
令和元年度 みえ森と緑の県民税市町交付金（基本枠、加算枠）事業 対策区分別一覧

市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

大台町 災害に強い森林づくり整備事業 9,911,000 町が実施する渓流沿いの森林整備

度会町 流倒木撤去事業 2,090,000 町が実施する河川沿いの流倒木の伐採・撤去

大紀町 渓流倒木等処理事業 5,000,600 町が実施する渓流沿いの倒木等危険木の伐採・撤去

17,001,600 ３市町、３事業

市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

四日市市 里山・竹林環境保全支援事業 1,421,000 活動団体による里山や竹林の整備に対する支援

四日市市 危険木等除去支援事業 200,000
自治会等が実施する通学路沿いの危険木の伐採等に対

する支援

四日市市 学校林整備事業 4,815,000 市が実施する学校林における危険木の伐採等

桑名市 里山再生・竹林整備推進事業 6,798,000
活動団体による竹林整備に対する支援と市が活動団体

に貸し出す竹チッパーの購入

鈴鹿市 暮らしを守る森林保全事業 1,756,059
市が実施する海岸林や人家周辺の病害虫被害木の伐採

と樹幹注入、及び地元小中学生による植栽

鈴鹿市 緑の未来づくり事業 37,000
団体が実施する森林環境教育活動や所有者が実施する

病害虫被害木伐採への支援

亀山市
暮らしに身近な

里山・竹林環境整備事業
940,810 活動団体による里山や竹林の整備に対する支援

亀山市
集落周辺の森林整備事業

（危険木等伐採）
8,677,000 市が実施する公共施設周辺や道路上の危険木の伐採等

いなべ市 危険木の除去事業 2,183,930
自治会が実施する人家裏や通学路沿いの危険木の伐採

等への支援

東員町
みえ森と緑の県民税市町交付金事業

（危険木伐倒等業務）
1,698,000 町が実施する人家裏や通学路沿いの危険木の伐採等

菰野町 病虫害被害木伐採搬出事業 156,000
土地所有者等が実施する病害虫による被害木の伐採等

への支援

津市 林地残材搬出促進事業 35,815,400
事業体が実施する未利用間伐材を木質バイオマス利用

のための搬出に対するための支援

松阪市 里山の森林安全安心対策事業 21,718,280 市が実施する集落や公共施設周辺の危険木の伐採等

明和町 松林整備事業 1,000,000
町が実施する海岸沿いの松林における病害虫被害木の

伐採等

大台町 ほっとする道ばた森林整備事業 5,000,000 町が実施する道路沿いの危険木の伐採等

みえ森と緑の県民税 対策区分１：土砂や流木による被害を出さない森林づくり

みえ森と緑の県民税 対策区分２：暮らしに身近な森林づくり

対策区分計



市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

伊勢市 森林整備事業 5,067,140
市が実施する海岸沿いの松林における病害虫被害木の

伐採、地上散布、樹幹注入等

鳥羽市 危険木伐採事業 8,697,000 市が実施する人家裏や避難路沿いの危険木の伐採等

志摩市 里海・里山保全事業 4,973,310
市が実施する海岸沿いの松林における病害虫被害木の

伐採等

度会町 危険木伐採事業 4,910,000 町が実施する通学路や生活道路沿いの危険木の伐採等

大紀町 生活環境林整備事業 4,000,700 町が実施する人家裏や通学路沿いの危険木の伐採等

南伊勢町 危険木除去事業 4,809,000
町が実施する公共施設周辺や通学路、避難道沿いの危

険木の伐採等

名張市 危険木伐採事業 5,500,000
市が実施する公共施設周辺や通学路沿いの危険木の伐

採等

名張市
未利用間伐材

バイオマス利用推進事業
1,368,425

森林所有者等が実施する未利用間伐材を木質バイオマ

ス利用のための搬出に対する支援

名張市 人家裏危険木伐採事業 2,440,000 地域住民が実施する人家裏の危険木の伐採等への支援

伊賀市 みんなの里山整備活動推進事業 6,071,000 自治会等による里山や竹林の整備に対する支援

伊賀市
未利用間伐材

バイオマス利用推進事業
3,882,925

森林所有者等が実施する未利用間伐材を木質バイオマ

ス利用のための搬出に対する支援

尾鷲市 学校危険木除去事業 2,498,029 市教育委員会が実施する学校内の危険木の伐採等

尾鷲市 人家裏危険木伐採事業 979,000
自治会や自主防災会等が実施する人家裏の危険木の伐

採への支援

紀北町 危険木伐採事業 4,081,000 自治会が実施する人家裏の危険木の伐採への支援

