
２００７年１０月２６日
連絡先
総務部

予算調整室
電話：０５９－２２４－２１１９

三重県における補助金等の基本的な在り方に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第８条の規定により、平成１９年第３回定例会に
かかる補助金等の実績に関する資料（年次報告）を公表します。

第４号様式（条例第８条第１項関係）

全体状況（平成18年度） （決算額の単位は百万円、（ ）書きは構成比）

財 源 性 質 別 歳 出 区 分

項 目 一般会計 特別会計 決算額 項 目 一般会計 特別会計 決算額

国庫支出金 10,803 0 10,803 (12.1%) 消費的経費 74,450 3 74,453 (83.7%)

国庫支出金以外の特定財源 5,544 146 5,690 (6.4%)
投資的経費 14,330 143 14,473 (16.3%)

うち補助事業費 7,974 7,974 (9.0%)

うち単独事業費 6,357 143 6,500 (7.3%)

  計 88,781 146 88,927 (100.0%) 計 88,781 146 88,927 (100.0%)

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）

補助金等の交付に係る全体状況（その１）

一般財源 72,433 0 72,433 (81.5%)



第４－１号様式（条例第８条第１項関係）

（１）財源内訳 （単位：百万円）  
平成１６年度 平成１７年度① 平成１８年度② 伸び率（②/①）

決算額 84,991 86,820 88,781 2.3

国庫支出金 18,827 16,311 10,803 △ 33.8

国庫支出金以外の特定財源 6,817 2,779 5,544 99.5

一般財源 59,347 67,729 72,433 6.9

（２）性質別区分 （単位：百万円）  
平成１６年度 平成１７年度① 平成１８年度② 伸び率（②/①）

決算額 84,991 86,820 88,781 2.3

消費的経費 65,860 69,647 74,450 6.9

投資的経費 19,131 17,173 14,330 △ 16.6

うち補助事業費 11,194 9,305 7,974 △ 14.3

うち単独事業費 7,937 7,868 6,357 △ 19.2

（３）目的別区分 （単位：百万円）  
平成１６年度 平成１７年度① 平成１８年度② 伸び率（②/①）

決算額 84,991 86,820 88,781 2.3

総務費 5,529 5,263 4,358 △ 17.2

民生費 43,179 49,457 52,297 5.7

衛生費 4,974 4,898 5,468 11.6

労働費 1,113 179 175 △ 2.2

農林水産業費 10,978 7,618 7,442 △ 2.3

商工費 6,816 5,124 6,222 21.4

土木費 3,250 3,644 3,881 6.5

警察費 120 120 41 △ 65.8

教育費 7,703 7,711 7,554 △ 2.0

災害復旧費 1,329 2,806 1,344 △ 52.1

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）

補助金等の交付に係る全体状況（その２）・一般会計



                         補助金等の交付に係る全体状況について（一般会計）

  平成１８年度の補助金等の交付に係る決算額の合計は８８，７８１百万円で、一般会計の歳出決算額全体（６９１，００２百
万円）の１２．８％となっている。
  内訳は、消費的経費が７４，４５０百万円、投資的経費が１４，３３０百万円となっており、投資的経費のうち、補助事業費
が７，９７４百万円、単独事業費が６，３５７百万円である。
  平成１７年度と比べた場合、決算額計は２．３％の増、消費的経費が６．９％の増、投資的経費が１６．６％の減、投資的経

費のうちの補助事業費が１４．３％の減、単独事業費が１９．２％の減となっている。

  また、目的別では、総務費が９０５百万円の減（１７．２％の減）、民生費が２，８４０百万円の増（５．７％の増）、衛生

費が５７０百万円の増（１１．６％の増）となり、商工費が１，０９８百万円の増（２１．４％の増）、災害復旧費が１，４６

２百万円の減（５２．１％の減）となっている。

  平成１８年度の補助金等の交付に係る財源は、総額８８，７８１百万円中、国庫支出金が１０，８０３百万円、国庫支出金以

外の特定財源が５，５４４百万円、一般財源が７２，４３３百万円となっている。

  平成１７年度と比べた場合には、国庫支出金は５，５０８百万円（３３．８％）の減、国庫支出金以外の特定財源は２，７６

５百万円（９９．５％）の増、一般財源は４，７０４百万円（６．９％）の増となっている。

２．歳出について

１．財源について



第４－１号様式（条例第８条第１項関係）

（１）財源内訳 （単位：百万円）
平成１６年度 平成１７年度① 平成１８年度② 伸び率（②/①）

決算額 496 235 146 △ 37.9

国庫支出金 5 －

国庫支出金以外の特定財源 487 235 146 △ 37.9

一般財源 5 －

（２）性質別区分 （単位：百万円）
平成１６年度 平成１７年度① 平成１８年度② 伸び率（②/①）

決算額 496 235 146 △ 37.9

消費的経費 25 6 3 △ 50.0

投資的経費 471 229 143 △ 37.6

うち補助事業費

うち単独事業費 471 229 143 △ 37.6

                         補助金等の交付に係る全体状況について（特別会計）

１．財源について

２．歳出について

補助金等の交付に係る全体状況（その２）・特別会計

  平成１８年度の補助金等の交付に係る財源は、総額１４６百万円であり、国庫支出金以外の特定財源が充てら
れている。
平成１７年度と比べた場合には、国庫支出金以外の特定財源は８９百万円（３７．９％）の減となっている。

  平成１８年度の補助金等の交付に係る決算額の合計は１４６百万円で、平成１７年度と比べた場合、決算額計
は
８９百万円（３７．９％）の減となっている。
  

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

1 航空ネットワーク形成事業費 中部国際空港海上アク
セス高速船建造事業費
補助金

松阪市 141,277 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

2 鉄道網整備・利便性向上事業
費

鉄道軌道近代化設備整
備費補助金

伊勢鉄道株式会社 37,000 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

3 鉄道網整備・利便性向上事業
費

鉄道軌道近代化設備整
備費補助金

三岐鉄道株式会社 22,792 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

4 鉄道網整備・利便性向上事業
費

幹線鉄道等活性化事業
費補助金

北勢線施設整備株式会
社

56,399 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

5 バス路線確保事業費 生活交通路線維持費補
助金

三重交通株式会社 285,334 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

6 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

津市 18,688 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

7 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

鈴鹿市 11,216 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

8 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

亀山市 11,066 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

9 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

鳥羽市 10,093 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

10 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

熊野市 12,116 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

補助金等の交付実績

政策部1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

11 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

伊賀市 30,888 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

12 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス等
維持費補助金

南伊勢町 21,304 政策部関係補助金等交付要綱 交通政策室

13 四日市港関係諸費 四日市港管理組合負担
金

四日市港管理組合 1,852,986 四日市港管理組合規約第１７条 交通政策室

14 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

津市 20,937 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

15 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

松阪市 24,750 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

16 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

桑名市 10,850 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

17 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

鈴鹿市 11,972 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

18 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

名張市 30,060 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

19 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

熊野市 19,682 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

20 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

志摩市 31,515 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

政策部2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

21 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

東員町 30,086 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

22 総合エネルギー対策費 発電用施設周辺地域振
興事業費補助金

菰野町 25,149 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

23 総合エネルギー対策費 電源立地地域対策交付
金（水力枠）

尾鷲市 10,521 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

24 総合エネルギー対策費 電源立地地域対策交付
金（水力枠）

熊野市 12,439 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

25 総合エネルギー対策費 電源立地地域対策交付
金（水力枠）

大台町 14,646 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

26 総合エネルギー対策費 電源立地地域対策交付
金（水力枠）

紀北町 13,475 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

27 総合エネルギー対策費 石油貯蔵施設立地対策
等交付金

四日市市 147,448 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

28 総合エネルギー対策費 石油貯蔵施設立地対策
等交付金

尾鷲市 27,582 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

29 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 いなべ市 20,475 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

30 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 東員町 37,710 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

政策部3



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

31 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 津市 10,581 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

32 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 大台町 11,633 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

33 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 志摩市 19,125 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

34 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 伊賀市 16,875 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

35 県土基礎調査推進事業費 地籍調査費負担金 熊野市 14,850 政策部関係補助金等交付要綱 土地・資源室

36 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 いなべ市 90,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

37 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 志摩市 100,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

38 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 伊賀市 60,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

39 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 桑名市 80,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

40 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 松阪市 145,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

政策部4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

41 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 亀山市 70,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

42 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 四日市市 125,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

43 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 大紀町 92,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

44 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 南伊勢町 60,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

45 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 紀北町 60,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

46 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 伊勢市 90,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

47 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 熊野市 50,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

48 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 津市 271,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

49 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 多気町 70,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

50 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 紀宝町 42,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

政策部5



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

51 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付金 大台町 65,000 政策部関係補助金等交付要綱 地方分権・合
併室

52 輪中振興計画推進事業費 輪中振興計画推進事業
費補助金

木曽岬町 201,318 輪中振興計画推進事業実施要
綱

地域づくり支
援室

53 輪中振興計画推進事業費 輪中振興計画推進事業
費補助金

桑名市 175,000 輪中振興計画推進事業実施要
綱

地域づくり支
援室

54 離島振興対策費 離島航路整備事業補助
金

鳥羽市 30,327 政策部関係補助金等交付要綱 地域づくり支
援室

55 東紀州活性化推進事業費 東紀州地域活性化推進
施策支援事業補助金

東紀州地域活性化事業
推進協議会

15,000 政策部関係補助金等交付要綱 東紀州対策室

政策部6



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：政策部 ）
補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 「新しい時代の公」地
域貢献促進事業費補
助金

リフォーム（改善） 市町が主体となった地域づくりを進めるため、補助対象を平
成19年度から地域活動団体から市町に変更し、交付の方法
を直接補助から間接補助に見直した。

地域づくり支
援室

2 生活創造圏づくり推
進事業費補助金

廃止 県は地域が主体となった地域づくりを補完・支援する役割に
移行するため、廃止した。

地域づくり支
援室

3 東紀州地域活性化推
進施策支援事業補助
金

廃止 「東紀州地域活性化事業推進協議会」を１９年３月に廃止
し、当協議会を母体として「東紀州観光まちづくり公社」が東
紀州の地域づくりを観光振興、産業振興、まちづくりの面か
ら総合的に推進していくために１９年４月に発展的に設置さ
れた。それに伴い補助金も見直しを行い、従来のものを廃
止するとともに、新たに「東紀州観光まちづくり推進事業補
助金」を設置した。

東紀州対策室

補助金等の見直し状況

政策部7



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名： 総務部 ） (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 室（課）名 備考

１ 職員互助会助成金 三重県職員互助会助成金 （財）三重県職員互助会 16,268 ○地方公務員法
○三重県職員等の共済制度に関
する条例
○総務部関係補助金等交付要綱

給与福利室

２ 地方職員共済組合負担金 地方職員共済組合負担金 地方職員共済組合
            三重県支部

28,867 地方公務員等共済組合法 給与福利室

 

－ 総務部 １ －

補助金等の交付実績



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：防災危機管理部） (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 室名 備考

1
消防施設等整備費補助金 消防施設等整備費補助金 桑名市 10,000 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
消防・保安室

2
情報伝達基盤整備事業補助
金

地震防災対策強化地域等施設
整備等補助金

いなべ市 10,000 防災危機管理部関係補助
金等交付要綱

防災対策室 17年度から
の繰越事業

3
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
四日市市 13,019 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

4
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
鈴鹿市 17,063 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

5
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
津市 15,217 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

6
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
菰野町 12,637 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

7
緊急津波ステーション整備事
業

緊急地震対策促進事業補助金
（緊急津波ステーション整備事

紀北町 11,065 防災危機管理部関係補助
金等交付要綱

地震対策室

8
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
四日市市 19,307 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

9
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
鈴鹿市 10,000 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

10
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
亀山市 13,468 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

11
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
明和町 14,306 防災危機管理部関係補助

金等交付要綱
地震対策室

12
緊急避難所（公共的施設）耐
震化促進整備事業

緊急地震対策促進事業補助金
（緊急避難所（公共的施設）耐
震化促進整備事業）

鈴鹿市 27,630 防災危機管理部関係補助
金等交付要綱

地震対策室

補助金等の交付実績

防災危機管理部 1



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：防災危機管理部 ）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室名 備考

