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第2-2号様式（条例第6条第1項関係）
交付決定実績調書（5億円以上）

（部局名農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称 補及助び住事所業者の氏名 交付決定額 事業内容 交付の目的、根拠及び理由 実策現及びしよ目う標とする政策、施 補の助方金法等の可の能交付性以外 課（室）名 備考

10 農地農業用施設 伊賀市 545τ761 異常な天然現象に （目的・理由） （政策） 被害を受けた農地、 農業基盤
(44) 災害復旧事業費 伊賀市上野丸之内 より被害を受けた 農地、農業用施設、農村生活 農林水産業～食や暮ら 農業用施設、農村生 整備課

等（平補成助2金6年度）
116 農地、農業用施 環境施設災害の速やかな復旧 しと地域経済を支える 活環境施設を復！日す

設、農村生活環境 を図り、農業の維持とその経営 農林水産業～ るには、多額の経費
施設の復旧に要す の安定及び農村生活環境の維 （範策） を要することから、補
る経費を補助す 持に寄与する。 農業の振興 助金の交付以外に
る。 （根拠） （目標） 事業実施は困難であ

農林水産部関係補助金等交付 農業生産基盤の整備・ る。
要綱 保全

19 林道施設災害復 大台町 534,671 5路線5箇所 （目的、理由） （政策） 国庫補助事業を利用 治山林道
(68) 旧事業費補助金 多気郡大台町佐原 大雨等により被災した林道施 農林水産業～食や暮ら し、補助金を交付す 課

（平成26年度） 750 設を復旧し、林道の機能回復 しと地域経済を支える ること以上に有効な
や通行の安全性の確保等を図 農林水産業～ 方法はない。
る。 （施策）
（根拠） 林業の振興と森林づく
農林水産部関係補勧金等
交付要綱 （目標）

施業集約化団地面積

農林水産部 1



農林水産部 2



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位千円）

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

新規就農者総合支援 新規就農者総合支援事業 いなベ市 15,375 農林水産部繍係補助金等交 担い手育成

事業費 費補助金 付要綱 E課

向上 向上 四日市市 20,250 向上 向上
2 

向上 向上 鈴鹿市 25,875 同上 向上
3 

向上 同上 津市 21,375 向上 向上
4 

向上 向上 松阪市 11,250 同上 同上
5 

向上 向上 多気町 15,000 向上 向上
6 

向上 向上 明和町 20,250 向上 同上
7 

向上 向上 伊勢市 22,500 向上 向上
8 

向上 向上 名張市 11,250 同上 同上
9 

同上 同上 御浜町 15,750 同上 向上
10 

向上 向上 紀宝町 16,500 向上 向上
11 

農林水産部 3



第3-2号様式（条例第8条第H頁関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位司千円）

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

農業経営近代化資金 農業経営近代化資金融通 二重北農業協同組合 14,918 ニ重県農業経営近代化資金 担い手育成
12 融通事業費 事業利子補給補助金 利子補給金交付規則 課

