
平成28年度 みえ森と緑の県民税市町交付金事業一覧

当年度交付金 市町基金活用
1 渓流内の倒木等の危険木除去 999 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

渓流内の倒木等の危険木除去 5,524 3,879 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 継続
小計 6,523 3,879 2 事業 新規 0 事業 継続 2 事業

2 里山や竹林の整備 339 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 継続
里山や竹林の整備 3,693 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 継続
里山や竹林の整備 2,449 0 鈴鹿市 愛宕山森林整備事業 荒廃が進んでいる里山における危険木の除去と除間伐の実施 新規
里山や竹林の整備 2,400 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 3,779 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と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 13,436 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 2,566 0 多気町 竹林整備事業 森林内に繁茂した竹林の伐採 新規
里山や竹林の整備 5,977 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 5,147 0 伊賀市 みんなの里山整備活動推進事業 住民団体による集落周辺の里山､竹林整備に対する支援 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,301 0 亀山市 安全な通学路整備事業 通学路沿いの危険木伐採、剪定 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 226 0 明和町 森林整備事業 防風保安林における枯損木の伐採 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 4,245 0 大台町 ほっとする道ばた森林整備事業 河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 999 0 大紀町 生活環境林整備事業 人家裏や通学路沿い等の倒木の恐れのある危険木の除去 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 10,087 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撤去 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,819 0 名張市 危険木伐採事業 公共施設周辺及び通学路等の危険木の撤去 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 611 0 紀北町 危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 313 0 紀北町 集落周辺森林(里山)整備事業 住民等が行う集落周辺等の荒廃した森林の整備に対する支援 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,765 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倒木等の恐れがある危険木等の伐採除去 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 498 0 鈴鹿市 伊勢型紙資料館松くい虫防除事業 樹齢150年を超える松の松くい虫からの防除と落枝等の恐れがある樹木の剪定 新規
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 5,525 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除去及び防除 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 1,745 0 菰野町 病虫害被害木伐採搬出事業 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 3,326 0 津市 河芸海岸防災林防除事業 海岸防災林における松枯れ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 551 556 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 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 881 0 志摩市 里海･里山保全事業 景勝地や公園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 2,124 0 いなべ市 いなべ市環境防災林整備事業 放置され山腹崩壊による土砂災害の恐れがある森林の針広混交林化 継続
森林の針広混交林化 0 7,931 伊賀市 特定水源地域森林整備事業 特定水源地域に指定されている森林の針広混交林化 新規
水源林の公有林化 7,015 4,200 大台町 水道水源林の公有林化事業 町最大の水源地の公有林化 継続

小計 83,818 12,687 27 事業 新規 6 事業 継続 21 事業
3 小中学生対象の森林環境教育 714 0 鈴鹿市 森と緑の生涯学習事業 公民館による小学生を中心としたの森林環境教育の実施 継続

