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農林水産部 地すべり対策事
業費

公共事業（異常気象対
策） 5,900 0 地すべりによる被害を除去または軽減して国土の保全と民生の安定を図るため、地すべり防止施設の新

設を行う。
治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 海岸保全施設整
備事業費 公共事業（地震対策） 155,600 8,100

海岸保全区域内で高潮、波浪、津波等による被害を防止するため、堤防、樋門、樋管等を新設改修を行
う。
国の採択基準
１．老朽化対策・侵食対策

海岸保全施設の老朽化対策及び侵食対策として施設の機能強化及び回復を図るもの。
２．調査補修事業

老朽化が進行している施設の調査補修を行い被害の防止を図るもの。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単耕地施設管
理事業費 県単公共事業 7,000 7,000

１ 県が管理する海岸保全区域及び地すべり防止区域について、現地により近い市町長に維持管理を委
託し、海岸保全区域、地すべり防止区域の巡視を行うことによって災害を未然に防ぐとともに、不法建築物
の設置や堤防の加工等届け出行為の監視を行い、海岸施設の管理にあたる。
２ 海岸保全施設整備の損傷が小規模なものについて、修繕などを行うことにより、災害の防止と国土保
全に資する。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 海岸漂着物等処
理推進事業費 公共事業 8,820 1,540

近年の大雨・台風等の後、大量の流木やゴミ等が海岸に押し寄せ、海岸環境の悪化が生じている。このた
め、県が管理する農地海岸において、海岸漂着物の回収・処理を実施し、海岸の良好な景観及び環境の
保全を図る。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 治山事業費 （公共事業）治山事業費 1,758,424 10,879
荒廃森林の復旧、土砂災害の防止、良質な水の安定供給など、県民生活の安全を確保するため、治山施
設の整備を進めるとともに、水源地域等の森林の造成・整備を総合的に実施し、災害に強い森林づくりを
進めます。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 治山事業費 （公共事業）山地災害危
険地対策事業費 79,705 2,750 山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する山地災害危険地区の整備を行います。 治山・治水・海岸保

全の推進

農林水産部 県単治山事業費 （県単公共事業）県単治
山事業費 621,401 10,401 山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する山地災害危険地区などの荒廃森林の復

旧・整備や保安林整備等を行います。
治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県単治山事業費 （県単公共事業）県単山
地災害危険地対策事業 812,300 16,300 山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する山地災害危険地区の整備を行います。 治山・治水・海岸保

全の推進

農林水産部 県単治山事業費 （県単公共事業）県単治
山施設機能強化事業費 16,975 16,975

過去に整備した治山施設について、その施設を有効活用し機能の強化を図るとともに、経年劣化等により
機能低下が危ぶまれる施設の点検及びその結果に基づく補修・改修を実施し、防災・減災機能の向上を
図ります。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県営漁港海岸保
全事業費 公共事業 231,673 9,673

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害による高潮・波浪・津波による越波や浸水被害
に備えるため、漁港海岸保全施設の嵩上げや耐震対策などを実施する。
また、漁港海岸施設の諸元や老朽状況を踏まえた長寿命化計画を早急に策定し、計画的な施設整備（修
繕）に取り組みます。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部 県営受託漁港海
岸保全事業費 受託事業 126,000 0 津波、高潮、波浪等の災害から、背後の漁業集落に住む人の生命及び財産を防護するため、公益上特に

必要があると認める地域の堤防や護岸等について、県が市町から受託し事業を実施する。
治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
漁港海岸漂着物
等処理推進事業
費

公共事業 2,075 475

海岸は国土の保全や漁業活動の場、さらに海水浴場等のレクレーション活動など場としての重要な役割を
担っている。しかし、近年大雨・台風等の後、大量の流木やゴミ等が海岸に押し寄せ、生態系を含む海岸
環境の悪化、海岸機能の低下や漁業への影響などの被害が生じている。このため、県が管理する漁港海
岸において、海岸漂着物の回収・処理を実施し、海岸の良好な景観及び環境の保全を図る。

治山・治水・海岸保
全の推進

農林水産部
林業分野におけ
る福祉との連携
推進事業費

林業分野における福祉と
の連携推進事業費 1,026 513

一次産業の分野では、これまでの農福連携の取組から、障がい者が農業に高い適性を示すことが明らか
になったことから、農業以外の分野においても障がい者が新たな担い手として活躍できる取組の支援が求
められています。
このことから、林業分野においても福祉との連携を推進し、農林水産業で障がい者が活躍できる環境整備
を進めます。

障がい者の自立と共
生

農林水産部 食の安全・安心
確保推進事業費

食の安全・安心確保推進
事業費 1,037 1,037 「食の安全・安心が確保された三重県」を実現するため、条例及び基本方針に基づき、消費者・事業者・行

政の主体的な取組を総合的に推進するとともに、米トレーサビリティ法に係る監視・指導を実施する。
食の安全・安心の確
保

農林水産部 農産物検査適正
実施推進事業費

農産物検査適正実施推
進事業費 504 494

農産物検査法に基づき、地域登録検査機関の新規登録、登録更新等の事務及び農産物検査結果報告の
受理や農林水産省への報告の事務等を行うとともに、適正な検査が行われるよう地域登録検査機関への
監視指導を行い、農産物の公正かつ円滑な取引等に繋げます。

食の安全・安心の確
保

農林水産部 農作物等適正管
理推進事業費

農作物等適正管理推進
事業費 12,254 4,683

病害虫の発生時期・発生量等の予測情報の提供や防除技術の普及、重要病害虫の感染拡大防止、県内
の土壌データ収集に基づく土作り推進等を行うことにより、安全・安心で環境にやさしい農業生産体制の構
築を進めます。

①病害虫発生予察等総合推進
②土壌適正管理調査・指導

食の安全・安心の確
保

農林水産部
食の安全・農林
水産物安全確保
事業費

農産物生産資材等監視
事業費 1,338 424

農業生産資材の適正な流通並びに使用の確保、農産物等に含まれる有害物質の吸収抑制によるリスク
低減等を進めることにより、事業者の自主管理を促進し、安全で安心な農産物が安定的に消費者に対し
て供給されるような体制を構築するため、次の対策等を実施する。

①肥料監視・指導対策
②農薬監視・指導対策
③有害物質対策事業

食の安全・安心の確
保

農林水産部 家畜衛生防疫事
業費 家畜衛生防疫事業費 60,322 18,613

社会的・経済的に重度な被害を及ぼす口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生予防
及び発生時のまん延防止を図る。
飼料及び動物用医薬品等の適正使用を推進するための立ち入り検査を行い、安全な畜産物の供給に資
する。県内の死亡牛BSE検査を実施し、牛肉の安全性を確保する。

食の安全・安心の確
保

農林水産部 家畜衛生管理能
力アップ事業費

家畜衛生管理能力アップ
事業費 4,194 2,097 畜産農家にとって大きなリスクとなる疾病等の要因を低減させるため、農場HACCP認証制度手法に基づく

衛生管理体制を構築し、畜産経営の安定化と畜産物の安全・安心の確保に努める。
食の安全・安心の確
保

農林水産部
家畜衛生危機管
理体制維持事業
費

家畜衛生危機管理体制
維持事業費 3,041 3,041 高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて、家畜保健衛生所における危機管理体制を維持するため、

老朽化が進む設備・備品の更新及びメンテナンスを行う。
食の安全・安心の確
保

農林水産部

消費者に安心さ
れる養殖水産物
の生産体制整備
事業費

消費者に安心される養殖
水産物の生産体制整備
事業費

1,426 724
三重県の養殖等水産物を消費者へ安全で安心できる安全衛生管理体制で提供していくため、生産者の
衛生管理体制を強化推進し、消費者ニーズに対応した水産物を安定的に供給できる体制の構築を整備す
る。

食の安全・安心の確
保

農林水産部 獣害につよい地
域づくり推進事

獣害につよい地域づくり
推進事業費 252,214 1,714 獣害対策に取り組む集落活動を支援し、野生鳥獣による農林水産被害の減少を図るため、集落ぐるみに

よる追い払いの実施や侵入防止柵の整備を支援する。 獣害対策の推進

農林水産部 みえの獣肉等流
通促進事業費

みえの獣肉等付加価値
向上促進事業費 2,169 1,085

野生の鹿肉・猪肉等が新しい地域資源として活用され、自立した経済活動につながるよう、安全な野生獣
肉の確保と販路の拡大への取組を行います。また、高品質な三重県産野生獣肉の認知度を県内外で向
上させるため、みえジビエ登録制度の普及および推進に取り組みます。

獣害対策の推進

農林水産部 地域捕獲力強化
促進事業費

地域捕獲力強化促進事
業費 206,383 6,383 地域における効果的な捕獲を促進するため、「捕獲促進プラン」の作成や持続可能な捕獲体制の整備、有

害鳥獣捕獲を促進するための緊急捕獲活動の支援を行う。 獣害対策の推進

農林水産部 野生鳥獣管理事
業費

野生鳥獣捕獲管理事業
費 14,243 5,443 野生鳥獣の捕獲・管理のため、鳥獣保護管理員を配置するとともに、狩猟の取り締まりや指導、狩猟免許

試験及び更新時講習などを行います。 獣害対策の推進

農林水産部 野生鳥獣管理事
業費

野生鳥獣生息管理事業
費 3,017 3,017

次期鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画（ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル）の策定作
業を行います。また、鳥獣保護管理事業計画に基づいた鳥獣保護区等の指定や、ニホンジカ等のモニタリ
ング調査など、野生鳥獣の生息管理を行います。

獣害対策の推進

農林水産部 獣害対策推進体
制強化事業費

獣害対策推進体制強化
事業費 14,209 824

地域における獣害対策のリーダーの育成や、集落ぐるみによる取り組みを実施するための体制づくりに取
り組むとともに、被害対策の基礎的な支援となる新技術の開発・実証を行い、獣害につよい集落を育成す
るための基盤をつくる。

獣害対策の推進

農林水産部 内水面域振興活
動推進事業費

内水面域振興活動推進
事業費 2,096 2,005

環境問題に対する意識の高まりに伴い、内水面漁業の振興においても生態系・環境の保全が重要な課題
となる中、内水面の水産資源の安定化を図ることで内水面漁業の振興を促進するとともに、遊漁者等のレ
クリエーションの場を提供するため、内水面漁業協同組合等が行う増殖事業及びカワウ等による食害対
策事業を支援する。
また、資源管理の必要性が高まっているウナギについて、養殖事業者の指導等を行い、ウナギ資源の持
続的利用に寄与する。

