
平成28年三重県議会定例会

予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会説明資料

（議案補充説明）

( 1 ）議案第 1号「平成27年度三重県一般会計補正予算（第6号）J 

（所管事項説明）

( 1 ）「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例j

に基づく報告について ・・・闘・・・・・別添

平成28年2月

農林水産部



議案第 1号『平成27年度三重県一般会計補正予算（第6号） J 

平成27年度2月補正予算総括表

一般会計総括表 （単位・千円）

補正額
補正後の

区 分 補正前の額 （第6号）
予算額

※2月補正（その 1)

一般会計 35,002, 172 3,888,815 38,890, 987 

農林水産業費 32,553,811 3,888,815 36,442,626 

災害復旧費 2,448,361 。 2,448, 361 

一般会計事業別総括表 （単位千円）

補正額
補正後の

区 分 補正前の額 （第6号）
予算額

※2月補正（その 1)

一般会計 35,002, 172 3,888,815 38, 890, 987 

非公共事業 17,986, 130 551,012 18,537, 142 
' -－’ F ’守 F 『帽 F 曹関，＂ --－司F ’－ ---- H 晶－・』品圃圃凶品晶 守’・－.』占 d』4』a峰山．‘ー・ーーー・・・－ －・－－ --

：うち災害復旧事業 15,251 。 15,251 

公共事業 17, 016, 042 3,337,803 20,353,845 

国補公共事業 10,445, 772 3,337,803 13, 783, 575 

直轄事業 1,402,673 。 1,402,673 

県単公共事業 2,675, 188 。 2,675, 188 

受託公共事業 59,299 。 59, 299 

災害復旧事業 2,433, 110 。 2,433, 110 



「地方創生加速化交付金」事業の概要［ 2月補正予算（その 1) ] 

（単位・千円）

事業名 補正額 事業の概要

みえの農林水産物 18,421 伊勢志摩サミットを契機として両まる県産農林水産物の
の魅力総合発信事 認知度をさらに向上させるため、首都圏等における三重の
業費 食魅力発信やブランド力育成に取り組む。
みえの農林水産「八 4,690 伊勢志摩サミットを契機として需要や関心が両まる県産
百万サミット」開催 農林水産物とその魅力を伝えるため、県内外から農林水産
事業費 物の生産、加工、販売にこだわりを持つ主体等を集めた、

みえの農林水産「八百万サミァトj を開催する。

中山間地域農業を 24, 700 中山間地域における「地域資源活用型の雇用の創出jおよ
起点とした雇用創 び「農村生活サポートサービスの実践」に係るモデ、ル地域
出プロジェクト事 で、中山間地域農業を起点、とした雇用の創出を図るととも
業費 に、モデル地域以外での新たな就業機会創出につながる慕

礎的な取組へのチャレンジを支援する。
若者農村移住チャ 8,250 都市部の若者等の農村への移住を促進するため、 「農村資
レンジ応援事業費 源を活用した半農半X実践モデ、ノレJの創出や都市部の若者

等へのPR、支援体制の構築に向けたワークショップの関
催等に取り組む。

みえの輝く女性就 6,044 育児等で離職した女性の就農促進に向け、仕事と子育て等
農実現支援事業費 の両立ができる働き方の工夫などに取り組む地域活動等

を支援するとともに、農業法人等における育児期からの就
労開始プログラムの開発や実証を行う。

ニ重の農業若き匠 7,653 産学官連携による実行会議を設置し、新規就農者のキャリ
の里プロジェクト アアップや創業を促す支援スキームを検討するとともに、
推進事業費 農業夫学校の教育課程と連動した訓練・実習等の受入農業

者の研修環境を整備することで、産学官が連携した若き農
業ヒ、ジネス人材を育成する仕組みをパッケージとして構
築する。

首都圏と海外への 8,888 伊勢志摩サミットの開催により世界的に注目されている
伊勢茶ブランド展 好機を生かし、伊勢茶の知名度向上を図るため、首都圏で
開推進事業費 のPR活動や米国におけるマーケット調査およびプロモ