1 緊急地震対策促進事業補助金 対象事業を下記の4項目に改め
た。
①津波対策促進事業
②孤立対策促進事業
③緊急避難所（公共的施設）耐震
化対策促進事業
④災害時要援護者対策促進事業

  市町が実施する地震対策への支援は、これまで
①緊急地域総合防災推進事業（避難誘導標識等
設置事業を含む）
②緊急津波ステーション整備事業
③緊急避難路整備事業
④緊急避難所（公共的施設）耐震化促進整備事
業
の4事業に基づき取り組んできたが、減災の観点
から、緊急かつ重点的な取組が必要な対策に再
構築を行った。

地震対策室

2 自主防災組織活性化促進事業
補助金

廃止  自主防災組織の組織率が90%を、また、訓練等
の実施率が75％を超えるようになったことから、県
の支援による一定の効果が得られたと考えられ、
今後は各組織の交流等を通じて活性化を進める
こととする。

地震対策室

3 消防施設等整備費補助金 ①国庫補助への上乗せ（補助率
1/6）の廃止
②県単独補助対象（空気呼吸器）
の廃止

 国の三位一体改革に伴う補助対象の見直しや
財源移譲が進んだことにより、県単補助としては、
国補の上乗せを行うよりも、国庫補助金の対象と
ならない零細事業など新たな需要に対応すること
が消防力の向上により効果的と考えるため。

 なお、空気呼吸器については需要が低いことか
ら廃止することとする。

消防・保安室

補助金等の見直し状況

防災危機管理部 ２



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

1
関係団体事業補助金 人権関係団体補助金 （財）反差別・人権研究所みえ 10,000 生活部関係補助金等交付要綱

人権関係団体事業補助金交付要
領

人権・同和室

2
団体指導助成費 同和関係団体補助金 部落解放同盟三重県連合会 10,500 生活部関係補助金等交付要綱

同和関係団体等補助金交付要領
人権・同和室

3

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 桑名市 17,189 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

4

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 四日市市 19,355 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

5

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 鈴鹿市 28,681 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

6

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 津市 84,948 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

7

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 松阪市 27,245 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

8

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 伊勢市 25,992 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

補助金等の交付実績

生活部 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

9

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 志摩市 10,341 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

10

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 伊賀市 66,416 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

11

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 名張市 18,042 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

12

文化にふれる機会提供
事業費

みえ県民文化祭実行委
員会経費負担金

みえ県民文化祭実行委員会 37,392 生活部関係補助金等交付要綱
みえ県民文化祭実行委員会経費
負担金交付要領

文化振興室

13

シルバー人材センター
促進事業費

シルバー人材センター
連合会事業補助金

社団法人三重県シルバー人材セ
ンター連合会

13,600 生活部関係補助金等交付要綱
シルバー人材センター連合会事
業補助金交付要領

勤労・雇用支援室

14

技能振興事業費 技能向上対策費補助金 三重県職業能力開発協会 37,487 職業能力開発促進法
雇用保険法
技能向上対策費補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱

勤労・雇用支援室

15
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人津田学園 260,169 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

16
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人暁学園 702,319 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

17
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人メリノール女子学院 193,103 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

生活部 2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

18
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人エスコラピオス学園 348,772 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

19
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人享栄学園 552,775 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

20
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人高田学苑 635,729 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

21
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人セントヨゼフ女子学園 275,099 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

22
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人梅村学園 561,242 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

23
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人皇學館 400,453 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

24
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人伊勢学園 169,735 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

25
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人愛農学園 49,194 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

26
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人日生学園 345,802 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

27
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人大橋学園 33,022 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

28
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人聖華学園 19,172 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

29
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人水谷学園 43,934 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

30
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人津田学園 224,745 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

生活部 3



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

31
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人福徳学園 19,096 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

32
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人暁学園 44,360 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

33
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人慈光学園 30,489 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

34
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人あおい学園 112,210 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

35
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人常磐学園 49,632 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

36
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人まきば学園 20,305 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

37
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人八郷学園 62,299 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

38
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人富田文化学園 81,482 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

39
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人グレイス学園 19,428 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

40
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人宣真学園 128,707 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

41
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人鈴鹿学園 65,649 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

42
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人ひかり学園 41,927 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

43
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人白百合学園 28,406 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

生活部 4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

44
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人古市学園 67,088 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

45
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人日本聖公会三重学

園
27,116 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

46
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人近畿福音ルーテル学

園
15,879 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

47
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人専修学園 31,919 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

48
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人真盛学苑 13,346 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

49
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人大川学園 83,422 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

50
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人山田学園 27,338 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

51
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人松ヶ谷学園 28,720 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

52
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人名古屋文化学園 33,925 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

53
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人藤学園 33,038 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

54
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人野辺野学園 43,342 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

55
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人日生学園 21,756 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

56
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人梅村学園 30,244 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

生活部 5



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

57
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人修道幼稚園 14,314 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

58
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人明倫幼稚園 13,219 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

59
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人有緝学園 23,693 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

60
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人中島学園 17,202 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

61
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人伊勢学園 21,314 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

62
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人みどり学園 40,211 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

63
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人マリア学園 32,548 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

64
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人前島学園 31,029 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

65
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人白鳳幼稚園 12,875 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

66
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人桔梗が丘学園 68,094 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

67
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人藤森学園 26,752 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

68
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人廣瀬学園 54,790 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

69
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人南泉学園 18,039 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

生活部 6



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

70
私立養護学校振興補助
金

私立養護学校振興補助
金

学校法人養護学校聖母の家
学園

123,637 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

71
私立専修学校振興補助
金

私立専修学校振興補助
金

学校法人大橋学園 17,285 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

72
私立専修学校振興補助
金

私立専修学校振興補助
金

学校法人古川学園 10,212 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

73
日本私学振興・共済事
業団補助金

日本私立学校振興・共
済事業団補助金

日本私立学校振興・共済事業
団

65,642 私立学校教職員共済法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

74
私立学校教職員退職基
金財団補助金

私立学校教職員退職基
金財団補助金

財団法人三重県私立学校教
職員退職基金財団

168,249 生活部関係補助金等交付要綱 青少年・私学室

75
私立高等学校授業料軽
減補助金

私立高等学校授業料軽
減補助金

学校法人伊勢学園 13,983 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

76
私立高等学校校舎等耐
震化緊急整備費補助金

私立高等学校校舎等耐
震化緊急整備費補助金

学校法人暁学園 45,262 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

77
私立高等学校校舎等耐
震化緊急整備費補助金

私立高等学校校舎等耐
震化緊急整備費補助金

学校法人高田学苑 16,271 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

青少年・私学室

78
大学建設費補助金 四日市看護医療大学設

置費補助金
学校法人暁学園 151,479 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
青少年・私学室

79

外国青年招致事業費 自治体国際化協会負担
金

財団法人自治体国際化協会 23,800 語学指導等を行う外国青年の給
与及び旅費に関する条例
国際交流活動を行う外国青年の
勤務条件等に関する規則
三重県国際交流員就業要綱

国際室

生活部 7



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部 ）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1
ひとにやさしいまちづ
くり支援事業費補助
金

廃止 さまざまな課題への取組が促進されるなど、一定の成果が
あったと考えられるため廃止した。 人権・同和室

2 同和関係団体補助金 リフォーム（改善） 補助対象項目の見直しを行った。 人権・同和室

3
自分発見、中学生地
域ふれあい事業費補
助金

リフォーム（改善） 職場体験活動補助金の限度額について見直しを行った。 青少年・私学
室

生活部 ８

補助金等の見直し状況



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

1 医療施設・避難所耐震
化整備促進事業

医療施設・避難所耐震
化整備促進事業補助金

日本赤十字社三重県支
部

10,000 健康福祉部関係補助金交付
要綱

健康福祉総
務室

2 社会福祉施設職員研修
事業費

社会福祉施設職員研修
事業費補助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

909,787 健康福祉部関係補助金交付
要綱

地域福祉室

3 福祉サービス利用援助
等事業補助金

地域福祉権利擁護事業
費補助金

(社福）三重県社会福祉
協議会

882,592 セーフティネット支援対策等事
業費補助金交付要綱、健康
福祉部関係補助金交付要綱

地域福祉室

4 視覚障害者支援セン
ター等運営事業費

点字図書館運営事業費
補助金

(社福）伊賀市社会事業
協会

637,915 身体障害者保護費国庫負担
（補助）金交付要綱及び健康
福祉部関係補助金等交付要
綱

地域福祉室

5 交通施設バリアフリー
化事業

三重県交通施設バリア
フリー化設備モデル整
備補助金

東海旅客鉄道株式会社 567,130 三重県交通施設バリアフリー
化設備モデル整備補助金交
付要綱

地域福祉室

6 福祉活動指導員設置費
補助金

福祉活動指導員設置費
補助金

(社福)三重県社会福祉
協議会

449,827 健康福祉部関係補助金交付
要綱

地域福祉室

7 社会福祉施設職員等退
職手当共済事業給付費
補助金

社会福祉施設職員等退
職手当共済事業給付費
補助金

(独法)福祉医療機構 434,165 社会福祉施設職員等退職手
当共済法及び三重県健康福
祉部関係補助金交付要綱

地域福祉室

8 ボランティアセンター事
業費補助金

ボランティアセンター事
業費補助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

414,361 セーフティネット支援対策等事
業費補助金交付要綱、健康
福祉部関係補助金交付要綱

地域福祉室

9 生活福祉資金貸付事業
補助金

生活福祉資金貸付事業
補助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

356,814 セーフティネット支援対策等事
業費補助金交付要綱、健康
福祉部関係補助金交付要綱

地域福祉室

10 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

津市 328,623 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

補助金等の交付実績

健康福祉部 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

11 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

四日市市 296,373 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

12 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

伊勢市 283,316 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

13 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

松阪市 261,293 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

14 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

桑名市 254,432 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

15 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

鈴鹿市 236,250 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

16 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

名張市 236,250 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

17 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

尾鷲市 217,051 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

18 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

亀山市 168,750 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

19 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

鳥羽市 165,852 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

20 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

熊野市 161,435 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

21 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

いなべ市 161,187 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

22 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

志摩市 156,793 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

健康福祉部 2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

23 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

伊賀市 155,250 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

24 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

東員町 154,460 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

25 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

菰野町 144169 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

26 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

川越町 142,059 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

27 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

多気町 137,635 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

28 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

明和町 135,003 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

29 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

大台町 132,303 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

30 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

玉城町 129,551 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

31 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

大紀町 129,291 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

32 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

南伊勢町 127,315 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

33 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

紀北町 126,626 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

34 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助
金

紀宝町 124,846 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

健康福祉部 3



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

35 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 津市 124,203 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

36 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 四日市市 122,201 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

37 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 伊勢市 121,722 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

38 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 松阪市 119,574 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

39 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 桑名市 114,433 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

40 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 鈴鹿市 112,692 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

41 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 名張市 111,269 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

42 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 亀山市 108,481 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

43 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 いなべ市 104,928 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

44 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 志摩市 101,250 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

45 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 伊賀市 101,250 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

46 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 東員町 99,892 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

健康福祉部 4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

47 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 菰野町 98,600 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

48 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 明和町 98,534 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

