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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する檎助金等に係る資料

（部局名農林水産部）（単位ー千円）

番号
補助金等の名称

補助事業者等の氏 交付予定額 事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 諜（室）名
支出科E

名及び住所 （予定時期） 款 項 自 事業名

115 みえの食肉安心・ 株式会社一重県 40,000 松阪食肉公社における新 （目的・理由） 外部（不）経済 畜産課 農林 畜産 畜産 みえの食肉安

安全・安定供給 松阪食肉公社 (RZ.10) 型コロナウイルス等の感 食肉処現施設での感染 松阪食肉公社は、県南部 水産 業費 振興 心・安全・安

事業費補助金 松阪市大津町よ 染症に対する、事業継続 症妨i上対策の強化、食 の牛・豚のと畜及び枝肉 業費 費 定供給事業

金剛993ー1 計画BCPの作成及び発 肉事業者での感染症発 の一時保管を扱っており、 費

生防止のための衛生対策 生時の枝肉の滞留対策 県民への食肉の安定供給

の強化、空調設備の改 としての冷蔵機能の強化 のために必要不可欠な施

善、食肉事業者で感染症 を図り、食肉の安定供給 設であることから、公益性
が発生した場合に備えた や生産者の安定出荷を を有する。

枝肉冷蔵施設の強化を支 継続できる体制を確保す
援する。 る。

（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

116 向上 四日市市 40,000 四日市市が行う、株式会 （目的・理由） 外部（不）経済 向上 向上 向上 向上 向上

四日市市諏訪町 (RZ.10) 社三重県四臼市畜産公社 食肉処理施設での感染 四日市畜産公社i立、県北

1-5 における新製コロナウイル 疲防止対策の強化、食 部の牛・豚のと畜及び枝

ス等の感染症に対する発 肉事業者での感染症発 痢の一時保管を短うととも

生防止のための空調設備 生時の枝肉の滞留対策 に、県内唯一の食肉の市
の改善、食肉事業者で感 としての冷蔵機能の強化 場機能を有しており、県民

染症が発生した場合に備 を図り、食肉の安定供給 への食肉の安定供給のた
えた枝肉冷蔵施設の強化 や生産者の安定出荷を めに必要不可欠な施設で

を支援する。 継続できる体制を確保す あることから、公益性を有
る。 する。
（犠拠）
農林水産部関係檎助金
等交付要綱

117 みえのブランド牛 般社団法人ニ 45,000 肉用牛HE育安定特別対策 （目的・理由） 外部（不）経済 同上 向上 同上 向上 一震のブラン

経営等緊急支援 重県畜産協会 (RZ.10) 事業（牛マルキン）の肉用 新型コロナウイルス感染 新型コロナウイルス感染 ド牛経営等緊

事業費補助金 津市桜橋1γ閤 牛1頭当たりの交付金に 症の影響が顕著な、みえ 症の影響が甚大な肉用牛 急支援事業

649 対し、交付されない1割相 のブランド牛経嘗等に対 農家の経営を緊急的に支 費

当分について、その1/4を して緊急的に支援する。 援することは、地域農業の

補助する。 （根拠） 持続的な発展につながる
農林水産部関係補助金 ことから、公益性を有す
等交付要綱 る。
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第1号様式（条例第5条関係）
_r、

予算に関する補助金等に係る資料
（部局名：農林水産部）（単位’千円）

番号
補助金等の名称 補助事業者等の氏 交付予定額

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公義性の判断及び理由 課（室）名 支出科白
名及び住所 （予定時期） 款 項 目 事業名

118 E量境変化に対応 ニ重県真妹振興 14,960 県産真味の魅力を国内外 （目的・理由） 外部（不）経済 水課産振興 農林 水産 水産 策境変化に対
した新たなみえ 協議会 (R2.11) に発信できる真珠養殖業 新型コロナウイルス感染 県産真珠養殖業の振興を 水産 業費 業振 応した新たな
のスマート真珠養 伊勢市岩淵1T目 者等の人材を育成すると 症の拡大に伴い対面で 図ることで地域漁業の維 業費 興費 みえのスマー
瀬健立事業費補 3-19 ともに、オンライン真珠PR のPRが困難となっている 持・発展につながることか ト真珠養殖確
助金 セミナー等の開催により霞 ことから、オンラインを活 ら、公益性を有する。 立事業費

内外に県産真珠の魅力を 用した県産真珠の魅力

発信できるよう、真Z珠珠P養Rプ媛 等の情報発信により、三
業者等に対し、真 重県の真珠養殖業の振
ラットフォームの整備に係 興を図る。
る経費について補助する。 （根拠）