向上 向上 鈴鹿農業協同組合 10,563 同上 向上
13 

地域農政推進対策事 農用地利用集積特別対策 桑名市 13,790 農林水産部関係補助金等交 向上
14 業費 事業費補助金 付要綱

同上 向上 いなベ市 15,849 向上 向上
15 

向上 経営体育成支援事業費補 津市 10,217 向上 向上
16 助金

向上 経営体育成支援事業費補 松阪市 61,052 向上 向上
17 助金（被災農業者向け）

向上 向上 多気町 12,947 向上 同上
18 

向上 向上 明和町 33,125 向上 向上
19 

向上 向上 大台町 14, 102 向上 向上
20 

同上 向上 伊勢市 50,909 向上 向上
21 

同上 向上 玉城町 41, 102 向上 向上
22 

農林水産部 4



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位千円）

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

地域農政推進対策事 経営体育成支援事業費補 南伊勢町 23,838 農林水産部関係補助金等交 担い手育成

23 業費 助金（被災農業者向け） 付要綱 i果

同上 経営体育成支援事業費械 伊賀市 124,166 向上 向上
24 助金

向上 向上 名張市 16,632 同上 向上
25 

集落営農組織企業化 （公財）ニ重県農林水産支 公益財団法人ニ重県 14,684 向上 同上

26 支援事業費 援センター業務推進事業費 農林水産支媛センター
補助金

農林水産業版プフット 農地中間管理機構事業費 向上 50,657 向上 同上
27 フォーム整備事業 補助金

農業委員会及び農業会 農業会議手当等負担金及 ニ重県農業会議 32,460 同上 向上

28 議助成費 び農業会議費補助金

同上 農業委員会交付金及び補 四日市市 10, 190 向上 同上
29 助金

向上 向上 鈴鹿市 12,478 向上 向上
30 

同上 向上 津市 12,919 向上 同上
31 

向上 向上 伊賀市 10,664 向上 向上
32 

農産物の生産振興事 直按支払推進事業費補助 津市 10, 145 向上 農産園芸
33 業費 金 E果

農林水産部 5



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位千円）

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

農産物の生産振興事 直接支払推進事業費補助 伊賀市 16,895 農林水産部関係補助金等交 農産園芸
34 業費 金 付要綱 課

向上 向上 松阪市 17,094 向上 向上
35 

食肉センター流通対策 県産食肉安定供給施設支 株式会社二重県松板 38,250 農林水産部際係補助金等交 畜産課
36 事業費 援事業費補助金 食肉公社 付要綱

向上 市場機能強化対策事業費 四日市市 38,951 向上 向上
37 補助金

向上 食肉処理施設再整備事業 向上 22,896 向上 向上
38 費補助金

家畜衛生防疫事業費 豚流行性下痢緊急防疲体 一般社団法人ニ重県 13,020 向上 向上

39 制整備事業費補助金 畜産協会

県単土地基盤整備事 土地改良施設整備補修事 ニ重県土地改良事業 90,000 向上 農業基盤
40 業費 業費補助金 団体連合会 整備諜

日本型直接支払事業 多面的機能支払事業費補 二重県農地・水・環境 300,513 同上 向上
41 費 助金 保全向上対策協議会

中山間地域等直接支 中山間地域等直接支払事 いなベ市 18,904 同上 向上
42 払事業費 業交付金

向上 向上 津市 27,949 向上 向上
43 

向上 向上 大台町 13,279 向上 向上
44 

農林水産部 6



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位：千円）

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

中山間地域等直接支 中山間地域等直接支払事 大紀町 11,425 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
45 払事業費 業交付金 付要綱 整備課

同上 向上 伊賀市 74,274 向上 向上
46 

向上 向上 名張市 11,075 向上 向上
47 

団体営災害耕地復旧 農地農業用施設災害復旧 津市 12,444 向上 向上 H25繰越
48 事業費 事業費等補助金

向上 同上 熊野市 65,123 向上 向上 向上
49 

向上 向上 いなベ市 10,369 向上 向上
50 

向上 向上 四日市市 12,624 向上 向上
51 

向上 向上 亀山市 13, 107 向上 向上
52 

同上 向上 津市 38,634 向上 向上
53 

向上 向上 松阪市 37,398 向上 向上
54 

向上 向上 多気町 18,228 向上 向上
55 

農林水産部 7



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部1 （単位千円）

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

団体営災害耕地復旧 農地農業用施設災害復旧 大紀町 12,675 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
56 事業費 事業費等補助金 付要綱 整備課

向上 同上 名張市 14,356 向上 向上
57 

向上 向上 伊賀市 500,206 向上 同上
58 

向上 向上 熊野市 10,207 同上 同上
59 

向上 向上 紀宝町 13,323 向上 向上
60 

基幹土地改良施設防 団体首ため池等整備事業 桑名市 24,853 向上 向上
61 災機能拡充保全事業 費補助金

向上 向上 鈴鹿市 11, 722 向上 同上
62 

向上 向上 津市 16,200 向上 向上
63 

向上 向上 大台町 20, 176 向上 向上
64 

向上 向上 名張市 10,261 向上 向上
65 

向上 向上 伊賀市 17,500 同上 向上
66 

農林水産部 B



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位：千円）

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

団体営ため池等整備事 団体営ため池等整備事業 鈴鹿市 12,528 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
67 業 費補助金 付要綱 整備課

同上 向上 志摩市 13,014 向上 同上
68 

同上 向上 名張市 21,000 向上 向上
69 

団体営かんがい排水事 団体営かんがい排水事業 長島町土地改良区 10,000 農林水産部関係補助金等交 向上
70 業費 費補助金 付要綱

向上 向上 鈴鹿市 24,840 向上 向上
71 

向上 問上 津市 14,000 向上 向上
72 

向上 向上 明和町 44,604 向上 同上
73 

向上 河上 宮川用水土地改良区 15,550 向上 向上
74 

向上 向上 松阪市 16.428 向上 向上
75 

品度水利機能確保基 ニ重県経営体育成促進事 構図上土地改良区 20,304 向上 向上
76 盤整備事業費 業費補助金

国営等関連対策事業 ニ重用水施設管理費負担 独立行政法人水資源 87,767 独立行政法人水資源機構法 向上
77 費 金 機構

農林水産部 9



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位：子円）

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

国営等慣連対策事業 木曽Jll用水施設管理費負 独立行政法人水資源 22,702 独立行政法人水資源機構法 農業基盤
78 費 担金 機構 整備課

団体営農業集落排水 団体営農業集落排水整備 いなベ市 25,000 農林水産部関係補助金等交 向上
79 整備促進事業費 促進事業費補助金 付婆綱

同上 同上 四日市市 131,300 向上 同上 H25繰越
80 

向上 向上 向上 40,000 向上 向上
81 

向上 向上 亀山市 16,200 同上 向上 H25繰越
82 

向上 同上 向上 77,648 向上 向上
83 

同上 向上 名張市 51,500 向上 向上 H25繰越
84 

向上 同上 同上 27,350 向上 向上
85 

向上 向上 鈴鹿市 15,203 同上 向上
86 

向上 向上 重量山市 24,312 向上 向上
87 

同上 向上 明和町 46,524 同上 向上
88 

農林水産部 10



第3-2号様式（条例第8条第H頁関係〉
補助金等の交付実績

（部局名町農林水産部） （単位千円）

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

団体営農業集落排水 団体首農業集落排水整備 名張市 16,500 農林水産部関係補助金等交 農業基盤
89 整備支援事業費 支援事業費補助金 付要織 整備課

向上 向上 伊賀市 85,702 向上 向上
90 

同上 向上 御浜町 13,800 向上 向上 H25繰越
91 

同上 同上 同上 12,000 向上 同上
92 

向上 同上 紀宝町 27,000 向上 向上 H25繰越
93 

向上 向上 向上 21,600 向上 向上
94 

農村地域自然エネル 農村地域自然エネルギー 員弁川用水第一土地 22,224 向上 向上
95 ギー活用推進事業 活用推進事業費補助金 改良区

獣害につよい地域づく 鳥獣被害防止総合対策事 津市鳥獣議害防止対策 24,641 農林水産部関係補助金等交 獣害対策
96 り推進事業費 業費補助金 推進協会 付要綱 課

