
平成29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 730 0 大台町 渓流倒木等処理事業 渓流沿いの倒木､流木の除去 新規

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 1,592 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 継続

小計 3,321 0 3 事業 新規 1 事業 継続 2 事業
2 里山や竹林の整備 6,383 0 鈴鹿市 愛宕山等森林整備事業 荒廃した里山の整備 継続

里山や竹林の整備 2,166 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 5,572 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 39,051 0 松阪市 里山の森林安全安心対策事業 集落周辺の荒廃森林の整備と特定水源地域の環境林の整備 継続
里山や竹林の整備 13,500 0 多気町 竹林整備事業 森林内に繁茂した竹林の伐採 継続
里山や竹林の整備 8,068 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 4,953 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 2,877 0 四日市市 学校林整備事業(川島小学校) 小学校におけるの危険木及び繁茂した竹林の整備 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 497 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 8,728 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 367 0 鳥羽市 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 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 15,135 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 3,432 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 400 0 名張市 人家裏危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 620 0 尾鷲市 人家裏危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 新規
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,296 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 247 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 230 0 熊野市 身近なみどり整備推進事業 住民､森林所有者による集落周辺の危険木除去に対する支援 継続
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 10,605 2,720 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
人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,890 0 御浜町 危険木等除去事業 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 849 0 紀宝町 生活環境林整備事業 公共施設の周辺や生活道路沿いの緑地における危険木等の伐採及び剪定 新規
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,638 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 1,587 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 1,738 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 継続
病害虫被害木の伐倒駆除や防除 495 0 鳥羽市 森林環境予防保全事業 多くの観光客等が訪れる施設周辺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 4,415 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と休養の場としての機能向上のための下刈り 継続
森林の針広混交林化 11,232 1,710 亀山市 鈴鹿川等源流域再生事業（環境林整備） 鈴鹿川等源流域における環境林の針広混交林化 新規
森林の針広混交林化 1,431 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 1,782 0 名張市 水源林整備事業 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
森林の針広混交林化 7,700 0 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 継続

小計 160,883 4,430 31 事業 新規 7 事業 継続 20 事業
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3 小中学生対象の森林環境教育 2,339 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 2,891 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 73 0 南伊勢町 森林環境教育事業 小学校における森林環境教育・木育の実施 新規
小中学生対象の森林環境教育 100 0 名張市 森林環境教育推進事業 小中学校における森林環境教育に対する支援 新規
小中学生対象の森林環境教育 2,276 0 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 455 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森林環境育活動や木育活動の実施 継続
小中学校等への木製家具等導入 15,499 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 8,210 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ｲｽの導入 継続
小中学校等への木製家具等導入 6,476 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 112 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 495 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 420 0 鈴鹿市 記念樹配布事業 身近な場所で思い入れを持って樹木を育ててもらうための記念樹の配布 新規
住民対象の森林環境教育 456 0 鈴鹿市 木工工作及び木製品購入事業 図書館における木工教室の開催 継続
住民対象の森林環境教育 4,589 0 鈴鹿市 森と親しみ、暮らしを守る啓発事業 山火事予防の啓発 新規
住民対象の森林環境教育 2,425 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 493 0 津市 津市森林環境教育事業 小学生と保護者を対象とした間伐等の体験教室と森林環境教育の人材育成のための体験講座の開催 継続
住民対象の森林環境教育 495 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 369 0 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 1,000 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 172 0 鳥羽市 植樹祭関連事業 鳥羽の日(10月8日)と合わせた記念植樹等の実施 新規
木製遊具等の配布、導入 1,200 0 鈴鹿市 乳児期から木にふれあう木育事業 林福連携による木製玩具の製作と子育て施設等への設置 新規
木製遊具等の配布、導入 5,717 0 鈴鹿市 公立保育所保育遊具購入事業 保育所への木のおもちゃの導入 新規
木製遊具等の配布、導入 844 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 1,553 0 菰野町 幼児期から木に親しむ木育推進事業 子育て支援センターへの木製家具及び遊具等の導入 新規
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（あさひ園） 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 1,350 0 鳥羽市 木に親しむ備品購入事業 保育所への木製の机､ｲｽ、おもちゃの導入 新規
木製遊具等の配布、導入 3,936 0 名張市 県産材に親しむことができる木育推進事業 保育所への木のおもちゃ、机、ｲｽの導入 継続
木製遊具等の配布、導入 2,953 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 680 0 尾鷲市 木育活動事業 保育所への木のおもちゃの導入 継続
森林環境教育施設の整備等 12,199 0 四日市市 学校林整備事業(内部東小学校) 小学校学校林における遊歩道の整備及び危険木等の伐採 新規
森林環境教育施設の整備等 32,018 0 津市 美里水源の森整備事業 水源かん養林等を活かした、子どもたちが自然を体験できる場の造成 継続