農林水産部関係補助金
等交付要綱

119 創造的かつ革新 未定（県内の漁業 125,000 新たな生活様式にマッチし （目的・理由） 外部（不）経済 向上 向上 同上 向上 創造的かつ革
的な漁協経蛍強 協同組合等） (R2.10) た商品に加工し販売する 新製コロナウイルス感染 i最家経営の強化に直結す 新的な漁協経
化対策事業補助 取組など、創造的かつ革 症の影響による消費の る取組を行う漁協を支援 ヘー 営強化対策
金 新約な取組を実践する漁 低迷により水産物が滞 することで、地域漁業の維 事業費

協の支援に要する経費を 留している状況を打破す 持・発展につながることか
補助する。 るとともに、新たな販売 ら、公益性を有する。

チャネルの構築等により
i東家経嘗の強化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要紙
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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 ι備考

新規就農者総合支援 新規就農者総合支援 津市 21,375 農林水産部関係補助金等交 担い手支援
事業費補助金 事業費補助金 付要綱 課

2 
同上 向上

、
御浜町 13,500 向上 向上

～ 3 
向上 同上 松阪市 13,243 向上 間上

4 
向上 向上 四日市市 11,250 同上 向上

向上 向上 鈴鹿市 10, 117 伺上 向上
5 ' 

農業委員会及び農業委 農業委員会ネットワー 一般社団法人ニ叢県 27, 113 同上 向上

6 員会ネットワーク機構 ク機構負担金及び補助 農業会議
助成金 金

7 
向上 農業委員会交付金及び 津市 15,664 向上 向上

補助金

8 
向上 向上 伊賀市 11, 196 向上 向上

9 
向上 向上 鈴鹿市 14,814 向上 向上

10 
向上 向上 菰野町 11,597 向上 問上

地域農政推進対策事 経営体育成支援事業 いなベ市 35,000 間上 向上 H30繰越
11 業費 費補助金

12 
向上 同上 鈴鹿市 17,452 向上 向上 同上
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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

地域農政推進対策事 経営体育成支援事業 いなベ市 15,008 農林水産部関係補助金等交 担い手支援
13 業費 費補助金 付要綱 E果

向上 担い手確保・経営強化 津市 16,025 向上 向上
14 支援事業費補助金

15 
向上 向上 伊賀市 22,861 向上 向上

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 72,868 同上 向上
16 業費 業費補助金 農林水産センター