向上 向上 松阪市中山間獣害対 84,926 向上 向上
97 策協議会

向上 向上 伊勢市鳥獣被害防止 16,036 向上 向上
98 対策協議会

向上 同上 度会町鳥獣被害防止 11,968 向上 向上
99 対策協議会

農林水産部 11



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位：千円）

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

獣害につよい地域づく 鳥獣被害防止総合対策事 伊賀市鳥獣害対策協 66,956 農林水産部関係補助金等交 獣害対策
100 り推進事業費 業費補助金 議会 付要綱 課

向上 向上 熊野市鳥獣害防止総 10,934 向上 向上
101 合対策協議会

向上 向上 御浜町鳥獣害防止総 34,756 向上 同上
102 合対策協議会

森林整備加速化・林業 森林整備加速化・林業再生 松阪飯南森林組合 31,853 農林水産部関係補助金等交 森林・林業 H25繰越
103 再生基金事業費 基金事業費補助金 付要綱 経営課

向上 向上 宮川森林組合 13,486 向上 向上 同上
104 

向上 向上 亀山市 54,000 向上 同上 向上
105 

同上 向上 大台町 176,150 問上 同上 向上
106 

向上 同上 明和町 444,238 向上 伺上 同上
107 

向上 向上 熊野市 211,213 向上 同上 向上
108 

向上 向上 紀宝町 41,310 向上 向上 向上
109 

農林水産部 12



第3-2号様式（条例第8条第H買関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位千円）

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

森林整備加速化・林業 森林整備加速化・林業再生 マックスバリュ中部株式 11,901 農林水産部関係補助金等交 森林副林業 H25繰越
110 再生基金事業費 基金事業費補助金 会社 付要綱 経営課

同上 同上 学校法人野辺野学園 14,371 向上 向上
111 

同上 向上 医療法人イワサ小児科 45,000 向上 向上
112 

向上 向上 社会福祉法人笠木御 144,471 向上 向上
113 所桜会

向上 向上 南伊勢町 89,874 向上 向上
114 

同上 同上 グリーンウッドタクミ協 17,970 同上 向上
115 間組合

向上 同上 松阪飯南森林組合 30,176 向上 向上
116 

向上 向上 株式会社田上 11,963 向上 向上
117 

向上 向上 ウッドピア流通検査協 13,915 向上 同上
118 同組合

向上 向上 中勢森林組合 38, 100 向上 向上
119 

同上 向上 伊賀森林組合 46,800 問上 向上
120 

農林水産部 13



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位：千円）

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

森林整備加速化’林業 森林整備加速化・林業再生 熊野市 35,000 農林水産部関係補劫金等交 森林・林業
121 再生基金事業費 基金事業費補助金 付要綱 経営課

向上 向上 宮川森林組合 25,750 向上 向上
122 

向上 向上 大紀森林組合 19,498 向上 向上
123 

向上 向上 公益財団法人ニ重県 21,720 向上 向上
124 農林水産支援センター

造林事業費 H26造林補助事業（森林環 ニ重くまの森林組合 35,200 向上 向上
125 境保全直接支援事業）

向上 H26(H25繰越）造林補助 向上 22,152 向上 向上 H25繰越
126 事業（森林環境保全直接支

援事業）

同上 向上 株式会社フォレストファ 13,693 向上 向上 同上
127 イターズ

向上 H26造林補助事業（森林環 松阪飯南森林組合 55,717 向上 同上
128 境保全車接支援事業）

向上 H26(H25繰越）造林補助 同上 51,751 向上 同上 H25繰越

129 事業（森林環境保全直接支
援事業）

向上 H26造林補助事業（森林環 宮川森林組合 33,279 向上 向上
130 境保全直接支援事業）

農林水産部 14



第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位千円）

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

造林事業費 H26(H25繰越）造林補助 宮Jll森林組合 29,785 農林水産部関係補助金等交 森林・林業 H25繰越

131 事業（森林環境保全直接支 付要綱 経営課
援事業）

同上 H26造林補助事業（森林環 森林組合おわせ 65,580 向上 向上
132 境保全直接支援事業）

同上 ト-126(H25繰越）造林補助 向上 35,072 問上 向上 H25繰越

133 事業（森林環境保全直接支
援事業）

向上 ト-126造林補助事業（森林環 いせしま森林組合 12,510 向上 同上
134 境保全直接支援事業）

向上 H26(H25繰越）造林補助 向上 15,788 向上 向上 H25繰越

135 事業（森林環境保全直接支
援事業）

向上 H26造林補助事業（森林環 大紀森林組合 24,583 向上 向上
136 境保全直接支援事業）

向上 H26(H25繰越）造林補助 向上 12,898 同上 向上 H25繰越

137 事業（森林環境保全直接支
援事業）

向上 H26造林補助事業（森林環 安田木材有限会社 15,986 同上 向上
138 境保全直接支援事業）

向上 H26(H25繰越）造林補助 中勢森林組合 34, 121 向上 向上 H25繰越

139 事業（森林環境保全直接支
援事業）

向上 H26造林補助事業（森林環 向上 55,644 向上 同上
140 境保全直接支援事業）
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第3-2号様式（条例第8条第H頁調係）
補助金等の交付実績