獣害対策の推進

農林水産部 森林公園利用促
進事業費

森林公園利用促進事業
費 50,850 0 森林環境学習や自然とのふれあいの場の拠点施設として、「三重県民の森」及び「三重県上野森林公園」

の適切な維持管理を行うとともに、利用者のニーズにあわせたイベント等を開催し利用の増進を図ります。
豊かな自然環境の保
全と活用

農林水産部 希少生物保全事
業費 希少生物保全事業費 625 625

県内の希少野生動植物種の現状把握に努めるとともに、特に重要な地域における希少野生動植物種の
生息・生育状況調査及び三重県希少野生動植物種の指定を進めます。また、指定種の盗掘防止パトロー
ルや保全活動を実施するほか、外来生物対策について普及啓発を促進して、人と自然が共生できる地域
環境づくりを進めます。

豊かな自然環境の保
全と活用

農林水産部 野生生物保護事
業費 野生生物保護事業費 2,378 2,378

多様な自然環境の保全・野生生物の保護に係る普及啓発および傷病野生鳥獣の対策や、こどもたちが参
加する自然観察会等を行います。また、貴重な自然環境の保全のため、自然環境保全指導員を配置し、
巡視活動や情報収集を行います。

豊かな自然環境の保
全と活用

農林水産部 自然環境保全対
策事業費

自然環境保全対策事業
費 443 443

優れた自然の風景地を有する区域を将来にわたって保護するため、県内の国定公園及び県立自然公園、
自然環境保全地域の計画の策定や保護及び規制等を行います。
また、自然公園等において生態系の維持や回復が必要な地域の調査や対策を関係者と協力して実施し、
優れた生態系の維持・回復を図ります。

豊かな自然環境の保
全と活用

農林水産部 自然公園利用促
進事業費

自然公園利用促進事業
費 22,613 0 県民が自然公園や長距離自然歩道とのふれあいを推進するため、自然公園等施設の適正な管理を行い

ます。
豊かな自然環境の保
全と活用
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農林水産部
伊勢志摩国立公
園指定７０周年
記念事業費

伊勢志摩国立公園指定７
０周年記念事業費 10,000 5,000

平成28年に指定70周年を迎える伊勢志摩国立公園において、「全国エコツーリズム大会」の開催や国内
外への情報発信等に取り組み、国立公園が誇る美しい自然や豊かな伝統・文化を資源としたエコツーリズ
ムの取組を促進します。

豊かな自然環境の保
全と活用

農林水産部
団体営農業集落
排水整備促進事
業費

公共事業 211,391 14,891
農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村環境の改善を図り、併せて公共用水
域の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水又は雨水を処理するための施設を整
備し、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資する。

大気・水環境の保全

農林水産部
団体営農業集落
排水整備支援事
業費

県単公共事業 30,884 30,884 農業集落排水施設の整備を行う、汚水処理施設整備交付金等を支援するため、市町の起債償還に対し
て支援を行う。 大気・水環境の保全

農林水産部 漁業集落排水整
備支援事業費 県単公共事業 7,400 7,400 漁村の生活環境及び水域環境の改善を図るため、市町が行う漁業集落排水整備の起債償還に対して支

援する。 大気・水環境の保全

農林水産部 人権問題啓発推
進事業費

人権問題啓発推進事業
費 1,002 119

農林水産団体の役職員等を対象に、人権問題に関する啓発を推進する。
・人権啓発研修会の開催
・人権啓発物品の配布
・農林水産団体が開催する人権研修の支援
・その他人権啓発活動

人権が尊重される社
会づくり

農林水産部
三重まるごと自
然体験促進事業
費

三重まるごと自然体験促
進事業費 22,218 11,109

三重県が誇る海・山・川などの豊かな自然を「体験」という形で生かして、国内外から人を呼び込み、交流
の拡大を図るため、自然体験活動を展開する人材の育成、「自然体験プログラム」のブラッシュアップ、県
内外への積極的な情報発信などに取り組む。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
農山漁村新規ビ
ジネス創出人材
育成・確保事業

農山漁村新規ビジネス創
出人材育成・確保事業費 15,531 0 農山漁村を活性化するため、地域資源を活用した都市農山漁村交流、新商品開発、新事業創出など、新

たなビジネスを創出することのできる人材を育成する。
中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 農業環境価値創
出事業費

農業環境価値創出事業
費 19,460 7,881

地球温暖化の防止、生物多様性の保全、地球資源循環等を目指した営農活動を支援するとともに、この
ような農法による農産物の販売力を高めるため、環境貢献度指標の活用等を進めます。

①環境保全型農業直接支払い事業

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 県営水環境整備
事業費 公共事業 105,000 2,000

水路、ため池、ダム等の農業用水利施設の保全管理または、整備と一体的に地域の有する多面的機能
の維持増進に資する施設の整備を行い、農村における生活空間の質的向上を図る。

１地域用水環境整備事業（地域用水環境整備）
２地域用水環境整備事業（単独魚道整備）

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
県単基幹水利施
設緊急調査・補
修事業費

県単公共事業 5,885 5,885

適正に管理されている基幹水利施設の突発的破損を回避するとともに、大規模災害時などにおける被害
を防ぐため、簡易的な機能診断を含めた調査及び劣化防止等対策工事を実施し、農業水利施設の保全を
図ります。

1.基幹水利施設緊急調査事業
2.機能保全緊急補修事業

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
基幹農業水利施
設ストックマネジ
メント事業費

公共事業 488,532 28,076

1.基幹水利施設ストックマネジメント事業（法律補助）
2.基幹水利施設ストックマネジメント事業（予算補助）

水利施設の機能診断を実施するとともに、地域住民が取り組む資源保全活動を補完する高度な技術を
要する施設の機能保全を実施し、地域経営の実践を支援する。
3.土地改良施設診断・管理指導事業

土地改良施設において、専門指導員による高度な技術や専門知識に基づく点検・診断を行うとともに、
更新や補修整備に対する指導を行い、施設の長寿命化を図る。
4.県単予防保全調査・補修事業

簡易的な機能診断及び劣化防止対策工事を実施し、水利施設の保全を図ります。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
農業・農村にお
ける生物多様性
保全対策事業費

県単公共事業 500 500

農業農村整備事業を実施する地域の動植物の生態系を調査し、農業農村整備事業に伴う工事が希少生
物等に及ぼす影響とその影響を回避する方法について検討する。また、希少生物等の生態系を保全する
工法での事業実施を補助するとともに、事業の終了後に事後調査を行い効果を検証するほか、水路と水
田を生きものが自由に行き来できる水田魚道を設置し、地域住民による生物の保全活動をモデル的に実
施することにより、生物多様性の確保と地域住民の意識向上を図る。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 県営ため池等整
備事業費 公共事業 254,250 6,350

1.農業用河川工作物応急対策
河川に設置された農業用河川工作物の構造が不適当なものについて災害を未然に防止するための改

善措置を行う。
2.用排水施設整備

農用地、農用施設の災害を未然に防止するために樋門、水路等の改修を行う。
3.防災ダム事業（地震対策ため池防災工事）
4.ため池等整備事業（一般型）

下流に人家があり、地震等により決壊した場合に被害を及ぼす恐れのあるため池について、改修整備を
行い、県民の生命・財産を守る。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 団体営ため池等
整備事業費 公共事業 115,425 2,625

１.用排水施設整備
改築後における自然的社会状況の変化等に対応して早急に整備を要する頭首工、揚排水機場、水路等

の用排水施設の改修を行う。
２.調査計画事業

整備計画を策定するための地域の諸条件の現状把握及び概略設計を実施する。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 農業用施設アス
ベスト対策事業 公共事業 110,250 2,000 農業農村整備事業において使用された石綿を含有する製品を含有しない製品に代替し、農業者等の健康

を害することを未然に防止することによって農業経営の安定及び維持を図る。
中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
基幹土地改良施
設防災機能拡充
保全事業費

公共事業（異常気象対
策） 540,423 7,523

県内には基幹的役割を果たす排水機場等の土地改良施設が多数あるが、局地的な集中豪雨や地震時に
はこれらの施設がネック点となり、農地や人家等に多大な浸水被害を起こすことが想定される。これらの
施設について、調査および改修や更新整備を実施する事により排水機能の向上を図り、浸水被害等の被
災を軽減し県民の安全を確保する。
1.湛水防除事業（ゼロメートル地帯）
2.湛水防除事業
3.小規模土地基盤整備事業
4.基幹水利施設緊急調査業務

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 農山漁村交流支
援事業費

地域資源活用型ビジネス
展開事業費 3,876 1,376

農山漁村地域での雇用の場や所得機会の確保、高齢者や女性の生きがいづくりなどを進めるため、地域
の豊かな資源を活用して魅力ある地元産品やサービスを提供できる「地域資源活用型ビジネス」の取組を
拡大するとともに、地域の自立・発展が可能となるようなモデルビジネスの取組を支援する。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
農村地域自然エ
ネルギー活用推
進事業費

公共事業 27,200 1,200

農村地域において農業用水等を利用した小水力発電等の施設整備の促進をはかることにより、売電収入
及び農業用施設での発電電力使用による環境保全型農業による地域活性化、災害時におけるエネル
ギーのリスク分散を図る。
１小水力等利活用支援事業
２地域用水環境整備

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 県営中山間地域
総合整備事業費 公共事業 385,010 3,670

自然的、社会的、経済的諸条件に恵まれない中山間地域における農業・農村の活性化を図るため、地域
の特性に応じた生産及び生活環境の基盤を総合的に整備し、地域の立地条件に適応した活力ある農業
の確立と快適で住みよい農村づくりを行う。
１集落型事業
２広域連携型事業
３実施計画型事業

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 ふるさと水と土保
全対策事業費

ふるさと水と土保全対策
事業費 8,264 0

中山間ふるさと・水と土保全基金を活用し、中山間地域等における農地等の多面的機能を良好に発揮さ
せるため、ふるさと水と土指導員等の資質向上及び、地域が自ら農地、土地改良施設の保全管理活動や
農村景観の保全・創造等の取組を支援する。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 ふるさと水と土保
全対策事業費

中山間ふるさと・水と土保
全基金積立金 583 0

中山間地域における土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要な農地を対象として、地域全
体にかかる各種の保全活動を実施し地域の総合的な活性化を推進する経費の財源に充てるため、基金
を積み立てる。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 中山間地域等直
接支払事業費

中山間地域等直接支払
事業費 221,102 84,132

耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産
の維持を図りつつ多面的機能を確保するという観点から、平坦地域との生産条件の不利性を補正する支
援を直接的に行う。
（根拠法令）
・食糧・農業・農村基本法

