
2005年11月8日
連絡先
総務局

予算調整室
電話：059-224-2216

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８条の規定により、平成１７年第３回定例会に
かかる補助金等の実績に係る資料（年次報告）を公表します。

全体状況（平成１６年度） （決算額の単位は百万円、（ ）書きは構成比）

財 源 性 質 別 歳 出 区 分

項 目 一般会計 特別会計 決算額 項 目 一般会計 特別会計 決算額

国庫支出金 18,816 5 18,821 (22.0%) 消費的経費 65,860 25 65,885 (77.1%)

国庫支出金以外の特定財源 6,838 487 7,324 (8.6%)
投資的経費 19,131 471 19,602 (22.9%)

うち補助事業費 11,194 11,194 (13.1%)

うち単独事業費 7,937 471 8,408 (9.8%)

  計 84,991 496 85,487 (100.0%) 計 84,991 496 85,487 (100.0%)

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）

補助金等の交付に係る全体状況（その１）

一般財源 59,337 5 59,341 (69.4%)



第４－１号様式（条例第８条第１項関係）

（１）財源内訳 （単位：百万円、％）
平成１５年度① 平成１６年度② 伸び率（②/①）

決算額 78,799 84,991 7.9

国庫支出金 18,295 18,816 2.8

国庫支出金以外の特定財源 3,991 6,838 71.3

一般財源 56,512 59,337 5.0

（２）性質別区分 （単位：百万円、％）
平成１５年度① 平成１６年度② 伸び率（②/①）

決算額 78,799 84,991 7.9

消費的経費 60,719 65,860 8.5

投資的経費 18,080 19,131 5.8

うち補助事業費 10,426 11,194 7.4

うち単独事業費 7,654 7,937 3.7

（３）目的別区分 （単位：百万円） （単位：％）
平成１５年度① 平成１６年度② 伸び率（②/①）

決算額 78,799 84,991 7.9

総務費 4,344 5,514 26.9

民生費 41,318 43,179 4.5

衛生費 5,058 4,974 △ 1.7

労働費 1,339 1,114 △ 16.8

農林水産業費 10,867 10,978 1.0

商工費 3,813 6,816 78.8

土木費 3,539 3,250 △ 8.2

警察費 132 130 △ 1.5

教育費 8,076 7,707 △ 4.6

災害復旧費 314 1,329 323.2

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）

補助金等の交付に係る全体状況（その２）・一般会計



                         補助金等の交付に係る全体状況について（一般会計）

  平成１６年度の補助金等の交付に係る決算額の合計は８４，９９１百万円で、一般会計の歳出決算額全体（６９３，９３６百
万円）の１２．２％となっている。
  内訳は、消費的経費が６５，８６０百万円、投資的経費が１９，１３１百万円となっており、投資的経費のうち、補助事業費
が１１，１９４百万円、単独事業費が７，９３７百万円である。
  平成１５年度と比べた場合、決算額計は７．９％の増、消費的経費が８．５％の増、投資的経費が５．８％の増、投資的経費

のうちの補助事業費が７．４％の増、単独事業費が３．７％の増となっている。

  また、目的別では、総務費が１，１７０百万円の増（２６．９％の増）、商工費が３，００３百万円の増（７８．８％の

増）、災害復旧費が１，０１５百万円の増（３２３．２％の増）となり、土木費が２８９百万円の減（８．２％減）、教育費が

３６９百万円の減（４．６％減）となっている。

  平成１６年度の補助金等の交付に係る財源は、総額８４，９９１百万円中、国庫支出金が１８，８１６百万円、国庫支出金以

外の特定財源が６，８３８百万円、一般財源が５９，３３７百万円となっている。

  平成１５年度と比べた場合には、国庫支出金は５２１百万円（２．８％）の増、国庫支出金以外の特定財源は２，８４７百万

円（７１．３％）の増、一般財源は２，８２５百万円（５．０％）の増となっている。

２．歳出について

１．財源について



第４－１号様式（条例第８条第１項関係）

（１）財源内訳 （単位：百万円、％）
平成１５年度① 平成１６年度② 伸び率（②/①）

決算額 358 496 38.5

国庫支出金 4 5 25.0

国庫支出金以外の特定財源 351 487 38.7

一般財源 4 5 25.0

（２）性質別区分 （単位：百万円、％）
平成１５年度① 平成１６年度② 伸び率（②/①）

決算額 358 496 38.5

消費的経費 9 25 177.8

投資的経費 349 471 35.0

うち補助事業費

うち単独事業費 349 471 35.0

                         補助金等の交付に係る全体状況について（特別会計）

１．財源について

２．歳出について

補助金等の交付に係る全体状況（その２）・特別会計

  平成１６年度の補助金等の交付に係る財源は、総額４９６百万円中、国庫支出金が５百万円、国庫支出金以外
の特定財源が４８７百万円、一般財源が５百万円となっている。

平成１５年度と比べた場合には、国庫支出金以外の特定財源が１３６百万円（３８．７％）の増となっている。

  平成１６年度の補助金等の交付に係る決算額の合計は４９６百万円で、平成１５年度と比べた場合、決算額計は
１３８百万円（３８．５％）の増となっている。
  特別会計別では、流域下水道事業特別会計が１２２百万円の増（３５．０％の増）となっている。

(四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。）



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：総合企画局） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 四日市市（旧 楠町） 62,605 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

2 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 鈴鹿市 50,295 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

3 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 松阪市（旧 飯南町） 18,558 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

4 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 松阪市（旧 飯高町） 97,112 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

5 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 伊賀市（旧 島ヶ原村） 12,139 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

6 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 伊賀市（旧 青山町） 23,740 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

7 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 木曽岬町 11,605 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

8 発電用施設周辺地域振興
事業費補助金

三重県発電用施設周辺
地域振興事業費補助金 御薗村 38,518 三重県発電用施設周辺地域

振興事業費補助交付要領 特定政策室

9 水力発電施設周辺地域交
付金

電源立地地域対策交付
金（水力枠） 宮川村 10,146 電源立地地域対策交付金（水

力枠）交付要領 特定政策室

10 水力発電施設周辺地域交
付金

電源立地地域対策交付
金（水力枠） 尾鷲市 10,045 電源立地地域対策交付金（水

力枠）交付要領 特定政策室

11 石油貯蔵施設立地対策事
業費

石油貯蔵施設立地対策
等交付金

四日市市（旧 四日市市、
旧 楠町） 143,401 石油貯蔵施設立地対策等交

付金交付要領 特定政策室

12 石油貯蔵施設立地対策事
業費

石油貯蔵施設立地対策
等交付金 三重紀北消防組合 29,548 石油貯蔵施設立地対策等交

付金交付要領 特定政策室

13 四日市港振興事業費
（旧 四日市港関係諸費）

四日市港管理組合負担
金 四日市港管理組合 1,398,110 四日市港管理組合規約第１７

条 特定政策室

補助金等の交付実績

総合企画局 １



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名： 総務局 ） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１ 職員互助会助成金 三重県職員互助会助成金 （財）三重県職員互助会 132,778

・地方公務員法
・三重県職員等の共済制度に関
する条例
・総務局関係補助金等交付要綱

福利厚生室

２ 地方職員共済組合負担金 地方職員共済組合負担金 地方職員共済組合三重県支部 27,949 地方公務員等共済組合法 福利厚生室

３ 地方税広域化対策事業費 地方税広域税収確保推進事
業費補助金

三重地方税管理回収機構 17,000 総務局関係補助金等交付要綱 税務政策室

－総務局 １ －

補助金等の交付実績



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：防災危機管理局 ） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室名 備考

1
消防施設等整備費補助金 消防施設等整備費補助金 四日市市 12,424 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
消防・保安室

2
消防施設等整備費補助金 消防施設等整備費補助金 桑名市 19,077 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
消防・保安室