（部局名：農林水産部） （単位千円）

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

造林事業費 H26造林補助事業（森林環 田中林業株式会社 14,849 農林水産部関係補助金等交 森林・林業
141 境保全直接支援事業） 付要綱 経営課

森林環境創造事業費 H26森林環境創造事業 松阪市 17,878 同上 同上
142 

同上 向上 大台町 30,033 向上 向上
143 

向上 H26(H25繰越）環境林整 中勢森林組合 21,376 同上 向上 H25繰越
144 備事業

森林再生による野生鳥 H26(H25繰越）森林再生 津市 10,796 同上 向上 向上
145 獣の生息環境創出事 による野生鳥獣の生息環境

業費 創出事業

向上 H26森林再生九よる野生 大台町 25,000 向上 向上
146 鳥獣の生息環境書I］出事業

森林環境創造事業費 H26森林環境創造事業 津市 12,265 向上 向上
147 

同上 向上 伊賀市 11,309 向上 向上
148 

林道事業費 林道事業費補助金 津市 14,050 同上 治山林道
149 課

向上 同上 熊野市 21,960 向上 向上
150 
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第3-2号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の交付実績
（部局名”農林水産部） （単位千円）

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

林道事業費 林道事業費補助金 津市 12,740 農林水産部関係補助金等交 j台山林道 H25繰越
151 付要綱 課

向上 向上 伊賀市 11,717 向上 向上 向上
152 

向上 向上 熊野市 61, 110 周上 同上 向上
153 

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧事業 亀山市 19,404 向上 向上
154 業費 補助金

向上 向上 いなベ市 15,972 向上 向上
155 

向上 同上 津市 33,746 同上 向上
156 

向上 'C 向上 松阪市 12,980 向上 同上
157 

向上 向上 大台町 344,600 向上 向上
158 

向上 同上 伊賀市 13,313 向上 向上
159 

向上 向上 熊野市 12,075 同上 向上
160 

向上 向上 亀山市 11,597 向上 同上 H25繰越
161 
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第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名目農林水産部） （単位千円）

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

林道施設災害復旧事 林業用施設災害復旧事業 津市 16, 765 農林水産部関係檎助金等交 治山林道 H25繰越
162 業費 補助金 付要綱 課

向上 向上 大台町 402,733 向上 向上 向上
163 

向上 同上 伊賀市 63,219 向上 向上 同上
164 

向上 向上 名張市 19,051 向上 向上 向上
165 

向上 向上 熊野市 e 43,483 向上 向上 向上
166 

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市町交 四日市市 27,717 農林水産部関係補助金等交 みどり共生
167 町交付金事業費 付金事業交付金 付要綱 推進課

同上 同上 松阪市 16,835 向上 向上
168 

向上 向上 鈴鹿市 10,348 向上 向上
169 

向上 向上 津市 21, 177 向上 同上
170 

向上 向上 大台町 28,075 同上 向上
171 

向上 向上 伊賀市 12,305 向上 向上
172 
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第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名，農林水産部） （単位子円）

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

みえ森と緑の県民税市 みえ森と緑の県民税市町交 紀北町 10, 191 農林水産部関係補助金等交 みどり共生
173 町交付金事業費 付金事業交付金 付要綱 推進課

同上 同上 紀宝釘 22,840 向上 向上
174 

自然に親しむ施設整備 自然に親しむ施設整備事 いなベ市 15,809 同上 向上
175 事業費 業費補助金

漁業協同組合組織強 外湾地区漁協合併促進事 二重外湾漁業協同組 26,910 同上 水産経営
176 化事業費 業費補助金 合 課

向上 経営健全化促進事業利子 ニ重県信用漁業協同 25, 115 問上 向上
177 補給補助金 組合連合会

向上 集約市場機能強化事業費 ニ重外湾漁業協同組 16, 150 向上 同上
178 補助金 合

漁業近代化資金融通 漁業近代化資金利子補給 二重県信用漁業協同 51,901 ニ重累漁業近代化資金利子 向上

179 事業費 金 組合連合会 補給金交付規員lj
漁業近代化資金融通法

同上 漁業経営維持安定資金利 向上 16, 106 農林水産部関係補助金等交 向上
180 子補給補助金 付要綱

漁業共済推進事業費 漁業共済（赤潮特約）事業 ニ重県漁業共済組合 13,498 漁業災害補償法 向上

181 費補助金 農林水産部関係補助金等交
付要綱

市町営水産物供給基 水産物供給基盤機能保全 明和町 43,000 農林水産部関係補助金等交 水産基盤 H25繰越
182 盤機能保全事業費 事業費補助金 イ寸要綱 整備諜
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第3 2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位：千円）

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

市町営水産物供給基 水産物供給基盤機能保全 伊勢市 15,000 農林水産部関係補助金等交 水産基盤 H25繰越
183 盤機能保全事業費 事業費補助金 付要綱 整備諜

向上 向上 尾鷲市 30,00（〕 向上 向上 同上
184 

同上 同上 松阪市 10,000 同上 向上
185 

同上 向上 尾鷲市 43,250 向上 向上
186 

市町営農山漁村地域 農山漁村地域整備事業費 桑名市 13,037 向上 向上 H25繰越
187 整備事業費 補助金

向上 同上 明和町 16,453 同上 向上 向上
188 

同上 向上 津市 85,400 同上 同上 向上
189 

向上 向上 熊野市 35,000 向上 向上 向上
190 

向上 向上 向上 42,840 同上 向上
191 

向上 同上 鳥羽市 176,675 向上 同上
192 

i魚港海岸防災・減災対 漁港海岸肪災・j成災対策プ 紀北町 10,500 向上 向上
193 策プログラム事業費 ログラム事業費補助金
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第3-2号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の交付実績

（部局名 農林水産部） （単位千円）

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

市町営漁港海岸保全 漁港海岸保全事業費補助 紀北町 15,050 農林水産部関係補助金等交 水産基盤 H25繰越
194 事業費 金 付要綱 整備課

向上 向上 向上 14,287 向上 向上
195 
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名：農林水産部）（単位干円）

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

27-4 経営体育成支援事業 伊賀市 124,166 （根拠） 担い手育成
賀補助金 伊賀市上野丸之内116 農林水産部関係補助金交付要綱 課
（平成26年度） （公益性）