ーション活動等を展開する。
みえジピエ拡大・活 10,947 みえジピエの販路拡大に向けて事業環境を整備するとと
用事業費 もに、首都圏への情報発信等により、みえジピエの認知度

向上を図る。

条件不利地におけ 22,529 南部地域等において、国の鳥獣被害防止総合対策交付金事
る獣害防除支援事 業の補助対象にならない不利な地理的条件下で、新規就農
業費 や新規作物を導入する場合等に、獣害防止設備の設置に対

する支援や、集中的な有害鳥獣の捕獲を実施する。
みえの企業等の農 10, 050 中山間地域等条件不利地への農業参入を促進するため、企
業参入による地方 業や農協出資型法人等が農業への新規参入や規模拡大を
創生モデ、ル事業費 行うにあたり、雇用創出や遊休農地の解消などに取り組む

場合、必要な初期投資経費を支援する。
農業と福祉の新た 2,465 農業経営体による福祉事業所への作業委託などを促進す
な連携創出事業費 るため、研修会や交流会等の開催により、農業経営体の意

識啓発と福祉事業所とのマッチングを進めるとともに、現
地実証を通じ支援マニュアノレの整備に取り組む。

二重の畜産物海外 4,400 県産畜産物の海外輸出の促進に向けて、県内畜産農家等の
輸出チャレンジ促 輸出意向や東南アジアを中心とする海外市場情報を把握

進事業費 することなどにより県内畜産関係者の輸出戦略づくりを
支援するとともに、海外市場開拓のためのチャレンジ促進
に取り組む。
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「地方創生加速化交付金」事業の概要［ 2月補正予算（その 1)] 

（単位千円）

事業名 補工E額 事業の概要

二重の畜産女性活 4,000 資産に関わる女性の経営管理能力や飼養管理能力、マーケ

躍促進事業費 テイング等のスキルアップに資する研修会等を開催する
とともに、畜産女性ネットワークの強化・連携を進めてい
くことで、女性の活躍を促進し、本県畜産業の成長産業化
につなげる。

品収益型畜産連携 2,894 和牛肥育素牛の確保を進めるため、和牛繁殖基盤の強化を

体育成事業費 支援するとともに、畜産業の持続的発展に向け、畜産経営

体を核とし、耕穣農家や関連事業者等が連携する高収益型
畜産連携体育成に取り組む。

豊かな森と地域を担 6, 760 森林・林業のあるべき将来像や地域を担う人材およびその

う人づくり事業費 育成体制について「林業大学校」の設置を含めた検討を行
うとともに、新規就業者や既就業者等を対象に、森林・林
業の知識や技術を習得するための研修・講座を開講する。