49 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

津市 96,904 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

50 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

四日市市 90,989 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

51 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

伊勢市 89,394 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

52 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

松阪市 88,600 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

53 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

桑名市 84,692 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

54 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

鈴鹿市 83,980 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

55 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

名張市 83,955 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

56 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

志摩市 83,356 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

57 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補
助金

伊賀市 80,596 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

生活保障室

58 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

津市 75,120 国民健康保険法 生活保障室

健康福祉部 5



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

59 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

四日市市 73021 国民健康保険法 生活保障室

60 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

伊勢市 68,997 国民健康保険法 生活保障室

61 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

松阪市 68,423 国民健康保険法 生活保障室

62 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

桑名市 67,974 国民健康保険法 生活保障室

63 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

鈴鹿市 65,057 国民健康保険法 生活保障室

64 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

名張市 64,639 国民健康保険法 生活保障室

65 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

尾鷲市 64,615 国民健康保険法 生活保障室

66 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

亀山市 63,822 国民健康保険法 生活保障室

67 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

鳥羽市 63,719 国民健康保険法 生活保障室

68 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

熊野市 63,272 国民健康保険法 生活保障室

69 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

木曽岬町 63,130 国民健康保険法 生活保障室

70 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

東員町 62850 国民健康保険法 生活保障室

健康福祉部 6



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

71 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

菰野町 62,112 国民健康保険法 生活保障室

72 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

朝日町 62,018 国民健康保険法 生活保障室

73 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

川越町 61,158 国民健康保険法 生活保障室

74 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

多気町 60,750 国民健康保険法 生活保障室

75 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

明和町 60,251 国民健康保険法 生活保障室

76 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

大台町 59,308 国民健康保険法 生活保障室

77 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

玉城町 55,058 国民健康保険法 生活保障室

78 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

度会町 48,899 国民健康保険法 生活保障室

79 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

御浜町 48,514 国民健康保険法 生活保障室

80 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

紀宝町 48,217 国民健康保険法 生活保障室

81 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

いなべ市 47,878 国民健康保険法 生活保障室

82 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

志摩市 47,530 国民健康保険法 生活保障室

健康福祉部 7



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

83 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

伊賀市 46,080 国民健康保険法 生活保障室

84 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

大紀町 45,031 国民健康保険法 生活保障室

85 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

南伊勢町 44,250 国民健康保険法 生活保障室

86 国民健康保険調整交付
金

国民健康保険調整交付
金

紀北町 43,763 国民健康保険法 生活保障室

87
家庭支援推進保育事業
費補助金

家庭支援推進保育事業
費補助金

伊賀市 43,362 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

88 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

津市 42,307 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

89
放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

四日市市 42,025 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

90 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

伊勢市 41786 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

91
放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

松阪市 40,727 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

92 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

桑名市 40180 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

93
放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費
補助金

鈴鹿市 39,745 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

94 次世代育成支援特別保
育推進事業補助金

次世代育成支援特別保
育推進事業補助金（低
年齢児保育推進事業）

津市 37,444 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

健康福祉部 8



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

95 次世代育成支援特別保
育推進事業補助金

次世代育成支援特別保
育推進事業補助金（低
年齢児保育推進事業）

四日市市 37,269 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

96 次世代育成支援特別保
育推進事業補助金

次世代育成支援特別保
育推進事業補助金（低
年齢児保育推進事業）

松阪市 37,100 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

97 次世代育成支援特別保
育推進事業補助金

次世代育成支援特別保
育推進事業補助金（低
年齢児保育推進事業）

鈴鹿市 36,824 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

98 特別保育事業費補助金 障害児保育事業費補助
金

津市 36,416 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

99 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

津市 36,248 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

100 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

四日市市 36,063 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

101 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

伊勢市 35,964 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

102 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

松阪市 35,882 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

103 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

桑名市 35,726 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

104 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

鈴鹿市 34,974 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

105 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援セン
ター事業費補助金

伊賀市 34,575 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

106 児童虐待防止拠点整備
事業

児童養護施設等整備費
補助金

（社福）アパティア福祉
会

34,328 健康福祉部関係補助金等交
付要綱

こども家庭
室

健康福祉部 9
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107 北勢健康増進センター
整備事業費補助金

北勢健康増進センター
整備事業費補助金

四日市市 33,518 北勢健康増進センター整備事
業費補助金交付要綱

健康づくり
室

108 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

三重県厚生連看護専門
学校

33,150 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

109 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

ユマニテク看護専門学
校

32,861 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

110 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

三重県岡波看護専門学
校

31,981 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

111 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

津看護専門学校 31,323 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

112 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

桑名看護専門学校 30,756 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

113 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

松阪看護専門学校 30,514 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

114 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

伊勢保健衛生看護専門
学校

30,156 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

115 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

四日市医師会看護専門
学校

30,106 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室
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116 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

三重看護専門学校 29,999 看護師等養成所運営費補助
金交付要綱

医療政策室

117 救命救急センター運営
事業補助金

救命救急センター運営
事業補助金

日本赤十字社三重県支
部（山田赤十字病院救
命救急センター）

29,946 健康福祉部関係補助金等交
付要綱
医療政策室関係（救急医療関
係）補助金交付要領

医療政策室

118 看護師等養成所施設整
備費補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

聖十字学院 29,565 医療提供体制施設整備交付
金交付要綱及び看護師等養
成所施設整備費補助金交付
要領

医療政策室

119 看護師等養成所初度施
設整備費補助金

医療関係者養成確保対
策費補助金（看護師等
養成所運営費補助金

聖十字学院 29,448 医療提供体制推進事業費補
助金交付要綱及び看護師等
養成所初度設備整備費補助
金交付要領

医療政策室

120 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）宏育会 29,341 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

121 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）陽光会 28,963 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

122 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）正寿会 28,651 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

123 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）いがほくぶ 28,351 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

124 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）三重豊生会 27,821 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

125 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）北斗会 27,785 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室
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126 特別養護老人ホーム整
備事業費補助事業

特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

（社福）太陽の里 27,785 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

127 保健衛生施設等整備事
業

保健衛生施設等整備事
業費

（医）誠仁会 27,500 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

128 保健衛生施設等整備事
業

保健衛生施設等整備事
業費

（医）社団嘉祥会 27,372 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

129 保健衛生施設等整備事
業

保健衛生施設等整備事
業費

志摩市 27,328 三重県老人保健福祉施設整
備費補助金交付要領

長寿社会室

130 介護サービス苦情処理
業務補助金

介護サービス苦情処理
業務補助金

三重県国民健康保険団
体連合会

26,446 健康福祉部関係補助金交付
要綱及び介護サービス苦情
処理業務補助金交付要領

長寿社会室

131 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 津市 26,420 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

132 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 四日市市 26,188 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

133 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 伊勢市 25,848 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

134 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 松阪市 25,696 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

135 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 桑名市 25,562 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

136 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 名張市 25,430 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室
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137 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 志摩市 25,000 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

138 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 伊賀市 25,000 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

139 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 紀北広域連合 25,000 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

140 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 紀南介護保険広域連合 24,654 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

141 地域支援事業県交付金 地域支援事業県交付金 鈴鹿亀山地区広域連合 24,502 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び地域支援事業県
交付金交付要領

長寿社会室

142 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）青山里会 24,244 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

143 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）聖フランシスコ
会

24,211 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

144 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）鈴の音会 24,022 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

145 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）長茂会 23,935 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

健康福祉部 13



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

146 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（医）康誠会 23,743 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

147 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）ユートピア 23,463 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

148 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）英水会 23,090 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

149 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）鈴鹿聖十字会 23,066 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

150 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

(医)療法人社団 川越
伊藤医院

22,998 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

151 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）伊勢湾福祉会 22,710 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

152 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）陽光会 22,047 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

153 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）博愛会 21,593 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室
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154 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）三重ベタニヤ 20,894 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

155 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）高田福祉事業協
会

20,453 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

156 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）洗心福祉会 20,443 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

157 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）正寿会 20,395 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

158 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）アイ・ティー・
オー福祉会

20,260 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

159 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）聖ヨゼフ会松阪 20,114 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

160 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）神戸福祉会 20,025 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

161 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）太陽の里 19,967 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

162 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）賀集会 19,917 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

163 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）三重豊生会 19,691 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

164 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）恵成会 19,671 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

165 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）グリーンセンター
福祉会

19,345 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

166 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費
補助金

（社福）こもはら福祉会 18,868 健康福祉部関係補助金等交
付要綱及び三重県軽費老人
ホーム事務費補助金交付要
領

長寿社会室

167 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）慈徳会 18,515 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室

168 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）三重済美学院 18,430 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室

169 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）鈴風会 18,371 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室

170 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）いずみ 18,026 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室

171 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）ぬくもり結の里 17,992 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

172 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設整
備費補助金

（社福）聖マッテヤ会 17,945 社会福祉施設等施設整備費
国庫補助金交付要綱

障害福祉室

173 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（医）北勢会 17,930 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

174 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（医）康誠会 17,852 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

175 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（医）居仁会 17,759 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

176 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）四季の里 17,470 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

177 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）鐘和 17,468 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

178 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）夢の郷 17,213 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

179 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）伊賀昴会 17,171 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

180 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）愛恵会 17,046 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

181 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）ジェイエイみえ
会

16,907 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

182 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（社福）名張育成会 16,693 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

183 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施
設運営費補助金

（医）紀南会 16,368 障害者自立支援給付費等国
庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

184 障害者就労支援事業費 知的障害者福祉工場運
営費補助金

（社福）明佑会 16,053 障害児施設措置費国庫負担
金及び知的障害者施設訓練
等支援費等国庫負担（補助）
金交付要綱

障害福祉室

185 障害者就労支援事業費 身体障害者福祉工場運
営費補助金

（社福）朋友 15,234 身体障害者保護費国庫負担
（補助）金交付要綱

障害福祉室

186 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

津市 14,913 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

187 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

四日市市 14,910 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

188 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

伊勢市 14,619 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

189 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

松阪市 14,176 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

190 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

桑名市 14,034 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

191 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

鈴鹿市 14,001 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

192 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

名張市 13,936 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

193 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

尾鷲市 13,876 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

194 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

亀山市 13,856 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

195 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

鳥羽市 13,789 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

196 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

熊野市 13,556 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

197 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

いなべ市 13,312 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

198 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

志摩市 13,232 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

健康福祉部 20



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

199 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

伊賀市 12,774 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

200 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

東員町 12,585 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

201 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

菰野町 12,538 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

202 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

川越町 12,434 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

203 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

多気町 12,019 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

健康福祉部 21



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

204 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

明和町 11,993 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

205 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

大台町 11,972 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

206 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

玉城町 11,954 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

207 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

度会町 11,177 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

208 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

大紀町 11,090 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

健康福祉部 22



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

209 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

南伊勢町 10,700 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

210 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

紀北町 10,492 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

211 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

御浜町 10,364 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

212 心身障害児（者）居宅生活支
援事業・身体障害者更生医療
費・障害者福祉用具事業・精
神障害者居宅生活支援事業・
グループホーム等事業・障害
者施設訓練等支援費・高次脳
機能障害者生活支援事業・障
害者自立支援特別対策費・障
害者就労支援事業

三重県障害者自立支援
給付費負担（補助）金

紀宝町 10,000 三重県障害者自立支援事業
費負担（補助）金交付要領

障害福祉室

健康福祉部 23



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

1 三重県交通施設バ
リアフリー化設備モ
デル整備補助金

東海旅客鉄道株式
会社

    19年3月 23,090 平成18年12月26日に中間
検査、平成19年3月26日に
完成検査を行った

適正であった 地域福祉室

2 心身障害者医療費
補助金

津市  17年6月
       9月
      12月
  18年3月

296,373 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月5日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

3 心身障害者医療費
補助金

四日市市 同上 283,316 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月16日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

4 心身障害者医療費
補助金

伊勢市 同上 129,551 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月17日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

5 心身障害者医療費
補助金

松阪市 同上 161,435 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

6 心身障害者医療費
補助金

桑名市 同上 124,846 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

立入調査その他監督の実施状況

健康福祉部 24



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

7 心身障害者医療費
補助金

鈴鹿市 同上 165,852 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月13日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

8 心身障害者医療費
補助金

名張市 同上 67,974 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月14日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

9 心身障害者医療費
補助金

尾鷲市 同上 34,575 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

10 心身障害者医療費
補助金

亀山市 同上 44,250 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

11 心身障害者医療費
補助金

鳥羽市 同上 24,244 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年11月14日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

12 心身障害者医療費
補助金

熊野市 同上 31,981 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

健康福祉部 25



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

13 心身障害者医療費
補助金

いなべ市 同上 48,217 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月16日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

14 心身障害者医療費
補助金

志摩市 同上 62,112 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

15 心身障害者医療費
補助金

伊賀市 同上 104,928 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

16 心身障害者医療費
補助金

東員町 同上 19,691 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

17 心身障害者医療費
補助金

菰野町 同上 37,100 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

18 心身障害者医療費
補助金

川越町 同上 12,774 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月14日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

健康福祉部 26



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

19 心身障害者医療費
補助金

多気町 同上 16,693 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月13日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

20 心身障害者医療費
補助金

明和町 同上 22,710 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年11月27日に
立入調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

21 心身障害者医療費
補助金

大台町 同上 13,856 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年9月26日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

22 心身障害者医療費
補助金

玉城町 同上 14,034 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年11月27日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

23 心身障害者医療費
補助金

大紀町 同上 17,470 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

24 心身障害者医療費
補助金

南伊勢町 同上 25,696 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月31日に
立入調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