従来の大雪の被災状況を超える甚大な被害である
ため、緊急性が非常に高〈、公的助成措置を講じる
必要があり、公益性を有する。
（必要性）
担い手不足、高齢化が進む中で、産地の維持のた
めには、次期作付けに向けて被災した農業者の経営
再建を至急進める必要がある。
（効果）
農業者の負担を最小化できたため、円滑な経営再建
を進めることができ、さらに、産地の維持を図ること
ができた。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した農業経営対策事業費補助金等交付要
綱、経首体育成支援事業実施要綱に基づき、県は
国から補助金を受け、県の補助金等交付規則等に
基づき交付している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位a千円）

番号 補助金等の名称 補住助所~－~リの氏名及U 当初父付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

26 9 土地改良施設整備補 ニ重県土地改良事業団 90,000 （根拠） 農業基盤整
修事業費補助金 体連合会 農林水産部務係補助金等交付要綱 備課
（平成26年度） 津市広明町330 （公益性）

土地改良施設の整備”補修を行うことは、食料を安
定的に供給するとともに、水資源等の効率的利用な
どの多面的機能を維持しようとするものであり、公益
性を有するものである。
（必要性）
農業用水の安定供給と農業生産基盤を維持するた
めには、適切な施設管理を行うことが必要である。
（効果）
本事業により、適切な施設管理と水資源の確保が図
られ、農業用水の安定供給を達成することができ
た。
（交付基準等の妥当性）
本事業の実施にあたっては多額の経費を必要とする
ことから、事業主体は臨及び県の補助金によらなけ
れば、実施が困難であるため、県が経費の一部を負
担することは妥当である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称 補住助所． 『ーの氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

26-13 多面的機能支払事業 ニ重県農地.7］＜－環境保 90,815 300,513 （根拠） 農業基盤整
費補助金 全向上対策協議会 農林水産部関係補助金等交付要綱 ｛蔚課
（平成26年度） 津市広明町330 （公益性）

地域の農業者を中心に地域内外の多様な主体が連
携して、社会資本である地域資源（農地、農業用用
排水、農道等）を維持保全するため、公共性を有す
る。
（必要性）
地域資源（農地、農業用用排水、農道等）の維持保
全活動を実施するためには、地域のさまざまな主体
の参臨する仕組みづくりが必婆である。
（効果）
農業者だけでなく、地域住民、自治会、農業者団体
等の多様な主体が参加する活動組織の設立を促
し、農業・農村の有する多面的機能の維持制発揮を
図ることに賞献した。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した多面的機能支払交付金実施要綱及び
交付要綱に基づき、県は三重県多面的機能支払事
業実施要領等に基づく補助金を交付している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名・農林水産部）（単位・千円）

番号 補助金等の名称
補助..........,.... <=I.，の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考
住所

27-1 中山間地域等直僚支 伊賀市 74,274 （根拠） 農業基盤整
払事業交付金 伊賀市上野丸之内116 農林水産部務係補助金等交付要綱 備課
（平成26年度） （公益性）

中山間地域等に対する直接支払制度は、耕作放棄
地の発生を防止し、食料供給力を確保するとともに、
農業生産活動による国土の保全、水資源かん養等
の公益的な多面的機能を維持しようとするものであ
り、公益性を有する。
（必要性）
農業生産活動を維持するとともに、多面的機能を確
保するため、中山間地域等と平坦地域との生産条件
格差を補正する必要がある。
（効果）
集落協定を締結した地域では、対象農用地が適切
に管理され、耕作放棄地等の発生を未然に防止する
ことができた。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した中山間地域等直接支払交付金等交付
要綱及び中山間地域等直接支払交付金実施要領に
基づき、県は国から交付金を受け、県の補助金等交
付規則等に基づき補助している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名 農林水産部）（単位，千円）

番号 補助金等の名称
日等の氏名及U 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（室）名 備考

住所
26-12 農地農業用施設災害 熊野市 107,205 82,151 （綴拠） 農業基盤整 H25繰越

復旧事業費等補助金 熊野市井戸町796 農林水産部関係補助金等交付要縞 備課
（平成25年度） （公益性）

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

（部局名 農林水産部）（単位ー干円）

番号 補助金等の名称
同可の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

住所
26-5 二重用水施設管理費 独立行政法人水資源機 101,314 87,767 （根拠） 農業基盤整

負担金 4善 独立行政法人水資源機構法 備課
（平成初年度） 埼玉県さいたま市中央 （公益性）

区新都心11番地2 農業用水の安定供給と農業生産基盤の安定を目的
としたこの負担金は、水資源の効率的利用に寄与す
るという理由により公益性を有する。
（必要性）
農業用水の安定供給と農業生産基盤の安定を図る
ためには適切な施設管理が重要であるという理由に
より、本事業を行うことは必要である。
（効果）
本事業により、適切な施設管理と水資源の確保が図
られ、農業用水の安定供給を達成することができ
fニ。
（交付基準等の妥当性）
広域に渡る大規模な用水施設について、施設管理
にあたっては、多額の経費を要することから、国の補
助金及び県の負担金がなければ、適切な管理が不
可能なため、県が管理費の一部を負担することは妥
当である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称
~ ，の氏名及び

当初交付決定額 父付実績額 評価結果 課（室）名 備考
住所

25-18 団体営農業集落排水 四日市市 107, 135 218,000 （根拠） 農業基盤整
整備促進事業費補助 四日市市諏訪町1番5号 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
金（平成25年度） （公益性）

