
平成27年度 みえ森と緑の県民税市町交付金事業一覧

基本配分枠 特別配分枠
1 渓流内の倒木や流木の除去 1,226 0 大紀町 渓流倒木等処理事業 渓流沿いの倒木､流木の除去 継続

渓流内の倒木や流木の除去 4,130 0 紀北町 河川周辺森林立枯木整備事業 河川沿いの枯損木の伐倒除去 新規
小計 5,356 0 2 事業 新規 1 事業 継続 1 事業

2 里山や竹林の整備 494 0 四日市市 里山保全事業 住民が憩いの場として活用できる里山(市民緑地)の整備 新規
里山や竹林の整備 21,906 5,403 四日市市 水沢もみじ谷景観整備事業 景勝地の危険木除去及び崩落法面の補修 継続
里山や竹林の整備 998 0 鈴鹿市 鈴鹿市不燃物ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ事業用地内森林環境整備事業 獣害発生地域における緩衝林の整備 新規
里山や竹林の整備 1,197 0 鈴鹿市 里山整備支援事業 住民による集落周辺の里山整備に対する支援 新規
里山や竹林の整備 4,200 0 亀山市 里山･竹林生活環境保全支援事業 住民等による集落周辺の里山､竹林整備に対する支援 継続
里山や竹林の整備 3,711 0 東員町 みえ森と緑の県民税市町交付金事業 荒廃が進んでいる緑地や森林の整備による人家裏や通学路沿いの危険木の除去 継続
里山や竹林の整備 9,568 0 松阪市 里山の森林安全安心対策事業 森林所有者や自主防災組織と連携した､集落周辺の荒廃森林の整備 継続
里山や竹林の整備 5,870 0 鳥羽市 暮らしに身近な森林整備事業 荒廃した里山の整備､農地に隣接した里山の緩衝林化 継続
里山や竹林の整備 1,750 0 志摩市 桧山路地区森林整備事業 里山の避難路、散策路整備 新規
里山や竹林の整備 681 0 南伊勢町 竹林伐採整備事業 人家裏で繁茂した放置竹林の伐採 継続
里山や竹林の整備 4,187 0 伊賀市 みんなの里山整備活動推進事業 住民による集落周辺の里山､竹林整備に対する支援 継続
里山や竹林の整備 326 0 紀北町 集落周辺森林(里山)整備事業 住民等による集落周辺の里山整備に対する支援 継続
里山や竹林の整備 521 0 御浜町 里山･集落環境再生保全事業 住民による集落周辺の里山整備に対する支援 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,264 0 亀山市 安全な通学路整備事業 通学路沿いの危険木の伐採除去 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 3,024 0 津市 三多気地区危険木除去事業 生活道路沿いの枯木・枯枝等の伐採除去 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 7,996 0 大台町 ほっとする道ばた森林整備事業 宮川と道路間にある人工林の整備 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,279 0 大紀町 生活環境林整備事業 人家裏や公共施設、通学路沿いの危険木の伐採除去 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 8,091 0 南伊勢町 危険木除去事業 公共施設周辺及び通学路等の危険木の伐採除去 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,602 0 名張市 危険木伐採事業 通学路等周辺の危険木の伐採除去 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 771 0 紀北町 危険木伐採事業 住民が実施する人家裏の危険木伐採に対する支援 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 424 0 熊野市 身近なみどり整備推進事業 森林所有者が実施する人家裏の危険木伐採に対する支援 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 3,726 0 熊野市 暮らしを守る危険木伐採事業 集落間を結ぶ生活道路沿いにおける危険木等の伐採除去 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,215 0 紀宝町 学びにやさしい里山再生事業 通学路沿い及び学校周辺の荒廃した里山における危険木の除去 新規
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 486 0 四日市市 宮妻峡病害虫被害木伐倒事業 ﾋｭｯﾃ及びｷｬﾝﾌﾟ場における病虫害による枯損木の伐倒 新規
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,225 0 鈴鹿市 暮らしを守る森林保全事業 海岸林における病害虫被害木の伐倒及び防除 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 257 0 菰野町 病虫害被害木伐採搬出事業 住民等が実施する道路沿いの病害虫被害木の伐採に対する支援 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 3,944 0 伊勢市 森林整備事業 沿岸部の防風林における病害虫防除のための樹幹注入 新規
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,740 0 志摩市 里海･里山保全事業 松林の公園や景勝地における病害虫防除のための樹幹注入 継続
森林の針広混交林化 1,669 0 いなべ市 いなべ市環境防災林整備事業 放置され公益的機能が低下している森林の針広混交林化 新規

小計 98,122 5,403 29 事業 新規 14 事業 継続 15 事業
3 小中学生対象の森林環境教育 728 0 鈴鹿市 森と緑の生涯学習事業 公民館による小学生を主な対象者とした森林環境教育の実施 新規