農産物の生産振興事 闘芸作物生産転換促 ダイム農闘伊勢いちー 22,250 向上 農産屋芸
17 業費 進事業費補助金 協議会 諜

同上 産地パワーアップ事業 株式会社鈴鹿の七樹 352,416 同上 向上
18 費檎助金

向上 向上 有限会社大｛中ばら鐙 62,981 向上 向上
19 

向上 向上 藤原徹也 59,799 河上 問上
20 

向上 爵芸特産物生産振興 うれし野アグリ株式会 287,375 向上 向上 H30繰越
21 対策事業費補助金 宇土

向上 向上 株式会社アグリッド 556,850 同上 向上 向上
22 

向上 同上 いなベ市 54,314 向上 向上
23 

河上 向上 農事組合法人白鳳梨 39,500 向上 向上
24 生産組合

農林水産部 4



第3-2号様式（条例第8条第T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

農産物の生産振興事 経営所得安定対策等 津市 15,228 農林水産部関係補助金等交 農産園芸
25 業費 推進事業費補助金 付要綱 課

26 
同上 向上 松阪市 14,004 向上 同上

27 
向上 向上 伊賀市 15,439 向上 向上

28 
同上 向上 鈴鹿市 12,300 同上 向上

高収益裂畜産連携体 畜度施設等護備事業 四日市市 46,165 向上 畜産課
29 育成事業費 費補助金

30 
向上 同上 伊賀市 96,636 向上 向上

食肉センター流通対策 県産食肉安定供給施 株式会社ニ重県松阪 39,650 同上 問上
31 事業費 設支援事業費補助金 食肉公社

同上 市場機能強化対策事 四日市市 40,351 向上 向上
32 業費補助金

向上 食肉処狸施設再整備 向上 22,896 同上 向上
33 事業費補助金

家畜衛生危機管理体 家畜伝染病緊急防疫 一般社団法人ニ重累 46,000 向上 向上

34 制維持事業費 体制整備事業費補助 畜産協会
金

農林水産部 5



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

団体営災害耕地復旧 農地農業用施設災害 御浜町 10,724 農林水産部関係檎助金等交 農業基盤 H30繰越
35 事業費 復旧事業費等補助金 付要綱 整備課

36 
向上 向上 伊賀市 43,987 向上 同上

37 
向上 向上 いなべ市 13, 133 向上 問上

38 
同上 向上 四日市市 33,930 向上 向上

39 
同上 向上 東員町 46,833 向上 向上

団体営ため池等整備事 回体営ため池等整備事 津市 117,000 向上 向上
40 業費 業費補助金

41 
向上 向上 鈴鹿市 16,300 向上 向上

42 
向上 向上 名張市 21,000 同上 向上

43 
河上 同上 熊野市 12,000 向上 向上

44 
向上 向上 明和町 22,800 同上 同上

国営等関連対策事業 一用水施設管理費 独立行政法人水資源 117,720 独立行政法人水資源機構法 同上
45 費 負担金 機構

向上 木曽川用水施設管理 向上 33,558 向上 向上
46 費負担金

農林水産部 6



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

、円一一個ー”， ． ．’e - ・ .  一一一一
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 諜（護）名 備考

県単土地基盤護備事 土地改良施設整備補 ニ重県土地改良事業 86,400 農林水産部関係補助金等交 農業基重量
47 業費 修事業費補助金 団体連合会 付要紙 整備課

団体営かんがい排水事 団体営かんがい排水事 四日市市 14,928 向上 ／ 向上 H30繰越
48 業費 業費補助金

49 
同上 向上 松阪市 24,6}5 向上 向上 向上

50 
向上 同上 明和町 28,050 向上 向上 問上

51 
向上 向上 長島町土地改良区 18,550 向上 向上

52 
向上 向上 津市 10,045 向上 向上

53 
向上 河上 松阪市 12,685 向上 向上

54 
問よ 同上 玄Jll用水土地改良区 16,500 向上 向上

55 
向上 向上 伊賀市 13,250 向上 向上

高度水利機能確保基 高度水利機能確保基 菰野町 91,200 向上 間上 H30繰越

56 
盤整備事業費 盤整備事業費補助金

（農地耕作条件改善事
業）

57 
向上 向上 二重茶農業協問組合 13,000 向上 向上

農林水産部 7



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実緩
、...，~，－.，， ~・4 ・，」~ a’，，、，a孟，~·－， V'"T'"" 1－』.. . ~， 

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

高度水草lj機能確保基 高度水利機能確保基 株式会社浅井農闇 81,100 農林水産部関係補助金等交
農整業備基課盤

援整備事業費 盤整備事業費補助金 付要綱
58 （農地耕作条件改善事

業）

向上 高度水利機能確保基 鈴鹿農業協同組合 10,378 向上 向上 H30繰越

59 
盤整備事業費補助金
（農業基擦整備促進事
業）

60 
向上 同上 向上 19,874 向上 向上

向上 ニ重県経営体育成促 鈴鹿Jll沿岸土地改良 14,506 向上 向上
61 進事業費補助金 区

多箇的機能支払事業 多面的機能支払交付 ニ嚢県農地·71<·~軍境 16,894 問上 農山漁村づ
62 費 金 保全向上対策協議会 くり諜

63 
湖上 向上 津市 143,711 向上 向上

64 
向上 向上 四日市市 39,195 同上 向上

65 
向上 向上 伊勢市 88,673 向上 向上

66 
向上 向上 松阪市 145,372 向上 同上

67 
向上 向上 桑名市 47,366 向上 向上

農林水産部 8



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） （単伎：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

多面的機能支払事業 多面的機能支払交付 鈴鹿市 51,094 農林水産部関係補助金等支 農山漁村づ
68 費 金 付要綱 くり課

69 
向上 向上 名張市 24,117 向上 向上

70 
同上 向上 亀山市 10,638 向上 向上

71 
向上 向上 いなベ市 55,086 向上 同上

72 
向上 向上 伊賀市 152,990 同上 同上

73 
向上 同上 木曽崎町 16,395 同上 向上

74 
同上 間上 東員町 26,530 向上 向上

75 
向上 向上 菰野町 79,483 向上 向上

76 
向上 向上 多気町 45,050 向上 向上

77 
向上 向上 明和町 35,375 向上 向上

78 
同よ 同上 玉城町 47,435 向上 向上

農林水産部 9
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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） （単位子円）

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 名張市 55,329 農林水産部関係補助金等交 農山漁村づ
79 整備促進事業費 繋備促進事業費補助 イ寸要綱 くり課