県産材輸出促進事 1, 006 木材の輸出促進を図るため、内装材用原木の新たな販路を

業費 開拓するための試験輸出や、原木の供給事業者が行う選別
仕分け経費等を支援する。

地域に活力を与える 5, 315 低コスト造林を効果的に推進するため、コンァナ苗等の生

林業生産体制整備 産体制の整備に取り組む。また、自伐型林業を活性化し、

事業費 自立的な森林整備を促進するため、森林所有者等へ技術支

援を行う。

首都圏等への県産 10,992 首都圏や海外における漁業者を活用したPRイベントや
水産物BtoB販売促 情報発信イベント、販売促進を図る取組を通じ、県産水産

進事業費 物の認知度向上や流通量の増大を図る。

地域水産物・食文化 5,018 烏羽志摩地域における食と観光を関連付け、漁業者・観光

と観光との連携事業 業者など地域が一体となって情報発信することで漁業お

費 よび地域の活性化を図る。

海女の所得向上支 1, 771 海女漁業や海女文化の振興による地域活性化を目的に、海
援事業費 女自身が参加し、関係市、県、関係機関等とともに設立さ

れた海女振興協議会の活動を通じて、漁獲物の付加価値向
上等、収入向上に向けた取組を支援するσ

養殖経営強化支援 2,899 養殖業が重要産業である南部地域において、作業の共同化

事業費 による生産性の向上、収益増等につながる取組を行うグノレ

ープを支援する。

かがやく水産女性ネ 1,036 水産業における女性の活動を促進するため、シンポジウム

ットワーク構築事業 の開催等により、女性が交流し、互いの活動をさらに発展

費 させるとともに、女性の活躍をPRする冊子を発行する。

漁業の魅力を知るイ 1, 746 県内の両校生又は大学等の学生に対し、県内漁業への就労
ンターンシッフ。推進 体験機会を提供し、漁業の魅力を体験させることで、就業

事業費 先としてコ重県の漁業を選択する若者の増加を図る。

水福連携による担い 2, 977 福祉事業所等の漁業参入念支援することで、障がい者の働

手育成事業費 く場を創出するとともに、新たな漁労関係作業委託の創出

や福祉事業所職員等の漁業知識の向上等に取り組む。
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平成 27年度 一重県一般会計補正予算（第6号）項目一覧表

※2月補正予算（その 1) 

非公共事業 （単位千円）

項 目 事業名
補正前

補正額
補正後

補正の概要
の額 の額

農 みえの農林水産物の魅力 。 18,421 18,421 国の補正による増額

林 総合発信事業費 （地方創生加速化交

水 付金）
産

みえの農林水産「八百万 。 4,690 4,690 国の補正による増額振

興 サミットJ開催事業費 （地方創生加速化交
費 付金）

中山間地域農業を起点、と 13, 820 24, 700 38, 520 国の補正による増額

農 した雇用創出プロジェク （地方創生加速化交

業 ト事業費 付金）
振

若者農村移住チャレンジ 。 8,250 8, 250 国の橋正による増額興

費 応援事業費 （地方創生加速化交
付金）

みえの輝く女性就農実現 9, 639 6,044 15, 683 国の補正による増額
担 支援事業費 （地方創生加速化交
い農 付金）農 手 林

業 対漁 二重の農業若き匠の里プ 。 7,653 7, 653 国の補正による増額
費 策業 ロジェクト推進事業費 （地方創生加速化交

費
付金）

園芸特産物生産振興対策 6,296 65,000 71, 296 匿の補正による増額

農 事業費 （農畜産物輸出拡大

f乍 施設整備交付金・
物 TP P対策）
弁サ

首都圏と海外への伊勢茶 。 8,888 8,888 国の補正による増額策
費 ブランド展開推進事業費 （地方創生加速化交

付金）

農 みえジピエ拡大・活用事 。 10,947 10,947 国の補正による増額

業 業費 （地方創生加速化交

経 付金）
営

条件不利地における獣害 。 22, 529 22, 529 国の補正による増額対
策 防除支援事業費 （地方創生加速化交
費 付金）

みえの企業等の農業参入 。 10, 050 10,050 国の補正による増額
経 による地方創生モデノレ事 （地方創生加速化交
嘗農 業費 付金）
体林
育漁 農業と福祉の新たな連携 。 2,465 2,465 国の補正による増額
成業 創出事業費 （地方創生加速化交
費

付金）

二重の畜産物海外輸出 。 4,400 4,400 国の補正による増額
チャレンジ促進事業費 （地方創生加速化交

付金）

畜 畜
ニ重の畜産女性活躍促進 。 4, 000 4,000 国の補正による増額産

産
振 事業費 （地方講lj生加速化交

業
興 付金）

費 費
高収益型資産連携体育成 。 2, 894 2,894 国の補正による増額
事業費 （地方創生加速化交

付金）
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平成 27年度 三重県一般会計補正予算（第6号）項目一覧表

※2月補正予算（その 1) 