小中学生対象の森林環境教育 756 0 木曽岬町 森林環境教育事業 小学生が山間地域を実感する機会づくり 継続
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 小学生と保護者を対象とした木工や間伐等の体験教室の開催 継続
小中学生対象の森林環境教育 2,894 0 松阪市 森林環境学習事業 小学校における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 100 0 度会町 木材とのふれあい事業 町や山林の将来を担う子どもを対象とした木工体験の実施 新規
小中学生対象の森林環境教育 64 2,393 伊賀市 伊賀の森っこ育成推進事業 小中学校におけ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 2,757 0 紀北町 森林環境教育活動支援事業 小中学生を対象とした植樹体験や木工体験などの森林環境教育の実施 継続
小中学校等への木製家具等導入 10,036 0 四日市市 芸術文化活動施設木製備品購入事業 芸術文化活動、生涯学習施設へのｲｽ、机、ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ、図書棚等の導入 新規
小中学校等への木製家具等導入 3,479 0 四日市市 橋北交流会館整備事業 子育て交流ﾌﾟﾗｻﾞの図書室等へのﾃｰﾌﾞﾙ、ﾗｯｸ、ｲｽ、ﾍﾞﾝﾁ等の導入 新規
小中学校等への木製家具等導入 6,679 0 四日市市 橋北交流会館整備事業（「幼保一体化」園） 幼保一体化施設への園児用の机、ｲｽの導入 新規
小中学校等への木製家具等導入 634 0 鈴鹿市 考古博物館施設整備事業 市立考古博物館玄関前広場へのﾍﾞﾝﾁの導入と樹木観察会の実施 新規
小中学校等への木製家具等導入 1,801 690 亀山市 かめやまの木づかい支援事業 公共的施設の市産材家具購入に対する支援 継続
小中学校等への木製家具等導入 248 0 川越町 森と緑を育む空間づくり事業 絵本の読み聞かせをしている健康管理ｾﾝﾀｰへの木製本棚の設置 新規
小中学校等への木製家具等導入 10,377 0 松阪市 保育園管理運営事業 保育園への木製の机､ｲｽの導入 継続
小中学校等への木製家具等導入 5,076 27 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ｲｽの導入 継続
小中学校等への木製家具等導入 6,868 0 明和町 学校木製備品購入事業 小学校への木製の机とｲｽの導入 継続
小中学校等への木製家具等導入 6,156 0 鳥羽市 神島小中学校木製備品購入事業 新築する小中学校への木製の机とｲｽ等の導入 新規
小中学校等への木製家具等導入 2,949 0 度会町 保育所県産材備品導入事業 保育所への木製下駄箱の導入 新規
小中学校等への木製家具等導入 125 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､ｲｽの維持管理（維持管理） 継続
住民対象の森林環境教育 966 0 鈴鹿市 図書館木製書架等購入事業 図書館への書架導入と図書館による木工教室の開催 継続
住民対象の森林環境教育 97 0 鈴鹿市 森林環境教育事業 竹木を使用した体験講座の開催 継続
住民対象の森林環境教育 3,157 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 継続
住民対象の森林環境教育 298 0 津市 まるごと林業体験 林業の流れや仕組み、森林の機能等について学ぶ機会の提供 継続
住民対象の森林環境教育 361 0 志摩市 里山体験事業 子どもと住民を対象とした森林に関する講習会や体験学習の実施 継続
住民対象の森林環境教育 50 0 大紀町 木材利用促進･普及補助金 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 0 198 伊賀市 地域の森と緑のつながり支援事業 住民団体による森林環境関連ｲﾍﾞﾝﾄや研修会開催に対する支援 継続
住民対象の森林環境教育 800 0 紀宝町 森と緑の環境教育事業 森や緑に関する講演会や､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施 継続
住民対象の啓発イベント開催 1,284 0 大台町 記念植樹事業 合併10周年及びﾕﾈｽｺｴｺﾊﾟｰｸ拡張登録を記念した植樹等のｲﾍﾞﾝﾄ実施 新規
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箸の配布 継続
木製遊具等の配布、導入 50 0 朝日町 森と緑を大切に思う人づくり事業 幼保一体化施設への木製遊具の導入 継続
木製遊具等の配布、導入 959 0 川越町 森林・緑のふれあい事業 保育所及び児童館への木製遊具等の導入 新規
木製遊具等の配布、導入 98 0 川越町 県産材の間伐材を使った木製品配備 町主催行事や食生活改善活動における木製箸やﾈｰﾑｹｰｽの導入 新規
木製遊具等の配布、導入 500 0 度会町 県産材玩具購入事業 保育所や保健センター等への木のおもちゃの導入 新規
木製遊具等の配布、導入 1,792 0 名張市 県産材に親しむことができる保育所の環境整備事業 保育所への木のおもちゃ、机、ｲｽの導入 新規
木製遊具等の配布、導入 3,526 0 伊賀市 伊賀市ｳｯﾄﾞｽﾀｰﾄ事業 出生時､1歳児､3歳児への写真立て､ｽﾌﾟｰﾝ､箸の配布 継続
木製遊具等の配布、導入 1,836 0 尾鷲市 木とふれあう木育活動推進事業 保育所への木のおもちゃの導入 新規
啓発物品等の購入、作成 110 0 鈴鹿市 里山保全活動 再生活動を行っている里山に生息する動植物を掲載した自然観察ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成 新規
啓発物品等の購入、作成 50 0 度会町 啓発用品購入事業 森林・林業に関する書籍等の購入と交付金活用施設等への配布 新規
啓発物品等の購入、作成 100 0 名張市 森林に親しむ図書購入事業 森林や木材に関する図書の購入と図書館への配備 継続
森林環境教育施設の整備等 3,117 0 四日市市 学習林整備事業 整備が滞り、機能していない小学校学習林の整備 新規
森林環境教育施設の整備等 12,718 0 津市 美里水源の森整備事業 水源のかん養とともに森林環境教育の場としての水源の森の整備 継続

小計 94,595 3,309 41 事業 新規 17 事業 継続 24 事業
4 公共施設の木造、木質化 10,977 3,981 木曽岬町 複合型施設建設事業 複合型施設の木質化 新規