公共用水域の水質保全を巨標とする本事業は、民
聞で取り組む可能性はなく、県が関与することは妥
当と考える。
（必要性）
本事業は公共用水域の水質保全という県民ニーズ
により実施しており、みえ県民力ビジョンにおいても、
「生活排水対策の推進J,r安全・安心な農山漁村づ
くり』l二位置づけられている。さらに、本事業の実施に
は多額の経費を要するため、事業主体にとって国や
県の補助金は緊急かっ重要となっている。
（効果）
本事業の実施に伴い、生活排水処理アクションプロ
グラムの目標達成に寄与している。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した地域自主戦略交付金交付要綱に基づ
き、県は固から補助金を受け、県の補助金交付規則
等に基づき補助している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名町農林水産部）（単位ー干円）

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

25-19 団体営農業集落排水 亀山市 114,150 （根拠） 農業基盤整
整備促進事業費補助 亀山市本丸町577 農林水産部関係補助金等交付要縞 備課
金（平成25年度） （公益性）

公共用水域の水質保全を目標とする本事業は、民
聞で取り組む可能性はなく、県が関与することは妥
当と考える。
（必要性）
本事業は公共用水域の水質保全とし、う県民ニーズ

により実施してお：のり推、みえ県民力ビジョンにおいても、
「生活排水対策 進JJ安全・安心な農山漁村づ
くり』に位置づけられている。さらに、本事業の実施に
は多額の経費を要するため、事業主体にとって園や
県の補助金は緊急かつ重要となっているo

（効果）
本事業の実施に伴い、生活排水処理アクションプロ
グラムの百標達成に寄与している。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した地域自主戦略交付金交付要綱に基づ
き、県は国から補助金を受け、県の補助金交付規則
等に基づき補助している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名 農林水産部）（単位千円）

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

25-20 団体営農業集落排水 名張市 130,000 （根拠） 農業基盤整
整備促進事業費補助 名張市鴻之台1番町1番 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
金（平成25年度） 地 （公益性）

公共用水域の水質保全を目標とする本事業は、民
間で取り組む可能性はなく、県が関与することは妥
当と考える。
（必要性）
本事業は公共用水域の水質保全という県民ニーズ
により実施しており、みえ県民力ビジョンにおいても、
「生活排水対策の推進」、「安全・安心な農山漁村づ
くり」に位置づけられている。さらに、本事業の実施に
は多額の経費を要するため、事業主体にとって国や
県の補助金は緊急かつ重要となっている。
（効果）
本事業の実施に伴い、生活排水処理アクションプロ
グラムの目標達成に寄与している。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した地域自主戦略交付金交付要綱に基づ
き、県は固から補助金を受け、県の補助金交付規員lj
等に基づき補助している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

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

26 6 団体首農業集落排水 亀山市 77,648 （根拠） 農業基盤整
整備促進事業費補助 亀山市本丸町577 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
金（平成26年度） （公益性）

公共用水域の水質保全を目標とする本事業は、畏
問で取り組む可能性はなく、県が関与することは妥
当と考える。
（必要性）
本事業は公共用水域の水質保全という県民ニーズ
により実施しており、みえ県民力ビジョンにおいても、
f生活排水対策の推進J、「安全・安心な農山漁村づ
くり」に位置づけられている。さらに、本事業の実施に
は多額の経費を要するため、事業主体にとって国や
県の補助金は緊急かっ重要となっている。
（効果）
本事業の実施に伴い、生活排水処理アクションプロ
グラムの目標達成に寄与している。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した地域自主戦略交付金交付要縞に基づ
き、集は冨から補助金を受け、県の補助金交付規則
等に基づき補助している。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名 農林水産部）（単位千円）

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

26-14 鳥獣被害防止総合対 松阪市中山間獣害対策 94.202 84,926 （根拠） 獣害対策課
策事業費補助金 協議会 農林水産部関係補助金等交付要綱
（平成26年度） 松阪市殿町1340-1 （公益性）

野生鳥獣による農林水産被害を防止することは、農
業生産と農村生活の基盤を維持するものであること
から、公益性を有する。
（必要性）
本事業は、市町が作成した被害防止計画に基づき、
野生鳥獣の偲体数調整、被害防除、生息環境管理、
侵入防止柵の設置等の鳥獣害対策への取組を支援
するものであり、これらの対策を行うことは、野生島
獣による農作物への被害軽減に効果的であることか
ら、事業を推進していく必要がある。
（効果）
本事業の実施により、市町の被害防止計画の自標
達成に寄与した。
（交付基準等の妥当性）
国が制定した鳥獣被害防止総合対策交付金交付要
綱及び実施要綱に基づき、県は固から交付金を受
け、県の補助金交付規則等に基づき補助している。

26-15 向上 伊賀市鳥獣害対策協議 70,363 66,956 同上 同上
会
伊賀市馬場1128
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称 千住悶助所事業者等の氏名及ひ 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

26-17 森林整備加速化・林 社会福祉法人笠木御所 150,000 144,471 （根拠） 森林・林業

業再生基金事業費補 桜会 農林水産部関係補助金等交付要綱 経営課
助金 多気郡多気町笠木1329 （公益性）
（平成26年度） 林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ

とによってへ森林の公益的機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支援を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。
（交付基準等の妥当性）
当事業は、国庫補助事業で、匿の補助基準を満たし
ており、確実な事業実施が可能である。

26－ー18向上 南伊勢町 87,600 89,874 （根拠） 同上
度会郡南伊勢町五ヶ所 農林水産部関係補助金等交付要綱
；甫3057 （公益性）

林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ
とによって、森林の公益約機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支援を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。
（交付基準等の妥当性）
当事業は、国庫補助事業で、国の補助基準を満たし
ており、確実な事業実施が可能である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果読書
（部局名目農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称 柵住助所事業者等の氏名及び 当初交付決定額 父付実緩額 評価結果 誤（室）名 備考