3
消防施設等整備費補助金 消防施設等整備費補助金 松阪地区広域消防

組合
30,369 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
消防・保安室

4
三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

津市 21,890 防災危機管理局関係補助
金等交付要綱

防災対策室

5
三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

伊勢市 16,913 防災危機管理局関係補助
金等交付要綱

防災対策室

6
三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

紀伊長島町 11,429 防災危機管理局関係補助
金等交付要綱

防災対策室

7
三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

三重県被災者生活・住宅再建
支援事業費補助金

海山町 168,845 防災危機管理局関係補助
金等交付要綱

防災対策室

8
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
桑名市 11,225 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

9
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
四日市市 11,978 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

10
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
鈴鹿市 17,309 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

11
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
木曽岬町 12,768 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

12
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
川越町 11,610 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

13
緊急地域総合防災推進事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急地域総合防災推進事業）
明和町 15,017 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

14
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
四日市市 23,448 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

15
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
鈴鹿市 14,020 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

補助金等の交付実績

防災危機管理局 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：防災危機管理局 ） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室名 備考

補助金等の交付実績

16
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
いなべ市 21,809 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

17
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
熊野市 13,521 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

18
緊急避難路整備事業 緊急地震対策促進事業補助金

（緊急避難路整備事業）
玉城町 13,941 防災危機管理局関係補助

金等交付要綱
地震対策室

19
緊急避難所（公共的施設）耐
震化促進事業

緊急地震対策促進事業補助金
（緊急避難所（公共的施設）耐
震化促進整備事業）

鈴鹿市 12,068 防災危機管理局関係補助
金等交付要綱

地震対策室

防災危機管理局 2



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：防災危機管理局 ）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室名 備考

1 三重県被災者生活・
住宅再建支援事業費
補助金

新設 平成16年９月の台風21号による豪雨災害の被災者に対
する生活・住宅再建支援の充実を図る。

防災対策室

2 緊急地震対策促進事
業補助金

対象事業を、下記の6項目に拡大
した。(③～⑥を追加）
①避難所耐震診断事業
②避難誘導標識等設置事業
③緊急地域総合防災推進事業
④緊急津波ステーション整備事
業
⑤緊急避難路整備事業
⑥緊急避難所（公共的施設）耐震
化促進整備事業

県民しあわせプラン重点プログラムとして、地震から命を
守ることに重点を置いた地震対策の充実を図る。

地震対策室

補助金等の見直し状況

防災危機管理局 １



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

1

関係団体事業補助金 人権関係団体補助金 三重県人権問題研究所 14,000 生活部関係補助金等交付要綱
人権関係団体事業補助金交付要
領

人権・同和室

2
団体指導助成費 同和関係団体補助金 部落解放同盟三重県連合会 14,700 生活部関係補助金等交付要綱

同和関係団体等補助金交付要領
人権・同和室

3

隣保館整備費補助金 隣保館整備費補助金 伊賀市 47,620 社会福祉施設等施設整備費及び
社会福祉施設等設備整備費国庫
負担（補助）金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館整備費補助金交付要領

人権・同和室

4

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 桑名市 16,413 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

5

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 四日市市 18,240 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

6

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 鈴鹿市 28,198 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

7

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 津市 27,652 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

8

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 久居市 18,710 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

補助金等の交付実績

生活部 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

9

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 松阪市 27,350 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

10

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 伊勢市 26,079 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

11

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 志摩市 10,871 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

12

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 伊賀市 62,050 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

13

隣保館運営費等補助金 隣保館運営費等補助金 名張市 18,111 地方改善事業費（隣保館運営費
等）補助金交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱
隣保館運営費等補助金交付要領

人権・同和室

14

文化にふれる機会提供
事業

みえ県民文化祭実行委
員会経費負担金

みえ県民文化祭実行委員会 36,376 生活部関係補助金等交付要綱
みえ県民文化祭実行委員会経費
負担金交付要綱

文化振興室

15

「芭蕉さんがゆく」事業 「生誕３６０年 芭蕉さん
がゆく 秘蔵のくに 伊
賀の蔵びらき」事業負
担金

「生誕３６０年 芭蕉さんがゆく
秘蔵のくに  伊賀の蔵びらき」
事業推進委員会

191,758 生活部関係補助金等交付要綱 文化振興室
(芭蕉さん・秘蔵の
くにプロジェクト）

16
シルバー人材センター
促進事業

シルバー人材センター
連合会事業補助金

社団法人三重県シルバー人材セ
ンター連合会

13,114 生活部関係補助金等交付要綱 雇用・能力開発室

生活部 2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

17

技能振興事業費 技能向上対策費補助金 三重県職業能力開発協会

41,565

職業能力開発促進法
雇用保険法
技能向上対策費交付要綱
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

18
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

桑名市 38,752 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

19
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

四日市市 110,392 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

20
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

鈴鹿市 79,306 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

21
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

亀山市 29,613 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

22
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

津市 60,051 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

23
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

河芸町 13,440 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

24
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

芸濃町 10,139 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

25
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

美里村 10,226 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

26
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

松阪市 92,259 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

27
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

宮川村 23,101 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

28
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

明和町 13,107 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

生活部 3



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

29
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

伊勢市 41,330 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

30
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

鳥羽市 44,223 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

31
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

志摩市 46,108 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

32
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

伊賀市 53,868 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

33
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

名張市 37,965 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

34
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

尾鷲市 19,758 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

35
緊急地域雇用創出特別
交付金事業

緊急雇用創出市町村等
補助金

紀宝町 12,118 三重県緊急雇用創出基金条例
生活部関係補助金等交付要綱

雇用・能力開発室

36
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人津田学園 270,838 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

37
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人暁学園 701,741 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

38
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人メリノール女子学院 194,156 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

39
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人エスコラピオス学園 333,273 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

40
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人享栄学園 551,106 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

41
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人高田学苑 654,602 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

生活部 4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

42
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人セントヨゼフ女子学園 281,322 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

43
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人梅村学園 606,098 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

44
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人皇學館 386,992 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

45
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人伊勢学園 182,123 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

46
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人愛農学園 50,390 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

47
私立高等学校等振興補
助金

私立高等学校等振興補
助金

学校法人日生学園 374,402 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

48
私立専修学校振興補助
金

私立専修学校振興補助
金

学校法人大橋学園 17,247 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

49
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人聖華学園 20,199 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

50
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人水谷学園 44,062 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

51
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人津田学園 222,546 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

52
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人福徳学園 13,969 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

53
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人暁学園 45,079 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

54
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人慈光学園 36,926 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

生活部 5
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55
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人あおい学園 112,696 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

56
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人常磐学園 47,178 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

57
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人まきば学園 18,301 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

58
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人八郷学園 57,563 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

59
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人富田文化学園 69,668 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

60
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人グレイス学園 15,431 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

61
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人宣真学園 121,400 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

62
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人鈴鹿学園 63,051 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

63
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人ひかり学園 37,232 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

64
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人白百合学園 27,074 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

65
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人古市学園 65,537 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

66
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人日本聖公会三重学

園
27,025 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

67
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人近畿福音ルーテル学

園
15,131 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

生活部 6



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

68
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人専修学園 33,001 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

69
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人真盛学苑 16,699 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

70
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人大川学園 80,905 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

71
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人山田学園 24,213 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

72
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人松ヶ谷学園 28,572 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

73
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人名古屋文化学園 35,694 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

74
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人藤学園 39,338 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

75
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人野辺野学園 39,530 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

76
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人日生学園 22,055 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

77
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人梅村学園 31,439 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

78
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人修道幼稚園 12,514 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

79
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人明倫幼稚園 15,460 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

80
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人有緝学園 20,506 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

生活部 7



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

81
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人中島学園 15,414 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

82
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人伊勢学園 24,397 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

83
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人みどり学園 39,690 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

84
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人マリア学園 30,147 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

85
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人前島学園 28,237 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

86
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人白鳳幼稚園 16,572 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

87
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人桔梗が丘学園 66,873 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

88
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人藤森学園 26,332 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

89
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人廣瀬学園 59,191 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

