
令和3年定例会

予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会説明資料

（所管事項説明）

1 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例j に基づく報告について

予算に関する補助金等に係る資料（当初援楽分）
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第1号様式（条例第5条欄係）
予算に関する補助金等に係る資料
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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 民付の目的、根拠及び理 公益性の判断及び寝宿 謀（室）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 自 款 項 目 事業名

15 食料産業・6次産 未定 76,000 農林漁業者、流等通が、行販う売新に商 （目的・理由） 外部（不）経済 フドイノ 農林 農業 ｜農業 みえフドイノ
業化装備著書業費 (R3.5) 品の加工、 農林漁業者等が流通業 6次産業化への取総l立、 ベーション 水産 費 振興 ベーション総
補助金 必要な施設の整備等の6

者様、々食な品事事業業者者等等と連の携し
地域資源の活用や所得の 諜 業費 費 合推進事業費

次産業化のための経費を 向上など農山漁村の活性
補助する。 ながら行う農林水産物等 化に資するものであること

の生産・加工・流通・販売 から、公益性を有する。
施設の整備を支援するこ
とにより6次産業化事業
の推進を留る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付婆網

16 農用地利用集積 未定 60,250 
農め行地てった農中地地間域の管や貸理貸し機付し構付けにけをまにと

（目的·~里由） 外部（不）経済 担い手支援 関上 向上 農林 地域農政推進
特別対策事業費 （県内市町のうち (R4.2) 

農地中間、管手理へ機の構農を地活集 控い手への農地の集積E 諜 漁業 対策事業費
補助金（機構集 事業を実施する市 用し、担L 集約化を進めることによっ 経嘗
積協力金交付事 町） 伴い離農又lま経営転換す 積‘集約化を進め、生産 て、農地の有効利用が図 体育
業） る者等に対して、協力金を コストの低減を図る。 られ、地域農業の発展に 成費

交付する市町に対し補助 （根拠） つながることから、公益性
する。 農林水産部関係補助金 を有する。

等交付要綱

17 農地中間管理機 公益財団法人一重 120,553 農地中間管壊事業の実施 （目的・理由） 同上 向上 向上 同上 同上
農プラ林ッ水ト産フォ業版構事業費補助金 県農林水産支援セ (R3.4) 及び運営に必婆な経費を 農地中間管理事業の円

ン9- 補助する。 滑な実施を図ることで、 ム整備事業費
松阪市 担い手への農地集積・集
嬉野川北町530 約化の加速化を進める。

（根拠）
農地中間管理事業の推
進に関する法律

農林水産部 1



第1号様式（条例第5条関係）
予算に罰する補助金等に係る資料
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番号 繍助金等の名称
補劫事業者等の氏 交付予定額

事業内容
ヱ付の目的、根拠及び理 公益性の判断及び瑳出 課（蜜）名

支出科医
名及び住所 （予定時期） 由 款 環 自 事業名

18 新規援就事農者総合 未定 168,250 市プラ町ンがj策定するf人・農地 （目的・理由） 外部（不）経済 摂い手支語 農林 農業 農林 新規就農者総

支 業費補助 （県内市町のうち (R3.5) JIこ位置付けられる 経営が安定しにくい就農 青年の新規就農や定着を 諜 水産 費 漁業 合支援事業費

金 事業を実施する市 などした就農後5年目まで 5年目までの新規就農者 進めることによって、地域 業費 担い手

町） の新規就農者に対して、 に対して、農業次世代人 農業の持続的な発展につ 対策
市町が交付する農業次世 材投資資金を交付するこ ながることから、公主毒性を 費
代人材投資資金の交付に とで、青年騰の新規就農 有する。
要する経費を補助する。 者の定着z確保を図る。

（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

19 農業金経融営近代化 未定 66,494 農業者の経首改善l』向け （目的・理由） 市場の不完全性 罵上 同上 向上 農水 農業経営近代

資 通事業利 （県内融資機関の (R3.8) た取組への支援を目的と 担い手農業者等の育成・ 農業用施設・機械等の導 金融 化資金融通事

子補給補助金 うち事業を実施す (R4.2) し、設備・運転資金等に必 確保を図る。 入！こかかる農業者の負担 対策 業費

る融資機関） 婆な資金の円滑な融通を （根拠） 軽減を図ることで、農業の 費
図るため、融資機関に利 農業近代化資金融通法 振興、食料の安定供給！こ
子補給を行う。 つながることから、公益性

を有する。

20 農業委員会ネット 一般社団法議人ニ重 26,466 ニ重県農業委員会ネット （目的・現出） 外部（不）経済 同上 向上 農地費 農地 農業委員会及

ワーク機構負担 県農業会 (R3.4) ワーク機構としての業務を 農地法等で定められた 法令に基づき設置されて 調整 び農業委員会

金及び補助金 津市栄町1丁目 行う農業会議の適正な組 業務を適切に実施すると いる農業委員会ネットワー 費 ネットワーク

891 織運営、市町農業委員会 ともに、市町農業委員会 ク機構は、適切な業務推 機構助成費

への指導・助言等に要す への指導・助言を混じ 進を図る必要がある。この
る経費を補助する。 て、優良農地の確保な 組織を適正に運蛍すること

ど、県全体の農業振興を は、県全体における優良
図る。 農地の健保や農業の振
（根拠） 興、食料の安定供給に資
農林水産部関係補助金 することから、公益性を有
等交付要綱 する。
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第1号様式（条例第5条関係）
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 1付予定額

事業内容
交付の目的、根拠及び環！

公益性の判断及び理由 諜（蜜）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 自 事k 項 目 事業名
21 農業委員会交付 未定 150,203 農業委員会の適正な組織 （呂的・理由） 外部（不）経済 担い手支援 農林 農地 農地 農業委員会及

金及び補助金 （県内市町のうち (R3.4) 運蛍や農地制度の円滑な 農業委員会法等に定め 法令に基づき設置されて 謀 水産 費 調整 ぴ農業委員会
事業を実施する市 実施、農地の利用関係の られた農業委員会の専 いる農業委員会は、農地 業費 費 ネットワーウ
町） 務整活動、遊休農地の解 麗的権限に属する業務 の権利移動や、転用の許 機構助成費

消に向けた取紐等に要す を円滑に実施するととも 可等の業務を公平かつ適
る経費を檎助する。 に、農地制度の適切な取 切に行う必要がある。この

組により、地域農業の振 組織を適正に運営すること
興を図る。 により、優良農地の確保や
（根拠） 農地等の利用集積などが
農林水産部関係補助金 図られ、農業の振興につな
等交付要綱 がることから、公益性を有

する。

22 経営体育成支援 未定 160,200 地域の認定農業者等が経 （目的・理由） 外部（不）経済 向上 向上 農業費 農林 地域農政推進
事業費補助金 （県内市町のうち (R3.4) 営規模の拡大や経営の多 地域の中心的絞首体等 高性能な農業用機械等の 漁業 対策事業費

事業を実施する布 角化等に取り組む際！こ必 に対し、農業用機械等の 導入を推進することによっ 経営
町） 要となる農業用機械等の 導入を支援することによ て、農業の振興、食料の安 体育

導入等について支援す り、地域農業の担い手の 定供給につながることか 成費
る。 警成・確保を図る。 ら、公益性を有する。

（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

23 農用地利用集積 未定 11，口02農業経営体の多様な経質 （目的・理由） 外部（不）経済 同上 向上 同上 同上 向上
特別対策事業費 （畏問団体等） (R3.4) 課題に対応するために、 農業経質体の農業経営 農業経営体の経営課題に
補助金（担い手 農業経営相談所の開設、 の確立・発展等を促進 対応することにより、農業
経営発展支援事 専門家派遣及び法人化に し、農業の競争力及び体 経営の確立・発展等が図
業〕 対する助成等に要する経 質強化を図る。 られ、地域農業の振興に

費を補助する。 （根拠） つながることから、公益性
農林水産部関係補助金 を有する。
等交付要綱
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第1号様式（条例第5条関係）
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、根拠及び現

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 由 款 項 霞 事業名
24 農業共同利用施 未定 10,000 農業協関組合等の共同利 （目的a理由） 外部（不）経済 i農産物安 農林 農業 ｜農林 地域農政推進