紀北町 集落周辺森林（里山）整備事業 174,000 活動団体による里山の整備に対する支援

熊野市 身近なみどり整備推進事業 128,000
区又は個人が実施する集落周辺等の危険木の伐採等へ

の支援

熊野市 暮らしを守る危険木伐採事業 3,029,400 市が実施する生活道路沿いの危険木の伐採等

熊野市 森林病害虫等防除実施事業 1,611,000
市が実施する海岸沿いの松林における病害虫被害木の

樹幹注入等

御浜町 危険木等除去事業 2,640,000 町が実施する生活道路沿いの危険木の伐採等

紀宝町 生活環境林整備事業 5,309,743 町が実施する公共施設周辺の危険木の伐採等

164,386,151 24市町、35事業

みえ森と緑の県民税 対策区分２：暮らしに身近な森林づくり

対策区分計



市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

鈴鹿市 森に親しむ記念樹贈呈事業 200,000
市が実施する植木まつりでの記念樹配布とアンケート

調査

鈴鹿市 森と緑の生涯学習講座 844,941
市が実施する公民館での「森と緑の生涯学習講座」の

開催

亀山市
森と木材のふれあい事業

（森の講座）
661,100 市が実施する「森の講座」と「木育教室」の開催

亀山市
森と木材のふれあい事業

（森林づくり協議会）
1,000,000

森林づくり協議会が実施する山の日のイベント等の開

催

いなべ市 中学校卒業記念品配布事業 871,750 市が中学卒業生へ配布する市産材の箸の制作

木曽岬町 森林環境教育事業 912,148 町教育委員会が中学校を対象に実施する野外体験

川越町 川越中学校自然教室 701,236 町が川越中学校の１年生を対象に実施する野外体験

川越町 川越北小学校自然教室 559,960 町が川越北小学校の５年生を対象に実施する野外体験

川越町 川越南小学校自然教室 511,780 町が川越南小学校の５年生を対象に実施する野外体験

津市 津市森林環境教育事業 493,600
市が実施する「夏休み森と緑の親子塾」と「まるごと

林業体験」の開催

津市 美里水源の森「林業体験」事業 250,000 団体が美里水源の森で実施する林業体験への支援

松阪市 森林環境学習事業 2,898,720 市が小学校を対象に実施する森林環境教育活動

志摩市 里山体験事業 917,690 市が実施する野外体験学習の開催

玉城町 森林環境教育・木育事業 324,940
町が小学校を対象に実施する森林環境教育・木育の活

動

度会町 森林環境教育推進事業 95,000 町が小学校を対象に実施する出前授業

南伊勢町 森林環境教育事業 179,000 町が小学一年生を対象に実施する森林環境教育

名張市 森林環境教育推進事業 100,000
学校単位の実行委員会が小学校を対象に実施する森林

環境教育への支援

名張市
みて・さわって・

森のわくわく体験事業
396,000 市が保育所等を対象に実施する野外体験

伊賀市 親子ではじめる木育推進事業 2,330,440
出産時や検診の際に、市が行う木製品と木育リーフ

レットの配布

伊賀市 伊賀の森っこ育成推進事業 2,391,952
学校単位の実行委員会が小中学校を対象に実施する森

林環境教育への支援

伊賀市 地域の森と緑のつながり支援事業 800,000
自治協議会が実施する森林・林業に関する研修活動へ

の支援と、市が実施する講演会等の開催

みえ森と緑の県民税 対策区分３：森を育む人づくり



市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

伊賀市
森のやすらぎ空間整備事業

（伊賀の木活用人材育成）
577,867

高等学校の木工部が地域の木材生産者等と連携して取

り組む、木製品の開発に対する支援

尾鷲市 クッブ普及推進事業 471,199
市教育委員会が実施するクッブ競技にかかる視察及び

啓発用品の購入

紀北町 県民植樹活動事業 850,000 町が実施する県民参加の植樹祭の開催

紀宝町 森と緑の環境教育事業 1,000,000
町教育委員会が実施する講演会やワークショップ等の

開催

20,339,323 16市町、25事業

市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

四日市市 市民活動センター運営事業 1,592,800
市が実施する市民活動センターへの木製備品（机、椅

子等）の導入

四日市市 子育て支援センター管理運営事業 731,160
市が実施する子育て支援センターへの木製備品（ミニ

ログハウス）の導入

四日市市 認定こども園備品整備事業 6,131,400