金

80 
向上 向上 鈴鹿市 16,000 同上 向上

81 
向上 同上 津市 20,000 向上 向上

団体営農業集落排水 団体営農業集落排水 伊賀市 44,134 間上 向上
82 整備支援事業費 整備支援事業費補助

金

団体営農村費振興総合 団体営農村振興総合 御浜町 25,283 同上 向上
83 整備事業 整備事業費補助金

中山間地域等恵接支 中山間地域等直接支 いなベ市 20,773 同よ 問上
84 払事業費 払事業交付金

85 
向上 向上 亀山市 11,032 同よ 向上

86 
向上 同上 津市 26,794 同上 向上

87 
向上 同上 松阪市 12,096 向上 向上

88 
向上 向上 大台町 12,501 向上 向上

89 
同上 向上 伊賀市 79,841 間よ 向上

農林水産部 10



第3-2号様式（条例第8条第11頁関係）
補助金等の交付実緩

（部局名：農林水産音日） （単佼：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 交付の線拠 課（室）名 備考

獣害につよい地域づく 鳥獣被害防止総合対 津市 29,349 農林水産部関係構助金等交 獣害対策
90 り推進事業費 策事業費補助金 付蓑綱 課

91 
同上 向上 松阪市 13,840 向上 向上

92 
同上 向上 志摩市 13,348 同上 同上

93 
向上 河上 伊賀市 21,642 向上 同上

94 
向上 問上 南伊勢町 17,449 向上 向上

向上 同よ 熊野市鳥獣害防止総 11,367 向上 向上
95 合対策協議会

潤上 同上 菰野町鳥獣害防止総 14,822 向上 向上
9!3 合対策協議会

同上 中山間地域所得向上 紀宣E町鳥獣害防止総 13,965 向上 向上
97 支援整備事業費補助 合対策協議会 「

金
森林整備対策費 森林経営計画作成推 津市 11,342 問上 森林・林業

98 進事業費補助金 経質課

林業・木材産業構造改 林業・木材産業構造改 農事組合法人東海 32,476 向上 向上

99 革事業費 革事業費補助金 ファーム

100 
向上 向上 松阪飯南森林組合 22,609 向上 向上

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） （単位ー千円）

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 諜（裳）名 備考

林業・木材産業構造改 林業・木材産業構造改 松阪飯南森林組合 32,427 農林水産部関係補助金等交 森林・林業 H30繰越
101 革事業費 革事業費補助金 付要綱 経営課

102 
同上 向上 ニ重くまの森林組合 13, 111 向上 向上 向上

原木安定供給促進事 原木安定金供給促進事 中勢森林組合 40,000 向上 向上 同よ
103 業費 業費補助

104 
向上 向上 松阪飯南森林総合 20,038 向上 向上 H29繰越

105 
向上 同l:. 大紀森林絡会 18,003 向上 向上 H30繰越

合板・製材生産性強化 合板・製材生産性強化 斎藤木材有限会社 14,244 向上 向上 向上
106 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 いせしま森林組合 12,586 同上 向上
107 

108 
向上 同上 森林組合おわせ 54,597 向上 向上

109 
向上 間上 中勢森林組合 33,552 向上 向上

110 
向上 間上 ニ叢くまの森林組合 35,702 向上 同上

111 
向上 問上 宮川森林組合 23,463 同上 向上

112 
問上 向上 花尻一見 19,550 向上 向上

農林水産部 12



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 諜（室）名 ｛議考

造林事業費 造林事業費補助金 安田木材有限会社 15,805 農林水産部関係補助金等交 森林・林業
113 付要綱 経嘗課

114 
向上 同上 大紀森林組合 10,647 向上 向上 H30繰越

115 
向上 向上 宮川森林組合 12,237 向上 同上 向上

116 
向上 同上 森林組合おわせ 10,882 向上 同よ 向上

117 
向上 向上 紀北町 13, 133 向上 同上 向上

118 
同土 向上 中勢森林組合 25,774 向上｝ 向上 向上

119 
向上 向上 松阪飯南森林組合 15,435 向上 向上 向上

林道事業費 林道事業費補助金 津市 17,500 向上 治山林道
120 課

121 
間上 向上 熊野市 10,500 向上 向上

c 

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧 松阪市 40,335 同上 同上 H30繰越（30
122 業費 事業費補助金 災）

向上 同上 向上 12, 105 同上 向上 H30国繰越
123 (30災）

向上 同上 岡上 25,281 向上 向上 H30繰越（29
124 災）

農林水産部 13



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補劫金等の交付実績

（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

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧 度会町 97,010 農林水産部関係補助金等交 治山林道 H30繰越（29