90
私立幼稚園振興補助金 私立幼稚園振興補助金 学校法人南泉学園 18,569 私立学校振興助成法

生活部関係補助金等交付要綱
私学振興室

91
私立養護学校振興補助
金

私立養護学校振興補助
金

学校法人養護学校聖母の家
学園

116,137 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

92
私立高等学校施設整備
費補助金

私立高等学校施設整備
費補助金

学校法人セントヨゼフ女子学園 13,170 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

93
日本私立学校振興・共
済事業団補助金

日本私立学校振興・共
済事業団補助金

日本私立学校振興・共済事業
団

64,661 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

生活部 8



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室 名 備考

補助金等の交付実績

94
私立学校教職員退職基
金財団補助金

私立学校教職員退職基
金財団補助金

財団法人三重県私立学校教
職員退職基金財団

139,748 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

95
私立高等学校授業料軽
減補助金

私立高等学校授業料軽
減補助金

学校法人伊勢学園 17,325 私立学校振興助成法
生活部関係補助金等交付要綱

私学振興室

96

自治体国際化協会負担
金

自治体国際化協会負担
金

財団法人自治体国際化協会 23,800 語学指導を行う外国青年の給与
及び旅費に関する法律
国際交流活動を行う外国青年の
勤務条件等に関する規則
国際交流員就業規則

国際室

97
三重県国際交流財団事
業費補助金

三重県国際交流財団事
業費補助金

財団法人三重県国際交流財
団

10,892 生活部関係補助金等交付要綱 国際室

98
ウィークプラザ事業 労働福祉対策事業補助

金
ウィークプラザ実行委員会 13,000 生活部関係補助金等交付要綱 勤労福祉室

生活部 9



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：生活部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室 名 備考

1

労働福祉対策事業補助金 リフォーム（縮小） ウィークプラザ事業の理念を活かしつつリニューアルを行
い、勤労者がより一層地域の活性化と自己実現を図るた
め、目的や手法を見直した。

勤労福祉室

補助金等の見直し状況

生活部 １０



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1 災害医療救助対策事業
費

災害救助費負担金 宮川村 10,051 災害救助法及び災害救助法施行細則 健康福祉総
務室

2 災害医療救助対策事業
費

災害弔慰金等県負担金 宮川村 15,000 災害弔慰金の支給等に関する法律及
び災害弔慰金等県負担金交付要綱

健康福祉総
務室

3 生活衛生営業指導セン
ター補助金

生活衛生営業指導センター
補助金

(財）三重県生活衛生営
業指導センター

20,334 健康福祉部関係補助金交付要綱 薬務食品室

4 点字図書館運営事業費 三重県点字図書館運営事業
費補助金

(社福）伊賀市社会事業
協会

33,649 身体障害者保護費国庫負担（補助）金
交付要綱

地域福祉室

5 地域福祉権利擁護事業
費補助金

地域福祉権利擁護事業費補
助金

(社福）三重県社会福祉
協議会

74,944 健康福祉部関係補助金交付要綱 地域福祉室

6 社会福祉施設職員研修
事業費

社会福祉施設職員研修事業
費補助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

20,936 健康福祉部関係補助金交付要綱 地域福祉室

7 福祉活動指導員設置費
補助金

福祉活動指導員設置費補助
金

（社福）三重県社会福祉
協議会

43,085 健康福祉部関係補助金交付要綱 地域福祉室

8 ふれあいのまちづくり事
業補助金

ふれあいのまちづくり事業補
助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

28,000 在宅福祉事業費補助金（地域福祉推
進等事業費）交付要綱及び社会福祉

地域福祉室

9 社会福祉施設職員等退
職手当共済事業給付費
補助金

社会福祉施設職員等退職手
当共済事業給付費補助金

（独法）福祉医療機構 348,004 社会福祉施設職員等退職手当共済法
及び三重県健康福祉部関係補助金交
付要綱

地域福祉室

10 生活福祉資金貸付事業
補助金

生活福祉資金貸付事業補助
金

（社福）三重県社会福祉
協議会

30,169 在宅福祉事業費補助金（地域福祉推
進等事業費）交付要綱及び三重県健

地域福祉室

11 ボランティアセンター事
業費補助金

社会福祉事業助成費（ボラ
ンティア振興事業）補助金

（社福）三重県社会福祉
協議会

15,446 在宅福祉事業費補助金（地域福祉推
進等事業費）交付要綱及び社会福祉

地域福祉室

12 ＵＤのまちづくり展開事
業

ＵＤのまちづくり事業補助金 河芸町 30,753 ＵＤのまちづくり事業補助金交付要領 地域福祉室

13 ＵＤのまちづくり展開事
業

ＵＤのまちづくり事業補助金 松阪市 44,435 ＵＤのまちづくり事業補助金交付要領 地域福祉室

14 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 津市 159,236 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

15 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 四日市市 263,191 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

健康福祉部 1



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

16 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 伊勢市 88,232 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

17 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 松阪市 150,930 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

18 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 桑名市 111,919 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

19 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 鈴鹿市 158,349 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

20 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 名張市 61,200 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

21 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 尾鷲市 32,280 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

22 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 亀山市 40,869 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

23 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 鳥羽市 23,835 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

24 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 熊野市 28,319 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

25 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 久居市 38,872 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

26 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 いなべ市 48,888 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

27 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 志摩市 59,952 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

28 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 伊賀市 107,385 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

29 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 東員町 19,521 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

30 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 菰野町 34,190 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

健康福祉部 2



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

31 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 川越町 11,004 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

32 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 河芸町 14,752 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

33 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 一志町 13,867 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

34 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 白山町 18,430 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

35 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 明和町 21,787 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

36 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 玉城町 12,650 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

37 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 小俣町 14,349 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

38 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 南勢町 12,948 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

39 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 南島町 14,039 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

40 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 大紀町 17,900 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

41 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 紀伊長島町 19,681 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

42 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 海山町 14,541 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

43 心身障害者医療費補助
金

心身障害者医療費補助金 御浜町 10,267 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

44 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 津市 73,731 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

45 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 四日市市 147,312 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

健康福祉部 3



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

46 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 伊勢市 43,152 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

47 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 松阪市 77,756 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

48 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 桑名市 67,822 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

49 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 鈴鹿市 109,783 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

50 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 名張市 30,786 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

51 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 亀山市 24,957 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

52 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 鳥羽市 10,515 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

53 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 久居市 22,185 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

54 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 いなべ市 23,351 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

55 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 志摩市 22,686 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

56 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 伊賀市 34,011 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

57 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 東員町 11,201 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

58 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 菰野町 19,045 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

59 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金 明和町 11,508 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

60 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 津市 35,338 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

健康福祉部 4



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

61 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 四日市市 59,051 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

62 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 伊勢市 24,410 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

63 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 松阪市 38,678 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

64 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 桑名市 21,215 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

65 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 鈴鹿市 45,816 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

66 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 名張市 16,729 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

67 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 志摩市 19,856 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

68 一人親家庭等医療費補
助金

一人親家庭等医療費補助金 伊賀市 19,159 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

69 乳幼児医療費補助金 乳幼児医療費補助金（平成
１５年度精算払い）

四日市市 10,397 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

70 福祉医療事業協力交付
金

福祉医療事業協力交付金 （社）三重県医師会 51,300 健康福祉部関係補助金等交付要綱 生活保障室

71 家庭支援推進保育事業
費補助金

家庭支援推進保育事業費補
助金

四日市市 19,679 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

72 家庭支援推進保育事業
費補助金

家庭支援推進保育事業費補
助金

伊賀市 14,392 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

73 放課後児童対策事業費
補助金

子育て支援拠点施設整備費
補助金

桑名市 10,700 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

74 放課後児童対策事業費
補助金

子育て支援拠点施設整備費
補助金

津市 11,976 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

75 放課後児童対策事業費
補助金

子育て支援拠点施設整備費
補助金

伊賀市 11,476 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

76 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費補助
金

津市 42,469 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

77 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費補助
金

四日市市 28,536 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

78 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費補助
金

桑名市 13,262 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

79 放課後児童対策事業費
補助金

放課後児童対策事業費補助
金

鈴鹿市 14,989 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

80 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 桑名市 34,205 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