25-25 森林整備加速化・林 菰野町 74,000 67,555 （根拠） 森林・林業 H25繰越
業再生基金事業費補 三重県三重郡菰野町大 農林水産部関係補助金等交付要綱 経営課
助金 字i間回1250 （公益性）
（平成25年度） 林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ

とによって、森林の公益約機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支援を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。
（交付基準等の妥当性）
当事業は、国庫補助事業で、国の補助基準を満たし
ており、確実な事業実施が可能である。

26 16 向上 向上 92,500 84.444 伺上 向上 同上
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称
千匝助事業者等の氏名及U 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考
住所

25-29 森林整備加速化・林 大台町 204,348 100,657 （根拠） 森林a林業 H25繰越

業再生基金事業費補 三重県多気郡大台町佐 農林水産部関係補助金等交付要綱 経営課

助金 原750 （公益性）

（平成25年度） 林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ
とによって、森林の公益的機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支援を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。

当（交事付業基l立準、等の妥当性）
国庫補助事業で、国の補助基準を満たし

ており、確実な事業実施が可能である。

25-28 向上 明和町 200,000 197,440 （根拠） 同上 向上
三重県多気郡明和町馬 農林水産部関係補助金等交付要綱
之上945 （公益性）

林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ
とによって、森林の公益的機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支援を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。
（交付基準等の妥当性）
当事業は、国庫補助事業で、国の補助基準を満たし
ており、確実な事業実施が可能である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）

補助金等評価結果調書
（部局名：農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称
子同助守山- aの氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考
住所

26-1 森林整備加速化困林 熊野市 178,452 （根拠） 森林・林業 H25繰越
業再生基金事業費補 三重県熊野市井戸町 農林水産部関係補助金等交付要綱 経営課
助金 796 （公益性）
（平成25年度） 林業・木材産業が活性化し、緑の循環を促進するこ

とによって、森林の公益的機能が増進される。
（必要性）
森林の公益的機能を増進するためには、林業の持
続的な経営や林産物を安定的に供給できる構造が
実現できるよう施設整備を進めることが必要である。
（効果）
地域材を利用した木造公共施設等の整備に対して
支媛を行うことで、地域材の需要が拡大する効果が
あった。
（交付基準等の妥当性）

当事業は確、実国な庫事補業助実事施業がで可、国の補助基準を満たし
ており、 能である。
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

番号 綿劫金等の名称
可の氏名及L 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（蓑）名 備考

住所
26-21 林道施設災害復18事 大台町 657,324 （根拠） 治山林道課 H25繰越

業費補助金 多気郡大台町佐原750 農林水産部関係補助金等交付要綱

（平成25年度） （公共性）
林道は、水源j函養や土砂流出防止をはじめとする

森林のもつ公益的機能の高度発揮を促進する森林
整備に不可欠な施設であるとともに、一般交通の用
にも供されることから、その復旧事業については、公
益性を有する。
（必要性）
林業の維持及びその経営の安定に寄与するため、

森林整備の基盤である林道の通行の安定を図る必
要がある。
（効果）
林道災害復旧事業の実施により、災害により被災

した林道の機能回復や通行の安全性が確保され
Tニ。
（交付基準等の妥当性）
予測のつかない災害により被災した林道施設の回

復事業であり、林道管理者の維持管理による通国行庫の
安全確保の範鴎を越えるものであることから、
補助事業を利用し、補助金を交付することは効果的
な方法である。

26-20 向上 伊賀市 76,566 76,532 向上 同上 向上
伊賀市上野丸之内116
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第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名 農林水産部）（単位千円）

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

26-22 農山漁村地域整備事 津市 12,600 94,939 （根拠） 水産基盤整 H25繰越
業費補助金 津市西丸之内23番1号 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
（平成25年度） （公益性）

漁港など水産基盤の整備は、県民に水産物を安定
的に供給するため不可欠であり、公共性を有する。
（必要性）
安全・安心な水産物の供給体制を構築するため、災
害に強い水産基盤の整備を進めることが必要であ
る。
（効果）
香良洲漁港において、防波堤の整備により港内静穏
度を高め、安全で快適な漁業環境の整備に努めた。
（交付基準等の妥当性）
受益者が特定できず、市管理漁港における整備事
業であることから、水産基盤整備事業補助金交付婆
織に基づく国庫補助金と県補助金を交付し、市が実
施することが最も効果的な方法である。

農林水産部 38



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名：農林水産部）（単位・千円）

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

26-23 農山漁村地域整備事 鳥羽市 157.250 176,675 （根拠） 水産基盤整
業費補助金 鳥羽市鳥羽3丁目1番1 農林水産部関係補助金等交付要綱 備課
（平成26年度） 号 （公益性）

漁港など水産基盤の整備は、県民に水産物を安定
的に供給するため不可欠であり、公共性を有する。
（必要性）
安全・安心な水産物の供給体制を構築するため、就
労環境並びに生活環境の改善を図る水産基盤の整
備を進めることが必要である。
（効果）
菅島漁港において、特定目的岸壁兼陸揚岸壁の浮
き桟橋の整備により、漁業の作業効率を高め、漁業
者の安全で快適な漁業環境の整備に努めた。
（交付基準等の妥当性）
受益者が特定できず、市管理漁港における整備事
業であることから、水産基盤整備事業補助金交付要
綱に基づく国庫補助金と県補助金を交付し、市が実
施することが最も効果的な方法である。
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第3-5号様式（条例第8条第1項関係）

補助金等の見直し状況
（部局名・農林水産部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 課（主主）名 備考

