2009年9月16日
連絡先
総務部
予算調整室
電話 059-224-2119

三重県における補助金等の基本的な在り方に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第５条の規定により、
平成２１年第２回定例会（９月）にかかる予算に関する補助金等に係る資料を公表します。
なお、見込みであるため交付決定とは異なる可能性があります。

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料
番号

補助金等の名称

補助事業者等の氏
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

68,000
2-1 離島体験滞在交 鳥羽市
流促進事業補助 鳥羽市鳥羽３丁目 （H21.10）
１−１
金

事業内容

交付の目的、根拠及び理
由

公益性の判断及び理由

室（課）名

地域づくり
市が実施する離島体験滞 ・離島での体験や滞在を ②外部（不）経済
支援室
在交流促進事業に関する 通じ、交流人口を拡大す 離島は海洋資源の利
施設整備に対し補助する。 ることにより離島地域の 用、自然環境の保全等に
重要な役割を担っている
活性化を図る。
・政策部関係補助金等交 が、地理的、地形的な条件
により、人口の減少や少子
付要綱
高齢化など厳しい状況に
あるため、離島の地理的
及び自然的特性を生かし
た振興を図る必要がある。

政策部 1

（部局名：政策部 ） (単位：千円)
支出科目
款
項
目
事業名
総務費 地域振 地域振 過疎・離島等
興費 興費 振興対策費

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料
番号

補助事業者等の氏
補助金等の名称
名及び住所

2-1 三重県医療施設 未定
耐震化整備事業
費補助金

2-2 生活福祉資金貸 （社福）三重県社会
付事業補助金
福祉協議会
津市桜橋２丁目
131

交付予定額
（予定時期）

事業内容

交付の目的、根拠及び理
由

大規模地震等の災害
31,568 未耐震の医療施設の耐
(未定） 震化整備に要する経費の 時において適切な医療
提供体制の維持を図る
一部を補助する。
ため、三重県医療施設耐
震化整備事業費補助金
交付要綱（仮称）に基づ
き交付する。
498,237 低所得者世帯等に、生活 低所得者世帯に必要な
（H21.10） に必要な資金の貸付を行 生活保障と自立のため
うため、貸付原資等を補助 に、「セーフティネット支
援対策等事業費補助金
する。
交付要綱」及び「健康福
祉部関係補助金交付要
綱」に基づき、貸付にか
かる経費を補助する。

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
支出科目
公益性の判断及び理由
室（課）名
款
項
目
事業名
大規模災害時における 健康福祉総 民生費 災害救 救助費 災害救助事業
助費
費
適切な医療提供体制を維 務室
持することは県民の安心・
安全の向上につながること
から公共関与の必要性が
ある。
低所得者世帯等を対象 社会福祉室 民生費 社会福 社会福 低所得者等援
祉費 祉総務 護対策費
に、必要な生活保障と自立
費
のための支援を行うもので
あり、公共の関与が必要で
ある。

2-3 安心こども基金児 未定
童養護施設等環
境改善事業費補
助金

社会的養護を必要とする こども家庭 民生費 児童福 児童福 児童虐待防止
入所児童の生活向上
130,510 老朽化遊具・食品の安
祉費 祉施設 総合対策事業
(未定） 全のための機器更新、ケ のため、安心こども基金 児童の入所施設の環境改 室
費
費
ア単位の小規模化等の改 管理運営要領に基づき 善を図り、児童福祉の向上
に寄与する事業であり、公
修、学習環境改善に要す 交付する。
益性を有する。
る経費の一部を補助する。

2-4 安心こども基金保 未定
育基盤整備事業
補助金

保育所等の整備や保育 こども家庭 民生費 児童福 児童福 保育所事業費
子どもを安心して育て
43,490 保育所の計画的な整備
祉費 祉施設
(未定) を実施するなど、体制整備 ることができる体制整備 の質の向上を図り、子ども 室
費
に要する費用を補助する。 のため、安心こども基金 と子育て家庭を支援する事
管理運営要領に基づき 業であり、公益性を有す
る。
交付する。

健康福祉部 1

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料
番号

補助事業者等の氏
補助金等の名称
名及び住所

交付予定額
（予定時期）

事業内容

交付の目的、根拠及び理由

公益性の判断及び理由

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
支出科目
室（課）名
款
項
目
事業名
森林・林業 農林水 林業費 林業振 森林整備加速
経営室
産業費
興指導 化・林業再生
基金事業費
費