小計 111,896 0 32 事業 新規 10 事業 継続 22 事業
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4 公共施設の木造、木質化 1,480 0 四日市市 茶葉振興センター移転整備事業(木質化) 地域の特産品ＰＲ施設の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 0 4,348 桑名市 桑名市立大山田東小学校校舎増築事業 増築する小学校の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 10,424 0 鈴鹿市 都市公園木造施設整備事業 都市公園における遊戯施設、休憩施設の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 2,898 0 亀山市 川崎小学校改築事業 教室不足に伴い建替えを行う小学校の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 19,340 0 木曽岬町 複合型施設建設事業 複合型施設の木質化 継続
公共施設の木造、木質化 1,289 0 川越町 川越診療所待合スペース木質化事業 診療所待合ｽﾍﾟｰｽの一部の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 9,160 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 3,200 0 大台町 木製遊具整備事業 奥伊勢ﾌｫﾚｽﾄﾋﾟｱわんぱく広場への木製遊具の設置 新規
公共施設の木造、木質化 16,619 0 大台町 日進保育園整備事業 新築する保育園の木造化 新規
公共施設の木造、木質化 7,767 0 伊勢市 消防団御園第3班車庫整備事業 消防団の木造車庫の新築 継続
公共施設の木造、木質化 4,453 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 17,587 0 志摩市 阿児アリーナ大規模改修事業 大規模改修する阿児ｱﾘｰﾅの内装及び家具等の木質化 新規
公共施設の木造、木質化 4,990 379 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 1,934 0 度会町 庁舎整備事業 町庁舎正面玄関への木造交流スペースの整備 新規
公共施設の木造、木質化 20,374 0 度会町 長原保育所改修事業 保育室改修にあたっての木質化 新規
公共施設の木造、木質化 1,000 0 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机整備に対する支援 継続
公共施設の木造、木質化 1,772 0 伊賀市 青山北部公園SHEEP(自然と人の縁でEnjoy Project) 公園の除草を担うヒツジの飼育に係る木柵の設置 新規
公共施設の木造、木質化 19,812 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 605 0 紀北町 ヒノキステージ整備事業 各種ｲﾍﾞﾝﾄで使用する舞台をヒノキで製作・導入 新規
公共施設の木造、木質化 16,841 332 紀北町 集会所整備事業 老朽化に伴い建替える集会所の木造化 新規
公共施設の木造、木質化 9,996 0 熊野市 木本小学校木質ふれあい教室整備事業 木本小学校普通教室の県産材を活用した木質化 新規
公共施設の木造、木質化 8,219 0 御浜町 学校施設木質化事業 小中学校の木質化 継続
公共施設の木造、木質化 1,600 0 紀宝町 公共施設木造化事業 防災施設を木造で新設することに対する支援 新規
公共施設への木製品配備 385 0 四日市市 茶葉振興センター移転整備事業(備品購入) 地域の特産品ＰＲ施設への木製家具の導入 新規
公共施設への木製品配備 23,143 22,028 桑名市 病院備品等購入事業 新病院への木製備品の導入 新規
公共施設への木製品配備 4,104 0 菰野町 木の薫る安らぎを感じる憩いの場づくり事業 子育て支援施設への木製家具等の導入 新規
公共施設への木製品配備 740 0 朝日町 木材利用促進事業（資料館） 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 1,501 0 川越町 川越町図書室木質備品整備事業 図書室への木製家具等の導入 新規
公共施設への木製品配備 2,678 0 川越町 川越町総合体育館１階ロビー木材利用促進事業 総合体育館への木製家具等の導入 新規
公共施設への木製品配備 3,834 0 川越町 川越診療所待合スペース木材利用促進事業 診療所待合ｽﾍﾟｰｽへの木製家具等の導入 新規
公共施設への木製品配備 10,159 0 津市 津市公共施設木質化事業 サオリーナ、三重県武道館、津市まん中広場への木製家具等の設置 新規
公共施設への木製品配備 1,944 0 鳥羽市 地域農水産物直売所看板設置事業 地域農水産物直売所「鳥羽マルシェ」への木製看板の設置 新規