125 業費 事業費補助金 付要綱 課 災）

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市 亀山市 12, 134 向上 みどり共生

126 町交付金事業費 町交付金事業費交付 推進課
金（基本枠・加算枠）

127 
向上 向上 いなベ市 11,852 向上 向上

128 
向上 向上 四日市市 25,909 問上 問上

129 
同上 向上 桑名市 15,028 向上 向上

130 
向上 同上 鈴鹿市 18,838 向上 向上

131 
向上 向上 津市 36,559 向上 向上

132 
向上 向上 松阪市 29,217 向上 同上

133 
向上 向上 大台町 14,911 同上 向上

134 
向上 向上 南伊勢町 12,568 向上 向上

135 
向上 向上 伊勢市 16,790 向上 向上

136 
同上 向上 志摩市 11,183 問よ 同上

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

（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 諜（室）名 備考

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市 大紀町 12,349 農林水産部関係補助金等交 みどり共生

137 
町交付金事業費 町交付金事業費交付 付要綱 推進課

金（基本枠・加算枠）

138 
向上 向上 伊賀市 21,608 同上 向上

139 
向上 向上 名張市 12,286 同上 向上

140 
悶上 河上 紀北町 12,009 向上 同上

141 
向上 向上 尾鷲市 11,092 向上 向上

142 
問よ 向上 熊野市 15,958 向上 向上

向上 みえ森と緑の県民税市 津市 43,639 向上 問上

143 
町交付金事業費交付
金（連携枠）

144 
向上 向上 松阪市 15,880 向上 向上

145 
向上 潤上 大台町 40,888 向上 向上

146 
向上 向上 〆 伊賀市 19,987 向上 向上

農林水産部 15



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（嚢）名 備考

離島漁業再生支援事 離島漁業再生支援交 鳥羽市 12,660 農林水産部関係補助金等交 水産振興
147 業費 付金 付要綱 諜

漁業共済推進事業費 漁業共費済補助（赤金潮特約） 二重県潟、業共済組合 18,379 同上 関上
148 事業

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 51,703 漁業近代化資金融通法 間上

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

強い水産業づくり施設 強い水産業つくり施設 大紀町 24,632 農林水産部関係補助金等交 水産基盤 H30繰越
150 整備事業費 整備事業費檎助金 付要綱 整備課

県単沿岸漁場き華僑事 県単沿岸助漁場整備事 紀北町 36,000 向上 向上 向上
151 業費 業 費 補 金

市町営水産物供給基 水産物供給碁盤機能 明和町 43,000 向上 向上 向上
152 盤機能保全事業費 保全事業費補助金

153 
向上 向上 鳥羽市 14,357 向上 向上 向上

154 
問上 向上 津市 81,500 向上 向上 向上

155 
同上 向上 伊勢市 10,553 向上 向上 向上

156 
向上 同Jこ 向上 21,520 向上 向上

157 
向上 向上 鈴鹿市 15,370 向上 問上

農林水産部 16



第3-2号様式（条例第8条第1項慌係）
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

市町営水産物供給基 水産物供給基盤機能 南伊勢町 16.494 農林水産部関係補助金等交 水産碁盤
158 盤機能保全事業費 保全事業費補助金 付要綱 整備課

159 
向上 向上 鳥羽市 35,162 同上 向上

160 
間上 同上 尾鷲市 15,750 向上 向上

市町営農山漁村地域 農山漁村地域整備事 紀北町 71, 100 向上 向上 H30繰越
161 整備事業費 業費補助金

162 
河上 同上 熊野市 56,892 向上 向上 向上

163 
問上 間上 向上 64,950 向上 向上

164 
同上 向上 紀北田T 66,500 向上 向上

165 
向上 向上 志摩市 20,000 向上 同上

農林水産部 17



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

, 1-11•1-=v-i.」 e 占＂＂’....，』、＇＂＂副ド I ¥4"ーμ』， ' ＇』J

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（愛）名 備考

1-3 農地中間管理機構 公益財団法人ニ重県 106,136 72,868 （根拠） 担い手支援
事業費補助金 農林水産支援センター 農林水産部関係補助金等交付要綱 諜
（令和元年度） 松阪市嬉野Jll北町530 （公益性J

農地中間管理機構事業の推進に関する法律に基づ
き、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集
積・集約化を進めることで、農地の利用の効率化及
び高度化を函り、農業の生産性の向上に資すること
から、公共性を有する。
（必要性）
法律に基づき、集が三重県農地中間管理機構として
指定を行っており、農地中間管理事業の推進に必
要である。
（効果）
リタイアする農業者等が所有する農地を機構（交付
先）が借り受け、担い手への集積・集約化が進めら

れ（交て付お碁り、農地の効率的な利用につながっている。
準等の妥当性）

聞が制定した農地集積・集約化対策実施要綱及び
農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱に基
づき、固から補助金を受け、県は三重県補助金等交
付規則に基づき補助金を交付している。

農林水産部 18



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名．農林水産部）（単位凶千円）
番号 補助金等の名称 補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結巣 課（室）名 備考