小中学生対象の森林環境教育 186 0 菰野町 森林環境教育事業 小学生が樹木医指導のもとで行う植物群落指定地内の樹名板設置 新規
小中学生対象の森林環境教育 194 0 津市 夏休み森と緑の親子塾 小学生の親子を対象とした体験活動型森林環境教育の実施 継続
小中学生対象の森林環境教育 2,862 0 松阪市 森林環境学習事業 小学校における教室等の木質化と森林環境教育の実施 継続
小中学生対象の森林環境教育 469 0 志摩市 里山体験事業 小学生を対象にした講習会や森林施業､炭焼体験学習の開催 新規
小中学生対象の森林環境教育 2,468 0 伊賀市 伊賀の森っこ育成推進事業 小学校による森林環境教育に対する支援 継続
小中学生対象の森林環境教育 200 0 紀北町 森林環境教育活動支援事業 小学校における森林環境教育の実施 継続
小中学校等への木製机･椅子の導入 7,393 0 松阪市 保育園管理運営事業 保育園への木製の机､椅子の導入 継続
小中学校等への木製机･椅子の導入 4,980 0 多気町 県産材を活用した学校机･ｲｽ整備事業 小学校への木製の机と椅子の導入 継続
小中学校等への木製机･椅子の導入 3,584 4,142 明和町 学校木製備品購入事業 小学校への木製の机と椅子の導入 継続
小中学校等への木製机･椅子の導入 381 0 尾鷲市 木とふれあう学校環境づくり事業 市町交付金事業により導入した机､椅子の維持管理 新規
住民対象の森林環境教育 227 0 鈴鹿市 森林環境教育事業 のこぎりの使い方や竹ﾎﾟｯﾄつくり体験講座の開催 継続
住民対象の森林環境教育 2,019 0 亀山市 森と木材のふれあい事業 幅広い年代の市民を対象とした講座､教室の開催など 継続
住民対象の森林環境教育 148 0 菰野町 こども樹木医育成事業 樹木医指導のもとで行う､名木調査及び報告書作成 新規
住民対象の森林環境教育 399 0 津市 まるごと林業体験 住民を対象とした林業体験（伐採、利用、植林）の実施 新規
住民対象の森林環境教育 100 0 大紀町 木材利用促進･普及事業 住民を対象とした木工教室の開催 継続
住民対象の森林環境教育 292 0 伊賀市 地域の森と緑のつながり支援事業 住民による森と緑の学習活動実施に対する支援 継続
住民対象の森林環境教育 100 0 御浜町 森林環境教育事業 住民が参加する森の健康診断の実施 新規
住民対象の森林環境教育 830 0 紀宝町 森と緑の環境教育事業 森や緑に関するﾊﾟﾈﾙ展や講演会､自然体験会の実施 新規
住民対象の啓発イベント開催 1,065 0 南伊勢町 合併10周年記念事業 合併10周年記念事業と併せて記念植樹ｲﾍﾞﾝﾄを実施 新規
木製遊具等の配布、導入 930 0 亀山市 かめやまの木づかい支援事業 公共的施設における市産材家具購入に対する支援 継続
木製遊具等の配布、導入 817 0 いなべ市 中学校卒業記念品配布事業 卒業記念品として中学生が製作した木製箸の配布 新規
木製遊具等の配布、導入 876 0 朝日町 森と緑を大切に思う人づくり事業 幼保一体化施設及び児童館への木製遊具､机､椅子の導入 継続
木製遊具等の配布、導入 4,442 0 伊賀市 伊賀市ｳｯﾄﾞｽﾀｰﾄ事業 1歳児､3歳児へのｽﾌﾟｰﾝ､箸の配布と保育施設等への遊具導入 継続
森林環境教育施設の整備等 22,000 0 津市 美里水源の森整備事業 森林環境教育の場としての水源の森整備と森林環境教育の実施 継続
森林環境教育施設の整備等 100 0 名張市 木に親しむ図書購入事業 森林や木材に関する図書の購入 継続

小計 57,790 4,142 26 事業 新規 10 事業 継続 16 事業
4 公共施設の木造、木質化 4,160 0 松阪市 都市公園整備事業 県産材を使用した公園内の東屋整備 継続