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
団体営中山間地
域総合整備事業
費

公共事業 13,200 2,200

自然的、社会的、経済的諸条件に恵まれない中山間地域における農業・農村の活性化を図るため、地域
の特性に応じた生産及び生活環境の基盤を総合的に整備し、地域の立地条件に適応した活力ある農業
の確立と快適で住みよい農村づくりを行う。
１集落型事業
２実施計画型事業

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 農山漁村観光創
出促進事業費

農山漁村観光創出促進
事業費 9,731 4,866

観光レクリエーション入込客数が順調に伸び、伊勢志摩サミットによって、さらに注目度が高まっている本
県の強みを活かし、農山漁村において観光と連携した経済活動を創出し、地域の資源や魅力を活かした
農山漁村ならではの着地方観光による誘客に取り組むことで、地域の雇用創出を目指します。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 山村振興事業費 山村振興特別対策事業
費 393 393

山村振興法に基づき市町が作成する山村振興計画に掲げる目標に即し、農林漁業の振興、都市との交
流促進、生活環境の整備及び就業機会の拡大を図るとともに、整備した施設の適正な管理運用を監督し
ます。また、山村振興施策を推進するため、全国レベルの各種団体に参画し情報収集を行うほか、県内へ
の普及展開を図ります。

中山間地域・農山漁
村の振興



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

農林水産部 三重のふるさと
応援事業費

子ども農山漁村ふるさと
体験推進事業費 6,350 0

子ども農山漁村交流プロジェクトや子ども会の旅行、子ども体験活動クラブの野外活動などで、子ども達
による農山漁村地域でのふるさと生活体験活動を推進するため、体験民宿の開業支援や体験指導者の
育成、及び受入体制の整備を促進します。
また、学校側への積極的なＰＲを行い、受入側、学校側双方の取り組み機運を醸成します。このことによ
り、農山漁村の地域コミュニティ再生と地域活力増進を目指します。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 三重のふるさと
応援事業費

三重のふるさと応援カン
パニー推進事業費 3,373 0

農山漁村、特に中山間などの条件不利地域では、農林漁業の低迷や過疎高齢化が進むなど様々な課題
がある一方で、多様な生態系や美しい景観などの資源も有している。また企業では、豊富な人材や、個人
と比べれば豊富な資金、事業基盤を有する一方で、他社と差別化できて付加価値の高い商品開発や社会
貢献、社員の士気向上や心の健康管理が課題となっている。こうした農山漁村と企業の資源と課題をうま
く結びつけることで、双方にメリットがありつつ、多様な主体が農山漁村地域を支えるような新しい関係づく
りをめざします。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 基幹農道整備事
業費 公共事業 2,450 0

農道網の基幹となる農道の整備を行うことにより、農業生産の近代化及び農業生産物の流通の合理化を
図り、併せて農村環境の改善に資することを目的とする。また、本事業で整備された施設の耐震対策等を
実施する。
１基幹農道整備
２農道施設耐震

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 広域農道整備事
業費 公共事業 12,050 1,900

広域営農団地育成の一環として、その地域に近代農業に適合する理想的な農道網を整備し、零細団地の
集団化・経営の企業化を図るとともに、地域内における農耕・収穫・運搬・選別・加工・出荷等の諸作業を
広域的に一貫した流れにすることにより、高生産性農業を展開し、併せて農村生活環境の改善に資する。

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 団体営農村振興
総合整備事業費 公共事業 93,181 17,931 地域における自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ農業生産基盤の整備及びこれと関連を持つ農村生

活環境の整備を総合的に実施し、活力ある農村地域社会の発展を図る。
中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 県営農村振興総
合整備事業費 公共事業 73,500 2,000 地域における自然的、社会的諸条件等を踏まえつつ農業生産基盤の整備及びこれと関連を持つ農村生

活環境の整備を総合的に実施し、活力ある農村地域社会の発展を図る。
中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 日本型直接支払
事業費 多面的機能支払事業費 1,069,103 383

農業・農村は、国土保全、水源かん養、景観形成等の多面的機能を有しています。このような多面的機能
を発揮させるため、地域資源（農地、農業用水路、農道等）の維持保全活動、生態系の保全活動、景観形
成活動、農業用施設等の長寿命化のための補修活動に取り組む地域の共同活動を支援します。

（根拠法令）
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 一般農道整備事
業費 公共事業 2,500 0

農業の振興を図るべき地域において、農業生産性の近代化、農業生産物の合理化を図るうえで必要な農
道のうち基幹的な農道及び農道環境の整備を行い、生産環境の近代化を図ることを目的とする。また、本
事業で整備された施設の耐震対策等を実施する。
１一般農道整備
２農道施設耐震

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部
命と暮らしを守る
農道保全対策事
業費

公共事業 297,950 2,350

災害時の緊急避難路及び物資の輸送路を確保するため、基幹となる農道等について、老朽化した路面や
法面の保全対策や安全対策を実施します。
１広域農道（保全対策）
２基幹農道（保全対策）
３一般農道（保全対策）

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 遊漁調整費 遊漁調整通常事務費 636 ▲ 517

1.海面における遊漁と漁業との間の漁場海面利用調整を図るために次の事業を行う。
・漁場利用協定等の促進、海面利用協議会の運営
・遊漁船業者への立入検査等
・プレジャーボート等の漁場利用適正化対策

2.遊漁船業の適正化に関する法律に基づく遊漁船業者を登録するために次の事業を行う。
・遊漁船業者の登録原簿の作成
・遊漁船業者登録システムへの入力作業

中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 水産多面的機能
発揮対策事業費 公共事業 9,358 8,000 水産多面的機能を発揮させることにより、水産業・漁村の活性化を図っていくために、漁業者等から構成さ

れる活動組織が行う干潟･藻場の再生や保全活動に対して支援を行う。
中山間地域・農山漁
村の振興

農林水産部 農山漁村交流事
業費

移住促進に向けた農山
漁村魅力発信事業費 3,439 1,720

県内外の若者等を農山漁村に招き、農林漁業を体験するとともに、既移住者や農林漁業従事者等との交
流や意見交換をする機会を創出し、本県の農林水産業や農山漁村の魅力を発信することで、中山間地域
等への移住を促進する。

移住の促進

農林水産部 農政総務費 一般管理事業費 108,502 93,254 農林水産部内運営にかかる経費及び政策開発経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 政策企画広報事
業費 政策企画広報事業費 2,565 2,558

農林水産行政の円滑な推進を図るため、情報収集、事業広報等を行う。
１部及び本庁各課の事業概要の作成
２国家予算要望の施策情報等の収集
３企画広報関係会議への参加
４部内危機管理の推進
５農政関係団体育成負担金

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部
地産地消の絆と
地域内流通支援
事業費

食で生みだす絆づくり・輪
づくり推進事業費 1,604 1,094 県の生産物表示制度関連食材や高付加価値化に取り組む県内農林水産物に関する情報発信、食育・地

産地消の推進により、食の絆（信頼）の醸成を進め、県民の県産品に対する満足度の向上に努める。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 戦略的ブランド
化推進事業費

戦略的ブランド化推進事
業費 2,704 2,704 三重ブランド認定事業：特に優れた県産品とその事業者を三重ブランドとして認定する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部
みえの食バ
リューチェーン構
築事業費

みえの食バリューチェー
ン構築事業費 11,689 5,845

美味しさや鮮度、健康や機能性などの消費者ニーズに的確に対応するため、食のバリューチェーン構築に
かかわる事業者の連結を促進するとともに、バリューチェーンの形成に向けたＩＣＴを活用した高度生産技
術の実証、機能性食品素材の開発、ビッグデータの効果的な活用と機能性素材データバンクの構築、機
能性表示の仕組みづくり、データ・プラットフォームの構築検討など、事業環境の整備に取り組む。また、Ｉ
ＣＴの活用に取り組む国内外の都市との連携を進める。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部
県産品のエキス
パート人材の育
成・確保事業費

県産品のエキスパート人
材の育成・確保事業費 6,830 0

本事業では、県産品の魅力を消費者に的確にPRし、消費者のニーズを生産者に伝達することで、さらに
商品開発に結び付けられるエキスパートな人材の育成を図るため、販売店での研修などの雇用型訓練を
実施します。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部

食のバリュー
チェーン構築に
向けたビッグ
データ分析人材
育成事業

食のバリューチェーン構
築に向けたビッグデータ
分析人材育成事業

6,298 3,149
農林水産事業者や食に関する企業等の人材をデータサイエンティストとして育成し、業務に必要なビッグ
データを収集・分析して、人手不足となっている地方企業等の労働生産性の向上や新たな価値の創出に
生かすことができるようセミナー及び養成講座などを開催する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農林水産ひとむ
すび塾事業費

農林水産ひとむすび塾事
業費 3,088 88

イノベーションの創出をさらに拡大するために、事業者間のネットワークを基盤とした人材間ネットワークを
構築します。生産、加工、流通、販売や研究などの分野で、新たなイノベーションの創出に取り組む人材を
対象に、課題解決型のワークショップなどを実施し、具体的な連携への取組、今後の緊密な連携の実現を
図ります。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部
みえフードイノ
ベーション総合
推進事業費

みえフードイノベーション
総合推進事業費 123,320 1,389

農林水産資源を活用して、生産者や食品産業事業者、大学など産学官のさまざまな主体の知恵や技術を
結集し融合することにより、新たな商品やサービスを革新的に生み出す仕組みづくりを推進する。
(1)みえフードイノベーション・ネットワーク運営事業
(2)みえフードイノベーション・プロジェクト創出事業
(3)みえフードイノベーション・6次産業化支援事業

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農業試験研究管
理費 農業試験研究管理費 101,357 84,787 農業研究所の運営及び施設や試験ほ場の管理を行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農業試験研究管
理費

植物工場実証パイロット
事業費 7,297 0

農業研究所内に整備した太陽光利用型植物工場において、県内野菜生産額の１位、2位のトマト、イチゴ
について低コスト化、周年栽培の栽培実証を行うとともに、実証技術を普及・拡大させるための人材を育成
する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農業技術開発推
進費

農業関係県単経常試験
研究費 1,492 0 食品産業事業者等と連携した商品開発を進めるにあたり、商品化につなげるための原料となる農産物を

高品質かつ安定的に供給できるよう、生産上の課題に対する解決を図る。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農業技術開発推
進費 農業受託研究事業費 8,812 0 民間企業等が開発している新しい農薬や肥料、資材などについて、県内の農業振興を図る上で貢献が見

込まれるものを選定し、植物防疫協会等の関係協会から試験を受託することで、その効果を試験する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 農業技術開発推
進費