住所
1-5 産地パワーアップ事 株式会社鈴鹿の七樹 J 352,416 （根拠） 農産園芸諜

業費補助金 鈴鹿市追分町138-3 農林水産部関係補助金等交付要綱
（令和元年度） （公益性）

確茶の産地が収益力向上を罰的に地域の営農戦略
として定めた「産地パワーアップ計額JIこ基づく取組
を支援するため、公益性を有する。
（必要性）
綴茶生産のために新たに加工施設を建設し、加工
機械等を整備することで高品質な破茶の製造が可

／ 能となり、販売額の向上が期待できるため、加工施
設及び加工機械等を整備する必要がある。
（効果）
商品質な篠茶を製造することで、叛売額の向上が期
待される。
（交付基準等の妥当性）
「産地パワーアップ事業JIこ基づき県は基金管理団
体から檎助金を受け、県は三重県補助金等交付規
則に基づき補助金を交付している。

～J 
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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）（単位ー千円）
番号 補助金等の名称、 補件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

1-2 興闘対芸特産物生産振 うれし野アタリ株式会 287,375 （根拠） 農産豊富芸課 H30繰越

策事業費補助 ネ土 農林水産部爵係補助金等交付要綱

金 松阪市嬉野新屋皮町 （公益性）
（平成30年度） 565-1 大規模施設国芸における高収量および省力生産体

制の構築を支援することで園芸作物の振興、安定供
給につながることから、公益性を有する。
（必要性）
冬場の日照不足による生産力の低下が課題となっ
ており、補光設備を導入した生産技術高度化施設を

整備する高こ度とイで生産力の向上が期待できるため、生
産技術 じ施設を整備する必要がある。
（効果）
冬場の日照不足を補うことで、課題となる冬場の生
産力が向上し、周年での安定供給効果が期待され
る。
（交付主主準等の妥当性）
「強い農業づくり交付金jに基づき聞から補助金を受
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）
補助金等評価結果調書

、H 1~1 ... J ・1-1 • 1’r’』、r.:t..1-114 I 、閉叶r-1－＇』． ' ' 』J
番号 補助金等の名称 禰住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（寒）名 備考

所
1-1 題芸特産物生産振 株式会社アグリッド 617,500 556,850 （根拠） 農産盟芸課 H30繰越

興対策事業費補助 いなベ市大安町大井田 農林水産部関係補助金等交付要綱
' 

金 3073 （公益性）
（平成30年度） 大規模施設園芸における高収量および省力生産体

帝ljの構築を支援することで覇基作物の振興、安定供
給につながることから、公益性を有する。
（必要性）
大規模化が進むなか、さらなる収量増および省力化
が課題となっていることから、生産性の向上が期待
できる自動化技術等の先進的技術を導入し、生産
高度化技術施設を繋備する必要がある。
（効果）
自動化技術等の先進的技術を導入することで、施設
麗芸における高収量および省力生産体制の構築が
期待される。
（交付暴準等の妥当性）
「強い農業づくり交付金Jに纂づき国から補助金を受
け、県は三重県補助金等交付規則に碁づき補助金

戸内 を交付している。
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第3-3号様式（条例第7条湖係）
橋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 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

2-4 畜産施設等整備事 伊賀市 96,636 （根拠） 畜産課
業費補助金 伊賀市四十九町3184 農林水産部関係補助金等交付要綱
（令和元年度） （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）
畜産繍酪農の体質強化を図るためには、地域の収益
力の向上に必要な中心的な畜産経営の取締を支援
することが必要である。
（効果）
地域の中心的な肉用牛肥育経営体として、規模拡
大を進めるとともに、飼料コスト低減のため、地域内
の自給飼料を活用する等、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、音度経営
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）
「総合的なTPP等関連政策大綱JIこ即し、畜度調酪農

の体質強化を図るためにリ措対置策さ事れ業たj予に算基fづ畜き産国剛務
農収益力強化整備等特見 か
ら補助金を受け、集は＝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 22



第3~3号様式（条例第7条隣係）
補助金等評価結果調書

、H 1•1 ... .1’ι」・ .，.，.，』、£：！：..ι』V , ，.寸ー－ i.;;<-・ . ' 』J
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 謀（室）名 備考

1-8 ニ重用水施設管理 独立行政法人水資源 124,529 117,720 （根拠） 農整業基按
費負担金 機構 独立行政法人水資源機構法 備課
（令和元年度） 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、水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遅出に
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ニ。
（交付基準等の妥当性）
広域に渡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、適切な管環が
不可能なため、県が管理費の一部を負摂することは
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
（昔~局名恥農林水産部）（単位．子円）