設災害復旧事業 （県内農業協同級 （災害復旧 用施設の災害復旧事業に 農業共陪利用施設の災 被災した農業協同利用施 余・流通課 水産 費 漁業 対策事業費
費補助金 合等） で必要な時 要する経費を補勧する。 害を復旧し、農業の維持 設の復旧は、地域農業の 業費 経質

期） をll'iJるとともに、その経 維持、振興につながること 体育
営安定に寄与する。 から、公益性を有する。 成費
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

25 綬営所得安定対 桑名市 11,335 経営所得安定対策の現場 （目的・理由）
外経部営所（不得）経安済定対策を推進

農産園芸課 向上 問上 農作 農産物の生産
策等推進事業費 桑名市中央町 (R3.4) 段階における事業推進や 国が進める経営所得安 物対 振興事業費
補助金 2丁目37 要件確認を行う事務費等 定対策制度の的確な推 することによって、農業の 策費

！こ要する経費を助成する。 進を図るロ 担い手の経営安定、地域
（根拠） 農業の持続的な発展につ
農林水産部関係補動金 ながることから、公益性を
等交付要織 有する。

26 向上
津津市市西丸之内

13,661 向上 向上 向上 向上 同上 向上 向上 同上
(R3.4) 

23 1 

27 同上 松阪市 11,488 同上 岡上 同上 問上 向上 同上 同上 同上
松板市殿町 (R3.4) 
1340-1 

28 関上 伊賀市 16,032 問よ 同上 向上 問よ 同上 向上 同上 向上
伊賀市西十九町 (R3.4) ， 
3184 
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に潤する補劾金等に係る資料

（部局名農林水産部）（単位：千円）

番号 補動金等の名称
補助事業者等の氏 父付予定額

事業肉容
交付の目的、根拠及び理 公議性の判断及び理由 課（案）名

支出科目
名及び住所 （予定時期） 由 款 項 回 事業名

29 米・麦・大li生産 明和町 80,000 農産物の偽品質・品付加 0主的・理由） 外部（不）経済 農産国益課 農林 農業 直作 農産物の生産
総合対策事業費 多気郡明和町 (R3.4) 価値化、低コスト化及び食 産地競争力強化を目的 農業用施設、機械等の導 水産 費 物対 振興事業費
補助金 大字馬之上945 晶流通の合理化等、地域 に、産地における生産の 入を推進することによっ 業費 策費
（強い農業・担い における生産から流通・消 高品質化、多収化、省力 て、農業の振興、食料の安
手づくり総合支援 費までの対策を総合的に 化及び流通体制の改善 定供給につながることか
交付金） 推進する。 を支援する。 ら、公益性を有する。

（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

30 米・麦・大黒生産 松板市 74,500 麦・大旦の需要を捉えた生 Cl3的・浬由） 向上 向上 向上 向上 向上 向上
総合対策事業費 松板市殿町 (R3.4) 産拡大により属産シェアを 団地化の推進と営農技
補助金 1340-1 拡大するため、作付の回 術の新規導入により、生
(7J<Ell愛・大豆産 地化等の推進と営農技術 産性の向上を隠る先進
地生産性向上事 の導入等による産地の生 的な麦・大豆産地の取組
業） 産体制の強化・生産の効 ！こ対して支援する。

率化を推進する。 （根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

31 園芸特産物生産 未定 673,747 園芸産地が、収益力向上 （目的・理由） 向上 問上 間上 悶よ 向上 向上
振興対策毒事業費 （園芸産地） (R3.4) を図的に地域の営農戦略 環太平洋パートナーシッ
補助金 として定めた「産地パワー ブ協定等の発効を受け
（産地生産基盤 アップ計部JIこ基づき、施 て、その影響が少なから
パワーアップ事 設整備、機械のリース、生 ず想定されている。この
業） 度資材の導入等を支援す ため、産地が地域の蛍

る。 農戦略！こ基づき関係機
関と連携して実施する、
地域の強みを活かしたイ
ノベーションの実現に向
けた取組を総合的に支
援し、度地の収益力の強
化を図る。
（栂拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

農林水産部 5



第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料
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番号 補助金等の名称
構助事業者等の氏 交付予定額

事業内容
交付の目的、根拠及び瑛 公益性の辛lj断及び理由 諜（室）名

支出科目
名及ぴ住所 （予定時期） 由 款 項 自 事業名

32 菌芸特産物生産 未定 224,533 農産物の晶品質・高付加 （目的 z理由） 外部（不）経済 農度箇芸課 農林 農業 農作 農産物の生産

振興対策事業費 （園芸産地） (R3.4) 価値化、低コスト化及び食 産地競争力強化を毘的 農業用施設、機械等の導 水産 費 物対 振興事業費

補助金 品流通の合理化等、地域 に、産地における生康の 入を推進することによっ v 業費 策費

（強い農業・狙い における生産から流通・；商 商品質化、多収化、省力 て、農業の振興、食料の安
手づくり総合支援 費までの対策を総合的に 化及び流通体制の改善 定供給につながることか
交付金） 推進する。 を支援する。 ら、公益性を有する。

（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付婆綱

33 水路農業品収益 未定 69,150 品収益作物の導入・定着 （目的・理由） 向上 同上 同上 向上 向上 向上

作物導入推進事 （伊勢市内） (R3.4) に向けて、機械・施設の 高収益作物の導入に関
業補助金 リース方式による導入や する技術面及び販売商

産地の合意形成！こ向けた での課題解決のための
検討会の開催等に対し、 取り組みを支援する。
必要な経費を助成する。 （根拠）

農林水産部関係補助金
等交付要綱

34 畜産施設等整備 亀山市 101,502 家畜飼養管理施設の獲備 （自的・理由） 外部（不）経済 畜産課 向上 畜産 畜産 品収益型苦言産

事業費補助金 亀山市本丸町577 (R3.5) について補助する。 畜産経質体を中心として 畜産経営体を中心として 業費 振興 連携体育成事

地域全体での収益力の 地域の関係者が連携する 費 業費
向上を図るため、畜産経 ことにより、地域全体の収
営体が整備する家畜銅 益力向上や雇用の創出に
養管理施設に対して檎 つながることから、公益性
助する。 を有する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

農林水産部 6



第1号様式（条例第5条関係）
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 補助事び住業者等の氏 交付予定額
事業内容 交付の目的、根拠及び寝

公接投の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及 所 （予定時期） 患 款 項 目 事業名
35 畜産筋設等整備 伊賀市 100,000 家畜飼養管理施設、家畜 （目的・理由） 外部（不）経済 畜度諜 農林 畜産 畜産 品収主主型畜産

事業費補助金 伊賀市西十九町 (R3.5) 排せつ物処理施設の整備 音産経営体を中心として 畜産経営体を中心として 水産 業費 振興 連携体育成事
3184 について補助する。 地域全体での収益力の 地域の関係者が連携する 業費 費 業費

向上を殴るため、畜産経 ことにより、地域全体の収
営体が整備する家畜銅 益力向上や雇用の創出に
養管理施設や家畜排せ つながることから、公益性
つ物処理施設に対して を有する。
補助する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

36 同上 高五野町 23,691 家雀排せつ物処理施設の 問よ 向上 悶上 向上 同上 岡上 向上
三重郡菰野町 (R3.5) 整備について補助する。
大字潤回1250

農林水産部 7



第1号様式（条例第5条関係）
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
交付の盟約、根拠及び理

公益性の判断及び理由 課（蓑）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 由 款 項 自 事業名

37 県産食肉安定供 株式会社ニ重県松 39,250 食肉セン5'ーの安定した運 （目的・寝由） 市場の不完全性 畜産謀 農林 畜産 畜産 食肉セン5'ー
給施設支援事業 阪食肉公社 (R3.4) 2書を確保するため、施設 察南部地域の基幹食肉 食肉処理施設を安定して 水産 業費 娠興 流通対策事業
費補助金 松阪市大津町 維持管理等対策費を補助 処理施設である株式会 運営するために必要な施 業費 費 費

上金調11993-1 する。 社三重県松阪食肉公社 設機械整備への投資が大
の安定した経嘗の維持 きく、芸事業活動をもって賄う
を通して、安心・安全な ことが閤難であることか
食肉の同滑な供給を図 ら、公益性を有する。
る。
（根拠）
農林水産部関係構助金
等交付要綱