公共施設の木造、木質化 9,079 0 伊勢市 公園整備事業 県産材を使用した公園内の東屋整備 継続
公共施設の木造、木質化 3,542 0 志摩市 里地･里山公園木質化整備事業 県産材を使用した公園内の木柵及び八つ橋の整備 新規
公共施設の木造、木質化 0 18,622 志摩市 磯部地区幼保一体化施設整備事業 新たに建築する幼保一体化施設の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 1,426 0 度会町 遊水プール整備事業 遊水プールへの県産材を使用した日除けの整備 新規
公共施設の木造、木質化 1,050 0 度会町 バザールわたらい整備事業 公園の食堂・売店へのｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ等の整備 新規
公共施設の木造、木質化 2,592 0 大紀町 金輪地区集会所整備設計業務 新たに建築する集会所を木造化するための実施設計 新規
公共施設の木造、木質化 3,237 16,213 名張市 公共施設木造化事業 新たに建築する保育園の木造化 新規
公共施設の木造、木質化 4,619 16,213 尾鷲市 尾鷲市保育所整備事業 新たに建築する保育園の木造化 新規
公共施設の木造、木質化 7,493 16,213 熊野市 湯ノ口温泉森林保養施設整備事業 県産材を使用した森林保養施設の整備 新規
公共施設の木造、木質化 790 0 御浜町 公共施設木質化事業 公共施設（食堂）の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 3,087 11,924 御浜町 学校施設木質化事業 小中学校の木質化及び木製品の導入 継続
公共施設の木造、木質化 1,735 0 紀宝町 学校施設木造化事業 小学校への木造屋外ﾄｲﾚの整備 新規
公共施設への木製品配備 1,945 6,695 鈴鹿市 図書館木製備品購入事業 図書館への木製の椅子､書架等の設置 新規
公共施設への木製品配備 324 0 鈴鹿市 応急診療所県産材木製柵付き大型ﾍﾞﾝﾁ設置事業 診療所への木製ﾍﾞﾝﾁの設置 新規
公共施設への木製品配備 872 0 鈴鹿市 学校図書館ﾃﾞｻﾞｲﾝｻﾎﾟｰﾄ事業 小中学校図書館への木製ﾌﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞの設置 新規
公共施設への木製品配備 1,561 0 鈴鹿市 木の薫る心やすらぐ空間づくり事業 中学校保健室等への木製ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子の設置 新規
公共施設への木製品配備 3,046 0 鈴鹿市 江島総合ｽﾎﾟｰﾂ公園外休養施設整備事業 公園への木製ﾍﾞﾝﾁの設置 新規
公共施設への木製品配備 2,925 0 鈴鹿市 図書館分館木製備品購入事業 図書館への木製の椅子､書架等の設置 新規
公共施設への木製品配備 770 0 朝日町 木材利用促進事業 教育文化施設への木製ﾃｰﾌﾞﾙ､椅子の設置 新規
公共施設への木製品配備 3,622 0 津市 防災物流施設の備品等木質化 防災コミュニティセンターへの木製品導入 新規
公共施設への木製品配備 3,803 0 津市 道の駅津かわげの備品等木質化 新設する道の駅「津かわげ」への木製品導入 新規
公共施設への木製品配備 3,022 0 玉城町 公共施設木質化事業 保育所への木製下駄箱の設置 新規
公共施設への木製品配備 820 0 度会町 公園整備事業 公園への木製ﾍﾞﾝﾁの設置 新規
公共施設への木製品配備 0 1,621 南伊勢町 町施設備品購入 町庁舎及び保育園､病院等への木製本棚の設置 新規
公共施設への木製品配備 3,323 0 尾鷲市 木のぬくもりを感じる図書館づくり事業 図書館への木製の机､椅子の設置 新規
県産材利用住宅等への支援 600 0 津市 木材利用促進事業 地域産材を使用した公的施設及び住宅建設に対する支援 継続
県産材利用住宅等への支援 80 0 熊野市 木造住宅建設促進対策事業 地域産材を使用し､ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽとして提供することを同意した住宅建設への支援 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 616 0 津市 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進事業 林地残材を木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用する場合の運搬経費の支援 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 3,000 0 松阪市 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ有効活用対策事業 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ資源用の未利用間伐材集積場における計測器購入の支援 新規
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 2,374 0 名張市 未利用間伐材ﾊﾞｲｵﾏｽ利用推進事業 未利用間伐材を木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用する場合の運搬経費の支援 継続

小計 75,513 87,501 31 事業 新規 24 事業 継続 7 事業
5 身近な公園等の整備 1,150 0 度会町 登山道整備事業 木製看板の設置等による登山道の整備 新規

身近な公園等の整備 1,200 0 名張市 森林公園等環境活用整備事業 住民による公園整備に対する支援 継続
身近な公園等の整備 1,596 0 熊野市 森とのふれあいの場拠点づくり事業 森とふれあえる公園の歩道等整備 新規
身近な公園等の整備 300 0 紀宝町 森とのふれあいの道整備事業 住民による森とのふれあいのための歩道等整備に対する支援 新規
保育園や公園等の緑化 810 0 菰野町 公共施設(幼保一体化園)緑化事業 保育園等の植樹による緑化 新規
保育園や公園等の緑化 1,035 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業 幼保一体化施設の芝生による緑化 継続
保育園や公園等の緑化 2,944 0 川越町 公共施設の緑化 児童館の芝生による緑化 継続
緑化活動の支援 895 0 亀山市 緑あふれるまちづくり支援事業 企業及び地域協議会による緑化活動に対する支援 継続

小計 9,930 0 8 事業 新規 4 事業 継続 4 事業
合計 246,712 97,046 96 事業 新規 53 事業 継続 43 事業

※上記のほか、市町による基金積立 49,701千円

市町名 市町事業名 事業内容
新規
継続

対策
区分

カテゴリー
交付金充当額（千円）