公共施設の木造、木質化 4,160 0 松阪市 都市公園整備事業 都市公園における東屋、ﾍﾞﾝﾁの木質化 継続
公共施設の木造、木質化 8,145 0 伊勢市 消防団北浜分団有滝班車庫整備事業 消防団の木造車庫の新築 新規
公共施設の木造、木質化 7,437 0 志摩市 里地･里山公園木質化整備事業 公園における県産材を用いた木柵及び木道等の整備 継続
公共施設の木造、木質化 3,496 2,228 玉城町 公共施設木質化事業 小中学校特別教室等の木質化 継続
公共施設の木造、木質化 24,686 5,533 大紀町 金輪地区集会所新築事業 新築する集会所の木造化 新規
公共施設の木造、木質化 0 1,000 伊賀市 森のやすらぎ空間整備事業 観光協会等による町屋軒先へのﾊﾞｯﾀﾘ床几整備に対する支援 新規
公共施設の木造、木質化 18,681 0 伊賀市 伊賀鉄道車両内装木質化事業 市の基幹交通である鉄道の車両内装木質化に対する支援 新規
公共施設の木造、木質化 9,098 0 尾鷲市 尾鷲市保育所整備事業 移設する保育所の木造化 継続
公共施設の木造、木質化 798 0 御浜町 公共施設木質化事業 公共施設(直売所)の木質化 継続
公共施設の木造、木質化 3,787 0 御浜町 学校施設木質化事業 中学校の木質化 継続
公共施設の木造、木質化 1,286 715 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設置 継続
公共施設の木造、木質化 3,629 0 紀宝町 公共施設木造化事業 食文化の保存、伝承を行う木造施設の新築 新規
公共施設への木製品配備 1,604 0 鈴鹿市 鈴鹿市体育施設整備事業 市立体育館及び市立ﾃﾆｽｺｰﾄへのﾍﾞﾝﾁの導入 新規
公共施設への木製品配備 167 0 鈴鹿市 木の薫る心やすらぐ空間づくり事業 中学校相談室、保健室等へのﾃｰﾌﾞﾙ､ｲｽの導入 継続
公共施設への木製品配備 859 0 朝日町 木材利用促進事業 町立資料館への木製棚の導入 継続
公共施設への木製品配備 1,000 0 度会町 公共施設備品木質化事業 町役場へのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ、掲示板等の導入 新規
公共施設への木製品配備 1,253 0 尾鷲市 木のぬくもりを感じる図書館づくり事業 図書館への書架導入 継続
県産材利用住宅等への支援 2,400 0 津市 木材利用促進事業 地域産材を利用した公共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 500 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個人住宅建設への支援 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 2,839 0 津市 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用支援事業 木の駅の協議会参加者に貸し出すためのﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｳｲﾝﾁと簡易ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙの購入 新規
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 30,589 0 津市 木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進事業 木質ﾊﾞｲｵﾏｽとしての林地残材運搬（山から市場等）に対する支援 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 1,751 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として搬出運搬することに対する支援 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 0 593 伊賀市 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として搬出運搬することに対する支援 新規

小計 139,143 14,050 24 事業 新規 10 事業 継続 14 事業
5 身近な公園等の整備 17,900 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業（展望公園） 展望公園（森と緑ｴﾘｱ）の整備 新規

身近な公園等の整備 2,911 0 松阪市 ちとせの森整備事業 住民が自然と触れ合う森における遊歩道の開設等 新規
身近な公園等の整備 1,441 0 名張市 森林公園等環境活用整備事業 赤目四十八滝の森林広場整備と地域づくり組織による公園整備に対する支援 継続
身近な公園等の整備 513 0 名張市 学校林整備事業 学校林における倒木等の処理と遊歩道等の整備 新規
身近な公園等の整備 7,712 0 熊野市 森とのふれあいの場拠点づくり事業 森や緑とふれあえる公園等の整備 継続
保育園や公園等の緑化 809 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業（幼保一体化園） 幼保一体化施設の芝生による緑化（維持管理） 継続
保育園や公園等の緑化 1,597 0 川越町 南部保育所園庭芝生化事業 保育所の芝生による緑化 継続
保育園や公園等の緑化 5,826 0 伊勢市 伊勢宮川中学校整備事業 新築する中学校の植樹による緑化 新規
緑化活動の支援 111 0 鈴鹿市 緑の未来づくり事業 住民等による森林保全活動等に対する支援 新規
緑化活動の支援 900 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 39,720 0 10 事業 新規 5 事業 継続 5 事業
合計 363,798 33,924 104 事業 新規 38 事業 継続 66 事業

※上記のほか、市町による基金積立 31,114千円
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