38 市場機能強化対 閉日市市 39,951 食肉卸売市場の機能強化 （目的・寝由） 外部（不）経済 向上 同上 間上 問上 向上
策事業費補助金 四日市市諏訪町 (R3.4) を関るため、取扱頭数の 県内唯一の食肉卸売市 広域を担う食肉卸売市場

1 5 維持増加等経営安定化対 場である四臼市市食肉 の経営安定は、県畜産業
策に要する経費を補助す 地方卸売市場の活性化 の振興と安全・安心な食肉
る。 を支援することにより、安 の安定供給に資すること

心・安全な食肉の円滑な から、公益性を有する。
供給を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要縞

39 家畜伝体染病緊急 般社団法人ニ叢 170,000 畜産農場の野生動物侵入 （目的・礎自） 外部（不）経済 向上 同上 向上 家畜 家畜衛生危機

防疫制整備事 県畜産協会 (R3.4) 防止対策等の強化や野生 豚熱等家畜伝染病の発 家畜伝染病が発生すると 保健 管理体制維持
業費補助金 津市桜橋1丁目 いのししの調査捕獲体制 生予防及びまん延防止 家畜の殺処分や出荷の制 衛生 事業費

649 の強化に対して補助する。 のため、畜産農場におけ 限がかかる。家畜伝染病 費
る野生動物侵入防止対 の発生を！訪止することは畜
策等の強化や野生いの 産業の発展や畜産物の安
ししの調査捕獲体制の 定供給につながるため公
強化に対して橋助するロ 益性を有する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

農林水産部 8



第1号様式（条例第5条関係）
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 公益性の判断及び理由 課（塗）名
支出科目

名及び住所 （予定持期） 由 款 項 自 事業名

40 豚熱衛生管理再 一般社団法人ニ霊 25,000 家資伝染病予防法に基づ （目的・理由） 外部（不）経済 資産謀 農林 畜産 家苦言 家禽衛生危機

生緊急支援事業 県畜産桜協橋会 (R3.4) き豚熱の疑似患蜜として 豚熱が発生した養豚経 家資伝染病が発生すると 水産 業費 保健 管理体制維持

費補助金 津市 1丁目 殺処分された経営体に対 営体が衛生対策強化を 家畜の殺処分や出荷の制 業費 衛生 事業費

649 して、バイオセキュリティの 図り、再発の防止を図 限がかかる。家畜伝染病 費

向上を図るため、施設繋 る。 の発生を防止することは畜
備等について補助する。 （根拠） 産業の発展や畜産物の安

農林水産部関係補助金 定供給につながるため公
等交付要鱗 益性を有する。

41 ｜農地農業用施設 未定（市町） 1,261,289 異常な天然現象により被 （目的・理由） 公共財 農業基盤整 災害 農林 耕地 団体営災害耕

災害復旧事業費 (R3.4) 害を受けた農地、農業用 F農林水産業施設災害復 災害を受けた農地”農業用 備課 復18 水康 災害 地復i日事業費

等補助金 施設、農村生活環境施設 18事業費国庫様助の暫 施設の復旧を迅速に進め 費 施設 復旧

の復旧に要する経費を補 定措置に関する法律（暫 ることによって、農地等が 災害 費
助する。 定法）」に基づき、農地等 有する食料の安定供給や 復旧

の災害を復i日し、農業の 水源溜養などの多面的機 費
維持を図り、あわせて、 能の維持増進が図られる
その経営の安定に寄与 ことから、公益性を有す
する。 る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

42 団体営ため池等 松阪市 15,986 ため池の点検調査に要す （§約・理由） 市場の不完全性 問上 農林 農地 農地 団体営ため池

整備事業費補助 松原市殿町 (R3.4) る経費を裕助する。 公的助成措置を講ずるこ 民間だけでは採算性やリ 水産 費 紡災 等整備事業費

金 1340 1 とにより、ため池点検調 スクの観点から負担しきれ 業費 事業
査を実施し、受益者以外 ない多額の費用を婆する 費
の住民も含めた安全性 農業用施設の改修等を進
の向上を図る。 めることによって、農業の
（根拠） 振興、地域の安全性向上
農林水産部関係補助金 につながることから、公益
等交付婆綱 性を有する。

43 向上 いなベ市 43,200 向上 向上 向上 向上 同上 向上 向上 向上

いなベ市北勢町 (R3.4) 
何下喜31

農林水産部 9



第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

九日l'IPJ’D・ 司可~J'J'\.l!E ロPJ ¥.:::P.J..！.ι． 』 ' 』J

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏 民付予定額

事業肉容
交付の目的、根拠及び理

公義性の判断及び瑳由 課（室）名 支出科医
名及び住所 （予定時期） 自 款 項 百 事業名

44 団体営ため池等 伊賀市 450,440 ため池の点検調査に要す （目的・環由） 市場の不完全性 農業基盤整 農林 農地 農地 図体営ため池
整備事業費補助 伊賀市四十九町 (R3.4) る経費を補助する。 公的助成措鐙を講ずるこ 民間だけでは採算性やリ 備課 水産 費 防災 等整犠事業費
金 3184 とにより、ため治点検誠 スクの観点から負担しきれ 業費 事業

査を実施し、受益者以外 ない多額の費用を要する 費
の住民も含めた安全性 農業用施設の改修等を進
の向上を図る。 めることによって、農業の
（板拠） 振興、地域の安全性向上
農林水産部関係補助金 につながることから、公益
等交付要綱 性を有する。

45 向上 名強市 59.460 同上 向上 向上 同上 同上 向上 同上 向上
名張市鴻之台11 (R3.4) 

46 向上 四日市市 20,000 向上 向上 同上 向上 向上 向上 向上 同上
問日市市諏訪町 (R3守4)

1 5 

47 同上 鈴鹿市 20,000 同上 岡上 向上 同上 向上 岡上 同上 同上
鈴鹿市神戸1丁目 (R3.4) 

18 18 

48 向上 亀山市 30,000 向上 向上 同上 向上 向上 同上 向上 向上
亀山市本丸町577 (R3.4) 

農林水度部 10



第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

k ロ，，，ロJ’口．司V』、店E 日 I~ ／ ¥""F-f.!L. I I』J

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 公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 由 款 項 自 事業名

49 団体営ため池等 玉城町 30,000 土地改良施設の施設言華僑 目的・理由） 農業碁盤繋 農林 農地 農地 団体営ため池
整備事業費補助 度会郡玉城町 (R3.4) に要する経費を補助する。 公的助成措震を講ずるこ ス市民タ場間のだの綴け不点で完かは全ら採性負算j性やり 備諜 水産 費 防災 等整備事業費
金 EB丸114…2 とにより、施設整備を実 食生日しきれ 業費 事業

施し、受益者以外の住民 農ない業多用額施の設費の用改を修要需する 費
も含めた安全性の向上 等を進
を図る。 めることによって、農業の
（根拠） 振興、地域の安全性向上
農林水産部関係補勧金 につながることから、公益
等交付要鱗 性を有する。

50 同上 御浜町 11,000 向上 向上 向上 向上 同上 同上 向上 向上
南牟婁郡御浜町 (R3.4) 
大学阿悶和
6120-1 

農林水産部 11



第1号様式（条例第5条関係）
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
交付の呂約、根拠及び現

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 由 款 項 13 事業名
51 ニ重用水施設管 独立行政法人水資 122,312 農水・よ7K・工水の多目的 （目的・理由） 市場のけ不で完は全採性算 農業義援護 農林 農地 閤営 盟嘗等関連対

理費負担金 源機構 (R3.6) 大規模利水事業として整 適切な施設管理により、 民間だ 性やリ 備諜 水産 費 等推 策事業費
埼玉県さいたま市 備された王室用水！こつい 農業用水を安定的に供 スクの観点から負担しきれ 業費 進費
中央区新都心 て、独立行政法人水資源 給し、農業生産基擦の安 ない多額の費用を婆する
11 2 機構が直接管理する管理 定を図る。 期水供給施設の維持管理

費のうち、農業用水にかか （根拠） 等を適切に進めることに
る経費を負担する。 独立行政法人水資源機 よって、農業の振興、食料

構法 の安定供給につながること
から、公益性を有する。

52 木曽川用水施設 向上 41,582 農水・上水・工水の多呂約 向上 向上 向上 同Jニ 向上 同上 同上
管理費負担金 (R3.6) 大規模利水事業として整