81 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 白山町 28,875 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

82 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 鳥羽市 32,205 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

83 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 南島町 26,778 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

84 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 大紀町 14,637 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

85 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 御浜町 29,284 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

86 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 （社福）かみの福祉会 55,246 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

87 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 （社福）鈴生会 39,821 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

88 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 （社福）愛児の会 55,246 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

89 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 （社福）藤水福祉会 63,306 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

90 保育所整備費負担（補
助）金

保育所整備費負担（補助）金 （社福）洗心福祉会 76,064 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

健康福祉部 6



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

91 保育所子育て対策事業
費補助金

保育所子育て対策事業費補
助金

津市 21,605 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

92 保育所子育て対策事業
費補助金

保育所子育て対策事業費補
助金

四日市市 15,602 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

93 保育所子育て対策事業
費補助金

保育所子育て対策事業費補
助金

松阪市 13,713 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

94 保育所子育て対策事業
費補助金

保育所子育て対策事業費補
助金

鈴鹿市 22,310 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

95 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 津市 38,281 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

96 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 四日市市 55,931 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

97 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 伊勢市 15,365 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

98 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 松阪市 32,449 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

99 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 桑名市 28,508 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

100 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 鈴鹿市 85,463 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

101 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 名張市 21,506 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

102 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 久居市 21,686 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

103 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 伊賀市 27,352 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

104 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 河芸町 12,895 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

105 特別保育事業費補助金 延長保育促進事業費補助金 玉城町 12,233 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

106 児童虐待防止拠点整備
事業

児童養護施設等整備費補助
金

（社福）アパティア福祉
会

156,419 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

こども家庭室

107 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

津市 11,308 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

108 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

四日市市 21,719 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

109 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

鈴鹿市 16,471 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

110 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

松阪市 24,126 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

111 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

伊賀市 13,932 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

112 地域子育て支援セン
ター事業費補助金

地域子育て支援センター事
業費補助金

桑名市 13,889 健康福祉部関係補助金等交付要綱 こども家庭室

113 放課後児童対策事業費
補助金

児童厚生施設整備費補助金 玉城町 25,580 児童厚生施設整備費交付要綱 こども家庭室

114 北勢健康増進センター
整備事業費補助金

北勢健康増進センター整備
事業費補助金

四日市市 105,023 北勢健康増進センター整備事業費補
助金交付要綱

健康づくり室

115 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

山田赤十字看護専門学
校

17,178 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

116 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

三重県厚生連看護専門
学校

17,984 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

117 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

ユマニテク看護専門学
校

20,685 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

118 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

三重県岡波看護専門学
校

17,085 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

119 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

津看護専門学校 17,782 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

120 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

桑名看護専門学校 20,623 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

121 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

松阪看護専門学校 8,783 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

122 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

伊勢保健衛生看護専門
学校

30,622 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

123 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

四日市医師会看護専門
学校

28,532 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

124 看護師等養成所運営費
補助金

医療関係者養成確保対策費
補助金（看護師等養成所運
営費補助金

三重看護専門学校 16,775 医療施設等施設整備補助金交付要綱
及び看護師等養成所施設整備費補助
金交付要領

医療政策室

125 へき地医療拠点病院運
営費補助金

へき地医療拠点病院運営事
業補助金

紀南病院組合 15,334 医療施設運営費等補助金交付要綱 医療政策室

126 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

桑名市 16,527 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

127 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

四日市市 12,526 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

128 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

鈴鹿市 18,374 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

129 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

津市 20,646 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

130 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

松阪市 20,648 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

131 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

伊勢市 20,648 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

132 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

名張市 20,648 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

133 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

尾鷲市 20,648 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

134 病院群輪番制病院運営
事業補助金

病院群輪番制病院運営事業
補助金

紀南病院組合 23,527 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

135 救命救急センター運営
事業補助金

救命救急センター運営事業
補助金

日本赤十字社三重県支
部（山田赤十字病院救
命救急センター）

89,892 医療施設運営費等補助金、地域医療
対策費等補助金、中毒情報基盤整備
事業費補助金及び第三者病院機能評
価支援事業費補助金交付要綱

医療政策室

136 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

四日市市 66,405 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

137 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

松阪市 65,549 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

健康福祉部 10



（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

138 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

伊賀市 56,808 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

139 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

桑名市 41,031 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

140 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

鈴鹿市 33,581 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

141 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

志摩市 32,058 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

142 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

津市 29,418 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

143 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

名張市 25,256 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

144 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

伊勢市 23,038 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

145 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

亀山市 20,058 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

146 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

久居市 19,012 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

147 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

尾鷲市 16,931 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

148 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

いなべ市 15,172 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

149 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

鳥羽市 14,850 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

150 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

明和町 14,850 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

151 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

東員町 13,329 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

152 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

菰野町 12,768 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

153 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

多気町 11,010 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

154 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

勢和村 11,010 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

155 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

熊野市 10,687 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

156 在宅介護支援センター
事業費補助金

在宅介護支援センター事業
費補助金

御薗村 10,687 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

157 生活支援ハウス（高齢
者生活福祉センター）運

生活支援ハウス（高齢者生
活福祉センター）運営事業費

松阪市 10,347 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

158 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

伊賀市 79,870 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

159 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

四日市市 71,102 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

160 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

松阪市 55,109 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

161 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

桑名市 42,130 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

162 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

いなべ市 28,773 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

163 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

津市 26,089 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

164 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

志摩市 21,462 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

165 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

伊勢市 21,014 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

166 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

名張市 19,037 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

167 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

鈴鹿市 14,229 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

168 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

芸濃町 12,937 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

169 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

尾鷲市 11,845 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

170 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

大紀町 10,962 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

171 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

亀山市 10,936 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

172 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

熊野市 10,652 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

173 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

鳥羽市 10,372 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

174 介護予防・地域支え合
い事業費補助金

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

久居市 10,174 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

175 介護予防・地域支え合
い事業費補助金（扶助

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

四日市市 84,995 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

176 介護予防・地域支え合
い事業費補助金（扶助

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

桑名市 15,204 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

177 介護予防・地域支え合
い事業費補助金（扶助

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

伊勢市 14,452 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

178 介護予防・地域支え合
い事業費補助金（扶助

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

鳥羽市 13,905 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

179 介護予防・地域支え合
い事業費補助金（扶助

介護予防・地域支え合い事
業費補助金

津市 12,056 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び在宅福祉事業費の国庫負担（補助）

長寿社会室

180 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）青山里会 116,986 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

181 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）聖フランシスコ
会

61,420 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

182 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）鈴の音会 64,323 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

183 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）尾鷲長寿園 94,278 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

184 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（医）康誠会 13,070 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

185 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）ユートピア 28,816 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

186 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）英水会 29,954 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

187 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）鈴鹿聖十字会 30,481 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

188 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

医療法人社団 川越伊
藤医院

20,174 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

189 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）伊勢湾福祉会 23,804 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

190 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）陽光会 28,838 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

191 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）博愛会 24,514 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

192 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）キングスガーデ
ン三重

21,266 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

193 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）高田福祉事業協
会

11,822 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

194 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）洗心福祉会 11,549 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

195 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）正寿会 15,942 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

196 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）アイ・ティー・
オー福祉会

27,198 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

197 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）いろどり福祉会 12,351 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

198 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）聖ヨゼフ会松阪 31,297 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

199 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）神戸福祉会 31,142 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

200 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）太陽の里 28,070 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

201 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）豊生会 31,999 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

202 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）恵成会 22,780 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