農業技術高度化研究開
発推進事業費 144,352 0 国等からの委託を受け、県内農業の振興に生かすことができる、高度な技術的課題を解決するための研

究プロジェクトを推進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

農林水産部 農業研究施設機
器整備費

農業研究施設機器整備
費 29,887 887

公設試験研究機関における緊急を要する修繕、重要な施設整備を行う。
・茶業研究室空調改修工事実施設計
・茶業研究室空調改修工事

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 畜産業試験研究
管理費 畜産業試験研究管理費 63,668 18,684 畜産研究所の運営及び施設やほ場の管理を行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 畜産業技術開発
推進費

畜産関係県単経常試験
研究費 37,791 0

畜産業の動向と発展に照らして、県民の畜産業や食に対する多様な期待に応えるため、早急に解決すべ
き課題や県内畜産業の生産性の向上、及び売れる商品等の創出に繋がる試験研究を効率的に推進す
る。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 畜産業技術開発
推進費

畜産業技術高度化研究
開発推進事業費 6,290 0 国等からの委託を受け、県内畜産業の振興に生かすことができる、高度な技術的課題を解決するための

研究プロジェクトを推進する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 林業試験研究管
理費 林業試験研究管理費 22,871 22,671 林業試験研究における一般的な管理運営に要する経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 林業技術開発推
進費 林業技術開発事業費 884 884

「もうかる林業への転換」、「災害に強い森林づくり」、「獣害対策の推進」など森林・林業・木材産業に対す
る多様な県民ニーズに応えるため、森林の効率的な育成や資源の利用拡大、新たな商品の創出、森林の
持つ公益的機能の高度発揮に向けた技術開発を行います。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 林業技術開発推
進費

林業技術高度化開発推
進事業費 3,430 757

林業・木材産業事業者等が持つ生産技術の課題を解決し、実用化・商品化等へつなげる研究プロジェクト
等を推進します。
また、成果を効率的にあげるための研究評価の実施や、林業・木材産業事業者に対する技術支援を行い
ます。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業試験研究
管理費 水産業試験研究管理費 50,195 42,994

水産研究所の維持管理及び円滑な研究推進の作業の安全確保のために施設の整備を図る。
・水産研究所（研究室含む）の維持管理費
・所属船の維持管理費
・嘱託員の報酬及び社会保険料
・業務補助職員の賃金及び社会保険料
・各種負担金
・水産研究所における機器類等の整備に要する経費

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

水産関係県単経常試験
研究費 5,323 3,823 養殖や栽培漁業のための技術開発、資源管理や漁場環境、生物多様性保全のための調査・研究などを

行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費 資源評価調査事業費 20,486 0 200カイリ水域内における重要漁業資源の資源量評価とその動向予測及び管理手法の検討に必要な科学

的情報を収集する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

日本周辺高度回遊性魚
類資源調査事業費 2,267 0

国や他県水産研究機関と連携し、日本周辺水域におけるカツオ・マグロ類の漁獲状況や漁獲物の生物特
性（年齢構成、成長、成熟状況等）を把握するとともに、それらに基づく解析から資源動向を評価し、資源
管理方策を具体化する際の科学的根拠とする。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

熊野灘沿岸における有害
プランクトン優占化機構
に関する研究費

2,290 0 熊野灘沿岸域における有害プランクトンの長期的な変遷と発生環境を把握するとともに、有害赤潮のシー
ド供給メカニズムを解明し、有害赤潮による漁業被害の防止に資する。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

新しい真珠養殖技術実
証化事業費 1,200 0 真珠養殖業の振興を図るため、高品質真珠の生産に係るアコヤガイの育種および養殖技術の開発に関

する研究を行う。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

水産業技術高度化研究
開発推進事業費 31,909 644

本事業は、漁業者が抱える放流技術、養殖技術、漁場環境の改善等各分野技術の向上につながる研究
開発や実証モデルの構築に係る取組を大学や公設研究機関等と連携・協力して推進し、漁業生産技術の
課題解決に資する。
また、県民が水産業に親しむことができる機会の創出をめざし、特に次世代を担う子どもたちの水産分野
への関心を高める。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業技術開発
推進費

みえの養殖水産物計画
生産体制構築事業費 3,215 3,215 三重県における養殖水産物の計画生産体制を構築するために、新たな種苗生産技術や養殖技術の開

発、経営戦略の見直し等に不可欠な科学的知見を収集し、生産現場にフィードバックする。

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 水産業研究施設
機器整備費

水産業研究施設機器整
備費 70,097 97 ・水産研究所調査船「あさま」の定期検査に要する経費70,097千円

農林水産業のイノ
ベーションを支える人
材育成と新たな価値
の創出

農林水産部 土地改良直轄調
査受託事業費 土地改良直轄調査費 500 0

農業生産基盤及び農村環境整備等を円滑に推進するために、水・土地等に関する国の直轄調査の一部
を受託、実施する。

①農業基盤整備基礎調査
②経済効果測定基準調査

農業の振興

農林水産部 農業経営体育成
普及事業費

農業経営体育成普及事
業費 46,040 12,297

安全・安心な食料の安定供給につながる経営体及び担い手の確保・育成のため、水田営農システムやも
うかる農業の推進等を踏まえた高度で先進的な技術導入、経営改善、マーケティング能力向上への支援
等の効率的な普及活動を実施する。
また、農業改良普及センターの整備、普及指導員の資質向上を図る。

農業の振興

農林水産部 農業・農村再生
検討調査事業費

農業・農村再生検討調査
事業費 438 438 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」等の着実な推進を図るために必要な調査・検討

等を行う。 農業の振興

農林水産部 地域活性化プラ
ン推進事業費

地域活性化プラン推進事
業費 3,938 3,938

地域の農業者をはじめ様々な関係者の創意工夫のもと、農地、景観、文化、人材など地域資源を有効活
用する取組へのスタートアップと実践を支援することで、農産物の高付加価値化や地域の取組の発展、人
材の確保・育成等の新たな価値創出につながる取組を進める集落や産地等の育成を図る。
（１）地域活性化プラン策定支援推進事業
（２）地域活性化プランスタートアップ促進事業

農業の振興

農林水産部 農業版ＢＣＰ策定
事業費 農業版ＢＣＰ策定事業費 2,145 2,145 大規模な災害の発生に備えて、予め農業生産を円滑に回復するための取組方向や手順を定める農業版

ＢＣＰを策定する。 農業の振興

農林水産部 農業研修教育支
援事業費 農業大学校運営事業費 51,494 19,516

農業後継者育成のための教育機関として、教育計画に基づき、一般教養、農業基礎、専攻の各講義並び
に実習を実施し、知識や能力を付与する。
また、施設整備として、体育館屋根修繕改築工事（設計委託）を実施する。

・二年課程及び一年課程
・農業短期研修

農業の振興

農林水産部
青年農業者等確
保育成対策事業
費

就農支援資金貸付金事
業費 14,440 ▲ 4,486

青年等就農計画の認定を行う市町への情報提供など新規就農の促進に係る事務を行う。
就農支援資金の貸付を行った（公財）三重県農林水産支援センターに対して、就農促進、就農支援資金の
償還管理に係る事務費等について補助する。
また本県への新規就農を積極的に誘致、支援することを目的に、県内へ就農した者に対し償還免除を行う
ため、（公財）三重県農林水産支援センターに償還金を補助する。

農業の振興

農林水産部 新規就農者総合
支援事業費

新規就農者総合支援事
業費 254,581 0

国の新規就農・経営継承総合支援事業（青年就農給付金事業）を活用して、就農に向けた研修を行う就農
希望者や就農５年目までの新規就農者に対して、青年就農給付金を給付することで、青年の就農意欲の
喚起と就農後の定着を図り、本県における青年の新規就農者数の拡大につなげます。

農業の振興

農林水産部
農業経営の核と
なる人材の育
成・確保事業費

農業経営の核となる人材
の育成・確保事業費 21,225 0

目的及び効果、内容
農業関係団体と連携して、経営感覚豊かな人材を育成する専門研修を実施するとともに、大規模経営体
や６次産業化に取り組む農業生産法人等において雇用型訓練を実施し、農業経営の核となる人材の確
保・育成を図る。

農業の振興

農林水産部
就労体験を通じ
た農業就労の促
進事業費

就労体験を通じた農業就
労の促進事業費 4,269 0

農業を職業としての選択肢に加えてもらうため、県内の学生を対象に就労体験機会の提供や就労体験の
積極的な情報発信などを行い、農業の潜在的な可能性や職務内容を認知してもらうことで、農業就労へ
の意欲を醸成し、農業分野での就労促進につなげます。

農業の振興

農林水産部
園芸産地におけ
る障がい者雇用
の促進事業費

園芸産地における障がい
者雇用の促進事業費 7,148 0 障がい者の職場適応を支援する農業ジョブトレーナーを育成し、園芸農家等において障がい者の雇用型

就労体験を通じて、園芸産地における障がい者の雇用を促進する。 農業の振興



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

農林水産部 卸売市場流通対
策事業費

卸売市場流通対策事業
費 155,376 155,376

県内の卸売市場における生鮮食料品の合理的・安定的な流通を推進する。
（１）三重県卸売市場審議会事業
（２）三重県地方卸売市場事業特別会計繰出事業
（３）卸売市場調査指導監督事業
（４）第10次三重県卸売市場整備計画策定

農業の振興

農林水産部 農産物の生産振
興事業費

三重の水田農業構造改
革総合対策事業費 184,917 3,767

米麦大豆の生産振興を図るため、種子対策、「人と自然にやさしい米づくり」の推進、実需者ニーズに対
応した品種への誘導や品質向上対策等に取り組みます。

また、生産者団体等が実施する生産体制の整備に対して助成を行います。
さらに、「経営所得安定対策」制度等国の米政策に対応した各種施策の円滑な実施と水田フル活用によ

る需要に応じた農作物の生産振興を図ります。

農業の振興

農林水産部 農産物の生産振
興事業費

園芸特産物生産振興対
策事業費 157,401 7,401 園芸特産物の生産振興と安定供給を図るため、生産指導や野菜価格安定対策、共同利用施設整備等に

取り組むとともに、消費拡大に向けた情報発信を行います。 農業の振興

農林水産部 輸出対応型産地
育成支援事業費

輸出対応型産地育成支
援事業費 3,654 1,827 海外販売を核として販売不振の打開策を試みる産地を支援し、海外マーケットにも対応できる産地構造を

もつリーディング産地を育成することで三重県園芸農業全体の成長を促します。 農業の振興

農林水産部 農業経営近代化
資金融通事業費

農業経営近代化資金融
通事業費 72,170 72,107

農業者の経営改善に向けた取組みへの支援を目的とし、設備・運転資金等に必要な資金の円滑な融通を
図るため、利子補給措置等を講ずる。
●根拠法令等
農業近代化資金融通法、農業経営近代化資金利子補給金交付規則、農林水産部関係補助金等交付要
綱、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
●融資枠
(1)農業経営近代化資金24.0億円(2)農業経営改善促進資金24.0億円(3)天災資金0.4億円