健康福祉部 27



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

25 心身障害者医療費
補助金

紀北町 同上 36,824 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月27日に
立入調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

26 心身障害者医療費
補助金

紀宝町 同上 12,538 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月20日に
立入調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

27 乳幼児医療費補助
金

津市 同上 142,059 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月5日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

28 乳幼児医療費補助
金

四日市市 同上 156,793 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月16日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

29 乳幼児医療費補助
金

伊勢市 同上 63,719 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月17日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

30 乳幼児医療費補助
金

松阪市 同上 84,692 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

31 乳幼児医療費補助
金

桑名市 同上 68,997 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

32 乳幼児医療費補助
金

鈴鹿市 同上 121,722 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月13日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

33 乳幼児医療費補助
金

名張市 同上 33,150 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月14日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

34 乳幼児医療費補助
金

亀山市 同上 27,500 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

35 乳幼児医療費補助
金

いなべ市 同上 21,593 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月16日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

36 乳幼児医療費補助
金

志摩市 同上 24,502 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

37 乳幼児医療費補助
金

伊賀市 同上 37,269 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

38 乳幼児医療費補助
金

東員町 同上 12,019 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

39 乳幼児医療費補助
金

菰野町 同上 20,395 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

40 乳幼児医療費補助
金

明和町 同上 13,556 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年11月27日に
立入調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

41 一人親家庭等医療
費補助金

津市 同上 61,158 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月5日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

42 一人親家庭等医療
費補助金

四日市市 同上 64,639 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月16日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

43 一人親家庭等医療
費補助金

伊勢市 同上 36,248 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月17日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

44 一人親家庭等医療
費補助金

松阪市 同上 42,025 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

45 一人親家庭等医療
費補助金

桑名市 同上 23,935 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月27日に
書面にて調査を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

生活保障室

46 一人親家庭等医療
費補助金

鈴鹿市 同上 45,031 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成18年10月13日に
立入調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

47 一人親家庭等医療
費補助金

名張市 同上 16,368 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月14日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

48 一人親家庭等医療
費補助金

志摩市 同上 20,453 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月22日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

49 一人親家庭等医療
費補助金

伊賀市 同上 18,371 福祉医療費助成事業市町
村事務調査実施要領に基
づき、平成19年3月19日に
書面にて調査を行った

おおむね適正であった 生活保障室

50 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）慈徳会 18年11月 124,203 中間調査 Ｈ18.5.17
完成調査 H.19.2.22

概ね適正であった 障害福祉室

51 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）三重済美学院 19年3月 144,169 中間調査 Ｈ18.4.26
完成調査 H.19.3.14

概ね適正であった 障害福祉室

52 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）鈴風会 19年3月 41,786 中間調査 Ｈ18.5.7
完成調査 H.181.2.22

概ね適正であった 障害福祉室

53 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）いずみ 18年11月 40,180 着工調査 Ｈ18.5.7
中間調査 H.181.2.22
完成調査 H.19.5.16

事務の適性な取扱いに指
導を行った

障害福祉室

54 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）ぬくもり結の里 19年3月 73,021 着工調査 Ｈ18.5.7
中間調査 H.181.2.22
完成調査 H.19.5.16

概ね適正であった 障害福祉室

55 社会福祉施設等施
設整備費補助金

（福）聖マッテヤ会 19年3月 62,850 着工調査 Ｈ18.5.7
中間調査 H.181.2.22
完成調査 H.19.5.16

概ね適正であった 障害福祉室

56 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（医）北勢会 18年6月
18年12月
19年2月

65,057 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年8月2日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

健康福祉部 32



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

57 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（医）康誠会 18年6月
18年12月
19年2月

17,468 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年6月28日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

58 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（医）居仁会 18年6月
18年12月
19年2月

27,785 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年8月22日に立入調査
を行った

おおむね適正であった 障害福祉室

59 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）四季の里 18年6月
18年12月
19年2月

83,356 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月12日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

60 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）鐘和 18年6月
18年12月
19年2月

22,047 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月30日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

61 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）夢の郷 18年6月
18年12月
19年2月

83,980 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月19日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

62 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）伊賀昴会 18年6月
18年12月
19年2月
19年3月

29,448 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月27日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名： ） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

63 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）愛恵会 18年6月
18年12月
19年2月

88,600 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月3日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

64 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）ジェイエイみ
え会

18年6月
18年12月
19年2月
19年3月

68,423 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月10日に立入調査
を行った

おおむね適正であった 障害福祉室

65 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（社福）名張育成会 18年6月
18年12月
19年2月

36,416 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月23日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室

66 精神障害者社会復
帰施設運営事業費
補助金

（医）紀南会 18年6月
18年12月
19年2月

27,785 精神障害者社会復帰施設
指導監査要綱に基づき、平
成19年7月18日に立入調査
を行った

事務の適正な取扱いにつ
いて指導を行った

障害福祉室
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第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名： 健康福祉部 ）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 セーフティネット支援
対策等事業費補助金

廃止 国庫補助の仕組みが、県経由の間接補助制度から市町へ
の直接補助制度へ変更となったことによる

地域福祉室

2 精神障害者社会復帰
施設運営事業費補助
金

一部廃止 障害者自立支援法に定める経過措置対象外となった福祉
ホームＡ型及び地域生活支援センターについて、Ｈ18.10か
ら補助対象外とした。

障害福祉室

補助金等の見直し状況
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

1 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

菰野町 12,967 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

2 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

亀山市 11,721 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

3 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

松阪市 57,633 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

4 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

明和町 15,096 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

5 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

伊勢市 55,283 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

6 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

度会町 10,270 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

7 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

志摩市 27,532 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

8 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

伊賀市 32,212 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

補助金等の交付実績

環境森林部 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

9 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

熊野市 12,509 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

10 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽市町村整備促進
事業補助金

松阪市 13,132 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽市町村整備促進事業
実施要綱及び同交付要領

水質改善室

11 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽市町村整備促進
事業補助金

多気町 11,327 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽市町村整備促進事業
実施要綱及び同交付要領

水質改善室

12 浄化槽設置促進事業補
助金

浄化槽設置促進事業補
助金

桑名市 24,995 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

13 浄化槽設置促進事業補
助金

浄化槽設置促進事業補
助金

四日市市 39,340 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

14 浄化槽設置促進事業補
助金

浄化槽設置促進事業補
助金

鈴鹿市 66,148 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

15 浄化槽設置促進事業補
助金

浄化槽設置促進事業補
助金

津市 59,063 環境森林部関係補助金等交
付要綱
浄化槽設置促進事業実施要
綱及び同交付要領

水質改善室

16 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

四日市市 15,078 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

環境森林部 2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

17 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

津市 33,805 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

18 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

松阪市 19,373 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

19 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

南伊勢町 10,201 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

20 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

伊賀南部環境衛生組合 19,618 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

21 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業補助金

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

尾鷲市 17,265 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ダイオキシン緊急対策施設整
備費補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

22 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

伊勢広域環境組合 23,549 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

23 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

桑名広域清掃事業組合 44,121 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

24 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

津市 13,922 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

25 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

香肌奥伊勢資源化広域
連合

45,131 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

26 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

南牟婁清掃施設組合 23,530 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

27 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

紀北町 29,805 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

28 資源循環型処理施設整
備費等補助金

資源循環型処理施設整
備費補助金

伊賀市 22,704 環境森林部関係補助金等交
付要綱
資源循環型処理施設整備費
補助金交付要領

ごみゼロ推
進室

29 「ごみゼロ社会」実現推
進事業費

ごみゼロ社会実現プラ
ン推進モデル事業費補
助金

鳥羽市 13,103 環境森林部関係補助金等交
付要綱
ごみゼロ社会実現プラン推進
モデル事業費補助金交付要
領

ごみゼロ推
進室

30 ＰＣＢ廃棄物処理基金
支出金

ＰＣＢ廃棄物対策推進
事業費補助金

独立行政法人環境再生
保全機構

29,000 独立行政法人環境再生機構
法
環境森林部関係補助金等交
付要綱

廃棄物対策
室

31 廃棄物処理センター環
境基盤整備事業費

廃棄物処理センター一
般廃棄物処理事業費補
助金

財団法人三重県環境保
全事業団

500,000 環境森林部関係補助金等交
付要綱
廃棄物処理センター一般廃棄
物処理事業費補助金交付要
領

廃棄物対策
室

環境森林部 4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

32 不法投棄等の是正推進
事業費

不法投棄等の是正推進
事業費補助金

鈴鹿市 22,524 環境森林部関係補助金等交
付要綱
不法投棄等の是正推進事業
費補助金交付要領

廃棄物適正
処理室

33 木材コンビナート施設
整備事業費補助金・推
進事業

木材コンビナート施設
整備事業費補助金

ウッドピア流通検査協
同組合

56,575 環境森林部関係補助金等交
付要綱
強い林業・木材産業づくり交
付金実施要綱

森林振興室

34 造林事業費 造林事業費補助金 中勢森林組合 35,058 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

35 造林事業費 造林事業費補助金 宮川森林組合 20,161 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

36 造林事業費 造林事業費補助金 松阪飯南森林組合 33,810 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

37 造林事業費 造林事業費補助金 大紀森林組合 25,014 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

38 造林事業費 造林事業費補助金 伊賀森林組合 16,440 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

39 造林事業費 造林事業費補助金 森林組合おわせ 68,400 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

40 造林事業費 造林事業費補助金 熊野市森林組合 32,513 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

41 造林事業費 造林事業費補助金 紀南森林組合 19,158 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

42 造林事業費 造林事業費補助金（Ｈ１
７度繰越分）

伊勢市 21,712 環境森林部関係補助金等交
付要綱
三重県造林補助事業実施及
び補助金交付要領

森林保全室

43 間伐対策事業費 間伐対策事業費補助金 松阪飯南森林組合 13,629 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

44 間伐対策事業費 間伐対策事業費補助金 大紀森林組合 15,571 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

45 未来にひきつぐ「生産の
森」整備特別対策事業
費

未来にひきつぐ「生産の
森」整備特別対策事業
費補助金

宮川森林組合 32,615 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

46 未来にひきつぐ「生産の
森」整備特別対策事業
費

未来にひきつぐ「生産の
森」整備特別対策事業
費補助金

田中林業株式会社 18,511 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

47 森林吸収源整備緊急間
伐事業費

森林吸収源整備緊急間
伐事業費補助金

宮川森林組合 10,000 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

環境森林部 6



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

48 林道事業費 林道事業費補助金 松阪市 49,874 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

49 林道事業費 林道事業費補助金 森林組合おわせ 29,044 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

50 林道事業費 林道事業費補助金 尾鷲市 36,239 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

51 林道事業費 林道事業費補助金 熊野市 32,726 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

52 林道事業費 林道事業費補助金 紀宝町 19,200 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

53 林道事業費 林道事業費補助金（Ｈ１
７度繰越分）

松阪市 45,105 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

54 林道事業費 林道事業費補助金（Ｈ１
７度繰越分）

熊野市 86,813 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

55 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

亀山市 25,009 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

環境森林部 7



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

56 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

津市 30,326 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

57 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

松阪市 13,620 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

58 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

大台町 68,141 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

59 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

大紀町 38,833 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

60 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

伊賀市 17,894 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

61 森林環境創造事業費 森林環境創造事業費補
助金

熊野市 29,160 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

62 森林環境創造事業費 森林再生ＣＯ２吸収量
確保対策事業費補助金

松阪市 31,311 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

63 森林環境創造事業費 森林再生ＣＯ２吸収量
確保対策事業費補助金

大台町 42,977 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

環境森林部 8



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

64 森林環境創造事業費 森林再生ＣＯ２吸収量
確保対策事業費補助金

熊野市 14,467 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

65 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金

大台町 156,410 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

66 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金

熊野市 18,896 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

67 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金（Ｈ１７度繰越
分）

菰野町 12,069 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

68 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金（Ｈ１７度繰越
分）

松阪市 68,222 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

69 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金（Ｈ１７度繰越
分）

大台町 777,929 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

70 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金（Ｈ１７度繰越
分）

紀北町 108,899 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

71 林道施設災害復旧事業
費

林道施設災害復旧事業
費補助金（Ｈ１７度繰越
分）

熊野市 23,199 三重県農林水産業施設災害
復旧事業費補助金交付要綱
森林保全室関係補助金交付
要領

森林保全室

環境森林部 9



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

72 林業・木材産業構造改
革事業費補助金

林業・木材産業構造改
革事業費補助金

いなべ市 13,076 強い林業・木材産業づくり交
付金実施要綱
環境森林部関係補助金等交
付要領

林業経営室

73 森林整備促進事業 森林整備地域活動支援
交付金

松阪市 15,796 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林整備地域活動支援交付
金実施要領

