1 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
補助金 （公益性）
（平成29年度〉 公共用水域の水質保全を呂標とする本事業は、民

間で取り絡む可能性はなく、県が関与することは妥
当と考える。
（必要性）
本事業i立公共用水域の水質保全という県民ニーズ
により実施しており、みえ県民力ビジョンにおいて
も、「生活排水対策の推進j、r安全・安心な農山漁
村づくりjに位置づけられている。さらに、本事業の
実施には多額の経費を要するため、事業主体にとっ
て国の檎助金は緊急かっ重要となっている。
（効果）
本事業の実施に伴い、生活排水処理アクションプロ
グラムの目標達成に寄与している。
（交付基準等の妥当性）
霞が制定した農山漁村地域整備交付金交付要綱に
基づき、県は固から補助金を受け、県は三重県補劫
金交付規則等に基づき補助金を交付している。

__, 
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第3-3号様式（条例第7条関係）

機助金等評価結果調書
（部局名 農林水産部）（単位一：I千円）

番号
補助金等の名称 格住助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

30-23 合板・製材生産性強 ヒノキブン株式会社 106,844 95,612 （根拠j 森林・林業 H29繰越
化対策事業費補助 愛知県名古重量市西区 農林水産部関係補助金等交付要綱 経営課
金 名西1-16-10 （公議性）
（平成29年度） 林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ

とによって、森林の公益的機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
木材加工流通施設の整備を支援することで、地域材
の競争力が高まった。
（交付基準等の妥当性）
留が定める合板・製材生産性強化対策事業費補助
金交付要綱等に基づき補助金を交付している。
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第3-3号様式（条例第7条隣係）

補助金等評価結果調書
（部局名・農林水産部） （単位，千円）

番号 補助金等の名称 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（主主）名 備考

30-24 林業用施設災害復 松阪市 80,913 82,234 （根拠） j台山林道課 H29繰越
旧事業費補助金 松lllX市殿町1340-1 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成29年度） （公共性）

林道は、水源j函養や土砂流出防止をはじめとする森
林のもつ公益約機能の高度発揮を促進する森林整
備に不可欠な施設であるとともに、一般交通の用に
も供されることから、その復旧事業については、公益
性を有する。
（必要性）
林業の維持及びその経営の安定に寄与するため、
森林整備の碁盤である林道の通行の安定を図る必
要がある。
（効果）

林道災害復旧事業の実施により、性災が害確に保よさり被災し
た林道の機能回復や通行の安全 れた。
（交付基準等の妥当性）
予測のつかない災害により被災した林道施設の回
復事業であり、林道管理者の維持管理による通行
の安全確保の範鴎を越えるものであることから、国
庫補助事業を利用し、補助金を交付することは効果
的な方法である。

農林水産部 36



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

¥ loll~f ... j vι」， －’，.，・，s、ι:C.1-11~ I 、ー寸ード』』凹 ' ' 』f
番号 補助金等の名称、 補住所助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

29-25 水産物供給基盤機 四日市市 52,822 73,541 （根拠） 水産基盤整 H29繰越
能保全事業費補助 四日市市諏訪町1-5 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
金 （公益性）
（平成29年度） 漁業者等が利用する施設であり、高品質で安心な

水産物の供給につながることから公益性を有する。
（必要性）
土砂の堆積によって漁港機能を喪失するおそれが
あり、円滑な漁業活動に支障をきたす可能性がある
ため、波j巣を行う必要がある。
（効果）
漁船の安全な航行が可能となり、水産物の安定供
給に寄与することができた。
（交付基準等の妥当性）
施設の整備に要する経費を県が交付し、実施主体
が実施することが最も効果的な方法である。
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第3-5号様式（条例第B条第1項関係）
補助金等の見直し状況

、..., .. ~ ...’・4 ・，」－ー” E” a 、，·~ιー....-, 
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 課（室）名 備考

GAP認証取得支擦事 新設 GAPの取組拡大を図るため、農業者の補G助A金Pを認新証設取し得たに。必 農産冨芸課
業費補助金 要な環境整備や審査費用を支援する

ニ重まるごと自然体 廃止 事業実施により、一定の目的を達成したと判断されるため 農山漁村づく
2 験実践支援交付金 廃止した。 り課

低コスト造出金林推進事 同上 3カ年の事業実施期間において低密度植裁が定着するな 森林・林業経

3 業費補助 ど、一定の成果が得られたことから廃止した。 営課

森林整備加速化・林 向上 固において「森林整備加速化”林姦止業し再た生。基金Jの活用が令 向上

4 業再生基金事業費 和元年度限りとされたことから廃
補助金

環境林整備事業費 同上 国の制度改正に伴い、「環境林整備事業jが、更新が国難 向上
補助金 な植栽地等における再造林の支援に特化した『特定森林再

5 生事業Jとして再編され、間伐が補助対象外となったため廃
止した。

特定森林再生事業 新設 国の「特定森林再生事業」を活用し、更新が函難な績栽地 向上
6 費補助金 等における再造林の支援を行うため新設した。

木質バイオマスエネ 廃止 事業実施により、一定の目的を達成したと判断されるため 向上

7 ルギ一利用促進事業 廃止した。
費補助金

自立的林業経営j舌 新設 盟の林業・木材産業成長産業化促進対策交付金を活用し 向上

8 動推進事業費補助 て、地域における自伐林業グループ等を支援し、地域の自
金 立的な林業経営活動を推進するため新設した。

みえ森と緑の県民税 リフォーム（改善） 県民税制度の一部見直し！斗半い、県民や市町の意見を踏 みどり共生推

9 市町交付金事業費 まえて、令和元年度からの市町交付金を「基本配分枠・特 進課
交付金 :;JI］配分枠jから「基本枠・加算枠・連携枠」に改善した。
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第3-5号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の見直し状況
（部局名．農替水産量日）

番号 補助金等の名称、 見宿し結果等 見宙しを行ったE里由 課（室）名 備考
森林病害虫等防除 廃止 事業実施により、一定の白的を達成したと判断されるため 治山林道課

10 事業費補助金 廃止した。

養殖経営強化支援 向上 魚類養殖、藻類養殖！』おいて合計7件の共向化に係る取級 水産資源・絞

11 事業費補助金 を支援し、作業の効率化、生産性の向上等を図ることができ 営課
たことから廃止した。

漁協経営改革推進 休止 県1漁協合併に向け、県漁連が行う合併推進活動への補助 漁業環境課
事業費補助金 を行ってきたが、当面は県1漁協の前段となる県3漁協合併

12 を目指す方向性が確定し、県単補助として一定の役割を終
えたことから休止する。なお、漁協の組織再編にむけて、引
き続き県漁連等と連携して取り組む。

農林水産部 39