備された木曽川用水につ
いて、独立行政法人水資
源機構が直接管理する管
理費のうち、農業用水にか
かる経費を負担する。

53 土地改良施設整 ニ蓑県土地改良事 85,200 土地改良施設の整備檎修 （目的関理由） 公共財 向上 同上 向上 土地 県単土地基盤
備機修事業費補 業間体連合会 (R3.8) に要する経費を補助する。 排水機場等における施 排水機場などの機能の維 改良 整備事業費
助金 津市広明lllT330 設の機能の保持と長寿 持管理を進めることによっ 費

命化等の整備を行うこと て、食料の安定供給など
で、持続的な農業生産を 農業が有する機能が発揮
図る。 されるほか、防災対策にも
（根拠） つながることから、公共性
農林水産部関係補助金 を有する。
等交付要綱

農林水産部 12



第1号様式（条例第5条関係）
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

公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科呂
名及び住所 （予定時期） 由 幸主 1車 回 事業名

54 団体営かんがい いなベ市 45,760 老朽化が進んでいる農業 （呂約・現出） 市場の不完全性 農業基盤整 農林 農地 土地 団体営かんが
排水事業費補助 いなべ市北勢町 (R3.4) 水利施設の長寿命化に要 老朽化が進んでいる農 民間だけでは採算性やリ 備課 水産 費 改良 い排水事業費
金 阿下喜31 する経費を補助する。 業水利施設について、長 スウの観点から負担しきれ 業費 費

寿命化を図る観点から、 ない多額の費用を要する
適切な機能保全対策を 用水供給施設の維持管理
実施し、施設の機能保全 等を適切に進めることに
を図る。 よって、農業の振興、食料
（根拠） の安定供給につながること
農林水産部関係補助金 から、公益性を有する。
等交付要綱

55 間上 羽目市市 78,0BO 問上 同上 向上 問上 悶上 向上 同上 向上
問良市市諏訪町 (R3.4) 
1-5 

56 向上 津市 11,456 向上 向上 向上 同上 向上 同上 問上 向上
津市西丸之内 (R3.4) 
23-1 

57 問よ 伊勢市 13,BOO 向上 同上 悶上 向上 同上 向上 同上 同上
伊勢市岩淵1丁目 (R3.4) 
7 29 

58 同上 伊賀市 21,760 向上 同上 向上 同上 向上 同上 向上 向上
伊賀市四十九町 (R3.4) 
3184 

59 向上 大紀町 13,110 向上 向上 同上 向上 向上 向上 向上 向上
度会郡大紀町滝原 (R3.4) 

1610 1 

60 向上 長島町土地改良区 19,20日同上 同上 向上 同上 同上 間上 問上 向上
桑名市長島町 (R3.4) 
松ヶ島38

農林水度部 13



第1号様式（条例第5条関係）
予算に罰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 補助事び住業所者等の氏 民付予定額 事業内容
民付の目的、根拠及び瑳

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及 （予定時期） 由 款 環 目 事業名

61 団体営かん費がい 町屋Jll沿岸土地改 10,560 老朽化が進んでいる農業 （目的‘理由） 市場の不完全性 農業碁盤整 農林 農地 土地 団体営かんカ
排水事業補助 良区 (R3.4) 水車l施設の長寿命化に婆 老朽化が進んでいる農 民間だけでは採算性やリ 備課 水産 費 改良 い排水事業費
金 桑名市小良須34 する経費を補助する。 業水利施設について、長 スクの観点から負強しきれ 業費 費

寿命化を図る観点から、 ない多額の費用を婆する
適切な機能保全対策を 用水供給施設の維持管理
実施し、施設の機能保全 等を適切に進めることに

を（根図拠る）。
よって、農業の振興、食料
の安定供給につながること

農林水産部関係補助金 から、公益性を有する。
等交付要綱

62 同上 南伊勢町 20,000 土地改良施設の整備に必 （目的・理由） 同上 悶上 同上 同上 向上 向上
度会郡南伊勢町 (R3.4) 要となる全体実施設計、事 農業水利施設等の基盤
五ケ所浦3057 業費及び経済効果の算定 整備を行い、畑作農業の

に婆する費用を補助する。 扱い手による連担的ほ
場の形成等に向け農地
利用の流動化を促進し、
担い手の経堂安定を図
る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

63 品度水手lj機能確 株式会社浅井農鼠 38,513 国の農地耕作条件改善事 （目的・漂白） 市場の不完全性 向上 問上 向上 向上 高度水利機能
保基盤整備事業 津市高野尾町 (R3.4) 業実施要綱要領に基づ 農業の競争力を強化す 民間だけでは採算性やり 確保基盤整備

費補勧金（農地 4951 き、農業用施設等の整備 るため、農業水利施設等 スクの観点から負担しきれ 事業費
耕作条件改善事 ！こ要する経費を補助する。 の基盤整備を行い、農地 ない多額の費用を要する
業） 中間管理機構による捜 農業用施設の適切な獲備

い手への農地集穫を図 等を進めることによって、
るとともに、高収益作物 農業の振興、食料の安定
への転換を翻る。 供給につながることから、
（根拠） 公益性を有する。
農林水産部関係補助金
等交付要綱

64 悶上 株式会社モリ 15,000 向上 向上 向上 同上 向上 同上 同上 向上

ファーム (R3.4) 

鈴鹿市西富田町
851 2 

農林水産部 14



第1号様式（条例第5条関係）
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 補劫金等の名称
補助事業者等の氏 交付予定額

事業内容
交付の目的、根拠及び寝

公益性の判断及び理窃 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 期 款 項 目 事業名
65 品度水車l機能確 株式会社イシイ 19,008 閣の農地耕作条件に基改づ善事 （目的・理由） 市場の不完全性 農業基盤整 農林 農地 土地 晶度水利機能

保基盤整備事業 ナーセリー (R3.4) 業実施要綱要領 農業の競争力を強化す 民間だけでは採算性やリ 備課 水産 費 改良 確保碁盤整備
費補助金（農地 鈴鹿市住吉4丁目 き、農業用施設等の整備 るため、農業水利施設等 スクの観点から負担しきれ 業費 費 事業費
耕作条件改善事 14-34 に要する経費を補助するロ の基盤整備を行い、農地 ない多額の費用を要する
業） 中間管理機構による握 農業用施設の適切な整備

い手への農地集積を閣 等を進めることによって、
るとともに、高収益作物 農業の振興、食料の安定
への転換を図る。 供給につながることから、
（狼拠） 公益性を有する。
農林水度部関係補助金
等交付要綱

66 向上 ニ重茶農業協問組 37,824 同上 向上 問上 向上 向上 向上 向上 問上
合 (R3.4) 

四日市市水沢町
2441-3 

67 岡上 四日市市 26,240 同上 問上 向上 同上 向上 問上 問上 向上
四臼市市議訪町 (R3.4) 

1-5 

68 同上 菰野町 26,880 向上 向上 同上 向上 問上 向上 向上 向上
三業都菰野町 (R3.4) 

大字潤悶1250

69 団体営農村振興 御浜町 36,480 農業生産基盤と農村生活 （目的・理由） 公共財 農山漁村 d 同上 同上 農村 箇体営農村振
総合整備事業費 南牟婁郡御浜町 (R3.5) E霊境を総合的に整備する 農業生産性の向上を図 農業生産基盤と農村生活 くり課 振興 興総合整備事
補助金 大字阿田和 事業に要する費用に対し るため、地域の多様な 環境の整農備業等・農を村進がめ有ること 費 業費

6120-1 て補助する。（令和3年度 ニーズに応じた農業生産 により、 す
実施地区御浜南部3期地 基盤の整備とその機能 る食料の安定供給や水源
区） の発揮に不可欠な農村 かん養、景観の保全など

生活環境の繋備を総合 の多面的機能の維持増進
的に実施する市町を支 が関られることから、公議
援する。 性を有する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

農林水産部 15



第1号様式（条例第5条関係）
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

事案内容
交付の目的、根拠及び理

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 由 款 項 目 事業名
70 団体営農業集落 名強市 60,000 農業集落l、おいて、し尿、 (13約・理由） 公共財 農山漁村づ 農林 農地 農村 回体営農業集

排水整備促進事 名張市鴻之会1-1 (R3.5) 生活雑排水を処理する施 農業用問排水の水質保 公共用水域の水質保全を くり諜 水産 費 振興 落排水整備促
業費補助金 設の整備に要する経費等 全、農業用用排水施設 図る事業であり、民間で取 業費 費 進事業費