203 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）グリーンセンター
福祉会

26,685 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

204 軽費老人ホーム事務費
補助金

軽費老人ホーム事務費補助
金

（社福）こもはら福祉会 18,941 健康福祉部関係補助金等交付要綱及
び三重県軽費老人ホーム事務費補助
金交付要領

長寿社会室

205 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）永甲会 251,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

206 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）弘仁会 293,500 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

207 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）青山福祉会 243,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

208 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）有徳会 117,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

209 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）三重福祉会 130,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

210 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）ゆり 130,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

211 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

尾鷲市 40,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

212 老人福祉施設整備事業
費

老人福祉施設整備事業費補
助金

（社福）恩賜財団済生会
支部三重県済生会

332,850 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

213 特別養護老人ホーム整
備事業費補助金

特別養護老人ホーム整備事
業費補助金

（社福）ケアフル亀山 195,000 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

長寿社会室

214 保健衛生施設等整備事
業費

保健衛生施設整備事業費補
助金

（医）白鳳会 27,500 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

長寿社会室

215 保健衛生施設等整備事
業費

保健衛生施設整備事業費補
助金

（社福）明合乃里会 27,500 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

長寿社会室

216 保健衛生施設等整備事
業費

保健衛生施設整備事業費補
助金

（社福）福徳会 27,500 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

長寿社会室

217 高齢者福祉施設整備費
利子補給補助金

高齢者福祉施設整備費利子
補給補助金

（社福）青山里会 10,673 健康福祉部関係補助金交付要綱及び
三重県高齢者福祉施設整備費借入金
利子補給補助金交付要領

長寿社会室

218 介護サービス苦情処理
業務補助金

介護サービス苦情処理業務
補助金

三重県国民健康保険団
体連合会

20,705 健康福祉部関係補助金交付要綱及び
介護サービス苦情処理業務補助金交
付要領

長寿社会室

219 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設・設備
整備費補助金

（社福）明和町社会福祉
協議会

78,827 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

障害福祉室

220 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設・設備
整備費補助金

伊賀市 12,597 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

障害福祉室

221 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設・設備
整備費補助金

（社福）大智長寿苑 103,635 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

障害福祉室

222 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設・設備
整備費補助金

（社福）朋友 29,631 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

障害福祉室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

223 障害者施設整備事業費
補助金

社会福祉施設等施設・設備
整備費補助金

（社福）結の会 31,722 社会福祉施設等施設整備費及び社会
福祉施設等設備整備費国庫負担（補
助）金交付要綱

障害福祉室

224 精神障害者社会復帰施
設整備事業費補助金

保健衛生施設等施設整備費
補助金

（社福）ジェイエイみえ
会

85,812 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

障害福祉室

225 精神障害者社会復帰施
設整備事業費補助金

保健衛生施設等施設整備費
補助金

（社福）名張育成会 49,697 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

障害福祉室

226 精神障害者社会復帰施
設整備事業費補助金

保健衛生施設等施設整備費
補助金

（医）紀南会 36,073 保健衛生施設等施設・設備整備費国
庫補助金交付要綱

障害福祉室

227 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）夢の郷 98,419 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

228 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）四季の里 99,741 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

229 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（医）北勢会 78,835 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

230 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）愛恵会 105,309 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

231 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）伊賀昴会 32,492 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

232 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）鐘和 25,160 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

233 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（医）居仁会 40,989 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

234 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（医）康誠会 18,807 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

235 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）ジェイエイみえ
会

48,810 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

236 精神障害者社会復帰施
設運営事業費補助金

精神障害者社会復帰施設運
営費補助金

（社福）名張育成会 30,211 精神保健費等国庫負担（補助）金交付
要綱

障害福祉室

237 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

四日市市 25,891 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

238 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

松阪市 48,070 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

239 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

桑名市 43,892 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

240 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

伊賀市 34,593 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

241 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

志摩市 43,865 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

242 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

東員町 30,907 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

243 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

菰野町 40,652 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

244 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

川越町 14,303 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

245 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

河芸町 23,247 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

246 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

芸濃町 14,564 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

247 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

安濃町 17,332 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

248 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

一志町 14,518 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

249 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

白山町 25,993 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

250 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

美杉村 12,310 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

251 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

多気町 12,075 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

252 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

明和町 22,781 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

253 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

玉城町 20,141 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

254 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

南勢町 20,643 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

255 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

南島町 14,481 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

256 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

大紀町 13,831 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

257 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

度会町 10,802 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

258 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

紀伊長島町 16,095 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

259 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

海山町 19,190 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

260 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

御浜町 20,538 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

261 障害者施設訓練等支援
費等負担金

障害者施設訓練等支援費等
負担（補助）金

紀宝町 12,526 三重県障害者施設訓練等支援費等負
担（補助）金交付要領

障害福祉室

262 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

津市 37,507 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

263 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

四日市市 52,839 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

264 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

伊勢市 26,572 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

265 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

松阪市 34,686 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

266 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

桑名市 31,866 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

267 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

伊賀市 48,982 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室
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（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績
第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

268 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

鈴鹿市 49,307 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

269 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

名張市 42,073 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

270 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

久居市 18,687 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

271 心身障害児（者）居宅生
活支援事業

三重県居宅生活支援等事業
費補助金

志摩市 27,534 三重県障害者居宅生活支援等事業費
補助金交付要領

障害福祉室

272 障害者就労支援事業費 知的障害者福祉工場運営事
業費

（社福）明佑会 32,826 障害児及び知的障害者施設措置費等
国庫負担（補助）金交付要綱

障害福祉室

273 障害者就労支援事業費 身体障害者福祉工場運営事
業費

（社福）朋友 24,082 身体障害者保護費国庫負担（補助）金
交付要綱

障害福祉室

274 心身障害者小規模作業
所事業費補助金

心身障害者小規模作業所事
業費補助金

桑名市 11,606 三重県心身障害者小規模作業所事業
費補助金交付要綱

障害福祉室

275 心身障害者小規模作業
所事業費補助金

心身障害者小規模作業所事
業費補助金

四日市市 24,393 三重県心身障害者小規模作業所事業
費補助金交付要綱

障害福祉室

276 心身障害者小規模作業
所事業費補助金

心身障害者小規模作業所事
業費補助金

鈴鹿市 21,242 三重県心身障害者小規模作業所事業
費補助金交付要綱

障害福祉室

277 心身障害者小規模作業
所事業費補助金

心身障害者小規模作業所事
業費補助金

津市 12,369 三重県心身障害者小規模作業所事業
費補助金交付要綱

障害福祉室

278 障害者福祉用具事業費 三重県障害者福祉用具等事
業費負担（補助）金

四日市市 13,586 身体障害者保護費国庫負担（補助）
金・在宅福祉事業費国庫補助金交付

障害福祉室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

1 心身障害者医療費
補助金

津市 １６年６月
       ９月
     １２月
１７年３月

159,236 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

2 心身障害者医療費
補助金

伊勢市 同上 88,232 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月１９日に立
入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

3 心身障害者医療費
補助金

桑名市 同上 111,919 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月２５日に立
入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

4 心身障害者医療費
補助金

鈴鹿市 同上 158,349 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

5 心身障害者医療費
補助金

名張市 同上 61,200 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

6 心身障害者医療費
補助金

尾鷲市 同上 32,280 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１０月１５日に
立入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

7 心身障害者医療費
補助金

鳥羽市 同上 23,835 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１１月１９日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

8 心身障害者医療費
補助金

熊野市 同上 28,319 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１１月１２日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

立入調査その他監督の実施状況

健康福祉部 22



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

9 心身障害者医療費
補助金

久居市 同上 38,872 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

10 心身障害者医療費
補助金

いなべ市 同上 48,888 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１6年10月8日に立入
調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

11 心身障害者医療費
補助金

志摩市 同上 59,952 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月１日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

12 心身障害者医療費
補助金

伊賀市 同上 107,385 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月４日に立入
調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

13 心身障害者医療費
補助金

東員町 同上 19,521 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月４日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

14 心身障害者医療費
補助金

菰野町 同上 34,190 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１０月２９日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