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 諜（室）名 備考

1-9 土地改良施設整備 二重県土地改良事業 86,400 （根拠） 農業基盤
補修事業費檎助金 団体連合会 農林水産部関係補助金等交付要綱 整備課
（令手口元年度） 津市広明IBT330 （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援を維持するた
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
図られ、農業用水の安定供給を達成することができ
Tニ。
（交付基準等の妥当性）

る本こ事と業かのら実、事施業に主あたっては多額の経費を必要とす
体は園及び県の補助金によらな

ければ、実施が困難であるため、集が経費の一部を
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）

補助金等詳備結果調書
、...,., .. ＿，』a’， .，・E” a、島.，.，、由r-1..-...• I 0 』 J

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 課（室）名 備考

30-16 高度水利機能篠保 菰野町 87,400 101,700 （根拠） 農業基盤 H30繰越
基盤整備事業費補 二重郡菰野町潤回 農林水産部関係補助金交付要綱 整備課
動金（農地耕作条件 1250 、（公益性）

改善事業） 土地改良施設の獲備岡補修を行うことは、食料を安
（平成30年度） 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
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）
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劫金によらな
ければ、実施が図難であるため、県が経費の一部を
負担することは妥当である。
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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

も【・..- ’・ E ・ 一’一一一一
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

2-1 高度71<利機能確保 株式会社浅井農園 81,100 （根拠） 農業基盤
基援整備事業費補 津市高野尾町4951 農林水産部関係補助金交付要綱 整備諜
助金（農地耕作条件 （公益性）
改善事業） 土地改良施設の整備・補修を行うことは、食料を安
（令和元年度） 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
f生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
図られ、農業用水の安定供給を達成することができ
Tニ。

本（交事付業基の準実等施のに妥あ当た性っ）ては多額の綬費を必要とす

ることから、事業主体は園及び県の補助金によらな
ければ、実施が閤難であるため、県が経費の一部を

' 負担することは妥当である。
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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 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 評価結巣 課（室）名 備考

1-11 多恵的機能支払交 津市 112,220 143,711 （根拠） 農山漁村づ
付金 津市西丸之内23-1 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
（令和元年度） （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が逮
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組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持毘発揮を
jgj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
交付要綱に基づき国から交付金を受け、県は＝重
累補助金等交付主売買j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）
檎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

1-12 多面的機能支払交 松阪市 105,166 145,372 （根拠） 農山漁村づ
付金 松阪市殿町1340-1 農林水産部関係補助金等交付婆繍 くり課
（令和元年度） （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が遼
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
の参関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、農業者匝体
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）
国が制定した多衛的機能支払交付金実施要綱及び
~付要綱に基づき国から交付金を受け、県は＝ 1重
県補助金等交付規則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、 補住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

所

1-13 多筒的機能支払交 伊賀市 121,106 152,990 （根拠） 農山漁村づ
付金 伊賀市四十九町3184 農林水産部関係補助金等交付婆綱 くり課
（令和元年度） （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、農業用照排水、農道等）の維持保
金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a農村の有する多面的機能の維持暴発揮を
図ることに貢献した。
（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
交付要綱に基づき冨から交付金を受け、県iま三重
県補助金等交付規則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、 住補助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実緩額 評価結果 課（室）名 備考

2-15 多面的機能支払交 菰野町 79,483 （根拠） 農山漁村づ
付金 三票郡菰野町潤回 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
（令和元年度） 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逮
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。 J

（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、農業開農村の有する多額的機能の維持胞発揮を
図ることに賞献した。 一、
（交付基準等の妥当性）
冨が制定した多衛的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき霞から交付金を受け、県は三重
県檎助金等交付規則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 評価結集 諜（室）名 備考

2-14 多国的機能支払交 伊勢市 88,673 （根拠） 農山漁村づ
付金 伊勢市岩）~1]1-7-29 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
（令和元年度） （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、農業周期
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
金活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参罰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。
（交付基準等の妥当性）
闘が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき国から交付金を受け、県はニ重
県補助金等交付規則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 E 農林水産部）（単位子円）
寄号 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 交付実緩額 評価結果 課（室）名 備考

1-14 中山潤地域等直接 伊賀市 79,122 79,841 （根拠） 農山漁村づ
支払事業交付金 伊賀市四十九町3184 農林水産部関係補助金等交付要綱 くり課
（令和元年度） （公益性）

中山間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、食料供給力を篠保するととも
に、農業生産活動による国土の保全、 71<資源かん
養等の公益的な多商的機能を維持しようとするもの
であり、公益性を有する。
（必要性）
農業生産活動を維持するとともに、多面的機能を確
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）
集洛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妨止す
ることカtできた。

国（交が付制義定準し等たの中妥山当性）
問地域等直接支払交付金等交付

要綱及び中山間地域等直接支払交付金実施要領
に基づき、閣から交付金を受け、県は古重県補助金
等交付規則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 農林水底部）（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