農業の振興

農林水産部 農水金融推進事
業費 金融公庫受託事務費 1,124 0 （株）日本政策金融公庫の有効活用を推進するため、関係機関、団体との連携を図る。 農業の振興

農林水産部 特別会計繰出金 就農施設等資金貸付事
業等特別会計繰出金 98 ▲ 48,453 就農施設等資金貸付金の償還管理及び現地検査等に係る経費に必要な額を特別会計へ繰り出す。 農業の振興

農林水産部 農協・農業共済
指導事業費

農協・農業共済指導事業
費 750 750

農協等の健全な運営確保を通じて、地域農業の発展を支える組織として活発に活動できるよう支援を行
う。
また、農業共済団体における農業災害補償制度の適正な運営確保を通じて、地域農業の持続的発展を
支える組織として活発に活動できるよう支援を行う。

農業の振興

農林水産部 農林水産団体検
査事業費

農林水産団体検査事業
費 2,398 2,398

法令等の規定に基づき、農業協同組合、水産業協同組合、土地改良区、農業共済団体、森林組合等の
事業運営や経営の健全性を確保するため、組織、業務及び会計の状況等について検査を実施する。
①法令順守とリスク管理体制の整備及び実施状況
②決算及び債権管理の適正性の検証

農業の振興

農林水産部 地域農政推進対
策事業費

農業経営基盤強化促進
事業費 131,991 15,572

意欲ある農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、認定農業者の育成、
農業経営の法人化、担い手組織及び集落営農の組織化などの担い手育成対策を総合的に実施し、農業
経営基盤の強化を図る。
①担い手総合支援推進費
②農業経営合理化事業推進費
③経営体育成支援事業
④担い手確保・経営強化支援事業
⑤農業共同利用施設災害復旧事業
⑥集落営農組織企業化支援事業
⑦（公財）三重県農林水産支援センター業務推進事業費

農業の振興

農林水産部 地域農政推進対
策事業費

農用地利用集積特別対
策事業費 356,918 376

地域の実態に即し、意欲ある農業者等への農用地の利用集積を促進するための活動を展開する。
①農地集積事業
②人･農地問題解決加速化支援事業
③農業経営力向上支援事業
④機構集積協力金交付事業

農業の振興

農林水産部
農林水産業版プ
ラットフォーム整
備事業費

農地中間管理機構事業
費 167,200 46,912

農地所有者と農業経営者の間に、農地の賃貸借を通じて介在し、農地利用の再配分を行うこと等により、
経営規模の拡大、農地利用の集約化その他農地の利用の効率化及び高度化を促進する。
また、就農時のミスマッチの解消、農業法人等の就業後の人材育成、新規就業者の定着率の高めるとと
もに、学生等の就職の選択肢の一つに加えてもらうための就労体験機械の提供を行うことで農業分野で
の人材確保・定着及び農業経営体の経営発展につなげる。
①農地中間管理機構事業費補助金②農地中間管理機構事業県指導費③新たな農地の受け手確保事業
④新農業人発掘・雇用拡大・定着促進事業

農業の振興

農林水産部
農林水産業版プ
ラットフォーム整
備事業費

農地中間管理事業等推
進基金積立金 699 0

農地利用集積の推進、農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業を営
もうとする者の農業への参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化を促進し、農業生産性の
向上等を図るため、基金を積み立てます。

1財産収入（預金利子）

農業の振興

農林水産部 畜産物の生産振
興事業費

中小家畜経営対策事業
費 4,114 2,404

効率的で生産性の高い畜産経営体の育成、体質強化、家畜改良増殖等に係る支援による畜産業の振興
を図る。また、鶏卵、鶏肉及び豚肉の安定的な生産、供給のため、生産量調査を実施し、自主的な計画生
産を推進するとともに、みえ特産鶏の生産基盤強化を図る。

①畜産経営技術高度化促進事業費
②家畜改良増殖対策事業費
③中小家畜対策事業費
④畜産関係中央団体委託事業費

農業の振興

農林水産部 畜産物の生産振
興事業費

大家畜生産振興対策事
業費 2,385 1,572

肉用牛経営の安定と生産技術の改善を図るとともに、生乳の計画的生産による酪農経営の安定的な発展
を図るとともに、飼料作物の生産性の向上と県内産飼料の自給体制の確立を推進する。
また、畜産経営による環境汚染の未然防止や解決を図るため巡回指導を実施するとともに、有機性資源
の有効活用を図る。

１酪農振興対策事業
２肉用牛振興対策事業
３自給飼料対策事業
４資源循環型畜産確立対策推進事業

農業の振興

農林水産部 食肉センター流
通対策事業費

食肉センター流通対策事
業費 111,028 97,713

１ 市場機能強化対策事業費補助金・・・四日市畜産公社が行う卸売市場機能強化対策を支援し、公社の
経営安定を図る。
２ 食肉処理施設再整備事業費補助金・・・四日市市が実施した四日市市食肉センター再整備費の市債償
還元金・利子に対して補助する。
３ 県産食肉安定供給施設支援事業費補助金・・・松阪食肉流通センターの安定的な運営を確保するた
め、食肉処理施設の維持対策費等に対して補助する。
４ 県産肉用牛放射性物質検査等実施事業・・・出荷される県内産肉用牛の放射性物質検査を実施する。

農業の振興

農林水産部

海外市場向け三
重県産ブランド
牛肉輸出モデル
事業費

海外市場向け三重県産
ブランド牛肉輸出モデル
事業費

6,928 3,464

本県においては、松阪牛を中心に黒毛和種の頭数が年々増加しているが、今後は、国内市場の頭打ちな
どにより、厳しい経営状況となることが予想されるため、県産ブランド牛の生産振興対策として、海外市場
の開拓も視野に入れる必要がある。
このため、未知の部分が多い輸出について、県が海外市場において好まれる肉質の調査や、輸出・流通
体制の検討を行い、県内肉牛生産農家に情報提供を行うとともに、肉牛生産者組織による主体的取組を
支援することにより、国内外における県内産牛のブランド価値の向上や生産農家の経営安定を図るものと
する。

農業の振興

農林水産部
三重の畜産成長
産業化促進事業
費

三重の畜産成長産業化
促進事業費 257,221 5,292

厳しい畜産経営環境に対し、各畜種ごとの問題を解決の取り組みを通じて本県畜産業の成長産業化を図
る。

(1)酪農経営多角化推進事業
(2)未利用資源利活用による低コスト養豚経営確立事業

農業の振興

農林水産部
雇用力のある畜
産経営体育成事
業費

雇用力のある畜産経営
体育成事業費 3,114 1,557

新たな名古屋種を導入し優良系統の作出を行い、新たなみえ特産鶏を産出することで、生産性向上を図
るとともに県内外の普及活動等を行いブランド力の向上を目指す。
さらに、飼養施設の改善等により生産基盤の強化を行い、雇用創出に繋げる。

１生産性向上対策事業
２ブランド力向上事業
３推進事業
４生産基盤強化事業

農業の振興

農林水産部 農地総務費 農地総務費 11,843 11,843
・砂利採取法等の許認可事務や県管理自作農財産の管理業務への対応、及び、公共用地の未登記解消
を行うために嘱託員の配置を行う。
・換地処分等に係る苦情・紛争に適切に対応するため、指導・助言を行う。

農業の振興

農林水産部 農地総務費 換地清算金 530 0 換地処分を伴う県営中山間地域総合整備事業についての換地清算金 農業の振興

農林水産部 県営かんがい排
水事業費 公共事業 656,311 2,518 １．一般型

基幹かんがい排水施設の整備を図る。 農業の振興
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農林水産部 団体営かんがい
排水事業費 公共事業 32,986 2,800

１.機能保全計画策定事業
農業用用排水施設の機能診断及び保全計画の策定を図る。

２.施設計画策定事業
整備計画を策定するための地域の諸条件の現状把握及び概略設計を実施する。

３．管理省力化施設整備事業
水管理施設、維持管理施設、安全施設等農業用用排水施設の附帯施設の整備を図る。

４．地域農業水利施設ストックマネジメント事業
農業水利施設の機能を維持するため、適切な対策工事を行う。

農業の振興

農林水産部 県単土地基盤整
備事業費 県単公共事業 105,527 527

農地や農村環境、自然環境を保全するとともに、担い手の育成や集落営農を推進するため、農業生産性
の向上と良好な営農が営まれるよう実施する農業生産基盤や農村生活環境の整備等のうち、国庫補助
事業の採択基準に該当しない小規模な地区について支援する。
・小規模土地改良事業
・土地改良施設整備補修事業
・農村集落機能強化支援事業

農業の振興

農林水産部 国営等関連特別
県単事業費 県単公共事業 3,000 3,000

国営及び機構営農業水利事業の事業効果を早期に発現するため、その受益地内において補助事業で対
応できない末端用水路及び施設の整備について、上位事業との整合を図りながら、要望地区の整備を計
画的に推進していく。

農業の振興

農林水産部 土地改良推進事
業費

土地改良推進対策事業
費 1,795 457

土地改良施設管理円滑化事業
土地改良事業に精通した換地士等を専門指導員として配置し、土地改良事業に関する苦情・紛争等に

ついての相談に対応するとともに、環境に配慮した土地改良計画の樹立及び事業主体の組織運営に関す
る助言及び指導を行う。また、非補助土地改良事業の適切な推進を図るため融資推進計画を策定し、土
地改良区等に対し啓発普及活動を行う。
土地改良施設安全管理指導事業

常時機能を十分に発揮させるために、施設管理の技術指導を行い、管理の適正化を図るとともに施設の
長寿命化を図る。

農業の振興

農林水産部 土地改良推進事
業費

土地改良事業計画審査
対策事業費 210 210

県営土地改良事業の当初及び変更事業申請において、計画の審査適正化を図るため、土地改良法８７条
第２項及び第８７条の３第６項等の規定に基づき準用する土地改良法第８条の土地改良事業計画調査の
専門技術者の調査依頼を行う。