非公共事業 （単位：千円）

項 目 事業名
補正前

補正額
補正後

補正の概要
の額 の額

総林
豊かな森と地域を担う人 。 6, 760 6, 760 国の補正による増額

務業
づくり事業費 （地方創生加速化交

費 付金）

林 林 県産材輸出促進事業費 。 1,006 l, 006 国の補正による増額

業 業 （地方創生加速化交

費 振 付金）
興

地域に活力を与える林業 。 5, 315 5, 315 国の補正による増額十旨

導 生産体制整備事業費 （地方創生加速化交
費 付金）

強い水産業づくり施設整 242 310, 561 310, 803 国の補正による増額
備事業費 （水産関係、地方公共

団体交付金）

首都圏等への県産水産物 。 10, 992 10, 992 国の補正による増額
BtoB販売促進事業費 （地方創生加速化交

水
付金）

産 地域水産物・食文化と観 。 5, 018 5, 018 国の補正による増額
業 光との連携事業費 （地方創生加速化交
振 付金）
興

費 海女の所得向上支援事業 。 l, 771 1, 771 国の補正による増額

水
費 （地方創生加速化交

産
付金）

業 養殖経営強化支援事業費 。 2,899 2,899 国の補正による増額
費 （地方創生加速化交

付金）

かがやく水産女性ネット 。 1,036 1, 036 国の補正による増額
ワーク構築事業費 （地方創生加速化交

水 付金）
産
業 漁業の魅力を知るイン 。 1, 746 1, 746 国の補正による増額
経 ターンシップ推進事業費 （地方意lj生加速化交
営

付金）
対
策 水福連携による担い手育 。 2,977 2,977 国の補正による増額
費 成事業費 （地方創生加速化交

付金）
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平成 27年度 二重県一般会計補正予算（第6号）項目一覧表

※2月補正予算（その 1) 

公共事業 （単位白千円）

項 目 事業名
補玉前

補正額
補正後

補正 ロコ 概 要
の額 の額

県営かんがい排水事業 760, 451 420, 000 1, 180, 451 国の補正（TPP対策）
費 による増額

（伊勢市）

土 基幹農業水利施設ス 481, 265 225,250 706,515 国の補正（TPP対策）

主1!l トックマネジメント事 による増額

改 業費 （多気町、伊賀市、名張

良 市）

費

高度水利機能確保基盤 1,296, 580 2, 197, 686 3,494,266 国の補正（TPP対策）
整備事業費 による増額

（鈴鹿市、松阪市、伊勢
市、明和町、多気町）

農
士也

県営ため池等整備事業 316, 051 71, 200 387,251 国の補正（防災減災対
費

費 策）による増額
（津市）

農
全世 農業用施設アスベスト 109,200 32, 240 141,440 国の補正（防災減災対

訪 対策事業費 策）による増額

~ （伊勢市、玉城町）

事
業
費 基幹土地改良施設防災 499,065 119, 100 618, 165 国の補正（防災減災対

機能拡充保全事業費 策）による増額
（志摩市）

造林事業費 296,800 158,667 455,467 国の補正（防災減災対策

造 等）による増額

林 （県内全域）

費

治山事業費 1, 581, 223 90, 000 1,671,223 国の補正（防災減災対

林 治 策）による増額

業 山 （熊野市、大台町）

費 費

森 森林環境創造事業費 136, 169 23,660 159,829 国の補正（防災減災対策

林 等）による増額

総 （県内全域）

主書
費
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債務負担行為（追加）

事 項 期間 限度額 備 考

農業用施設アスベスト
対策事業（城田・下外城 平成28年度 100,000千円 石綿管敷設替工事
田地区）に係る契約

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（長島 90, 000千円
中部地区）に係る契約 平成28年度 排水機場建屋ヱ事

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（長島 120,000千円
中部地区）に係る契約 平成28年度 吐水槽改修工事

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（長島 4, OC8千円
中部地区）に係る契約 平成28年度 排水機場建屋工事監理業務委託