15 心身障害者医療費
補助金

川越町 同上 11,004 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

16 心身障害者医療費
補助金

河芸町 同上 14,752 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１２月１３日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

17 心身障害者医療費
補助金

一志町 同上 13,867 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１２月３日に立
入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

18 心身障害者医療費
補助金

白山町 同上 18,430 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

19 心身障害者医療費
補助金

明和町 同上 21,787 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

20 心身障害者医療費
補助金

玉城町 同上 12,650 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１０月２８日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

21 心身障害者医療費
補助金

小俣町 同上 14,349 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１２月１６日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

22 心身障害者医療費
補助金

南勢町 同上 12,948 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月２１日に立
入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

23 心身障害者医療費
補助金

南島町 同上 14,039 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月２６日に立
入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

24 心身障害者医療費
補助金

紀伊長島町 同上 19,681 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

健康福祉部 24



第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

25 心身障害者医療費
補助金

海山町 同上 14,541 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

・年一回以上は制度概要を
広報すること。

生活保障室

26 心身障害者医療費
補助金

御浜町 同上 10,267 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月１３日に立
入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

27 乳幼児医療費補助
金

津市 同上 73,731 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

28 乳幼児医療費補助
金

伊勢市 同上 43,152 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月１９日に立
入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

29 乳幼児医療費補助
金

桑名市 同上 67,822 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月２５日に立
入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

30 乳幼児医療費補助
金

鈴鹿市 同上 109,783 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

31 乳幼児医療費補助
金

名張市 同上 30,786 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

32 乳幼児医療費補助
金

鳥羽市 同上 10,515 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１１月１９日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

33 乳幼児医療費補助
金

久居市 同上 22,185 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

34 乳幼児医療費補助
金

いなべ市 同上 23,351 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１6年10月8日に立入
調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

35 乳幼児医療費補助
金

志摩市 同上 22,686 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月１日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

36 乳幼児医療費補助
金

伊賀市 同上 34,011 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月４日に立入
調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

37 乳幼児医療費補助
金

東員町 同上 11,201 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月４日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

38 乳幼児医療費補助
金

菰野町 同上 19,045 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１６年１０月２９日に
立入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

39 乳幼児医療費補助
金

明和町 同上 11,508 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

40 一人親家庭等医療
費補助金

津市 同上 35,338 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室
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第４－３号様式（条例第８条第1項関係）

（部局名：健康福祉部） (単位：千円)
番号 補助金等の名称 補助事業者の氏名 交付時期 交付額 立入調査その他監督の内容 立入調査その他監督の結果 室（課）名 備考

立入調査その他監督の実施状況

41 一人親家庭等医療
費補助金

伊勢市 同上 24,410 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年１月１９日に立
入調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室

42 一人親家庭等医療
費補助金

桑名市 同上 21,215 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月２５日に立
入調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

43 一人親家庭等医療
費補助金

鈴鹿市 同上 45,816 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月７日に書面
にて調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

44 一人親家庭等医療
費補助金

名張市 同上 16,729 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年３月１日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

45 一人親家庭等医療
費補助金

志摩市 同上 19,856 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月１日に立入
調査を行った。

おおむね適正であった 生活保障室

46 一人親家庭等医療
費補助金

伊賀市 同上 19,159 福祉医療費助成事業市町村
事務調査実施要領に基づ
き、平成１７年２月４日に立入
調査を行った。

事務の適正な取扱いについ
て指導を行った

生活保障室
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第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：健康福祉部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 病院群輪番制病院運
営事業補助金

廃止 二次救急医療体制補助金の一般財源化が図られたため 医療政策室

補助金等の見直し状況
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1 空気さわやか２１推進
事業費

天然ガス自動車普及促
進事業補助金

三重交通株式会社 10,000 環境森林部関係補助金等交付要綱 地球温暖化
対策室

2 川上ダム建設に伴うダ
ム関連支援事業補助金

川上ダム建設に伴うダ
ム関連支援事業補助金

伊賀市 40,500 川上ダム建設に伴うダム関連支援
事業費補助金交付要綱

水質改善室

3 浄化槽設置促進事業補
助金

浄化槽設置促進事業補
助金

桑名市 23,571 環境森林部関係補助金等交付要綱 水質改善室

4 〃 〃 四日市市 46,300 〃 〃

5 〃 〃 鈴鹿市 66,330 〃 〃

6 〃 〃 亀山市 20,906 〃 〃

7 〃 〃 津市 32,595 〃 〃

8 〃 〃 久居市 17,218 〃 〃

9 〃 〃 明和町 16,966 〃 〃

10 〃 〃 小俣町 11,252 〃 〃

11 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

菰野町 15,455 環境森林部関係補助金等交付要綱 水質改善室

12 〃 〃 白山町 10,835 〃 〃

13 〃 〃 美杉村 16,195 〃 〃

14 〃 〃 松阪市 75,124 〃 〃

15 〃 〃 伊勢市 50,476 〃 〃

補助金等の交付実績

－ 環境森林部 1 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

16 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽設置促進事業補
助金

度会町 14,574 環境森林部関係補助金等交付要綱 水質改善室

17 〃 〃 志摩市 44,622 〃 〃

18 〃 〃 伊賀市 49,676 〃 〃

19 〃 〃 熊野市 14,785 〃 〃

20 合併処理浄化槽整備重
点促進事業費

浄化槽市町村整備促進
事業補助金

松阪市 22,952 環境森林部関係補助金等交付要綱 水質改善室

21 ダイオキシン緊急対策
施設整備事業

ダイオキシン緊急対策
施設整備費補助金

四日市市 15,075 環境森林部関係補助金等交付要綱 ごみゼロ推
進室

22 〃 〃 松阪市 19,373 〃 〃

23 〃 〃 安芸美清掃処理施設組
合

14,179 〃 〃

24 〃 〃 尾鷲市 17,265 〃 〃

25 〃 〃 南伊勢町（南勢町） 10,201 〃 〃

26 〃 〃 伊賀南部環境衛生組合 14,107 〃 〃

27 資源循環型処理施設整
備事業

資源循環型処理施設整
備費補助金

桑名広域清掃事業組合 44,119 環境森林部関係補助金等交付要綱 ごみゼロ推
進室

28 〃 〃 香肌奥伊勢資源化広域
連合

45,128 〃 〃

29 〃 〃 伊勢広域環境組合 23,549 〃 〃

－ 環境森林部 2 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

30 資源循環型処理施設整
備事業

資源循環型処理施設整
備費補助金

伊賀市 22,704 環境森林部関係補助金等交付要綱 ごみゼロ推
進室

31 〃 〃 南牟婁清掃施設組合 17,010 〃 〃

32 〃 〃 津地区広域圏粗大ごみ
処理施設組合

13,922 〃 〃

33 ＰＣＢ廃棄物処理基金
支出金

三重県ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物対策推進事業
費補助金

独立行政法人環境再生
保全機構

29,000 独立行政法人環境再生保全機構法
環境森林部関係補助金等交付要綱

廃棄物対策
室

34 ISO14001等導入支援
事業費

ISO14001認証取得指
導事業費補助金

(財）三重県産業支援セ
ンター

13,446 中小企業経営資源強化対策費補助
金交付要綱
中小企業等ＩＳＯ１４００１導入支援事
業費補助金交付要領

環境経営室

35 環境林学び・ふれあい
促進事業

環境林学び・ふれあい
促進事業費補助金

伊賀市 34,865 農林水産省所管・林業生産流通総
合対策事業実施要領
環境森林部関係補助金等交付要綱

林業経営室

36 消費が変える林業・木
材産業創造事業

森林整備地域活動支援
交付金

松阪市 13,444 環境森林部関係補助金等交付要綱 林業経営室

37 〃 〃 熊野市 23,832 〃 〃

38 林道事業 林道事業費補助金 美杉村 20,160 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