2…12 林道施設災害復旧 度会町 158,736 136,250 （根拠） 治山林道課 H30繰越
事業費等補助金 度会郡度会町棚橋 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成30年度） 1215-1 （公共性）

林道は、水源j薗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嘉度発揮を促進する森林繋
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、
森林護備の基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、災害により被災し
た林道の機能回復や通行の安全性が篠保された。
（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j、「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」に暴づき、国から
補助金を受け、県は三重県補助金等交付幾剣に基
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

30-26 水産物供給基盤機 津市 75,900 81,500 （根拠） 水産基盤整
能保全事業費補助 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
金 （公益性）
（平成30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簿をきたす可能性がある
ため、波深を行う必要がある。
（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。

農林水産部 34



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）（尊重佼千円）
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（嚢）名 備考

30-27 農山漁村地域整備 紀北町 100,000 71,100 （根拠） 水産基盤整

事業費0補年助度金） 紀北町東長鳥769-1 農林水産部関係補助金等交付要縞 備課
（平成3 （公益性）

漁業者等が利用する施設であり、高品質で安心な
水産物の供給及び利用者の安全確保につながるこ
とから公益性を有する。
（必要性）
漁業活動の安全性の向上及び就労環境の改善の
ため、漁港進入路の改良及び照明施設の設置を行
う必婆がある。
（効果）
漁港進入路の改良及び転落防止柵設置、避難誘導
看板及び照明施設労の設置により、漁港利用者の安
全性の向上及び就 環境の改善を図ることができ
Tニ。
（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8条第1環関係）
補助金等の見直し状況

（部局名：農林水産部）
番号 補助金等の名称、 見直し結果等 見直しを行った理由 諜（護）名 備考

GAP認証取得支援事 廃止 国において、農業者のGAP認証取得に必要な環境整備や 農産閤芸課

1 業費補助金 審査費用を支援する補助金が令和元年度までとされたこと
から廃止した。

基幹土地改良施設全 新設 国の農村地域防災減災事業実施要領の改定I』伴い、基幹 農業基盤整
防災機能拡充保 土地改良施設にかかる耐震調査及び事業計画策定等に対 備課

2 
事業費補助金 する補助金を新設した。
（基幹水利施設緊急
調査・計商事業）

基幹土地改良施設 新設 国の農村地域防災減災事業補助金の制度拡充に伴い、土 向上

防災機能拡充保全 地改良施設への転落等による被害の防止を図るための、安
『

3 事業費補助金 全施設整備に対する補助金を新設した。
（土地改良施設危機
管理対策事業）

自体営農業集落排 リフォーム（統合） 事業をより効率的に実施するため、 団体営農業集落排水 農山漁村づく

4 
水整備促進事業費 整備支援事業費を団体営農業集落排水整備促進事業費に り諜
補助金 統合した。

団体営農業集溶排 リフォーム（統合） 向上 向上

5 水整備支援事業費
補助金

地域捕獲力強化促 廃止 各市町の捕獲組織の編成又は初期活動を支援する目的で 獣害対策課

6 進事業費補助金 事業化したが、活動が軌道にのったため廃止した。

イノシシ捕獲強化事 新設 CSFウイルスの感染拡大防止及び農業被害の軽減のため 向上

7 業費檎助金 に、イノシシの捕獲強化を進める必要があることから新設し
た。

林業・木材産業構造 リフォーム（拡大） 閣の林業イノベーション推進総合対策交付金を碁に、リモー 森林・林業経

8 改革事業費補助金 トセンシング技術を活用した低コスト造林の実証を行うため 営課
補助金メニューを拡大した。
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第3-5号様式（条例第8条第1議関係）
補助金等の見直し状況

（部局名司農林水産部）
番号 補助金等の名称 見直し結巣等 見直しを行った環由 課（室）名 備考

みえ森と緑の県民税 リフォーム（拡大） 台風などの倒木被害によりフイフフインを寸断する恐れのあ みどり共生推

9 
市町交付金事業費 る危険木の事前伐採に、県，ライフライン事業者と連携して 進課
交付金 取り組む市町に支援するため、県民税市町交付金メニュー

を拡大した。
二重ノリ生産・販売体 廃止 「伊勢あさくさ海答jなど高付加価値ノリの生産や、販売促進 水産振興課

10 制構築事業費補助 に係る取組を支援し、生産技術や認知度の向上を図ること
金 ができたため、廃止した。

水保産関係施設機能 休止 令和2年度は事業の実施笛所がないため休止する。 水産基盤整

11 金等支援事業費 備課
補助金
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