農業の振興

農林水産部 県単土地改良施
設整備事業費 県単公共事業 5,623 5,623

県営土地改良事業によって取得した土地改良財産は事業完了後に市町や土地改良区等へ譲渡をするこ
ととしているが、未登記、施設の不具合、完成からの時間経過等に伴う資料の散逸等の理由により県有財
産のままになっている財産があるため、速やかに未譲渡原因の解消を図り、譲渡を行うことにより土地改
良財産の安定した管理、有効利用を図る。

農業の振興

農林水産部 畑地帯総合農地
整備事業費 公共事業 9,288 875

１．畑地帯総合整備事業（担い手支援型）
畑作農業の担い手による経営割合が10%以上の地域において、担い手の経営安定を図るための効率的

な基盤整備と生産環境整備を総合的に実施する。
２．畑地帯総合整備事業（担い手育成型）

畑作農業の担い手による連坦的ほ場の形成等に向け農地利用流動化を促進し、担い手の経営安定を
図るための効率的な基盤整備と生産環境整備を総合的に実施する。

農業の振興

農林水産部
高度水利機能確
保基盤整備事業
費

公共事業 930,442 9,198
戦略的な農業経営を目指し、大規模営農による競争力強化や、産地の形成や多品目適量生産を実現す
るためには、農産物の高品質化や多品目の育成に向けた水管理の省力化・高度化が必要なことから、高
度な水利機能を有する高性能な生産基盤を整備する。

農業の振興

農林水産部

農業委員会及び
農業委員会ネッ
トワーク機構助
成費

農業委員会交付金及び
補助金 179,554 0

・農業委員会交付金
農業委員会の委員手当、職員設置費及び業務費等に対する助成

・農地利用最適化交付金
農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動に対する助成

・農業委員会補助金
農業委員会が実施する農地法の事務支援等

農業の振興

農林水産部

農業委員会及び
農業委員会ネッ
トワーク機構助
成費

農業委員会ネットワーク
機構負担金及び補助金 30,443 4,061

・農業委員会ネットワーク機構負担金
三重県農業委員会ネットワーク機構の委員手当、職員設置費等に対する助成を行う。

・農業委員会ネットワーク機構補助金
三重県農業委員会ネットワーク機構が行う業務（農業委員会関係事業）に対する助成を行う。

農業の振興

農林水産部 農地調整費 農地調整費 3,599 539

①農地に関する許可、民事調停等を実施することにより、農地法の適正な運用を図る。
②農地の一時転用を伴う砂利採取の認可を行い、砂利採取後確実に農地に復元させる。
③「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき市町村農業振興地域整備計画の適正な管理について
助言を行い、農業振興地域の保全・形成に努める。

農業の振興

農林水産部 自作農財産管理
費 自作農財産管理費 19,985 229 １事業又は細事業の目的及び効果、内容

自作農財産（国有農地等・開拓財産）の管理及び売払等の処分及び貸付使用料等の徴収事務を行う。 農業の振興

農林水産部 国営造成施設県
管理事業費

国営造成施設県管理事
業費 19,114 9,678

国営中勢用水事業で造成された農業用水専用の安濃ダムは、下流の河川改修が進んでいないことから、
洪水被害軽減に配慮した気象状況の判断や高度な操作技術が必要である。このため、運用開始直後か
ら県が国から管理を受託しており、これに要する経費の負担を行う。

農業の振興

農林水産部 国営等関連対策
事業費 国営等関連対策事業費 61 61 事業が完了している国営農地開発事業及び国営干拓事業について、課題解決に向けた関係機関との連

絡調整や協議を推進する。 農業の振興

農林水産部 国営等関連対策
事業費 国営等事業負担金 1,232,996 242,159

国営土地改良事業に係る当該年度建設費の県負担金を支払うとともに、過年度建設費の県負担金及び
地元負担金を償還する。

国営農地開発事業、国営宮川用水第二期事業
国営中勢用水事業、国営青蓮寺用水事業
国営宮川用水事業

また（独）水資源機構営事業に係る建設負担金の償還及び、機構が直接管理する管理費について負担す
る。

三重用水事業、木曽川用水事業

農業の振興

農林水産部 安濃ダム緊急施
設整備事業費 公共事業 66,381 28,449

安濃ダムは、国営中勢用水事業により造成され、防災的・公共的な見地から県（農林水産部）が管理して
いるが、施設造成後２０年以上が経過し、設備の老朽化等で支障をきたしていることから、改修を行うこと
によって安全管理の維持・向上を図る。

農業の振興

農林水産部 特別会計繰出金 林業資金貸付事業特別
会計繰出金 684 ▲ 207,316 林業改善資金貸付事業に必要な事務費を計上します。 林業の振興と森林づ

くり

農林水産部 森林育成促進資
金貸付金

森林育成促進資金貸付
事業費 130,265 0 森林組合が経営の多様化、協業化、経営の改善及び強化を図ることにより、森林の育成を促進し、森林

の保全に寄与します。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林業担い手育成
確保対策事業費

林業担い手育成確保対
策事業費 4,013 2,746 森林整備の担い手を確保するため、高校生への就業体験や林業就業者の技術習得を支援します。

また、安全衛生指導員の養成や振動障害予防診断により林業職場の労働安全を推進します。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林業人材育成・
確保事業費

林業人材育成・確保事業
費 16,070 0

三重県では人工林の多くが本格的な利用期を迎えています。今後、これらの森林資源を活用し、素材生
産を増大させるためには、主伐・搬出をできる人材育成が課題となっています。
そのため、林業団体と連携し、共同で高性能林業機械及び森林作業道の作設オペレータの育成及び架線
集材技術者の人材育成を実施します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林業普及指導事
業費 普及指導活動事業費 6,313 1,857

森林法第１８７条第１項に規定する林業普及指導員を適正に配置し、林業普及指導員が、森林所有者等
に対し、林業に関する技術及び知識を普及するとともに、森林施業に関する指導等を行い、林業技術の改
善、経営の合理化、森林の整備を促進し、もって森林の有する多面的機能の発揮及び林業の持続的かつ
健全な育成に資することを目的とします。
また、森林の適正な整備を推進するためには、その基礎資材となる優良種苗の安定的な確保を図ること
が重要です。このため、優れた品種の育成や採種園等の整備により、優良種苗を確保します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林業・木材産業
構造改革事業費

林業・木材産業構造改革
事業費 265,683 683

（１）森林・林業基本法に基づき、林業の持続的な発展と、需要構造の変化に対応した林産物等の供給・利
用の確保を強力に推進するため、競争力のある木材産地等の形成と地域材等の安定的な供給を図りま
す。
（２）森林組合法に基づき、組織・財務・事業の状況について報告の徴収や監督上の命令などを実施しま
す。
（３）県産特用林産物について、県民が安全で安心に選ぶことができる環境づくりを進めます。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 県行造林事業費 県行造林事業費 42,162 39,888
県行造林は、県内１４市町３４９０haの森林に地上権を設定し、木材生産活動を通じて森林資源の適正な
育成と森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、森林管理を行い、災害に強い森林づくりを進めま
す。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森林整備対策費 森林経営計画作成推進
事業費 18,222 2,455

持続可能な林業生産活動の推進のため、森林組合などの林業事業体が森林所有者から森林経営の委
託を受けて「森林経営計画」を作成する場合（委託型）や森林所有者等が共同して「森林経営計画」を作成
する場合（共同等）に必要な活動を支援し、施業集約化による効率的な間伐等を進めます。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
森林整備加速
化・林業再生基
金事業費

森林整備加速化・林業再
生基金事業費 225,856 0 三重県森林整備加速化・林業再生基金を活用し、森林整備の推進及び森林資源を活用した林業・木材産

業等の地域産業の再生を図ります。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
森林整備加速
化・林業再生基
金事業費

森林整備加速化・林業再
生基金積立金 50,003 0 基金運用により生じる利息、資金融通の償還金を基金へ積み立てます。 林業の振興と森林づ

くり

農林水産部
「もっと県産材を
使おう」推進事業
費

「もっと県産材を使おう」
推進事業費 6,023 4,086

森林の有する多面的機能を発揮させ、林業の持続的かつ健全な発展を図るには、県産材の利用を増や
し、緑の循環を実現していくことが重要です。
このため、品質・規格の明確な製材品である「三重の木」認証材をはじめとする県産材の情報発信・販路
開拓等に取り組み、県産材の利用拡大を図ります。

林業の振興と森林づ
くり



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

農林水産部
木質バイオマス
エネルギー利用
促進事業費

木質バイオマスエネル
ギー利用促進事業費 3,246 3,246 県内の森林に賦存する木質バイオマス原料について、供給者と利用者等が連携して計画的に搬出および

利用することにより、県内の森林整備を促進するとともに雇用の場が確保されます。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
森林・林業躍進
プロジェクト事業
費

森林・林業躍進プロジェ
クト事業費 8,301 8,301

木質バイオマス発電所における木質チップ需要を林業の下支えとし、素材生産量を増大することで、林業
全般への好循環をもたらすとともに、人口減少が進む山村地域の基幹産業である林業の成長産業化を実
現し、雇用と活力の創造を図ります。
（内容）
１自伐林家の意欲向上に向けた木の駅プロジェクト推進
２集材技術者育成
３システム販売推進
４木質バイオマス搬出支援
５県産材需要拡大

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森林病害虫防除
費

森林病害虫等防除事業
費 1,101 1,101 森林に被害を与える病害虫を、早期かつ重点的に防除し、森林の公益的機能の維持を図ります。 林業の振興と森林づ

くり

農林水産部 造林事業費 （公共事業）造林事業費 321,569 93,569 森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動等の推進を図るため、植栽、下刈、搬出間
伐、枝打などの森林整備を行います。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 県単造林事業費 （県単公共事業）県単造
林事業費 38,665 18,665 森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動等の推進を図るため、国庫補助事業を補

完し、植栽、下刈、除伐、搬出間伐、枝打ちなどの森林整備を行います。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
災害に強い森林
づくり推進事業
費

災害に強い森林づくり推
進事業費 720,084 0

1.崩壊土砂流出危険地区に指定された渓流沿いの森林において、土砂や流木の発生・流出に対して緩衝
効果を発揮する森林の整備を行います。
2.効果検証を科学的な視点で研究・調査を実施します。
3.崩壊土砂流出危険地区流域内に異常堆積した土砂や流木のうち、台風や豪雨の際に流出して下流に
被害を与えるおそれのあるものについて除去を行います。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 低コスト造林推
進事業費

（公共事業）低コスト造林
推進事業費 104,439 43,689 低密度植栽等の低コスト造林を実施した所に対して優遇的な補助を行うことで低コスト造林を普及させ、