39 〃 〃 松阪市 92,645 〃 〃

40 〃 〃 大紀町 14,976 〃 〃

41 〃 〃 森林組合おわせ 15,707 〃 〃

－ 環境森林部 3 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

42 林道事業 林道事業費補助金 尾鷲市 12,542 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

43 〃 〃 熊野市 45,036 〃 〃

44 〃 〃 紀和町 15,929 〃 〃

45 林道事業 林道事業費補助金
（Ｈ１５繰越分）

飯高町 36,392 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

46 県単林道事業 県単林道事業費補助金 松阪市 20,371 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

47 〃 〃 紀和町 10,370 〃 〃

48 〃 〃 度会町 11,960 〃 〃

49 〃 〃 大紀町 11,475 〃 〃

50 森林環境創造事業 森林環境創造事業費補
助金

亀山市 22,972 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

51 〃 〃 松阪市 10,433 〃 〃

52 〃 〃 宮川村 75,019 〃 〃

53 〃 〃 南伊勢町（南島町） 15,456 〃 〃

54 〃 〃 大紀町 12,560 〃 〃

55 〃 〃 度会町 10,840 〃 〃

56 〃 〃 熊野市 18,896 〃 〃

57 森林環境創造事業 森林環境創造事業費補
助金（Ｈ１５繰越分）

宮川村 23,677 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

－ 環境森林部 4 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

58 森林環境創造事業 森林再生ＣＯ２吸収量
確保対策事業費補助金

松阪市 11,854 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

59 〃 〃 南島町 13,789 〃 〃

60 〃 〃 大紀町 16,333 〃 〃

61 〃 〃 熊野市 13,745 〃 〃

62 森林環境創造事業 森林再生ＣＯ２吸収量
確保対策事業費補助金
（Ｈ１５繰越分）

宮川村 25,768 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

63 造林事業 造林事業費補助金 伊勢市 10,640 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

64 〃 〃 中勢森林組合 119,655 〃 〃

65 〃 〃 松阪飯南森林組合 58,475 〃 〃

66 〃 〃 宮川森林組合 40,219 〃 〃

67 〃 〃 大紀森林組合 19,742 〃 〃

68 〃 〃 伊賀森林組合 13,168 〃 〃

69 〃 〃 森林組合おわせ 21,266 〃 〃

70 〃 〃 熊野市森林組合 16,265 〃 〃

71 〃 〃 紀南森林組合 22,627 〃 〃

72 造林事業 造林事業費補助金
(Ｈ１５繰越分）

伊賀森林組合 10,398 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

－ 環境森林部 5 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

73 造林事業 造林事業費補助金
(Ｈ１５繰越分）

松阪飯南森林組合 26,857 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

74 〃 〃 森林組合おわせ 33,815 〃 〃

75 林道施設災害復旧事業 林道施設災害関連事業
費補助金

美杉村 69,954 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

76 〃 〃 松阪市 147,710 〃 〃

77 〃 〃 大台町 51,969 〃 〃

78 林道施設災害復旧事業 林道施設災害関連事業
費補助金

宮川村 57,082 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

79 〃 〃 大紀町 28,074 〃 〃

80 〃 〃 伊賀市 18,029 〃 〃

81 〃 〃 熊野市 25,321 〃 〃

82 〃 〃 紀和町 11,148 〃 〃

83 林道施設災害復旧事業 林道施設災害関連事業
費補助金
（Ｈ１５繰越分）

美杉村 13,237 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

84 林道施設災害復旧事業 林道施設災害復旧事業
査定設計委託費補助金

宮川村 35,151 環境森林部関係補助金等交付要綱 森林保全室

－ 環境森林部 6 －



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：環境森林部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 県単二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補
助金

リフォーム（改善） 地域協議会の設立に関心のある市町村のニーズに併せ、電圧調整装
置等の設置支援から、地球温暖化に関する普及啓発やパーク・アン
ド・ライド等のソフト事業支援に内容を変更した。

地球温暖化対
策室

2 天然ガス自動車普及
促進事業補助金

リフォーム（改善） 天然ガス（ＣＮＧ）自動車の普及を進めるため、補助対象地域を「県内
の自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域」から「県内全域」に拡大した。
また、ＣＮＧトラックについては、導入台数が増加したことから、補助率
の見直しを行った。

地球温暖化対
策室

3 ＮＯｘ・ＰＭ低減装置
普及促進事業補助金

リフォーム（改善） 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の規制対象車両を引き続き使用可能とする後付装
置の普及により、事業者の支援と大気環境の改善を進めるため、ＰＭ
（粒子状物質）だけではなく、ＮＯｘ（窒素酸化物）を併せて除去できる
装置を補助対象とした。

地球温暖化対
策室

4 川上ダム建設に伴う
ダム関連支援事業補
助金

廃止（事業完了） 平成１６年度をもって県費補助事業が完了したことから同補助金につ
いては廃止した。

水質改善室

5 不法投棄等の是正推
進事業費補助金

新規 安全性確認調査の結果、差し迫った支障のおそれが認められず、国
の支援を得て修復を行うことができない事案についても、必要と認めら
れるものについて市町村と協働して修復に取り組むため。

廃棄物適正処
理室

6 ISO14001認証取得指
導事業費補助金

廃止 中小企業等へISO14001認証取得にかかる経費を補助することにより、
認証を拡大するという所期の目的を概ね達成したため、廃止する。

環境経営室

7 きのこ類トレーサビリ
ティシステム導入事
業費補助金

新規 県内のきのこ生産者を対象に、安全･安心なきのこ類を消費者に提供
する管理体制を強化し、県民が安心して購入できる環境を早急に整備
する必要があったため。

林業経営室 但し１６年度事
業限り

8 林業労働安全衛生総
合対策事業費補助金

リフォーム（改善） 林業労働災害防止のための安全衛生会議開催、安全衛生指導員に
よる巡回指導、特殊健康診断の、事業内容を精査し県費上乗せ補助
率を見直した。

林業経営室

補助金等の見直し状況

－ 環境森林部 1 －



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１ 地域産業総合事業費 運輸事業振興助成交付金 社団法人三重県トラック
協会

423,354 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水商工
総務室

２ 地域産業総合事業費 運輸事業振興助成交付金 社団法人三重県バス協
会

27,346 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水商工
総務室

３ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 桑員農業共済組合 102,969 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

４ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 三泗鈴亀農業共済事務
組合

153,608 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

５ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 中勢農業共済事務組合 121,200 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

６ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 松阪飯多農業共済事務
組合

121,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

７ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 伊勢地域農業共済事務
組合

117,392 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

８ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 伊賀農業共済事務組合 124,039 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

９ 農業共済推進費 農業共済組合等事務費補助金 東紀州農業共済事務組
合

55,413 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１０ 漁業協同組合組織強化事業
費

漁協等経営基盤強化対策事業費
補助金

志摩市 13,334 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１１ 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協自立支援事業利子補給
補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

62,221 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１２ 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協自立基盤確立事業費補
助金

志摩市 10,390 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１３ 漁業協同組合組織強化事業
費