を補助する。（令和3年度 の機能維持文は農村生 り組む可能性が無いため、
実施地区名張市第1期地 活環境の改善を図り、併 公益性を有する。
!&) せて公共用水域の水質

保全に寄与するロ
（根拠）
農林水産部関係祷勧金
等交付婆縞

71 向上 多気町 30,350 農業集落において、し銀、 同上 同上 向上 向上 向上 向上 向上
多気郡多気町 (R3.5) 生活雑排水を処理する施
棺可1600 設の懇備に要する経費等

を補助する。（令和3年度
実施地区多気地区）

72 同上 伊賀市 34,905 農業集落排水施設の整備 同上 向上 問上 問上 向上 向上 向上
伊賀市四十九掴T (R3.5) を支援するため、市町の
3184 起債償還に対して助成す

る。（令和3年度実施地区
山田南地区）

73 向上 亀山市 10,000 農業集落において、し尿、 向上 向上 向上 問上 向上 向上 向上
亀山市本丸町577 (R3.5) 生活雑排水を処理する施

設の整備に要する経費等
を補助する。（令和3年度
実施地区E亀山市第1期地
区）

農林水産部 16



第1号様式（条例第5条関係）
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 1付予定額 事業内容 交付の罰的、根拠及び現 公義性の判断及び理由 課（室）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 由 款 項 自 事業名

74 多聞的機能支払 二重県農地.7]<.環 27,500 国事業である多面的機能 （目的・理由） 外部（不）経済 農山漁村つ 農林 農地 農村 多面的機能支
交付金 境保全向上対策協 (R3.5) 支払の実施要綱・実－農施業要用 農地・農業用水等は食 三重県農地・水・環境保全 くり課 水産 費 振興 払事業費

議会 領に慕づき、農地 料・農業・農村基本計蘭 向上対策協議会は、構成 業費 費
津市広明匝T330 施設等の資源の保全管理 において社会共通資本と する市町及び多面的機能

活動と生物多様性保全、 位置づけられており、そ を守る多様な主体を支援
景観形成などの農村環境 れらを守る多様な主体の する機関であり、その支援
の保全のための活動を推 参画が必要となる。 体制の強化を進めることに

ぐノ
進する。 （根拠） よって、農地同農業用施設

農林水産部関係機助金 等の資源の保全管理活動
等交付要織 と生物多様性保全、景観

形成などの農村環境の保
会につながることから、公
益性を有する。

75 同上 桑名市 43,261 
支領国事払に基業のづ実できあ施、る要農多綱地薗・実・的農施機業要能用

向上 公共財 向上 向上 向上 向上 岡上
桑名市中央町 (R3.5) 多面的機能を有する農地
2丁目37 や水路などの農業用施設

施設等の資源の保余管理 の保全管理を進めることに
活動と生物多様性保全、 よって、農村環境の保全が
景観形成などの農村環境 臨られることから、公益性
の保全のための活動を支 を有する。
援する。

76 向上 いなベ市 56,040 向上 向上 向上 同上 照上 同上 同上 同上
いなベ市北勢町 (R3.5) 
問下喜31

77 同上 木曽岬掴T 14.718 向上 同上 向上 同上 向上 同上 同上 同上
桑名郡木曽岬掴T (R3.5) 
大字西対海地251

78 向上 東員町 26,755 向上 問上 向上 同上 同上 向上 同上 向上
員弁郡東員匝T (R3.5) 
大字山田1600

農林水産部 17



第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

、，..””圃’ .... ＂＇＂＂＂－守』’，－，』、正ニ~ b・・.， 、ーーτー.＇・4過ー• I I •I 

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 主付の目的、根拠及び理 公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科窃
名及び住所 （予定時期） 由 款 項 目 事業名

79 多衛的機能支払 四日市市 37,925 国事業である多面的機能 （目的同理由） 公共財 農山漁村つ 農林 農地 農村 多面的機能支
交付金 四日市市諏訪町 (R3.5) 支払の実施要綱・実施要 農地・農業用E村水基等本は計食画 多面路的機など能のを農有業す照る農施地設 くり諜 水産 費 振興 払事業費

1-5 領に基づき、農地・農業用 料・農業・農 や水 業費 費
施設等の資源の保全管理 において社会共通資本と の保全管理を進めることに
活動と生物多様性保全、 位置づけられており、そ よって、農村漂壌の保全が
景観形成などの農村環境 れらを守る多様な主体の 図られることから、公益性
の保全のための活動を支 参画が必要となる。 を有する。
援する。 （根拠）

農林水産部関係補助金
等交付要綱

80 向上 鈴鹿市 66, 194 間上 間上 向上 同上 向上 悶上 向上 向上
鈴鹿市神戸1丁目 (R3.5) 
18 18 

81 向上 亀山市 11,998 向上 向上 向上 向上 向上 向上 同よ 向上
亀山市本丸町577 (R3.5) 

82 向上 菰野町 80,002 向上 向上 悶上 向上 向上 向上 向上 同上
三薫郡菰野町大字 (R3.5) 
潤回1250

83 向上 津市 144,276 向上 同上 向上 向上 問上 同上 同上 向上

津市西丸之内 (R3.5) 
23-1 

84 問上 松阪市 149,546 問上 問上 向上 向上 同上 向上 同上 向上
松阪市殿町 (R3.5) 
1340-1 

85 問上 多気町 46,539 問上 問上 向上 同上 向上 向上 間上 向上
多気郡多気町 (R3.5) 
相可1600

農林水産部 18



第1号様式（条例第5条関係）
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
構助事業者等の氏 交付予定額

事業内容
民付の目的、根拠及び理

公益性の判断及び理由 謀（室）名
支出科医

名及ぴ住所 （予定時期） 自 款 項 自 事業名
86 多面的機能支払 明和町 36,892 国事業である多面的機能 （§的制理由） 公共財 農山漁村つ 農林 農地 ｜農村 多面的機能支

交付金 多気郡明和町 (R3.5) 支払の実施要綱・実施要 農地・農業用水等！ま食 多額約機など能のを農有する農地 くり課 水産 費 振興 払事業費
大字罵之上945 領に基づき、農地・農業用 料・農業・農村基本計回 や水路 業用施設 業費 費

施設等の資源の保全管理 において社会共通資本と の保全管理を進めることに
活動と生物多様性保全、 位置づけられており、そ よって、農村環境の保全が
景観形成などの農村環境 れらを守る多様な主体の 図られることから、公益性
の保全のための活動を支 参画が必要となる。 を有する。
援する。 （根拠）

農林水産部関係補助金
等交付要綱

87 同上 伊勢市 90,909 同上 同上 向上 同上 向上 同上 同上 同上
伊勢市岩淵1γ困 (R3.5) 
7-29 

88 同上 玉城町 47,612 同上 問上 向上 同上 向上 同上 同上 向上
度会郡玉城町 (R3.5) 
国丸114-2

89 悶よ 伊賀市 154,102 同上 問上 向上 同上 向上 同上 同上 向上
伊賀市西十九町 (R3.5) 
3184 

90 向上 名張市 24,401 同上 間上 向上 同よ 同上 同上 同上 関上
名張市鴻之台11 (R3.5) 

農林水産部 19



第1号様式（条例第5条湖係）
予算に関する補劫金等に係る資料

（部局名ー農林水産部）（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
交付の毘的、根拠及び理

公益性の判断及び理由 諜（裳）名 支出科目
名及び住所 （予定詩期） 由 款 項 毘 事業名

91 中山間地域等直 いなベ市 21,576 中山間地域等における耕 （密約・理由） 外部（不）経済 l農山漁村つ 農林 農地 中山 中山間地域等
接支払事業交付 いなベ市北勢町 (R3.5) 

た作め放、棄条の件未不然利防農止地をの図耕る
中山間地域等において 生産条件が平地に比べ不 くり課 水産 費 間振 直接支払事業

金 岡下喜31 農業生産の維持を図り 事lである中山間地域等の 業費 興費 費
作者に対して、生康条件 つつ多面的機能を確保 農地の適正管理を促進す
格差相当額を交付する。 するために耕作放棄の ることによって、農地の多