公共施設への木製品配備 383 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製ﾍﾞﾝﾁの整備 継続
公共施設への木製品配備 3,036 0 度会町 県産材備品購入事業 中学校の木質化 新規
公共施設への木製品配備 13,057 0 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 継続
公共施設への木製品配備 14,194 0 紀北町 健康増進施設木製備品整備事業 健康増進施設への木製備品の導入 新規
公共施設への木製品配備 1,632 0 熊野市 木製ベンチ整備事業 公共施設及び観光施設への熊野材を活用したベンチの設置 新規
公共施設への木製品配備 91 0 御浜町 木製備品導入事業 災害により折損した引作の大楠の枝を利用した木製備品の制作 新規
公共施設への木製品配備 3,414 0 御浜町 公共施設木質化事業 公共施設（多目的交流施設と直売所）への木製家具等の導入 継続
県産材利用住宅等への支援 2,100 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 1,028 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 681 0 亀山市 鈴鹿川等源流域再生事業（木質バイオマス利用促進） 鈴鹿川等源流域に放置された林地残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
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 33,496 0 津市 木質バ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 615 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 2,687 0 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 継続
木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 46 0 紀宝町 木質バイオマス利用促進事業 林地残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 306,308 27,086 46 事業 新規 29 事業 継続 17 事業
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5 身近な公園等の整備 13,889 12,407 菰野町 菰野富士ふるさとの山環境整備事業 住民になじみのある菰野富士におけるバリアフリー木道及び駐車場、ﾄｲﾚ等の設計及び整備 新規
身近な公園等の整備 11,309 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業（ふれあいパーク） 展望公園(森と緑ｴﾘｱ)の整備 継続
身近な公園等の整備 2,998 0 南伊勢町 遊歩道整備事業 浮島パークなんとうの遊歩道整備 新規
身近な公園等の整備 600 0 名張市 森林公園等環境活用整備事業 地域づくり組織による公園等整備に対する支援 継続
身近な公園等の整備 500 0 名張市 学校林整備事業 学校林における遊歩道等の整備 継続
身近な公園等の整備 281 0 名張市 赤目ハイキングコース親林空間づくり事業 赤目渓谷から香落ハイキングコースに繋がる遊歩道等の整備 新規
身近な公園等の整備 7,661 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
身近な公園等の整備 1,382 0 御浜町 森林公園等環境整備事業 登山道及び公園の整備 新規
保育園や公園等の緑化 64 0 菰野町 緑と親しむ憩いの場づくりの植栽事業 子育て支援拠点施設の緑化 新規
保育園や公園等の緑化 690 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業(あさひ園) 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 1,656 0 川越町 川越町おひさま児童館広場芝生化事業 児童館における芝生の苗植え体験 継続
保育園や公園等の緑化 120 0 度会町 公共施設緑化事業 小学校校庭の緑化 新規
緑化活動の支援 118 0 鈴鹿市 緑の未来づくり事業 住民等による森林づくり活動に対する支援 継続
緑化活動の支援 98 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 41,367 12,408 14 事業 新規 6 事業 継続 8 事業
合計 623,775 43,924 126 事業 新規 53 事業 継続 73 事業

※上記のほか、市町による基金積立 101,859千円