林業経営室

74 森林整備促進事業 森林整備地域活動支援
交付金

紀北町 10,036 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林整備地域活動支援交付
金実施要領

林業経営室

75 森林整備促進事業 森林整備地域活動支援
交付金

熊野市 26,289 環境森林部関係補助金等交
付要綱
森林整備地域活動支援交付
金実施要領

林業経営室

76 自然公園大会開催事業
費

第４８回自然公園大会
三重県実行委員会負担
金

第４８回自然公園大会
三重県実行委員会

39,856 第４８回自然公園大会三重県
実行委員会会則

自然環境室

環境森林部 10



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 天然ガス自動車普及
促進事業補助金

リフォーム（改善） 国の補助基準額改正に伴い見直しを実施した。 地球温暖化対
策室

2 県単二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補
助金

廃止 重点プログラム事業期間終了に伴い廃止した。 地球温暖化対
策室

3 地球温暖化防止活動
団体等支援事業補助
金

新設 地球温暖化対策地域協議会、公益法人、ＮＰＯ法人など多
様な主体による多様な地球温暖化防止活動を支援すること
を目的に新設した。

地球温暖化対
策室

4 ごみ減量化モデル事
業費補助金

リフォーム（統合） ごみゼロ社会実現プラン推進モデル事業と整理・統合した。 ごみゼロ推進
室

5 産業廃棄物協同監視
交付金

廃止 重点プログラム事業期間終了に伴い廃止した。 廃棄物監視・
指導室

6 「三重の木と暮らす」
住まいづくり支援事
業費

リフォーム（改善） より多くの消費者に補助事業をうけてもらうため、金額及び
件数の見直しを行い、平成１９年度より「三重の木を使おう」
推進事業として実施中である。

森林振興室

7 木材コンビナート再
生事業費

廃止 コンビナート構想の見直しを行い、コンビナート全体の経営
健全化を図る目的の単年度事業であり、構想の検証・改革
プランの検討等を行い事業を終了した。

森林振興室

8 「県産材を使おう」県
民運動推進事業

廃止 「木づかいプラン」の策定を主目的とした単年度事業であり、
プランを策定し事業を終了した。

森林振興室

9 産・官・学市民連携尾
鷲ヒノキクラフト振興
支援事業費

廃止 「ものづくり勉強会」や作品展を開催するなど尾鷲ヒノキ等の
情報発信を行い、一定の成果が得られたため廃止した。

森林振興室

10 森林の環境保全・整
備連携推進事業費

リフォーム（統合） 事務的経費が中心の事業であるため、森林総務管理費へ
統合した。

森林振興室

補助金等の見直し状況

環境森林部 11



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

補助金等の見直し状況

11 未来にひきつぐ「生産
の森」整備特別対策
事業費補助金

リフォーム（統合） 第２次戦略計画により、重点的に森林整備に取り組むため
事業を統合した。

森林保全室

12 森林吸収源整備緊急
間伐事業費補助金

リフォーム（統合） 第２次戦略計画により、重点的に森林整備に取り組むため
事業を統合した。

森林保全室

13 県単造林事業費補助
金

リフォーム（統合） 第２次戦略計画により、重点的に森林整備に取り組むため
事業を統合した。

森林保全室

14 県単林道事業費補助
金

リフォーム（縮小） ふるさと林道緊急整備事業が、平成１９年度で廃止されるた
め、実施計画のない団体営補助を廃止した。

森林保全室

15 高齢林整備間伐促進
事業費補助金

新設 第２次戦略計画により、重点的に森林整備に取り組むため
事業を新設した。

森林保全室

16 間伐対策事業費補助
金

リフォーム（拡大） 国要領改正により新たに追加された対象事業を追加した。 森林保全室

17 森林整備地域活動支
援事業

リフォーム（改善） 国の補助基準の改正に伴い見直しを実施した。 林業経営室

18 林業担い手育成確保
対策事業

リフォーム(拡大） 重点事業に位置づけ、高校生職場体験や高性能林業機械
技術習得事業を創設した。

林業経営室

19 森林組合育成事業費
補助金

廃止 一定の成果が得られたため廃止した。 林業経営室

20 漁民の森活動推進事
業費補助金

新設 漁業関係者が自主的に実施する森林整備活動等の推進を
図ることを目的に新設した。

林業経営室
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第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

補助金等の見直し状況

21 竹林整備・利用モデ
ル事業費補助金

新設 放置林による被害を軽減するため、モデル地区を設定し、市
町や自治会、ボランティア団体等による竹林の実態調査、
整備、利用を支援し、地域の実情に応じた竹林のモデルづく
りを促進するとともに、その事例の普及を図ることを目的に
新設した。

林業経営室

22 林業・木材産業構造
改革事業費補助金

リフォーム（縮小） 国庫補助金が交付金となったことを受け、継続事業が終了
する年度に合わせて非公共事業の施設整備の補助率と整
合を図った。

林業経営室

23 安全・安心のきのこ
づくり推進事業費補
助金

廃止 重点プログラム事業期間終了に伴い廃止した。 林業経営室

24 ＦＳＣ森林認証取得
支援事業

廃止 一定の成果が得られたため廃止した。 林業経営室

25 自然公園大会開催事
業費

廃止 予定どおり自然公園大会が開催できたため、廃止した。 自然環境室

26 有害鳥獣捕獲促進事
業費補助金

新設 シカによる農林業被害が続くなか、第２期特定鳥獣保護管
理計画に沿った適正な頭数管理を行うため、個体数調整に
効果的なメスジカの捕獲を進めることを目的に新設した。

自然環境室
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第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

1 地域産業総合事業費 運輸事業振興助成交付金 社団法人三重県トラック
協会

458,870 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水商工
総務室

2 地域産業総合事業費 運輸事業振興助成交付金 社団法人三重県バス協
会

27,163 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水商工
総務室

3 産業フェア開催事業費 産業フェア開催事業費負担金 リーディング産業展みえ
２００６実行委員会

11,689 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水商工
企画室

4 漁業協同組合組織強化事業
費

漁協組織緊急再編対策事業利子
補給補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

11,935 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

5 漁業協同組合組織強化事業
費

漁協等経営基盤強化対策事業利
子補給補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

29,004 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

6 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協自立支援事業利子補給
補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

21,975 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

7 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協流通施設等整備事業費
補助金

鳥羽市 10,872 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

8 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協流通施設等整備事業費
補助金

志摩市 17,572 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

9 経営基盤確立事業費 創造的中小企業創出支援補助金 財団法人三重県産業支
援センター

22,215 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

10 経営基盤確立事業費 信用保証協会保証料軽減補助金 三重県信用保証協会 235,354 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

11 経営基盤確立事業費 三重県中小企業融資制度利子補
給補助金

株式会社百五銀行 39,610 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

12 経営基盤確立事業費 三重県中小企業融資制度利子補
給補助金

株式会社第三銀行 31,719 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

（単位：千円）
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第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

13 経営基盤確立事業費 三重県中小企業融資制度利子補
給補助金

株式会社三重銀行 12,456 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

14 経営基盤確立事業費 三重県中小企業融資制度利子補
給補助金

北伊勢上野信用金庫 10,591 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

15 農業経営近代化資金融通事
業費

三重県農業経営近代化資金利子
補給金

三重四日市農業協同組
合

19,675 三重県農業経営近代化
資金利子補給金交付規
則

金融室

16 農業経営近代化資金融通事
業費

三重県農業経営近代化資金利子
補給金

鈴鹿農業協同組合 25,798 三重県農業経営近代化
資金利子補給金交付規
則

金融室

17 農業経営近代化資金融通事
業費

三重県農業経営近代化資金利子
補給金

松阪農業協同組合 10,183 三重県農業経営近代化
資金利子補給金交付規
則

金融室

18 農業経営近代化資金融通事
業費

三重県農業経営近代化資金利子
補給金

三重県信用農業協同組
合連合会

13,662 三重県農業経営近代化
資金利子補給金交付規
則

金融室

19 漁業近代化資金融通事業費 三重県漁業近代化資金利子補給
金

三重県信用漁業協同組
合連合会

44,649 三重県漁業近代化資金
利子補給金交付規則

金融室

20 地域地場産業振興事業費 三重県中小企業経営改革チャレ
ンジ支援事業費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

84,547 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

21 中小企業支援センター事業費 三重県中小企業支援センター事
業費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

139,825 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

22 地域地場産業振興事業費 三重産業振興センター補助金 財団法人三重県産業支
援センター

219,209 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

23 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 桑名三川商工会
（旧多度町商工会）

20,002 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

24 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 桑名三川商工会
（旧長島町商工会）

17,948 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

農水商工部 2



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

25 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 木曽岬町商工会 28,997 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

26 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 いなべ市商工会
（旧北勢町商工会）

19,235 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

27 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 いなべ市商工会
（旧員弁町商工会）

16,792 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

28 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 いなべ市商工会
（旧大安町商工会）

13,745 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

29 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 いなべ市商工会
（旧藤原町商工会）

12,903 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

30 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 東員町商工会 15,469 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

31 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 菰野町商工会 29,339 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

32 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 楠町商工会 15,130 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

33 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 朝明商工会 16,401 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

34 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津北商工会 21,709 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

35 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津西商工会 18,240 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

36 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津みなみ商工会 51,538 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

37 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 嬉野町商工会 17,696 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

38 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 三雲町商工会 20,879 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

39 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 松阪西部商工会 50,196 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

農水商工部 3



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

40 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 多気町商工会
（旧勢和村商工会）

13,302 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

41 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 明和町商工会 18,206 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

42 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大台町商工会
（旧大台町商工会）

19,243 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

43 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大台町商工会
（旧宮川村商工会）

11,799 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

44 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 玉城町商工会 17,179 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

45 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 小俣町商工会 19,192 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

46 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大紀町商工会 33,261 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

47 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 南伊勢町商工会
（旧南勢町商工会）

14,251 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

48 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 南伊勢町商工会
（旧南島町商工会）

16,697 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

49 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 度会町商工会 16,382 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

50 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊賀市商工会 73,734 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

51 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会 96,753 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

52 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 紀北町商工会 48,301 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

53 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 御浜町商工会 15,063 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

54 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 紀宝町商工会 17,825 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

農水商工部 4



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

55 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 三重県商工会連合会 116,909 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

56 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 桑名商工会議所 43,099 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

57 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 四日市商工会議所 76,347 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

58 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鈴鹿商工会議所 52,661 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

59 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 亀山商工会議所 31,374 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

60 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津商工会議所 105,525 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

61 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 松阪商工会議所 44,778 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

62 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊勢商工会議所 49,671 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

63 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鳥羽商工会議所 31,719 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

64 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 上野商工会議所 34,927 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

65 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 名張商工会議所 36,513 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

66 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 尾鷲商工会議所 25,742 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

67 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 熊野商工会議所 28,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

68 みえ次世代産業創造基盤事
業費

三重県産業支援センター事業費
補助金

財団法人三重県産業支
援センター

224,773 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

69 みえ次世代産業創造基盤事
業費

みえ新産業創造２号ファンド事業
費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

150,080 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

農水商工部 5



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

70 中小企業連携組織対策事業
費

中小企業連携組織対策事業費補
助金

三重県中小企業団体中
央会

128,153 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

71 地域経済国際化対応費 独立行政法人日本貿易振興機構
三重貿易情報センター負担金

独立行政法人日本貿易
振興機構

12,832 協定書 産業支援
室

72 先端企業等誘致対策事業費 産業集積促進補助金 シャープ株式会社 650,000 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、産業
集積促進補助金交付要
領

企業立地
室

73 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

株式会社丸和製作所 64,271 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、バ
レー構想関連産業等立
地促進補助金交付要領

企業立地
室

74 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

富士通株式会社 400,000 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、バ
レー構想関連産業等立
地促進補助金交付要領

企業立地
室

75 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

株式会社東芝 400,000 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、バ
レー構想関連産業等立
地促進補助金交付要領

企業立地
室

76 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

味の素株式会社 300,000 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、バ
レー構想関連産業等立
地促進補助金交付要領