主要因である生産条件 菌的機能の維持増進につ
の格差を補正する。 ながることから、公益性を
（根拠） 有する。
農林水産部関係裕助金
等交付要綱

92 同上 亀山市 11,899 向上 同上 向上 同上 向上 同上 向上 向上
亀山市本丸町577 (R3.5) 

93 向上 菰野町 12.730 向上 向上 同上 向上 同上 向上 同上 向上
三重郡菰野町大字 (R3.5) 
満閏1250

94 向上 津市 27,365 同上 関上 向上 同上 向上 悶上 同上 向上
津市西丸之内 (R3.5) 
23 1 

95 向上 松阪市 12,347 向上 同上 同上 同上 向上 向上 向上 悶上
松阪市殿町 (R3.5) 
1340…1 

96 向上 大台町 11,657 同上 同上 向上 同上 同上 向上 同上 向上
多気郡大台町 (R3.5) 
佐原750

97 向上 大紀聾T 10,364 同上 向上 向上 向上 向上 伺上 向上 向上
度会郡大紀町 (R3.5) 
滝原1610-1
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第1号線式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名農林水産部）（単位子円）

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、根拠及び現 公義性の辛lj断及び理由 諜（室）名

支出科目
名及び住所 （予定時期） 由 事k 項 回 事業名

98 中山間地域等復 伊糞市 85, 112 中山間地域等における耕 （呂的・理腐） 外部（不）経済 農山漁村つ 農林 農地 中山 中山間地域等
接支払事業交付 伊賀市四十九町 (R3.5) 

た作め放、棄条の件未不然利防農止地をの図耕る
中山間地域等において 生産条件が平地に比べ不 くり課 水産 費 間振 直接支払事業

金 3184 農業生産の維持を図り 利である中山部地域等の 業費 興費 費
作者相に対して、生産条件 つつ多蔚的機能を確保 農地の適正管瑛を促進す
格差 当額を交付する。 するために耕作放棄の ることによって、農地の多

主要因である生産条件 笛的機能の維持増進につ
の格差を補正する。 ながることから、公義性を
（根拠） 有する。
農林水産部関係補助金
等交付要綱

99 鳥獣被害防止総 未定 320,000 獣害対策に取り組む県内 （目的・理由） 外部（不）経済 獣害対策課 同上 農業 農業 獣害につよい
合対策事業費補 （県内の各地域獣 (R3.6) の地域獣害対策協議会等 野生鳥獣による農作物 中山間地域では、日常的 費 経営 地域づくり推
助金 害対策協議会等） に対し、侵入紡止欄の設 等への被害の軽減に向 に野生鳥獣による農作物 対策 進事業費

置や既存禰の機能向上等 けて、鳥獣被害防止特措 被害を受けており、被害援 費

のハード対策及び、有息害環 法に基づき、市町が作成 減に向けた対策を講じるこ
捕獲、被害防除、生環 した被害防止計画による とは地域での農業生産の
境管理等のソフト対策へ 取組を進めるため、麗か 継続や集第の機能維持に
の取組！こ要する経費を祷 らの鳥獣被害防止総合 つながるため、公益性を有
助する。 対策交付金を活用し、総 する。

合的に支援する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料
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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
交付の毘的、根拠及び狸

公益性の判断及び理由 課（lfl）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 密 款 頃 自 事業名

100 林業・木材産業 未定 418,819 間伐及び森林作業道の整 （目的・理由） 公共財 森林・林業 農林 林業 林業 林業・木材産
構遊改革事業費 (R3.6) ｛薦、高性能林業機械の整 林業の持続的な発展と、 林業の生産基盤の整備や 経営課 水産 費 振興 業構造改革事
補助金 備等に要する経費を補助 林産物等の供給・利用の 間伐材等の供給力の強化 業費 指導 業費

する。 確保を推進するため、競 等の取組は、累産材の有 費
争力のある木材産地等 効活用を促進させ、森林
の形成と地域材等の安 の持つ公益的機能の発揮
定的な供給をlg]ることを を隠るものであるため、公
呂的とする。 益性を有する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

101 造林事業費補助 未定 379,779 植栽、下刈り、間伐等l』要 （目的・理由） 公共財 問上 向上 向上 造林 造林事業費
金 (R3.6) する経費を様助する。 水源かん養機能又は山 森林整備を行うことによっ 費

地災害防止機能の維持 て、水源かん養や土砂流
増進を図るためには、森 出防止等の森林の公益的
林の整備及びこれに必 機能の高度発揮につなが
婆な路網の整備が必要 り、社会全体が森林の公
である。 益的機能の受益者となる
（根拠） ため、公益性を有する。
農林水庭部関係補助金
等交付婆綱

102 県単造林事業費 未定 27,419 向上 向上 同上 向よ 同上 同上 同上 累単造林事業
補助金 (R3.4) 費
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料
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番号 補助金等の名称
補劫事業者等の氏 民付予定額

事業肉容
父付の医的、根拠及び環

公益性の判断及び浬出 課（主主）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 鹿 款 項 自 事業名

103 林道事業費械助 熊野市 37,358 森林整備に不可欠な林道 （目的・理由） 公共財 治山林道諜 農林 林業 林道 林道事業費
金 熊野市井戸町796 (R3.5) の開設や改良及び点検診 森林の適正な維持管理 林道は、水源かん養や土 水産 費 費

断、保全整備等に関する による公主主約機能の高 砂流出紡止をはじめとする 業費
経費を補助する。 度発揮と林産物の安定 森林の持つ公益的機能の

供給を図るため林道を開 高度発揮を促進する森林
設するとともに、輸送力 整備に不可欠な施設であ
の向上と通行の安全確 るとともに、一般交通の用
保等を図るため紙設林 ！こも供されるため、公益性
選の改良等を実施する。 を有する。
また、林道橋の長寿命化
図るために点検診断、補
強及び更新等を行う。
（根拠）
農林水産部関係様助金
等交付要綱

104 林業用施設災害 未定 670,000 
林する道経施費設をの補災助害す復る旧。l、要 （目的・理由） 間上 向上 災害

農水林震
林野 林道施設災害

復旧事業費補助 (R4.3) 台風や豪雨等による被 復旧 災害 復旧事業費
金 災した林道施設を復l日 費 施設 復！日

し、林道の機能図復や通 災害 費
行の安全性の確保等を 復旧
図る。 費
（根拠）
農林水産部関係檎勧金
等交付要綱

105 みえ森と緑の県 津市 32,170 地域の実情！』応じて行う （毘的・理由） 公共財 みどり共生 農林 林業 緑化 みえ森と緑の
民税市町交付金 津市西丸之内 (R3.4) 以下の対策に要する経費 災害に強い森林づくり及 F災害に強い森林づくりJ及 推進課 水産 費 対策 県民税市町交
（基本枠、加算 23-1 を補助する。

ぴえる県社民会全づ体〈でり森を林推を進支す
ぴf県民全体で森林を支え 業費 費 付金事業費

枠） (1）土砂や流木による被害 る社会づくりJI立、災害時
を出さない森林づくり る。 の被害軽減や森林の公益
(2）暮らしに身近な森林づ （根拠） 的機能の発揮！こつながり、
くり 農林水産部関係補助金 社会全体が森林の公益的
(3）森を育む人づくり 等交付要綱 機能の受益者となることか
(4）森と人をつなぐ学びの ら、公共性を有する。
場づくり
(5）地域の身近な水や緑の
環境づくり
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第1号様式（条例第5条隠係）
予算に関する補助金等に係る資料
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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
交付の芭的、根拠及び理

公義性の判断及び現廓 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定詩期） 由 款 項 巨 事業名
106 みえ森と緑の県 四日市市 23,001 地域の実情に応じて行う （自的・理由） 公共財 みどり共生 農林 林業 緑化 みえ森と緑の

民税市町交付金 四日市市諏訪町 (R3.4) 以下の対策に要する経費 災害に強い森林づくり及 『災害！こ強い森林づくりj及 推進課 水産 費 対策 県渓税市町交
（基本枠、加算 1-5 を補助する。 び県民全体で森林を支 ぴ「県民全体で森林を支え 業費 費 付金事業費
枠） (1 ）土砂や流木による被害 える社会づくりを推進す る社会づくりJI立、災害持