２−１ 森林整備加速化・ 宮川流通株式会社
林業再生基金事 多気郡大台町上菅
５９５番地４
業費補助金

26,500 チップ加工施設の整備に (目的・理由）
（Ｈ21.11） 対して事業体に支援する。 森林の「緑の循環」を維持するために
は、県産材を加工し、利用を推進する
ことが必要である。
(根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

公共財
県産材を利用することによ
り、森林のが適正に管理さ
れ公益的機能が発揮され
る。

２−２ 森林整備加速化・ E2リバイブ株式会
林業再生基金事 社
多気郡大台町岩井
業費補助金
６３５番地１

21,000 木質バイオマス供給施設 (目的・理由）
(Ｈ21.11) の整備に対して事業体に 森林の「緑の循環」を維持するために
は、県産材を加工し、利用を推進する
支援する。
ことが必要である。
(根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

公共財
県産材を利用することによ
り、森林のが適正に管理さ
れ公益的機能が発揮され
る。

２−３ 森林整備加速化・ 中勢森林組合
林業再生基金事 津市白山町南家城
９１５番地１
業費補助金

20,000 間伐を推進するため、作業 （目的・理由）
（H21.10) 道等の路網整備の実施に 作業道等を整備することにより、間伐
要する経費の一部を補助 等の施業が促進され、森林を適正に
管理し、公益的機能を発揮させる。
する。
（根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

森林保全室 農林水 林業費 林業振 森林整備加速
公共財
産業費
興指導 化・林業再生
作業道等の整備により、間
基金事業費
費
伐を中心とした森林整備が
促進され、公益的機能が発
揮される。

２−４ 森林整備加速化・ 森林組合おわせ
林業再生基金事 北牟婁郡紀北町海
山区相賀４９５番地
業費補助金
８

25,000 間伐を推進するため、作業 （目的・理由）
（H21.10) 道等の路網整備の実施に 作業道等を整備することにより、間伐
要する経費の一部を補助 等の施業が促進され、森林を適正に
管理し、公益的機能を発揮させる。
する。
（根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

森林保全室 農林水 林業費 林業振 森林整備加速
公共財
産業費
興指導 化・林業再生
作業道等の整備により、間
基金事業費
費
伐を中心とした森林整備が
促進され、公益的機能が発
揮される。

２−５林道事業費補助金 尾鷲市
尾鷲市中央町１０
番地４３

37,372 林道舗装2路線
(H21.10)

（目的・理由）
林道を舗装することにより、森林の適
正な維持管理、効率的な林業経営の
展開や、山村の生活環境の改善を図
る。
（根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

森林保全室 農林水 林業費 林道費 林道事業費
公共財
産業費
林道を整備することにより、
森林の適正管理が進み、森
林の持つ公益的機能が発揮
される。

２−６林道事業費補助金 熊野市
熊野市井戸町７９６
番地

102,690 林道開設１路線、改良１路 （目的・理由）
(H21.10) 線、環境基盤整備１施設 林道を開設、改良し、環境基盤施設を
整備をすることにより、森林の適正な
維持管理、効率的な林業経営の展開
や、山村の生活環境の改善を図る。
（根拠）
環境森林部関係補助金等交付要綱

森林保全室 農林水 林業費 林道費 林道事業費
公共財
産業費
林道を整備することにより、
森林の適正管理が進み、森
林の持つ公益的機能が発揮
される。

環境森林部1

森林・林業 農林水 林業費 林業振 森林整備加速
経営室
産業費
興指導 化・林業再生
基金事業費
費

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料
（部局名：農水商工部） (単位：千円)
支出科目
事業内容
公益性の判断及び理由
室（課）名
款
項
目
事業名
水産基盤室 農林水 水産業 水産業 漁業経営構造
91,732 離島の燃油補給施設整備 （目的・理由）
市場の不完全性
産業費 費
振興費 改善事業費
(H21.11) に要する経費の一部を補 離島における燃油の安 施設整備に多額の費用を
定供給と調達コスト縮減 要し、市場の不完全性から
助する。
事業主体；鳥羽磯部漁協 を図る。
準公共事業として国、県の
（根拠）
実施箇所；答志地区
補助金等によらなければ
農水商工部関係補助金 事業実施が困難である。
等交付要綱

補助事業者等の氏名 交付予定額
番号 補助金等の名称
及び住所
（予定時期）

2-1 漁業経営構造改 鳥羽市
善事業費補助金 鳥羽市鳥羽３−１−
１

交付の目的、根拠及び理
由

農水商工部 1