基幹土地改良施設妨災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（木曽 100,000千円
自甲 2期地区）に係る契約 平成28年度 排水機場整備その 1工事

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（木曽 2, 000千河
自甲 2期地区）に係る契約 平成28年度 工損調査（事前調査）

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（木曽 40, 000千円
岬2期地区）に係る契約 平成28年度 不発弾調査業務委託

基幹土地改良施設防災 平成27年度～ （ゼロ国債）
機能拡充保全事業（阿児 120,000千円
地区）に係る契約 平成28年度 排水路樋管更生工事

復旧治山事業（恋ヶ谷地 平成27年度～
31,000千円

（ゼロ国債）

区）に係る契約 平成28年度 復旧治山事業恋ヶ谷地区工事

繰越明許費 （単位：千円）

科 日
補正前の額 今回迫力日・変更 補正後の額

(A) を行う額（B) (A) + (B) 
一般会計 727,665 3,888,815 4,616,480 

農林水産業費 623,095 3,888,815 4, 511, 910 

農 業費 。 189,637 189,637 

畜産業費 。 11, 294 11, 294 

農地費 。 3,065,476 3,065,476 

林業費 193,095 285,408 478,503 

水産業費 430,000 337,000 767,000 

災害復旧費 104,570 。 104,570 

農林水産施設災害復旧費 89,319 。 89,319 

自然公閤等施設災害復旧費 15,251 。 15, 251 
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平成28年三重県議会定例会

予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会説明資料

（所管事項説明）

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

予算に関する補助金等に係る資料

平成28年 2Fl 

農林水産部

1 

~ 



第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名農林水産部）（単位千円）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏名 交付予定額 事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 課（室）名 支出科医
及び住所 （予定時期） 款 Z頁 白 事業名

園芸特産物生産 多気郡農業協同組 65,000 柿共同機械選果機の導 （目的E理由） 市場の不完全性 農産園芸課 農林水 農業費 農作物 農産物の生産

振興対策事業費 iコ' （十128.9)入を支援する。 輸出に対応できる機能向 採算性やリスクの観点から 産業費 対策費 振興事業費

補助金 多気郡明和町大字 上した選果機を導入するこ 民間だけでは投資が困難な

坂本1240-3 とで、品質向上とコスト低 農業用機械等の導入を推進
減を図り農家所得の向上 することによって、農業の振
を図る。 興、食料の安定供給につな
〔根拠） がることから、公益性を有す
農林水産部関係補助金等 る。
交付要縞

2 造林事業費補助 未定 158,667 植栽、下）（IJり、間伐等に （呂的・理由） 公共財 森林・林業 同上 林業費 造林費 造林事業費

金 (H29.3) 要する経費を補助する。 水源かん養機能又は山地 森林整備を行うことによっ 経営課
災害防止機能の維持増進 て、水源かん養や土砂流出
を図るためには、森林の整 防止等の森林の公益的機能
備及びこれに必要な路網 の高度発揮につながり、社
の整備が必要である。 会全体が森林の公益的機能
（根拠） の受益者となるため、公益
農林水産部関係補助金等 性を有する。
交付要綱

3 強い水産業づくり 鳥羽市 310,561 ノリの品質を維持しつつ （目的・理由） 市場の不完全性 水産基盤整 向上 水産業 水産業 強い水産業づ

施設整備事業費 鳥羽市鳥羽3T目 (H28.3) 生産効率化を進めるた 共悶利用施設を整備し、漁 採算性やリスクの観点から 備課 費 振興費 くり施設整備

補助金 1-1 めに、鳥羽磯部漁協が 業者の労働時間の短縮・ 民間だけでは投資が困難な 事業費
実施する黒海苔委託加 品質の安定化を図る。 漁業用施設の整備等を進め
工施設の整備に要する （根拠） ることにより、漁業の振興、
経費を、県が間接補助 農林水産部関係補助金等 食料の安定供給につながる
事業者となり補助する。 交付要綱 ことから、公益性を有する。

農林水産部 1