を出さない森林づくり る。 の被害軽減や森林の公益
(2）暮らしに身近な森林づ （根拠） 約機能の発揮につながり、
くり 農林水産部関係補助金 社会全体が森林の公益的
(3）森を育む人づくり 等交付要綱 機能の受義者となることか
(4）森と人をつなぐ学びの ら、公共性を有する。
場づくり
(5）地域の身近な水や緑の
環境づくり

107 向上 伊勢市 15,150 伺上 同上 向上 同上 向上 閑上 悶上 問上
伊勢市岩淵1)1丁目 (R3.4) 
7 29 

108 間上 松阪市 25,849 悶上 同上 向上 問上 同上 向上 問上 向上
松板市殿町 (R3.4) 
1340 1 

109 問上 桑名市 13,633 同よ 同上 同上 同上 悶上 向上 問上 向上
桑名市中央町 (R3.4) 
2T自37

110 向上 鈴鹿市 16,913 周上 向上 問上 向上 向上 向上 向上 同上
鈴鹿市神戸1丁目 (R3.4) 
18 18 

111 向上 名張市 11,272 悶上 同上 向上 同上 向上 向上 向上 問上
名張市鴻之台11 (R3.4) 

112 同上 尾鷲市 10,244 問上 同上 向上 同上 伺上 同上 悶上 同上
尾鷲市中央町 (R3.4) 
10 43 
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第1号様式（条例第5条関係）
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：干河）

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

公益性の判断及び理由 諜（室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 由 款 項 目 事業名
113 みえ森と緑の県 亀山市 11,142 地域の実情I』応じて行う （白的園理由） 公共財 みどり共生 農林 林業 緑化 みえ森と緑の

民税市町交付金 亀山市本丸町577 (R3.4) 以下の対策に要する経費 災害に強い森林づ〈り及 「災害！こ強い森林づくり」及 推進課 水産 費 対策 県民税市町交
（暴本枠、加算 を裕助する。 び県民全体で森林を支 ぴ「県民全体で森林を支え 業費 費 付金事業費
枠） (1 ）土砂や流木による被害 える社会づくりを推進す る社会づくりJは、災害時

を出さない森林づくり る。 の被害軽減や森林の公益
(2）暮らしに身近な森林づ （根拠） 的機能の発揮につながり、
くり 農林水産部鴎係補助金 社会全体が森林の公益的
(3）森を育む人づくり 等交付要綱 機能の受益者となることか
(4）森と人をつなぐ学びの ら、公共性を有する。
場づくり
(5）地域の身近な水や緑の
環境づくり

114 向上 熊野市 14,434 向上 同上 向上 問上 間上 向上 同上 向上
熊野市井戸町796 (R3.4) 

115 向上 いなベ市 10,899 向上 同上 問上 向上 悶上 向上 向上 向上
いなベ市北勢町 (R3.4) 
阿下喜31

116 向上 志摩市 10,323 向上 馬上 間上 向上 悶上 向上 向上 同上
志摩市河児町鵜方 (R3.4) 
3098 22 

117 同上 伊賀市 19,299 向上 向上 向上 同上 向上 向上 向上 同よ
伊賀市四十九町 (R3.4) 
3184 

118 向上 大台町 13,533 同上 同上 向上 同上 同上 同上 向上 同上
多気郡大台町 (R3.4) 
佐原750

119 向上 大紀町 11,327 向上 向上 同上 向上 同上 向上 向上 向上
度会郡大紀町 (R3.4) 

t、 滝原1610-1 ~ 
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第1号様式（条例第5条関係）
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、根拠及び寝

公益性の判断及び理由 課（室）名
支出科目

名及び住所 （予定詩期） 由 款 項 呂 事業名
120 みえ森と緑の県 南伊勢町 11,516 地域の実情に応じて行う （呂約副理由） 公共財 みどり共生 農林 林業 緑化 みえ森と緑の

民税市町交付金 度会郡南伊勢町 (R3.4) 以下の対策！こ要する経費 災害に強い森林づくり及 『災害！こ強体い森で森林林づくりj及 推進課 水産 費 対策 県民税市町交
（基本枠、加算 ヨ王ケ所滞3057 を補助する。 び県民全体で森林を支 ぴ「県民全 を支え 業費 費 付金事業費
枠） (1）土砂や流木による被害 える社会づくりを推進す る社会づくり』は、災害時

を出さない森林づくり る。 の被害軽減や森林の公益
(2）暮らしに身近な森林づ （根拠） 的機能の発揮につながり、
〈り 農林水産部関係補助金 社会全体が森林の公益約
(3）森を育む人づくり 等交付婆締 機能の受読者となることか
(4）森と人をつなぐ学びの ら、公共性を有する。
場づくり

(5）境地づ域くのり身近な水や緑の
環り

121 問上 紀北町 11,034 間上 悶上 向上 間上 向上 同上 同上 同上
北牟婁郡紀北町 (R3.4) 
東長島7691 

122 みえ森と緑の県 未定 183,360 面的な森林整備や獣害対 （目的・理由） 公共財 向上 同上 向上 向上 問上
民税市町交付金 （県内市町のうち (R3.4) 策などに取り組む経費を 災害に強い森林づくりを 『災害に強い害森軽林減づやくりJは
（連携枠） 事業を実施する市 補助する。 推進する。 災害時の被 森林

町） （根拠） の公益的機能の発揮につ
農林水産部関係補助金 ながり、社会全体が森林
等交付要綱 の公義的機能の受益者と

なることから、公共性を有
する。

123 漁業共済（赤潮 ニ重県漁業共済組 15,682 養磁共済の共済掛金のう （目的・理由） 外部（不）経済 水産振興謀 向上
水業費産

水康 漁業共済推進
特約）事業費補 合 (R3.4) ち純共済掛金に相当する 異常な赤潮による損失に 異常な赤識の発生は生活 業経 事業費
助金 津市広明町323-1 部分で赤潮特約に係るも 備えて養殖業者が加入 排水の流入等による海域 営対

のの一部を補助する。 する養殖共済の赤潮特 の富栄養化がまな原留で 策費
約に係る掛金の負担を あり、本事業はこの赤潮に
軽減し、漁業経営の安定 よる損失に備える特約制
を図る。 度への加入を促進し、養
（根拠） 殖業者の経営を安定させ
農林水産部関係補助金 ることで、図水る産事物業ので安あ定り的、
等交付要綱 な供給を

公益性を有する。
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第1号様式（条例第5条関係）
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
機助事業者等の氏 交付予定額 事業内容

交付の目的、根拠及び理
公益性の判断及び寝由 課（室）名

支出科目
名及び住所 （予定時期） 自 款 寝 困 事業名

124 漁業近代化資金 二重県信用漁業協 59,963 漁業者等の資本装備の晶 （目的”理由） 市場の不完全性 水産振興課 農林 水産 水産 漁業近代化資

利子補給金 同組合連合会 (R3.8) 度化と経営の近代化に必 漁業者等が必要とする 資本装備の高度化を図る 水産 業費 業経 金融通事業費
津市広明町323寸 (R4.2) 要な資金の円滑な融還を 施設資金等に利子補給 には多額の資金が必要で 業費 営対

図るため、融資機関に利 の助成措置を講ずること あり、低利の資金融通等 策費
子補給を行う。 により、漁業者等の資本 が行われないと経営の近

装備の高度化と経営の 代化が困難であるため、
近代化を促進する。 漁業の振興や食料の安定
（根拠） 供給の観点から、公益性
漁業近代化資金融通法 を有する。

125 漁業経質維持安 向上 20,617 漁業者等が絞首の再建I』 （目的・瑳自） 市場の不完全性 向上 同上 向上 向上 同上

定資金利子様給 (R3.8) あたり、負債整理資金を低 沿岸漁業者等が金融機 毘定化した債務を整理す

補助金 (R4.2) 利で借入れできるよう、融 関から漁業絞首の再建 るには、多鎮の資金が必
資機関に利子補給を行う。 を図るのに必要な資金を 要であり、低利の資金融通

借り入れる場合の利子 等が行われないと、経営
負担の軽減を図る。 の再建を図ることが困難で
（犠拠） あるため、漁業の振興や
農林水産部関係補助金 食料の安定供給の観点か
等交付要綱 ら、公益性を有する。