市が実施する認定こども園への木製備品（机・椅子）

の導入

四日市市 少年自然の家管理運営事業 4,307,600
市が実施する自然の家における木製備品（机・椅子

等）の導入

四日市市 四日市市中央緑地新体育館建設事業 40,569,857 市が実施する体育施設の一部木質化

桑名市 病院備品等整備事業 7,800,000
医療機関が実施する病院への木製備品（机・椅子等）

の導入への支援

鈴鹿市
AGF鈴鹿体育館

サブアリーナ床面改修工事
10,000,000 市が実施する市体育館の床の木質化

鈴鹿市
森林環境に関する講演事業及び

木製備品購入事業
3,800,000 市立図書館が実施する木製備品の導入と講演会の開催

鈴鹿市 鈴鹿市立西条保育所新設工事 2,200,000 市が実施する保育所への木製備品（棚）の導入

亀山市
森と木材のふれあい事業

（木とふれあう）
855,090 市が実施する幼稚園や保育園等への木製遊具の導入

朝日町 森と緑を大切に思う人づくり事業 121,000 町が実施する保育施設等への木製遊具の導入

川越町
川越中学校美術室・技術室

机・椅子整備事業
3,591,000

町が実施する川越中学校への木製備品（机・椅子）の

導入

川越町 ふれあい広場ベンチ整備事業 525,024
町が実施するふれあう広場への木製備品（ベンチ）の

導入

松阪市 都市公園整備事業 4,600,000 市が実施する都市公園への東屋設置

多気町
県産材を活用した

木製備品整備事業
7,453,600

町が実施する小学校や保育園への木製備品（ロッカー

等）の導入

明和町 学校等木製備品購入事業 7,063,000 町が実施する小学校への木製備品（机・椅子）の導入

みえ森と緑の県民税 対策区分３：森を育む人づくり

みえ森と緑の県民税 対策区分４：森と人をつなぐ学びの場づくり

対策区分計



市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

志摩市 中学校木製備品整備事業 5,292,000 市が実施する中学校への木製備品（机・椅子）の導入

玉城町 公共施設（学び場）整備事業 3,078,096
町が実施する保育所の床の木質化と中学校への木製備

品（椅子）の導入

名張市 学校林整備事業 500,000
団体等が実施する小学校の学校林の整備と森林環境教

育活動

尾鷲市 木とふれあう学校環境づくり事業 2,395,160
市教育委員会が実施する小学校への木製備品（机・椅

子等）の導入

尾鷲市 木とふれあう木育活動推進事業 1,100,000 市が実施する保育園への木製遊具の導入

御浜町 学校施設木質化事業 495,000 町が実施する中学校への木製備品（椅子）の導入

114,201,787 14市町、22事業

市町名 市町事業名 活用額・精算額 事業内容

桑名市 播磨２号緑地里山整備事業 430,000
市が団体と連携して実施する森林公園内の散策路整備

等

菰野町
菰野富士

ふるさとの山環境整備事業
4,774,000 町が実施するバリアフリー木道の整備

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、ふれあいパーク）
1,200,000 町が実施する子育て施設等での芝生の管理

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）
2,700,000 町が実施する公園の芝生化と木製ベンチの設置等

川越町
川越北小学校

シンボルツリー樹形整形事業
880,000 町が川越北小学校で実施するシンボルツリーの整備

玉城町 森林ふれあい創出事業 423,500 町が実施する公共施設への木製ベンチの設置

南伊勢町
阿曽浦公園

ウッドチップ舗装整備事業
7,580,000 町が実施する公園のウッドチップ舗装

名張市 森林公園等環境活用整備事業 900,000 地域づくり組織が実施する市林公園の整備への支援

名張市 桜並木保全管理事業 300,000 市が実施する市民参加型の公園の桜並木の整備

尾鷲市 中村山公園整備事業 2,860,000 市が実施する公園の整備

熊野市 森とふれあいの場拠点づくり事業 6,733,100 市が実施する公園の整備

御浜町 森林公園等環境整備事業 1,122,000 町が実施する森林公園の整備

紀宝町 クマノザクラ整備事業 390,830
町が活動団体と連携して行うクマノザクラの植樹と研

究

30,293,430 11市町、13事業

みえ森と緑の県民税 対策区分５：地域の身近な水や緑の環境づくり

対策区分計

対策区分計

みえ森と緑の県民税 対策区分４：森と人をつなぐ学びの場づくり