6次産業化ネットワー リフォーム（縮小） 国の6次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱等の改正 フードイノベー
ク活動推進事業費補 を受け、補助率を1/2（総合化事業計画認定事業者につい ション課
助金 ては2/3）から1/3以内となるよう、見直しを行った。

2 6次産業化ネットワー 向上 国の6次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱等の改正 同上
ク活動整備事業費補 を受け、補助率を1/2から3/10以内となるよう、見直しを行つ
助金 Tこo

3 二重の畜産ブフンド 廃止 事業開始から2ヶ年が経過し、畜産物のブランド化支援がー 畜産課
力向上支援事業費 定進んだことによるものである。
檎助金

4 飼料生産施設等整 リフォーム（統合） 国の畜産競争力強化整備事業が新設された」とを踏まえ 問上
備事業費補助金 て、畜産関係施設等の整備に係る補助金等を畜産施設等

整備事業費補助金に統合した。

5 鶏卵処理施設整備 河上 向上 間上
事業費補助金

6 畜産施設等整備事 向上 間上 向上
業費補助金

7 県単予防保全調査・ 新設 戦後や両度成長期l、造成した農業水草Ij施設の老朽化が課 農業基盤整
補修事業 題となっている中で、機能を安定的に発揮するためには、長 備課

寿命化や維持管理費用を抑制する対策が必要となってい
る。
そのためには、国補事業では、対応出来ない小規模な施設
についても、機能診断等を実施し、適切な予防保全対策を
推進する必要があるため。
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第3-5号様式（条例第8条第1項関係）
補助金等の見直し状況

（部局名 農林水産部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 課（室）名 備考

8 集落ぐるみで取り組 リフォーム 集落ぐるみで取り組む有害鳥獣の追い払い等の被害対策 獣害対策課
むニホンザル等対策 について、特に対策が急務であるニホンザルについて、追
支援事業 い払い経費についての支援を行い、獣害対策に取り組む集

落の育成を行うため新設した。

9 森林整備加速化・林 新設 国l』おいて、森林整備加速化・林業再生交付金が創設され 森林・林業経
業再生総合対策事 たため、事業を新設した。 営課
業費補助金

10 低コスト造林事業費 向上 低コスト造林を新たな林業経営モデルとして普及させ、主伐 同上
補助金 促進を図るとともに、荒廃森林において搬出間伐を進め木

質バイオマス発電施設への木材供給量の確保を図るため、
事業を新設した。

11 ニ重の循環型林業 同上 地域の実情l、応じた主伐及び主伐後の再造林を適切L行 向上
創出事業費補助金 う、いわゆる「循環型林業」の実践を図るため、事業を新設

l...t：こ。

12 林福連携苗木生産 向上 林業用種苗生産者と福祉事業者との連携を促進するため、 向上
マッチング支援事業 事業を新設した。
費補助金

13 集材技術者育成支 同上 主伐促進を図るため、新たl』架線集材等L取り組む林業事 向上
援事業費補助金 業体において、主伐が実践できる人材を育成するため、事

業を新設した。

14 シスァム販売推進事 向上 木材流通のコスト削減を図るとともに、製材工場等に県産材 向上
業費補助金 の原木を安定的に供給する「システム販売」に取り組むた

め、事業を新設した。

15 木質バイオマス搬出 向上 地理的に不利な東紀州地域から安定的に発電利用のため 向上
支援事業費補助金 の木質バイオマス原料を供給するため、事業を新設した。
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第3-5号様式（条例第B条第1項関係）
補助金等の見直し状況

（部局名ー農林水産部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 課（室）名 備考

16 伊勢まだい生産安定 リフォーム（改善） 国において創設された地域再生戦略交付金を活用する」と 水産資源課
化モデル構築事業費 により、当事業における補助率を1/2以内から2/3以内に変
補助金 更し、補助事業者の負担軽減を図った。

17 伊勢まだい流通・販 同上 岡上 向上
売モデル構築事業費
補助金

18 二重ノリ3姉妹ブフン 向上 向上 同上
ド生産モデル構築事
業費補助金

19 ニ重ノ＇）3姉妹流通・ 関上 向上 同上
販売モデル構築事業
費補助金

20 ニ重アサリを高品質 向上 向上 向上
化し全国販売するブ
ランド商品化モデル
構築事業費補助金

21 まぐろ流通促進プロ 向上 向上 向上
ジェクトチーム運営事
業費補助金

22 外湾地区漁協合併 廃止 ニ重外湾漁業協同組合の繰越欠損金解消のために漁協系 水産経営課
促進事業費補助金 統団体が行う支援金の利息に対する補助を行なうことで、

' 
同漁協の経営が改善され、事業目的を達成したことから廃
止した。

23 経営健全化促進事 向上 ニ重外湾漁協の事業運営に必要な販購買資金のための借 向上
業利子補給補助金 入金に対して利子補給を行うことで、同漁協の経営が改善

され、事業医的を達成したことから廃止した。
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第3-5号様式（条例第B条第1項関係）

補助金等の見直し状況

（部局名：農林水産部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 課（室）名 備考

24 集約市場機能強化 廃止 ニ重外湾漁協の市場機能の集約強化に必要な施設整備に 水産経営課
事業費補助金 対して補助を行うことで、同漁協の経営が改善され、事業自

的を達成したことから廃止した。

25 漁師育成機関モヂル 向上 3年間の取組により事業の目的であった若者等の円滑な漁業 向上
構築事業費補助金 就労を進めるための仕組みを県内3地区に構築できたため廃

止した。
なお、新たに生じた効率的な座学の運営方法等に対する課題
については、今後、新規就業者定着支援事業においてその解
決を図る。
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