企業立地
室

77 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

凸版印刷株式会社 400,000 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、バ
レー構想関連産業等立
地促進補助金交付要領

企業立地
室

農水商工部 6



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

78 先端企業等誘致対策事業費 研究施設・過疎地域等立地促進
補助金

日東電工株式会社 48,229 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、研究
施設・過疎地域等立地
促進補助金交付要領

企業立地
室

79 先端企業等誘致対策事業費 研究施設・過疎地域等立地促進
補助金

ＪＳＲ株式会社 329,291 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、研究
施設・過疎地域等立地
促進補助金交付要領

企業立地
室

80 先端企業等誘致対策事業費 研究施設・過疎地域等立地促進
補助金

尾鷲名水株式会社 32,920 三重県企業立地促進条
例、同施行規則、研究
施設・過疎地域等立地
促進補助金交付要領

企業立地
室

81 経営構造対策事業費 経営構造対策事業費補助金 三重中央農業協同組合 198,569 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

82 経営構造対策事業費 経営構造対策事業費補助金 鈴鹿市 561,990 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

83 農業委員会及び農業会議助
成費

農業会議手当等負担金及び農業
会議費補助金

三重県農業会議 30,586 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

84 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 松阪市 15,843 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

85 農林水産業版プラットフォーム
整備事業費

農地保有合理化促進事業費補助
金

財団法人三重県農林水
産支援センター

40,853 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

86 農林水産業版プラットフォーム
整備事業費

農地保有合理化促進事業費補助
金（県農林水産支援センター推進
体制強化助成事業）

財団法人三重県農林水
産支援センター

31,957 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

87 国営等関連対策事業費 三重用水施設管理費負担金 独立行政法人水資源機
構

108,984 独立行政法人水資源機
構法

農業基盤
室

農水商工部 7



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

88 国営等関連対策事業費 木曽川用水施設管理費負担金 独立行政法人水資源機
構

15,276 独立行政法人水資源機
構法

農業基盤
室

89 土地改良推進事業費 土地改良施設安全管理指導事業
費補助金

三重県土地改良事業団
体連合会

15,785 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

90 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 市場土地改良区 15,065 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

91 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 菰野町 19,360 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

92 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 津市 46,147 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

93 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 大台町 48,012 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

94 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 大紀町 11,790 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

95 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費補助金 伊賀市 22,143 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

96 県単土地基盤整備事業費 土地改良施設整備補修事業費補
助金

三重県土地改良事業団
体連合会

96,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

97 経営体育成基盤整備事業費 担い手育成土地利用調整事業費
補助金

津中部土地改良区 39,196 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

98 団体営ため池等整備事業費 団体営ため池等整備事業費補助
金

名張市 24,191 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

99 農業用施設アスベスト対策事
業費

農業用施設アスベスト対策事業
（団体営調査計画事業）費補助金

宮川用水土地改良区 14,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

100 団体営災害耕地復旧事業費 団体営災害復旧事業費補助金 松阪市 62,602 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

101 団体営災害耕地復旧事業費 団体営災害復旧事業費補助金 紀北町 49,724 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

農水商工部 8



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

102 団体営災害耕地復旧事業費 団体営災害復旧事業費補助金 伊賀市 16,252 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

103 団体営災害耕地復旧事業費 団体営災害復旧事業費補助金 御浜町 12,902 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

104 漁業経営構造改善事業費、
食の安全にかかる漁業経営構
造改善事業費

漁業経営構造改善事業費補助金 鳥羽市 80,018 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

105 漁業経営構造改善事業費、
食の安全にかかる漁業経営構
造改善事業費

漁業経営構造改善事業費補助金 志摩市 131,919 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

106 食の安全にかかる漁業経営構
造改善事業費

漁業経営構造改善事業費補助金 尾鷲市 13,750 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

107 市町村営広域漁港整備事業
費

広域漁港整備事業費補助金 伊勢市 10,640 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

108 市町村営広域漁港整備事業
費

広域漁港整備事業費補助金 鳥羽市 143,235 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

109 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

桑名市 31,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

110 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

明和町 21,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

111 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

鳥羽市 205,810 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

112 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

南伊勢町 14,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

113 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

紀北町 42,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

114 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

熊野市 20,300 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

農水商工部 9



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

115 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

四日市市 32,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

116 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

鈴鹿市 24,328 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

117 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 松阪市 27,300 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

118 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 伊勢市 34,440 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

119 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 南伊勢町 41,960 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

120 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 四日市市 22,050 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

121 漁業集落環境整備事業費 漁業集落環境整備事業費補助金 南伊勢町 140,354 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

122 漁業集落環境整備事業費 漁業集落環境整備事業費補助金 大紀町 54,700 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

123 市町村営漁港漁場機能高度
化事業費

漁港漁場機能高度化事業費補助
金

伊勢市 51,600 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

124 市町村営漁場環境保全創造
事業費

漁場環境保全創造事業費補助金 尾鷲市 16,450 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

125 漁業集落排水整備支援事業
費

漁業集落排水整備支援事業費補
助金

南伊勢町 25,378 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

126 農山漁村交流支援事業費 山村振興特別対策事業費補助金 大紀町 25,930 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

127 農山漁村交流支援事業費 新グリーンツーリズム総合推進事
業費補助金

伊勢市 21,374 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

128 農山漁村交流支援事業費 新グリーンツーリズム総合推進事
業費補助金

伊賀市 28,770 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室
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第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

129 ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

いなべ市 15,694 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

130 ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

津市 18,304 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

131 ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

大台町 10,770 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

132 ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

伊賀市 64,790 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

133 ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

名張市 13,134 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

134 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

四日市市 157,685 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

135 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

鈴鹿市 339,865 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

136 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

亀山市 102,230 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

137 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

菰野町 162,085 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

138 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

伊賀市 167,069 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

139 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

名張市 234,620 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

140 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

四日市市 25,492 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室
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補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

141 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

鈴鹿市 100,650 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

142 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

亀山市 29,286 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

143 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

菰野町 24,255 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

144 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

伊賀市 30,524 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

145 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

名張市 27,884 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

146 団体営農村総合整備事業費 農村総合整備統合補助事業費補
助金

伊勢市 205,470 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

147 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

御浜町 52,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

148 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

紀宝町 50,435 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

149 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

伊賀市 45,850 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

150 団体営中山間地域総合整備
事業費

団体営中山間地域総合整備事業
費補助金

南伊勢町 75,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

151 食肉市場再編事業費 市場機能強化対策事業費補助金 四日市市 40,426 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水産物
安全室

152 食肉市場再編事業費 食肉処理施設再整備事業費補助
金

四日市市 19,148 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水産物
安全室

153 食肉市場再編事業費 食肉処理施設経営安定対策事業
費補助金

株式会社三重県松阪食
肉公社

39,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水産物
安全室
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補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

154 一般管理費 中央卸売市場清掃及びごみ処理
事業費補助金

三重県中央卸売市場協
力会

28,402 中央卸売市場清掃及び
ごみ処理事業費補助金
交付要綱

中央卸売
市場

中央卸売
市場事業
特別会計

155 一般管理費 国有資産等所在市町村交付金 松阪市 25,142 国有資産等所在市町村
交付金法

中央卸売
市場

中央卸売
市場事業
特別会計

156 農産物の生産振興事業費 茶花き生産振興対策事業費補助
金

伊勢農業協同組合 39,931 農水商工部補助金交付
要綱

農畜産室

157 農産物の生産振興事業費 紀南かんきつ産地パワーアップ対
策事業費補助金

三重南紀農業協同組合 10,500 農水商工部補助金交付
要綱

農畜産室

158 農産物の生産振興事業費 米・麦・大豆生産総合対策事業費
補助金

伊賀市 175,960 農水商工部補助金交付
要綱

農畜産室

159 畜産物の生産振興事業費 家畜排せつ物利活用施設整備事
業費補助金

伊賀市 124,016 農水商工部補助金交付
要綱

農畜産室

160 陸上無線局維持費 三重県漁業無線局負担金 三重県超短波無線漁業
協同組合

14,761 三重県漁業無線局運営
経費負担等に関する協
定書

水産室

161 栽培漁業推進事業費 種苗生産推進事業費補助金 財団法人三重県水産振
興事業団

33,481 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

162 栽培漁業推進事業費 資源増大実証事業費補助金 財団法人三重県水産振
興事業団

27,210 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

163 内水面域振興活動推進事業
費

稚あゆ放流事業費補助金 三重県内水面漁業協同
組合連合会

11,140 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

164 離島漁業再生支援交付金事
業費

離島漁業再生支援交付金 鳥羽市 12,782 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

農水商工部 13



第４－２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：農水商工部）

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 室名 備考

（単位：千円）

165 商業振興対策費 小売商業経営革新総合支援事業
費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

27,035 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

166 観光リゾート整備促進事業費 紀南地域活性化協議会事業運営
費補助金

紀南地域活性化協議会 11,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

167 観光情報提供事業推進費 社団法人三重県観光連盟事業費
補助金

社団法人三重県観光連
盟

22,158 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

168 三重県観光振興プラン推進事
業費

伊勢志摩キャンペーン負担金 伊勢志摩キャンペーン
実行委員会

14,060 「伊勢志摩キャンペー
ン」実行委員会規約第
１１条

観光・交
流室

169 三重県観光振興プラン推進事
業費

魅力ある観光地づくり支援事業費
補助金

伊勢志摩観光コンベン
ション機構

11,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

170 集客交流のしかけづくり事業
費

社団法人伊勢志摩観光コンベン
ション機構負担金

伊勢志摩観光コンベン
ション機構

15,000 社団法人伊勢志摩観光
コンベンション機構定款
第７条

観光・交
流室

171 観光振興戦略推進事業費 観光商品販売に対する支援事業
費補助金

三重県観光販売システ
ムズ

17,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

農水商工部 14



第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 漁協事業基盤強化総
合対策事業利子補給
補助金

廃止 利子補給期間の終了による廃止。 団体支援室

2 創造的中小企業創出
支援補助金

廃止 補助対象業務の精査による。 金融室

3 事業共同化等連携事
業等促進診断事業費
補助金

リフォーム（拡大） 補助対象事業の状況を踏まえ、補助対象経費の拡大をした
ものである。

金融室

4 三重県中小企業融資
制度利子補給補助金

リフォーム（縮小） 補助対象事業の状況を踏まえ、補給率の変更を行った。 金融室

5 商工団体強化支援事
業費補助金

廃止 組合総点検の結果を踏まえ、２年間にわたり監査指導や活
性化支援を実施した結果、監査指導における指摘事項の改
善や活性化支援における提案への取り組みなど、組合が個
別に抱える課題を解消し組合の体質強化が図られたことか
ら事業を廃止した。

産業支援室

6 コミュニティビジネス
支援事業費補助金

新設 コミュニティビジネス（ＣＢ）事業者の発掘やＣＢを支援する体
制の推進により、県内のＣＢ振興を図るため、新規に補助金
を構築した。

産業支援室

7 経営革新販路開拓支
援事業費補助金

リフォーム（統合） 経営改革実践企業市場展開チャレンジ事業費補助金（大都
市圏での販路開拓に向けて、商品完成度を上げるための専
門家派遣等の事業を統合し、総合的に支援することとした。)

産業支援室

8 経営革新商品化ブ
ラッシュアップ事業費
補助金

リフォーム（統合） 経営改革実践企業市場展開チャレンジ事業費補助金（商品
完成度を上げるための専門家派遣等の事業と、大都市圏で
の販路開拓を支援する事業を統合し、総合的に支援するこ
ととした。)

産業支援室

9 三重県中小企業経営
改革チャレンジ支援
事業費補助金

廃止 重点プログラムの終了に伴い、成果や課題を検討したとこ
ろ、社会情勢の変化に対しより適切に対応した中小企業の
支援体制とするべく第２次戦略プランに沿って新規事業とし
ての支援体制を整えたため当該事業は廃止した。

産業支援室

農水商工部 15



第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

10 地域産業活性化支援
事業費補助金

新設 地域産業の活性化を図るため、地域の特徴ある地域資源
（産地の技術・農林水産品・観光資源等）を活用した新たな
ビジネスを創出しようとする事業等に対する支援を実施する
こととした。