素材生産量の確保に不可欠な主伐の促進を図ります。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林道事業費 （公共事業）林道事業費 397,461 20,016 林産物の安定供給を推進するとともに、森林の適正な維持管理により公益的機能を高度に発揮させるた
め、基幹施設である林道を開設及び既設林道の改良を実施します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 林道事業費 （公共事業）林道長寿命
化促進事業費 70,470 6,745 林道橋梁の長寿命化を図るため、機能が低下した林道橋梁について、点検診断と診断結果に基づく橋梁

の補強及び更新等を支援します。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 県単林道事業費 （県単公共事業）県単林
道事業費 18,043 9,043 保育、間伐等の森林整備を推進し、林産物の安定供給を図るため、国庫補助事業を補完する小規模な林

道のほか作業道を整備します。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 保安林整備管理
事業費 保安林整備管理事業費 10,964 483 保安林の指定や解除等の適正な維持管理を行い、国土保全等の森林の公益的機能の向上を図ります。 林業の振興と森林づ

くり

農林水産部 森林保全管理事
業費 林地開発許可事業費 560 560 森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意し、森林法の趣旨に即し林地開発が適正に行われるよう

指導・許可を行い、県民の生活環境の保全を進めます。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 みんなでつくる三
重の森林事業費

みんなでつくる三重の森
林事業費 1,557 1,557 県民、企業といったさまざまな主体に対して必要な情報提供や支援等を行ったり、森林にふれあう機会を

設けたりすることで、県民の森林づくり活動や緑化活動への参画を促進します。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 みえ森と緑の県
民税基金積立金

みえ森と緑の県民税基金
積立金 1,087,398 1,087,311 平成２８年度の「みえ森と緑の県民税」の税収、年度末基金残高に対応する利子相当額および過年度事

業の執行残を「みえ森と緑の県民税基金」に積み立てます。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森を育む人づくり
推進事業費

森を育む人づくりサポート
体制整備事業費 30,000 0

学校や地域で実施される森林環境教育や木育、森づくり活動にかかる相談窓口となる「森づくりサポート
センター」を開設し、指導者育成を行うほか、広域的・総合的なサポートを行います。また、森林環境教育
や木育、森づくり活動を広めるための基本計画の策定などを行います。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
みえ森と緑の県
民税制度運営事
業費

みえ森と緑の県民税制度
運営事業費 9,044 0 「みえ森と緑の県民税」の制度が円滑に運営されるよう、みえ森と緑の県民税評価委員会の運営、みえ森

と緑の県民税を活用した事業の実績データの管理等を行います。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
みえ森と緑の県
民税市町交付金
事業費

みえ森と緑の県民税市町
交付金事業費 406,376 0

「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進するという「みえ森と緑の県民
税」の趣旨に則って、市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの施策を展開することができる
よう「みえ森と緑の県民税市町交付金」を交付します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森林計画事業費 地域森林計画編成事業
費 5,173 5,173

森林法第５条に基づき、全国森林計画に沿って、県内の４つの森林計画区ごとに伐採、造林・間伐、林道
開設、保安林の整備等に関する事項を定めた10ヵ年の地域森林計画を樹立・変更し、地域特性に応じた
森林施策の推進目標と森林整備の指針を明らかにします。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森林環境創造事
業費

（県単公共事業）県単森
林環境創造事業費 64,485 34,485

環境林に区分された森林のうち、所有者から提供された森林を公共財として位置づけ、森林の有する公益
的機能が持続的に発揮されるよう、間伐等により針葉樹と広葉樹との混交林への誘導を行うなど、多様な
森林づくりを行います。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 森林環境創造事
業費

（公共事業）環境林整備
事業費 13,036 5,036 市町、事業体、所有者が施行後一定の期間、皆伐を禁止するなどの協定を締結した森林を公共財と位置

づけ、森林の有する公益的機能が持続的に発揮されるよう、間伐等の森林施業を行います。
林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
森林資源情報管
理システム再構
築事業費

森林資源情報管理シス
テム再構築事業費 28,883 883

森林簿は、「地域森林計画」の計画量の算定を始め、市町が策定する「市町村森林整備計画」や森林所有
者等が作成する「森林経営計画」の重要な基礎資料であり、森林資源情報管理システムは、森林簿を含
む森林資源情報を一元的に管理することができます。
現行システムの老朽化等に伴い、本システムを更新する必要があり、併せて森林簿のより一層の精度の
向上と、利便性の向上を図るため、一人一台パソコンを利用したシステムを構築します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部
特定水源地域適
正管理推進事業
費

特定水源地域適正管理
推進事業費 270 270

特定水源地域の森林において、水源の涵養機能を維持増進するため、森林所有者への働きかけを行い
森林の保全意識を高めるとともに、所有者による保全が困難な場合に、保安林指定や公的森林管理に繋
げるための取組を推進します。

林業の振興と森林づ
くり

農林水産部 水産調整費 連絡調整事務費 2,584 2,584
三重県の水産業が魚価の長期低迷、漁業資源の減少傾向などにより漁業経営環境が厳しい状況にある
なかで、平成27年度中に見直す三重県水産業・漁村振興指針の進行管理を行うとともに、水産に関する
新技術の開発等について全国規模の水産関係団体に参画し、情報収集等を行う。

水産業の振興

農林水産部 漁船登録事務費 漁船登録事務費 5,720 ▲ 4,772 漁船法の規定に基づき、建造・改造許可、漁船登録、漁船検認等の関係事務を実施し、適正な漁船の管
理を行う。 水産業の振興

農林水産部 強い水産業づくり
施設整備事業費

強い水産業づくり施設整
備事業費 231 ▲ 6,742

水産基本法の基本理念である水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展を実現するため、市
町、漁協等の実施する国庫補助事業による共同利用施設等の整備を支援する。
また、国庫補助事業の遂行に必要な協議会等に参加し、円滑な事業実施を支援するとともに、施設の適
切な管理運営や処分等の指導監督を行う。

水産業の振興

農林水産部
持続的な水産物
供給体制構築事
業費

持続的な水産物供給体
制構築事業費 940 940 漁場環境の変化に対応した海藻等の養殖技術を確立し、環境配慮型養殖業への展開を進めるとともに、

養殖水産物の疾病の蔓延防止対策を講じることで、持続的な水産物供給体制の構築を図る。 水産業の振興

農林水産部
水産関係施設機
能保全等支援事
業費

水産関係施設機能保全
等支援事業費 1,163 1,163

水産業振興対策の一環として、効果が高く、又は緊急性を要するにもかかわらず、国庫補助事業の採択
基準に満たない小規模な事業のうち、既存施設の長寿命化を目的とした機能保全や、高齢化対策として
の省力化のほか、省エネルギー化、環境対策に資する施設等の整備、水産加工・防災対策等に必要な機
器整備を支援することにより、地域漁業の持続的な発展を図る。

水産業の振興

農林水産部

「元気な海女さ
ん」による里海創
生モデル構築事
業費

「元気な海女さん」による
里海創生モデル構築事
業費

515 515

三重県では古くからアワビ等の磯根資源を漁獲主体とした海女漁業が盛んに行われ、地域の基幹産業と
して重要な役割を果たしてきた。しかし、アワビの漁獲量はピーク時の１／１０に激減し、海女漁業者も急
速に減少・高齢化しており、海女漁業の存続が危ぶまれている。このため、高齢化を踏まえた効率的な漁
獲方法の検討等を行い、海女漁業の安定化と収入向上を図る。

水産業の振興

農林水産部
魅力あるみえの
水産物輸出戦略
構築事業費

魅力あるみえの水産物
輸出戦略構築事業費 2,672 1,336 海外の現地バイヤー等への営業活動や商談機会の確保に加え、ＨＡＣＣＰ認証等の取得や検査等を支援

することにより、県産水産物の輸出を促進する。 水産業の振興

農林水産部
三重ノリ生産・販
売体制構築事業
費

三重ノリ生産・販売体制
構築事業費 1,504 1,504 地域の基幹産業として、重要な役割を果たしている黒ノリ養殖業について、差別化された商品づくり及び販

売戦略構築に係る取組を支援し、黒ノリ養殖業の継続・発展を図る。 水産業の振興

農林水産部 漁業協同組合組
織強化事業費

漁協合併等対策指導事
業費 1,249 1,249 漁業を取り巻く厳しい情勢が続く中で、漁協経営は益々不安定な状況になり、悪化かつ深刻化している。

このような状況に対処するため、漁協の経営改善を支援するとともに、漁協組織の再編を促進する。 水産業の振興

農林水産部 漁業監督費 漁業取締事業費 28,667 27,167

漁業秩序を維持するため、関係機関との連絡を密にしながら、漁業取締事務を実施する。
また、漁業取締船の機能維持管理を行う。
１）漁業取締業務
２）海上保安部との連携
３）密漁防止対策協議会・海難防止連絡協議会との連携
４）漁業取締船の乗組員等の関係者に対する研修
５）漁業取締船の修理等維持管理
６）伊勢志摩サミット海域の警戒

水産業の振興

農林水産部 漁業取締船整備
費 漁業取締船整備費 29,123 123 漁業取締の機能を充実し、漁業秩序の確立を図るため、漁業取締船「伊勢」の中間検査を行う。 水産業の振興

農林水産部 漁港管理費 漁港管理費 4,205 2,118 県営漁港の管理に伴う経費 水産業の振興

農林水産部 栽培漁業推進事
業費 種苗生産推進事業費 61,711 42,971

県内のつくり育てる漁業の促進を図るため、三重県栽培漁業センター(浜島）においてトラフグ、クルマエ
ビ、ヒラメ等の種苗生産を行う必要があり、この種苗生産推進事業を(公財)三重県水産振興事業団に委託
する。

水産業の振興

農林水産部 栽培漁業セン
ター整備費 栽培漁業センター整備費 172 172 種苗の生産・放流を通じて、県民への水産物の安定供給と、沿岸漁業者の経営安定による水産業の健全

な発展に寄与するため、栽培漁業センターの生産施設の適切な管理を図る。 水産業の振興

農林水産部 漁業管理事務費 漁業調整通常事務費 2,537 ▲ 3,881

海面や内水面漁業における漁業生産力の向上及び高度利用を目的とし、漁業の安全操業及び経営安定
化等を図る。
・漁業の免許、登録及び漁業許可に関する事務
・漁業間の調整及び紛争処理
・大臣許可漁業等における他県との連絡調整
・知事許可漁業の一斉更新