126 離島漁業再生支 鳥羽市 12,150 離島の漁業集落が漁業再 （目的・理由） 公共財 同上 向上 悶上 水産 離島漁業再生

援交付金 鳥羽市鳥羽3丁目 (R3.4) 生のために行う海底耕転 漁業再生のための取締 離島漁業！ま離島経済を支 業振 支援事業費
1-1 や漁場~視等の取絡を支 を支援し、離島漁業の活 える基盤産業であるが、販 興費

援する。 性化を図る。 売・生産面で不利な条件
（根拠） 下に霊堂かれており、漁業就
農林水産部関係檎助金 業者の減少や高齢化がー
等交付要綱 層進行している。離島は荒

天時の避難先や燃料・71<
の補給など漁業者の前進
義地となっていることから、
離鳥漁業の維持・発肢の
ための支援は公益性を有
する。
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産量jl}（.単位：千円）

番号 補劫金等の名称 補助事業者等の氏 民付予定額 事業肉容
交付の目的、根拠及び理

公益性の判街及び理由 課（室）名 支出科呂
名及び住所 （予定時期） 自 款 寝 自 事業名

127 内水面水促産進補資源 内水面漁業協同組 15,000 積極的な遊漁者確保の取 （目的・理由） 公共財 水産資源管 農林 水産 資源 内水面水産資
の回復 助 合連合会 (R3.4) 組や将来の遊漁者育成！こ 水産物の供給機能のほ 内水面地域は県民にとっ 理課 水産 業費 管理 源の回復促進
金 度会郡大紀町 取り組む内水面漁協や肉 か産、内動水植扇物漁の業増者殖による て重要なレクリヱーション 業費 費 事業費

野添163 水面漁連に対し、稚アユ 水 や漁 空間であるほか、水産物
放流経費等の一部を支援 場環境の保全・管理、賑 の供給機能等、多面的機
する。また、カワウ被害軽 力的な川づくりによる遊 能を有しており、その活性
減対策の取組支援を行 潟、者確保の取組を通じ 化の促進は公共性を有す
う。 て、県民にとって震要な る。

レヴリヱーシヨン空間を提
供する等の多面的機能
を有している内水面域の
活性化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

128 水産物供給碁盤 四日市市 75,000 効率的で効巣図る的たなめ漁、港施施 （固的・理由） 市場の不完全性 水備課産基盤整 同上 向上
水基産盤

市町営水産物
機能保全事業費 四日市市諏訪町 (R3.4) 設の更新を これまでに整備されてき 漁港施設は、水産物の安 供給基盤機能
補助金 1 5 設の機能診断を行い策定 た漁港施設の健全度を 定供給のため、広〈漁業者 整備 保全事業費

した機能保全計画に基づく 把援し、計画的な修繕及 が共問利用する公共施設 費
漁港施設の保余エ事を行 ぴ保全工事を行うことに であり、施設整備には多額
う市町に補助する。 より、当該漁港施設を長 の費用を要するため、国の

寿命化し、ライフサイウル 補助金によらなければ率
コストの最小化を図る。

業か実ら、施公が益困性難をで有あするるこ。と
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

129 同上 津市 50,000 伺上 向上 向上 同上 向上 同上 向上 向上
津市酋丸之内 (R3.4) 
23 1 

130 同上 松阪市 25,000 向上 向上 同上 向上 問上 向上 同上 向上
松阪市殿町 (R3.4) 
1340-1 
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名ー農林水産部）（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 事業肉容 交付の目的、根拠及び理 公益性の判断及び寝由 課（室）名 支出科毘
名及び住所 （予定時期） 虫 款 項 目 事業名

131 水産物供給基盤 明和町 50,000 

効設設した率のの機機更的能で新能保効を診全果図断計る的を衝た行なめに漁い基、港策施づ施定く

（目的・理由） 市場の不完全性 水産基盤整 農林 水産 水産 市町営水産物
機能保全事業費 多気郡明和町 (R3.4) これまでに整備されてき 漁港施設は、水産物の安 備課 水産 業費 基盤 供給基盤機能
篠助金 大字路之上945 た漁港施設の健全度を 定供給のため、広〈漁業者 業費 整備 保全事業費

恕握し、計間的な修繕及 が共同利用する公共錨設 費
漁港施設の保全工率を行 び保会工事を行うことに であり、施設整備には多額
う市町！こ補助する。 より、当該漁港施設を長 の費用を要するため、閣の

寿命化し、ライフサイクル 補助金によらなければ事
コストの最小化を図る。 業実施が函難であること
（根拠） から、公益性を有する。
農林水産部関係補助金
等交付要綱

132 問上 伊勢市 30,000 問上 問上 向上 問上 同上 同よ 向上 向上
伊勢市岩淵111丁目 (R3.4) 
7-29 

133 問上 南伊勢町 50,000 向上 向上 向上 向上 向上 向上 同上 向上
度会郡南伊勢町 (R3.4) 
Jiケ所滞3057

134 向上 尾鷲市 50,000 向上 同上 同上 向上 向上 詞上 同上 向上
尾鷲市中央町 (R3.4) 
10-43 

135 向上 熊野市 50,000 向上 陪上 開上 向上 問上 向上 向上 同上
熊野市井戸町796 (R3同4)

136 向上 鳥沼市 280,000 向上 向上 同上 向上 向上 向上 同上 向上
鳥羽市鳥羽3Tl3 (R3.4) 
1 1 
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名塵林水産量~） （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
交付の民的、根拠及び瑳

公益性の判断及び理由 課（護）名 支出科医
名及び住所 （予定詩期） 由 款 項 自 事業名

137 農山漁村地域整 熊野市 75,000 地域が主体となり、地域の 漁（自村的地・理由） 市場の不完全性 水産基盤整l震林 水産
基水盤産

市町営農山漁
備事業費補助金 熊野市井戸町796 (R3.4) 柔軟な創造力を生かし、；舌 域のこーズに却 漁港施設等は、水産物の 備課 水産 業費 村地域整備事

カある漁村の再生を円滑 して作成された計聞に基 安定供給のため、広〈漁業 業費 整備 業費
に進められるよう、地域の づき、漁港の整備投びに 者が共同利用する公共施 費
ストッウの有効活用等を通 漁業集第の環境整備等 設であり、施設整備には多
じた生産基盤と生活環境 を関り、漁村地域の総合 額の費用を要するため、

施設の効率的な整補助備す等るを 約な整備を図る。 圏、県の補助金によらなけ
推進する市町に祷 （根拠） れば事業実施が閤難であ

農林水産部関係補助金 ることから、公益性を有す
等交付要綱 る。

138 向上 南伊勢町 100,000 向上 向上 向上 同上 同上 向上 向上 向上
度会郡南伊勢町 (R3.4) 
五ケ所浦3057

139 向上 紀北町 100,000 同上 間上 向上 問上 向上 向上 向上 向上
北牟婁郡紀北町 (R3.4) 
東長島769-1

140 県単沿岸漁場整 同よ 18,000 津波被害から背後集落を （目的・理由） 市場の不完全性 向上 向上 向上 悶上 県単沿岸漁場
備事業費補助金 (R3.4) 守るとともに、あわせて重 沿岸漁場の整備を促進 漁港海岸は、高潮や津波 整備事業費

要な養殖漁場の保全を図 し、水産資源の増大を図 から、水背産後物集の落安を定守るととも
るために市町が実施する る。 に、 供給に
海岸保全施設整備を支援 （根拠） 必要な養漉漁場を保全す
する。 農林水産部関係補助金 るなど重要な役割を担って

等交付要綱 いることから、公益伎を有
する。
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第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

1 日 l~IP "I-」・＝’，.，.，』、Zヨ己ロ」I ，~干ー μι ． I I J/ 

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

I 公益性の判断及び浬由 課（室）名 支出科目
名及び住所 （予定時期） 由 款 項 自 事業名

141 強い水産業つくり 志摩市 11,000 南海トフフ地震に対して備 （目的・瑳自）

市施を要場設すの整る不備た完にめ全は、性多国額のの補費助用金

水産基提整 農林 水産 水産 強い水産業つ
施設整備事業費 志摩市阿児町 (R3.4) えるため、津波避難施設 津波避漁難業施関設係の者設の置安に 備課 水産 業費 基盤 くり施設整備
補助金 鵜方3098-22 の整備に要する経費を補 より、 全 業費 整備 事業費

勧する。 性の確保と地域防災力 によらなければ事業実施 費
の向上を図る。 が閤難であることから、公

益性を有する。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱
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