産業支援室

11 三重県オンリーワン
企業育成プログラム
事業費補助金

新設 県内中小企業が、経済のグローバル化による国内外の地
域間競争の激化等社会構造の変化に対応して発展していく
ために、技術の高度化、高付加価値製品の開発等を促し、
他社に真似のできないオンリーワン企業への成長を支援す
るため。

産業支援室

12 地域産業力創出支援
事業費補助金

リフォーム(改善) 平成１８年度から地域資源等を活用した地域の連携体によ
る価値創造活動に対し一律に補助金（上限50万円）を交付
したところであるが、具体的な事業計画策定に至るまでの基
礎的調査、研究等の準備段階についても補助できるよう、
補助対象を拡大した。事業の熟度に応じて、「ステージ１」
（基礎的調査等：補助額上限30万円）、「ステージ２」（事業計
画の策定等：補助額上限50万円）の２段階に区分し、価値
創造活動に段階的に取り組めるよう改善した。

産業支援室

13 事業戦略等コンサル
ティング支援事業費
補助金

新設 地域経済を支える中小企業の企業力向上を促進するため、
経営改善に取り組む意欲ある企業や、社会環境の変化等
による厳しい事業環境のもと、十分な成果が得られていない
企業の再チャレンジを、事業構築から課題解決まで総合的
に支援することとした。

産業支援室

14 みえ新産業創造２号
ファンド事業費補助
金

廃止 平成１８年度に「みえ新産業創造第２号投資事業有限責任
組合」を設立するため、その出資金を財団法人三重県産業
支援センターに補助し、設立できたため単年度で終了した。

産業支援室
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第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

15 バレー構想関連産業
等立地促進補助金

リフォーム（改善） 知識集約型の産業構造への転換に向けて、補助対象業
種を燃料電池、ロボット、情報家電にも広げる一方で、補助
限度額を５億円に引き下げた。また、分譲中の公的団地の
補助率を１５％に引き上げ、一層の分譲促進に資することと
した。

また、経済波及効果の高い輸送用機械や電機機械等の
１５０億円以上の大規模投資を促進するため、補助限度額
１０億円の基幹産業立地促進補助金とした。

企業立地室

16 研究施設・過疎地域
等立地促進補助金

リフォーム（改善） 過疎関係は、補助対象業種を地域資源を活用した業種に
も拡大し、補助率を１５％に引き上げ、地域資源活用型産業
立地促進補助金として企業立地の進まない南部地域への
誘致促進を図ることとした。

研究施設関係は、知識集約型の産業構造への転換を図
るため投資要件を引き下げる一方で、補助限度額を５億円
に引き下げた。

企業立地室

17 東紀州インキュベー
ションバレー整備事
業費補助金

リフォーム（拡大） 市町が行う工業団地整備事業への支援を東紀州のほか
企業立地の進まない過疎地域等の南部地域へ拡大し、地
域産業振興基盤整備事業費補助金とした。

企業立地室

18 燃料電池関連周辺機
器等開発補助金

新設 燃料電池に関連する周辺機器等の技術開発に対して支援
を行うことで、三重県における燃料電池の研究開発の拠点
化を形成して、三重県での水素エネルギー社会の構築を図
るため。

産業集積室

19 資源活用型地域振興
施設整備費補助金

廃止 国が進める「エコタウン事業」については、リサイクル施設の
整備等のハード事業補助金を廃止したため。

産業集積室

20 農業会議手当等負担
金及び農業会議費補
助金

リフォーム（縮小） 県単補助金の見直し方針に基づき、県単独事業分を廃止し
た。

担い手室

21 Ｉ・Ｊ・Ｕターン就農促
進モデル事業費補助
金

廃止 県域でのＩＪＵターン就農支援を進めるため市町への補助事
業として実施してきたが、実施市町が固定化したこと、他の
市町への波及までには至らなかったこと、また、実施市町に
おいて一定の取組、成果が得られたため。

担い手室
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第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

22 きらめく農山漁村女
性育成モデル地域推
進事業費補助金

廃止 農山漁村における男女共同参画の推進、高齢者能力の活
用推進の市町事業として実施してきたが、事業要望、実施
の市町が特定市町のみに限定されてきたこと、また実施市
町に於いても平成１５年度から継続して実施してきており、
一定の取り組みがみられたため。

担い手室

23 農業用施設アスベス
ト対策事業（団体営
調査計画事業）費補
助金

廃止 国の補助制度が廃止となったため。 農業基盤室

24 第30回全国土地改良
大会事業費補助金

新設 三重県が平成１９年度の開催県となったため新設した。 農業基盤室

25 漁港漁村総合整備事
業費補助金

廃止 国補助制度見直しにより、廃止されたため。 水産基盤室

26 漁港漁場機能高度化
事業費補助金

リフォーム（改善） 国補助制度が見直しにより交付金制度に移行。また、県単
独補助金の見直し方針に基づき、補助率を５％削減し、漁
村再生事業費補助金とした。

水産基盤室

27 新グリーンツーリズム
総合推進事業費補助
金

リフォーム（拡大） 農山漁村の自主的、持続的な地域再生への取り組みを支
援するため、当補助金のうち地域連携システム整備事業及
び漁村活性化推進事業について、事業により形成される
サービス等が持続するようビジネス的な視点を取り入れた
取り組み及び地域資源を活用した簡易な施設整備等を補助
メニューとして追加拡充し、農山漁村再生モデル支援事業
費補助金とした。

農山漁村室

28 農村総合整備統合補
助事業費補助金

廃止 国の補助制度が廃止されたため。 農山漁村室

29 農村振興計画調査事
業費

リフォーム（縮小） 一般県単事業等の補助率を参考に事業の見直しを行った
ため。

農山漁村室

30 地産地消子どもの元
気づくり事業費補助
金

廃止 県内各地域における教育、保育現場における食育の実践に
ついて一定の取組成果が得られたため、重点プログラムの
終了に伴い、県単補助金見直し方針に基づき、廃止した。

マーケティン
グ室

農水商工部 18



第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

31 地産地消情報基盤整
備事業費補助金

廃止 地産地消に関する様々な情報を一元的に管理し受発信でき
るシステムが構築されたため、重点プログラムの終了に伴
い、県単補助金見直し方針に基づき、廃止した。

マーケティン
グ室

32 三重県産新商品開
発・事業化補助金

廃止 新たな「三重ブランド」候補の創出を目的として、新商品開
発、販路開拓に関する優秀なビジネスプランへの支援につ
いて、一定の取組成果が得られたため、重点プログラムの
終了に伴い、廃止した。

マーケティン
グ室

33 「三重の顔」商品力強
化支援事業費補助金

廃止 平成16年度に認定した、伊賀米、伊勢茶、県産牛、ヒノキ、
養殖マダイ、トラフグの「産地構造改革プログラム」の実践に
かかる3ヵ年の支援が終了し、一定の取組成果が得られた
ため、重点プログラムの終了に伴い、廃止した。

マーケティン
グ室

34 人と自然にやさしい
みえの安心食材表示
制度推進事業費補助
金

リフォーム（改善） 安心食材制度の確立にむけ、補助手法を見直し、補助額を
定額から事業費の６/１０以内としたみえの安心食材制度確
立事業費補助金とした。

マーケティン
グ室

35 伊賀地域のほんまも
ん“旬味”発信事業費
補助金

廃止 伊賀産品の販路開拓、新商品開発、消費者への普及啓発
を通じた、伊賀産品の消費拡大、地場産業の活性化等につ
いて、人的ネットワークの構築、事業実施方法の確率等、一
定の取組成果が得られたため、廃止した。

マーケティン
グ室

36 松阪地域の観光振興
につながる地産地消
の定着化事業費補助
金

廃止 松阪地域の地産地消の充実を核とした、観光振興、地域活
性化について、組織としての基盤ができ、一定の取組成果
が得られたため、廃止した。

マーケティン
グ室

37 卸売市場施設整備事
業費補助金

新設 卸売市場において、生鮮食料品等の品質管理の高度化の
ための施設整備を行うことにより、県民への安全・安心な流
通を確保するため実施した。

農水産物安全
室

38 食肉処理施設経営安
定対策事業費補助金

リフォーム(改善)  一部施設管理対策費を補助対象外とし、安全・安心な食肉
を安定的に供給するに必要な施設維持対策経費等の支援
に事業を見直し、食肉処理施設維持対策事業費補助金とし
た。

農水産物安全
室
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第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

39 飼養衛生管理取組活
動生産者団体事業費
補助金

廃止 平成１７～１８年度の２年間継続実施し、地域ぐるみでの鳥
インフルエンザ等の発生予防対策の整備という補助金交付
の目的が達成されたため廃止した。

農水産物安全
室

40 紀南かんきつ産地パ
ワーアップ対策事業
費補助金

廃止 大消費地における産地知名度向上や商品力向上の取組支
援といった補助金の目的が、紀南みかんの三重ブランド認
定や自立的な取組等により達成されたため。

農畜産室

41 三重の農産物安全・
安心づくり支援事業
費補助金

廃止 研修会等により安全安心に対する意識が高まり、生産者団
体等が行う栽培履歴の記帳が進み、安全安心できる県内農
産物の生産供給体制の構築が達成されたため。

農畜産室

42 「人と自然にやさしい
三重の米」普及推進
事業費補助金

リフォーム（統合） 従来から支援してきた「人と自然にやさしい米づくり」に加
え、「低価格需要」、「地域に支持される米づくり」に対して支
援するため統合し、三重の米シェアアップ推進事業費補助
金とした。また、補助対象者を担い手重視とした。

農畜産室

43 米・麦・大豆生産総合
対策事業費補助金

リフォーム（改善） 麦大豆の生産、流通販売に係る制度改正、情勢の変化に
対応した取り組みが必要であるため、新たな課題に対応す
る事業内容として分割し、三重県産麦大豆フードチェーン推
進事業費補助金とした。

農畜産室

44 家畜ふん尿利活用推
進事業費補助金

リフォーム（改善） 畜産農家の減少や農村地域の混住化により、資源循環型
農業の確立のためには、地域の耕種農家との連携や地域
住民の理解が重要となっており、その体制整備の支援が必
要となってきているため、地域での堆肥利用計画を作成す
る推進事業を加え、コミュニティー家畜堆肥リサイクル推進
事業費補助金とした。

農畜産室

45 伊勢茶リフレッシュ支
援対策事業費補助金

新設 県内茶業界が推進している茶園のリフレッシュ活動を支援
することにより、産地競争力の強化を図るため。

農畜産室

46 知的財産活用産地再
生モデル事業費補助
金

新設 個性的な種苗、生産システム等知的財産を活用した産地再
生活動を支援することにより、産地競争力の強化を図るた
め。

農畜産室

47 三重の花き花木情報
発信環境整備推進事
業費補助金

新設 県産花き花木の情報発信環境整備を推進することにより、
産地競争力の強化を図るため。

農畜産室
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第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

48 漁場保全対策推進事
業費補助金

廃止 漁民が行う植樹及び育林活動など森づくりに助成してきた
が、平成１９年度からは、重点事業「森林再生 三重の森林
づくり」の中で、環境森林部において「漁民の森づくり活動推
進事業費補助金」が創設されたため。

水産室

49 水産物自主衛生管理
強化促進事業費補助
金

廃止 平成１６年度～１８年度まで重点プログラム「食の安全・安心
確保プログラム」の一環で助成してきたが、当該事業が終了
したため。

水産室

50 新鮮でおいしい養殖
水産物確立総合対策
事業費補助金

リフォーム（改善） 零細な経費を対象外にするなど補助対象要件を見直し、養
殖生産物の安全性の確保を進めるため。

水産室

51 資源増大実証事業費
補助金

リフォーム（改善） 国補事業から税源移譲により県単事業になったことに伴い、
県単独補助金の見直し方針に基づき、補助率の見直しを
行ったため。

水産室

52 マダイ養殖ＪＡＳ促進
事業費補助金

新設 重点事業「東紀州地域の観光や産業の振興と地域づくりに
よる活性化」の一環で、養殖業の経営安定化を図るため。

水産室

53 伊勢湾漁業海援隊研
究活動支援事業費補
助金

新設 舞台づくりプログラム「閉鎖性海域の再生プログラム」の一
環で、漁業者グループ等が行うのり養殖業やあさり漁業等
に関する自主的な研究活動を促進するため。

水産室

54 魚食推進海援隊活動
支援事業費補助金

新設 魚介類の栄養性及び機能性を広報し、食育を通じた日本型
食生活の促進を図るため。

水産室

55 財団法人三重ビジ
ターズ推進機構利子
補給補助金

廃止 財団法人三重ビジターズ推進機構の破産に伴い廃止した。 観光・交流室

56 財団法人三重ビジ
ターズ推進機構開発
土地整備事業費補助
金

廃止 財団法人三重ビジターズ推進機構の破産に伴い廃止した。 観光・交流室

57 財団法人三重ビジ
ターズ推進機構集客
施設維持管理事業費
補助金

廃止 財団法人三重ビジターズ推進機構の破産に伴い廃止した。 観光・交流室
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第４－４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：農水商工部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