水産業の振興



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

農林水産部
資源管理体制・
機能強化総合対
策事業費

資源管理体制・機能強化
総合対策事業費 6,772 1,289

水産資源の維持・回復を図るため、漁業者が計画的に資源管理に取り組める体制の構築及び支援を行
う。
また、まいわし等のＴＡＣ対象魚種について漁獲管理を行う。

水産業の振興

農林水産部 海女漁業資源増
大対策事業費

海女漁業資源増大対策
事業費 5,137 5,137

鳥羽・志摩地域を中心に営まれる海女漁業は、漁業収入を賄う重要な産業であるとともに、観光産業との
コラボレーションや文化的な価値が大きく注目されている。
しかし、アワビの漁獲量及び海女漁業の従事者ともに急速に減少しているため、漁業収入の安定化と海
女文化の継承を目的として、①資源の減少が著しい大型アワビの種苗生産、②効果的なアワビ種苗放流
マニュアルの定着化の促進と新たな漁場造成技術導入による放流効果向上の検証、並びに③アワビ類の
減少に伴い貴重な収入源である赤ナマコの種苗生産技術の開発に取り組む。

水産業の振興

農林水産部 県営漁港関連道
路事業費 公共事業 74,600 2,350 漁獲物・漁業用資材の輸送の合理化を図るため、県において関連道路の整備を実施する。 水産業の振興

農林水産部 県単漁港改良事
業費 県単公共事業 76,137 69,137

漁業の基盤である漁港の計画的な施設整備を行い、漁港機能の推進と安全性の確保を図り、もって地域
漁業の健全な発展を図る。
国補対象の漁港事業の効果を一層発揮するために整備の必要な施設、他の水産施設と有機的な連携を
図るために必要な施設等について整備する。
さらに、漁港及び漁港海岸機能の推進と安全性の確保を図るために、緊急性を要するにも関わらず、国の
採択基準に満たない小規模な事業等で市町が実施する事業に対して補助を行う。

水産業の振興

農林水産部 漁港・海岸維持
修繕事業費 県単公共事業 42,451 42,451 老朽化等により、著しく機能が低下した施設の維持修繕を実施することにより、既存施設を有効に機能さ

せ災害発生を未然に防止する。 水産業の振興

農林水産部 県単漁港環境整
備事業費 県単公共事業 11,200 11,200

近年における親水性ブームの高まりから、漁港区域内に来航する外来者が増加している。これに伴い、こ
れらの利用者が落としていくゴミ及び河川又は漁港前面の海域から流入する大小のゴミのため、漁港区域
内における漁業活動に支障を来す等放置できない状況にある。このため、安全で使いやすい漁港及び漁
港区域内の美化、環境保全に資することを目指し、漁港区域内の清掃等を行う。

水産業の振興

農林水産部 県単沿岸漁場整
備事業費 県単公共事業 24,604 24,604

水産業振興対策の一環として、漁場整備、漁場保全及び共同利用施設において海域での効果が高く、又
は緊急性を要するにもかかわらず、受益者、構造、規模等が国の採択基準に満たないため、国の補助対
象とならない小規模な事業で市町及び漁協等が実施する事業に対して、補助を行う。
県有施設の補修・維持管理や広域的な漁場整備、漁場保全の計画等に関する調査研究を行う。

水産業の振興

農林水産部 広域漁場整備事
業費 公共事業 120,750 2,250

利用が地元の漁業より広い共同漁業権の区域外の漁場を計画的かつ一体的、大規模に整備するととも
に、共同漁業権の区域内等地先の漁場整備を行うことにより、水産資源の持続的利用と水産物の安定的
な供給に資することを目的とする。

水産業の振興

農林水産部
県営水産物供給
基盤機能保全事
業費

公共事業 128,000 4,000 県民の安全・安心の確保を図るため、漁港施設の諸元や老朽状況などを踏まえた機能保全計画を早急に
策定し、災害時に本来の機能が発揮できるよう、保全工事を実施する。 水産業の振興

農林水産部
市町営水産物供
給基盤機能保全
事業費

公共事業 259,030 1,890 県民の安心・安全の確保を図るため、漁港施設の諸元や老朽状況などを踏まえた機能保全計画を早急に
策定し、災害時に本来の機能が発揮できるよう、保全工事を実施する市町の取組を支援する。 水産業の振興

農林水産部
市町営農山漁村
地域整備事業費
（水産基盤整備）

公共事業 164,360 2,255
勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害による高潮・波浪・津波よる越波や浸水被害に
備えるため、漁港海岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施設の嵩上げや耐震対策
などを整備する市町及び漁村地域の就労環境並びに生活環境の改善を図る市町に対し支援する。

水産業の振興

農林水産部 県営漁港施設機
能強化事業費 267,750 2,250

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害による高潮・波浪・津波による越波や浸水被害
に備えるため、漁港海岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施設の嵩上げや耐震対
策などを実施する。

水産業の振興

農林水産部 県営水産生産基
盤整備事業費 公共事業 241,400 2,400

勢力を増す台風や南海トラフ地震などの大規模自然災害による高潮・波浪・津波による超波や浸水被害
に備えるため、漁港海岸保全施設と一体となって背後地を守る防波堤などの漁港施設の嵩上げや耐震対
策などを実施する。

水産業の振興

農林水産部 海女漁業等環境
基盤整備事業費 公共事業 448,900 12,900

沿岸海域においては、長年の陸域からの負荷、海岸線の開発等に伴う藻場の減少、汚泥の堆積による浅
海域での海域環境の悪化が進行し、海女漁業等の漁業生産力ならびに水質浄化機能の低下が著しい。
このため、本事業により、浅海域での多様な生物相とその再生産による自然浄化能力の再生を図るもの
である。

水産業の振興

農林水産部
伊勢湾アサリ復
活プロジェクト推
進事業費

公共事業 138,500 4,500
伊勢湾の沿岸海域においては、長年の陸域からの負荷、海岸線の開発等に伴う干潟の減少により、アサ
リ漁業等の漁業生産力ならびに水質浄化機能の低下が著しい。このため、本事業により、浅海域での多
様な生物相による自然浄化能力を再生し、アサリ資源の復活を図ります。

水産業の振興

農林水産部
伊勢湾アサリ復
活プロジェクト推
進事業費

伊勢湾アサリ復活プロ
ジェクト推進事業費 1,994 997

伊勢湾の南部地域において、アサリ資源の復活に向けた取組を支援し、危機的状況にあるアサリ資源を
復活することで、アサリ漁業を再生し、南部地域における若者の働く場を確保し、地域の活性化を図りま
す。

水産業の振興

農林水産部
三重の未来を紡
ぎ繋げる漁業振
興事業費

公共事業 315,000 2,000 青ノリ・真珠等の品質向上及び海域環境の改善を図るため、英虞湾の堆積汚泥を浚渫により除去します。 水産業の振興

農林水産部 水産業改良普及
事業費 水産業改良普及事業費 3,330 1,028

沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び技術の改良を図るために水産業普及指導員を配置し、
漁業従事者に対して技術及び知識の普及を行い、自主的活動の促進や沿岸漁業の合理的発展を図る。
また、普及指導員の指導能力の向上を図るため各研修への派遣等を行う。

漁家指導、漁業情報の収集、提供
水産業普及指導員研修
水産業普及指導員新任研修
普及高度化指導員ブロック研修

水産業の振興

農林水産部 漁業近代化資金
融通事業費

漁業近代化資金融通事
業費 66,178 66,178

漁業者の経営改善に向けた取組みへの支援を目的とし、設備・運転資金等の必要な資金の円滑な融通を
図るため、利子補給措置等を講ずる。
●融資枠
（１）漁業近代化資金 10億円
（２）漁業経営維持安定資金 0.1億円
（３）漁業経営改善促進資金 0.2億円

水産業の振興

農林水産部 特別会計繰出金 沿岸漁業改善資金貸付
事業特別会計繰出金 759 ▲ 51,716 沿岸漁業者に経営等改善資金等を無利子で貸付けする沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計への事務

費の繰り出し等を行う。 水産業の振興

農林水産部 漁業共済推進事
業費 漁業共済推進事業費 16,752 16,752

①漁業共済推進事業費
異常事象等による損失に備えるため、漁業共済への加入を推進するとともに、養殖共済の赤潮特約に

係る掛金の一部を補助する。
②漁業経営セーフティーネット推進事業費

燃油価格や配合飼料価格の高騰に備えるための漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を推進
する。

水産業の振興

農林水産部 新規漁業就業者
定着支援事業費

新規漁業就業者定着支
援事業費 1,885 1,885 漁業の知識や技術習得に取り組む際や着業の際に生じている課題の解決を通じ、水産業における多様な

担い手の確保・育成に取り組みます。 水産業の振興

農林水産部 みえの魚食普及
推進事業費

みえの魚食普及推進事
業費 1,192 1,192

三重県魚食リーダーを活用し、イベント等の場において簡単に調理できる魚料理の実演や魚に関する情
報発信を行うことで家庭で魚を食べることを普及するとともに、相手に伝わる魚食普及の実践に定評のあ
る専門家を講師とする魚料理教室を開催することで魚の調理離れの解消に繋げます。

水産業の振興

農林水産部
漁業の担い手人
材育成・確保事
業費

漁業の担い手人材育成・
確保事業費 3,600 0 漁業者の減少・高齢化が進む中、将来にわたる三重県漁業の持続的発展をめざし、意欲のある新規漁業

就業希望者の円滑な育成・確保に取り組みます。 水産業の振興

農林水産部 漁業調整委員会
総務費 漁業調整委員会事務費 5,469 2,685 当海区における漁業の総合的な調整及び海面利用を図るために海区漁業調整委員会を運営する。 行政委員会

農林水産部 内水面漁場管理
委員会総務費

内水面漁場管理委員会
事務費 773 408 本県内水面漁場における内水面漁業、水産動植物の採捕及び増殖に関する事項の調整を図るため、内

水面漁場管理委員会を運営する。 行政委員会

農林水産部 農政総務費 人件費 7,961,588 7,922,271 農林水産部職員人件費 人件費

農林水産部 漁業調整委員会
総務費 漁業調整委員報酬 11,631 10,603 漁業法第84条及び地方自治法第180条の５に基づき設置されている海区漁業調整委員会の委員報酬（委

員15名） 人件費

農林水産部 内水面漁場管理
委員会総務費

内水面漁場管理委員報
酬 4,161 4,157 漁業法第130条及び地方自治法第180条の５に基づき設置されている内水面漁場管理委員会の委員報酬

（委員10名） 人件費

農林水産部 農政総務費 交際費 151 151 部長交際費 その他

農林水産部 漁業調整委員会
総務費 交際費 71 71 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に要する会長交際費 その他