58 新伊勢志摩「きらり」
里親支援事業費補助
金

廃止 他の観光事業のなかで総合的に実施することとしたことから
廃止。

観光・交流室

59 観光資源ネットワーク
支援事業費補助金

廃止 他の観光事業のなかで総合的に実施することとしたことから
廃止。

観光・交流室

60 北伊勢広域観光推進
協議会負担金

廃止 他の観光事業のなかで総合的に実施することとしたことから
廃止。

観光・交流室

61 魅力ある観光地づく
り支援事業費補助金

リフォーム（統合） 魅力的な観光地を創出するためには、観光プロデューサー
のコーディネートのもと、魅力ある観光地づくりと観光商品づ
くりが一体として行われる必要があることから統合し、魅力
ある観光地グレードアップ支援事業費補助金とした。

観光・交流室

62 観光商品づくり支援
事業費補助金

リフォーム（統合） 魅力的な観光地を創出するためには、観光プロデューサー
のコーディネートのもと、魅力ある観光地づくりと観光商品づ
くりが一体として行われる必要があることから統合し、魅力
ある観光地グレードアップ支援事業費補助金とした。

観光・交流室

63 中心市街地活性化基
本計画策定支援事業
費補助金

新設 広域的な視野に立った土地利用及び計画的な中心市街地
の活性化に寄与することを目的に、市町等が行う中心市街
地活性化基本計画の策定に向けて一体的に実施される事
業を支援するため新設した。

観光・交流室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：県土整備部） (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 室（課）名 備考

1 高規格幹線道路建設促
進費

高速道路関連公共事業
補助金（平成１７年度）

亀山市 23,144 県土整備部関係補助金等交
付要綱

高速道・道
路企画室

2 高規格幹線道路建設促
進費

高速道路関連公共事業
補助金

東員町 25,700 県土整備部関係補助金等交
付要綱

高速道・道
路企画室

3 高規格幹線道路建設促
進費

高速道路関連公共事業
補助金

紀北町 21,170 県土整備部関係補助金等交
付要綱

高速道・道
路企画室

4 河川改修事業 都市河川改修費負担金 近畿日本鉄道株式会社 151,726 二級河川三滝川河川改修事
業に伴う近鉄三滝川橋梁改
築工事の施行に関する協定
の締結に先行する事業に係
る平成１８年度協定

河川・砂防
室

5 ダム対策事業 ダム関連支援事業費補
助金

伊賀市 15,630 川上ダム建設に伴う関連支
援事業補助金交付要綱

河川・砂防
室

6 組合土地区画整理事業
費
地方道路交付金事業費

土地区画整理事業補助
金

鈴鹿市白江土地区画整
理組合

91,940 県土整備部関係補助金等交
付要綱

都市政策室

7 特定環境保全公共下水
道事業助成金

特定環境保全公共下水
道事業助成金（平成１７
年度）

伊勢市 12,956 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

8 特定環境保全公共下水
道事業助成金

特定環境保全公共下水
道事業助成金（平成１７
年度）

南伊勢町 19,000 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

9 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 津市 18,493 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

10 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 四日市市 16,052 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

11 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 伊勢市 12,969 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

補助金等の交付実績

－ 県土整備部 1 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：県土整備部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

12 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 松阪市 27,957 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

13 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 桑名市 17,120 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

14 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 鈴鹿市 13,113 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

15 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 いなべ市 16,251 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

16 公共下水道事業助成金 公共下水道事業助成金 伊賀市 14,645 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

17 下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

伊勢市 23,366 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

18 下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

名張市 19,175 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

19 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

津市 189,538 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

20 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

四日市市 226,344 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

21 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

伊勢市 57,730 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

22 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

松阪市 170,841 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

23 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

桑名市 63,850 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

24 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

鈴鹿市 125,685 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

－ 県土整備部 2 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：県土整備部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

25 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

亀山市 27,510 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

26 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

いなべ市 83,692 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

27 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

志摩市 15,583 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

28 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

伊賀市 25,743 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

29 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

東員町 38,726 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

30 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

菰野町 48,920 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

31 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

朝日町 18,296 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

32 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

川越町 10,030 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

33 下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

玉城町 15,939 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

34 同和地区公共下水道事
業助成金

同和地区公共下水道事
業助成金

津市 15,574 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

35 宮川浄化センター環境
整備事業負担金

宮川浄化センター環境
整備事業負担金（平成
１７年度）

伊勢市 37,300 宮川流域下水道（宮川処理
区）関連周辺地域環境整備事
業負担金交付要綱

下水道室

36 宮川浄化センター環境
整備事業負担金

宮川浄化センター環境
整備事業負担金

伊勢市 74,767 宮川流域下水道（宮川処理
区）関連周辺地域環境整備事
業負担金交付要綱

下水道室

－ 県土整備部 3 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：県土整備部） (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 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

37 流域下水道関連公共施
設等整備事業負担金

流域下水道関連公共施
設等整備事業負担金
（平成１７年度）

津市 30,438 中勢沿岸流域下水道事業（志
登茂川処理区）関連公共施設
等整備事業負担金交付要綱

下水道室

38 住環境整備事業費補助
金

住宅新築資金等貸付助
成事業補助金（特定助
成事業・国費対象分）

津市 37,192 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

39 住環境整備事業費補助
金

住宅新築資金等貸付助
成事業補助金（特定助
成事業・国費対象分）

松阪市 19,708 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

40 住環境整備事業費補助
金

住宅新築資金等貸付助
成事業補助金（特定助
成事業・国費対象分）

伊賀市 13,087 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

41 住環境整備事業費補助
金

住宅新築資金等貸付助
成事業補助金（特定助
成事業・国費対象外分）

桑名市 13,223 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

42 待ったなし！耐震化プ
ロジェクト事業費

三重県木造住宅耐震補
強事業費補助金

四日市市 13,820 三重県木造住宅耐震補強事
業費補助金交付要領

住宅室

43 市街地再開発事業費補
助

市街地再開発事業補助
金（住宅局）（平成17年
度）

鈴鹿市 37,786 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

－ 県土整備部 4 －



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：県土整備部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 高速道路関連公共事
業補助金

廃止 平成１５年に決定した「三重県地方分権推進方針」におい
て、県と市町との対等協力を進める観点から、交付税措置さ
れている経費と重複している補助金は見直すこととした。

これを受けて、平成１６年度において、３か年の「県民しあ
わせプラン・戦略計画」（第１次戦略計画）・重点プログラム
が終了する平成１８年度をもって廃止すると公表し、期間が
終了したため廃止とした。

高速道・道路
企画室

2 市町公営住宅供給促
進事業補助金

廃止 平成１８年６月制定の住生活基本法による国の住生活基
本計画においては官・民のストック活用という点を重視して
いる。同法に基づき平成１９年３月に策定した「三重県住生
活基本計画」の検討過程においても県内全域という枠組み
で新規建設による供給を要する状況ではないとの認識に達
し、県が補助金の交付により市町の新規建設を支援すると
した当該補助金の役割は終わったとの考えから、当該補助
金を廃止した。

住宅室

3 密集市街地整備方針
等策定事業費補助金

廃止 当該補助制度は、「県民しあわせプラン・戦略計画」（第１
次戦略計画）・重点プログラムにおいて、関係市町の密集市
街地整備の方針等の策定を推進するモデル事業として創設
したものであり、当該戦略計画期間終了をもって廃止した。

住宅室

4 非木造等建築物耐震
診断事業費補助金

廃止 平成１５年から県と市町で補助を行ってきたが、平成１８年
に国の補助制度が創設されたため、県の補助を取り止め
た。

建築開発室

－ 県土整備部 5－

補助金等の見直し状況



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：教育委員会） (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 室（課）名 備考

1 公立学校職員互助会助
成金

公立学校職員互助会助
成金

（財）三重県公立学校職
員互助会 46,950

地方公務員法、三重県公立学
校職員の共済制度に関する
条例、三重県補助金等交付規
則、教育関係事業補助金等交
付要綱

福利・給与
室

2 運動部活動支援事業費 全国・ブロック体育大会
派遣費補助金

三重県高等学校体育連
盟 69,647

三重県補助金等交付規則、教
育関係事業補助金等交付要
綱

スポーツ振
興室

3 スポーツ活性化支援事
業費

スポーツ団体等活性化
補助金 （財）三重県体育協会 18,103

三重県補助金等交付規則、教
育関係事業補助金等交付要
綱

スポーツ振
興室

4 スポーツ活性化支援事
業費

スポーツ団体等活性化
補助金 （財）三重県武道振興会 12,667

三重県補助金等交付規則、教
育関係事業補助金等交付要
綱

スポーツ振
興室

5 スポーツ活性化支援事
業費

第６回新体操ワールド
カップファイナル実行委
員会負担金

２００６年第６回新体操
ワールドカップファイナ
ル実行委員会

14,986
三重県補助金等交付規則、教
育関係事業補助金等交付要
綱

スポーツ振
興室

6 文化財保存管理事業費 文化財保護事業補助金 専修寺 19,615

文化財保護法
三重県文化財保護条例
三重県補助金等交付規則
教育関係事業補助金等要綱

文化財保護
室

7 文化財保存管理事業費 文化財保護事業補助金 明和町 27,860

文化財保護法
三重県文化財保護条例
三重県補助金等交付規則
教育関係事業補助金等要綱

文化財保護
室

8 活かそう地域文化提案
事業費 文化財保護事業補助金 明和町 10,101

文化財保護法
三重県文化財保護条例
三重県補助金等交付規則
教育関係事業補助金等要綱

文化財保護
室

9 活かそう地域文化提案
事業費 文化財保護事業補助金 白山比咩神社 13,750

三重県文化財保護条例
三重県補助金等交付規則
教育関係事業補助金等要綱

文化財保護
室

10 文化財保存管理事業費 斎宮跡体験学習施設維
持管理費補助金 明和町 19,812 三重県補助金等交付規則

教育関係事業補助金等要綱
文化財保護
室

教育委員会１

補助金等の交付実績



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：教育委員会）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 心の教室相談員活用事
業補助金

廃止
（平成１９年度）

県費１／３の補助で事業を実施してきたが、県と市町の役割分担
の議論の中で、市町の事業としての必要性が充分に認識されたこ
とから、県の役割は終えたと考えられる。

生徒指導・健康
教育室

2 訪問指導サポート事業
補助金

廃止
（平成１９年度）

訪問指導を行うボランティアの応募数について、地域格差が大き
く、人材確保が難しかったことにより、市町での取組が進まなかっ
た。

生徒指導・健康
教育室

3 住民主体の人権教育
推進事業補助金 廃止 3年間の事業期間を経過し、一定の成果が得られたため事

業を終了した。
人権・同和教
育室

4

スポーツエキスパート
活用事業補助金

廃止 平成16年度までは財源が国費10/10であったが、平成17年
度から一般財源化したため、県単補助となった。「県単独補
助金の見直し方針」に基づく見直し対象である零細補助金
に該当するため、重点プログラムの最終年度である平成18
年度をもって廃止することとした。

スポーツ振興
室

5
第６回新体操ワール
ドカップファイナル実
行委員会負担金

廃止 単年度事業（平成１８年度開催）であるため。 スポーツ振興
室

教育委員会２

補助金等の見直し状況



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：警察本部） (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 室（課）名 備考

 

1

職員互助会助成金 警察職員互助会助成金 （財）三重県警察職員互
助会

11,164 ・地方公務員法
・三重県警察職員の共済制度
に関する条例
・三重県補助金等交付規則
・（財）三重県警察職員互助会
補助金交付要綱

 警察本部
   厚生課

2

警察共済組合負担金 警察共済組合負担金 警察共済組合三重県支
部

20,797 ・地方公務員等共済組合法    同   上

－ 警察本部 １ -

補助金等の交付実績