合併漁協流通施設等整備事業費
補助金

鳥羽市 12,442 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

ー農水商工部 1ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１４ 漁業協同組合組織強化事業
費

漁協組織緊急再編対策事業利子
補給補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

11,968 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１５ 漁業協同組合組織強化事業
費

漁協等経営基盤強化対策事業利
子補給補助金

三重県信用漁業協同組
合連合会

17,931 農水商工部関係補助金
等交付要綱

団体支援
室

１６ 経営基盤確立事業費 創造的中小企業創出支援補助金 財団法人三重県産業支
援センター

16,427 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

１７ 経営基盤確立事業費 信用保証協会保証料軽減補助金 三重県信用保証協会 187,506 農水商工部関係補助金
等交付要綱

金融室

１８ 農業経営近代化資金融通事
業費

農業経営近代化資金利子補給補
助金

三重四日市農業協同組
合

24,799 農業経営近代化資金利
子補給金交付規則

金融室

１９ 農業経営近代化資金融通事
業費

農業経営近代化資金利子補給補
助金

鈴鹿農業協同組合 31,557 農業経営近代化資金利
子補給金交付規則

金融室

２０ 農業経営近代化資金融通事
業費

農業経営近代化資金利子補給補
助金

松阪農業協同組合 10,368 農業経営近代化資金利
子補給金交付規則

金融室

２１ 農業経営近代化資金融通事
業費

農業経営近代化資金利子補給補
助金

三重県信用農業協同組
合連合会

22,644 農業経営近代化資金利
子補給金交付規則

金融室

２２ 漁業近代化資金融通事業費 漁業近代化資金利子補給補助金 三重県信用漁業協同組
合連合会

49,101 三重県漁業近代化資金
利子補給金交付規則

金融室

２３ 産業廃棄物抑制事業費 三重県産業廃棄物抑制等研究開
発事業費補助金

富士電機リテイルシステ
ムズ株式会社

13,333 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

２４ 産業廃棄物抑制事業費 三重県産業廃棄物抑制等設備機
器整備費補助金

株式会社中勢ゴム 10,285 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

２５ 中小企業支援センター事業費 三重県中小企業支援センター事
業費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

142,789 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

２６ 地域地場産業振興事業費 三重県中小企業経営改革チャレ
ンジ支援事業費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

132,186 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 2ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

２７ 中小企業連携組織対策事業
費

中小企業連携組織対策事業費補
助金

三重県中小企業団体中
央会

126,632 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

２８ 地域地場産業振興事業費 三重産業振興センター補助金 財団法人三重県産業支
援センター

219,209 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

 

２９ 地域地場産業振興事業費 三重県中小企業経営革新支援対
策費補助金

江南化工株式会社 10,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３０ 地域地場産業振興事業費 三重県中小企業経営革新支援対
策費補助金

オキツモ株式会社 10,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３１ 地域地場産業振興事業費 経営革新販路開拓支援事業費補
助金

財団法人 三重県産業
支援センター

10,320 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３２ 地域経済国際化対応費 日本貿易振興機構三重貿易情報
センター負担金

独立行政法人日本貿易
振興機構

14,500 協定書の締結による 産業支援
室

３３ みえ次世代産業創造基盤事
業費

財団法人三重産業支援センター
事業費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

135,438 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

 

３４ みえ次世代産業創造基盤事
業費

財団法人三重産業支援センター
事業費補助金（繰越分）

財団法人三重県産業支
援センター

85,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 多度町商工会 25,353 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 長島町商工会 21,560 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 木曽岬町商工会 14,535 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 北勢町商工会 24,711 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

３９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 員弁町商工会 21,471 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 3ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

４０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大安町商工会 26,075 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 東員町商工会 14,869 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 藤原町商工会 19,682 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 菰野町商工会 31,895 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 楠町商工会 21,677 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 朝明商工会 15,105 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 関町商工会 12,484 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鈴峰商工会 11,153 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 河芸町商工会 22,751 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

４９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 豊里商工会 10,143 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 芸濃町商工会 12,126 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 安濃町商工会 13,658 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 香良洲町商工会 14,011 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 4ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

５３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 一志町商工会 25,462 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 白山町商工会 25,505 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 嬉野町商工会 21,930 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 美杉村商工会 22,866 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 三雲町商工会 21,738 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 飯南町商工会 23,270 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

５９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 飯高町商工会 15,187 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 多気町商工会 18,525 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 明和町商工会 16,860 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大台町商工会 25,265 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 勢和村商工会 13,689 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 宮川村商工会 16,194 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 玉城町商工会 22,795 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 5ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

６６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 小俣町商工会 24,581 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大紀町商工会
（旧大宮町商工会）

16,188 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 南勢町商工会 14,407 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

６９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 南島町商工会 22,232 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大紀町商工会
（旧紀勢町商工会）

14,828 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 大紀町商工会
（旧大内山商工会）

12,511 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 度会町商工会 21,179 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊賀市商工会
（旧伊賀町商工会）

23,849 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊賀市商工会
（旧阿山町商工会）

12,314 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊賀市商工会
（旧青山町商工会）

21,862 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会
（旧浜島町商工会）

16,375 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会
（旧大王町商工会）

24,626 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

７８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会
（旧志摩町商工会）

21,819 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 6ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

７９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会
（旧阿児町商工会）

35,719 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 志摩市商工会
（旧磯部町商工会）

21,211 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 紀伊長島町商工会 28,869 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 海山町商工会 23,515 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 御浜町商工会 16,453 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 紀宝町商工会 10,587 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鵜殿村商工会 12,734 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 桑名商工会議所 46,846 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 四日市商工会議所 76,723 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鈴鹿商工会議所 48,096 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

８９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 亀山商工会議所 28,511 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９０ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津商工会議所 73,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９１ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 津商工会議所
（旧久居商工会議所）

31,447 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

ー農水商工部 7ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

９２ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 松阪商工会議所 47,318 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９３ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 伊勢商工会議所 69,130 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９４ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 鳥羽商工会議所 27,823 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９５ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 上野商工会議所 45,126 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９６ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 名張商工会議所 41,325 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９７ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 尾鷲商工会議所 29,050 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９８ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 熊野商工会議所 31,045 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

９９ 小規模事業支援費 小規模事業支援費補助金 三重県商工会連合会 120,895 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業支援
室

１００ 先端企業等誘致対策事業費 産業集積促進補助金 シャープ株式会社 3,000,000 企業立地促進条例
企業立地促進条例施行
規則

企業立地
室

１０１ 先端企業等誘致対策事業費 情報通信関連産業立地促進補助
金

イオンクレジットサービス
株式会社

16,141 農水商工部関係補助金
等交付要綱

企業立地
室

１０２ 先端企業等誘致対策事業費 バレー構想関連産業等立地促進
補助金

株式会社丸和製作所 76,962 企業立地促進条例
企業立地促進条例施行
規則

企業立地
室

１０３ 燃料電池技術等を活用した産
業集積推進事業費

燃料電池実証試験補助金 出光興産株式会社 22,388 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

ー農水商工部 8ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１０４ 燃料電池技術等を活用した産
業集積推進事業費

燃料電池実証試験補助金 コスモ石油株式会社 16,800 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

１０５ 燃料電池技術等を活用した産
業集積推進事業費

燃料電池実証試験補助金 株式会社ジーエス・ユア
サパワーサプライ

10,560 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

１０６ 燃料電池技術等を活用した産
業集積推進事業費

燃料電池実証試験補助金 昭和シェル石油株式会
社

12,655 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

１０７ 燃料電池技術等を活用した産
業集積推進事業費

燃料電池実証試験補助金 富士電機アドバンストテ
クノロジー株式会社

24,232 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

１０８ 技術集積活用型産業再生特
区推進事業費

燃料電池実証試験補助金 伊藤忠商事株式会社 42,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

産業集積
室

１０９ 経営構造対策事業費 経営構造対策事業費補助金 松阪市 148,159 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１０ 経営構造対策事業費 経営構造対策事業費補助金 小俣町 39,153 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１１ 経営構造対策事業費 経営構造対策事業費補助金 伊賀市 138,264 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１２ 農林水産業版プラットフォーム
整備事業費

農地保有合理化促進事業費補助
金

財団法人三重県農林水
産支援センター

86,939 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１３ 紀南広域交流「うめの郷」創生
事業費

紀南広域交流「うめの郷」創生事
業費補助金

財団法人三重県農林水
産支援センター

78,667 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１４ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業会議手当等負担金及び農業
会議費補助金

三重県農業会議 32,458 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１５ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 桑名市 10,120 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１６ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 いなべ市 10,205 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

ー農水商工部 9ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１１７ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 四日市市 13,444 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１８ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 鈴鹿市 22,991 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１１９ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 松阪市 34,386 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１２０ 農業委員会及び農業会議助
成費

農業委員会交付金及び補助金 伊賀市 20,788 農水商工部関係補助金
等交付要綱

担い手室

１２１ 経営体育成基盤整備事業費 担い手育成土地利用調整事業費
補助金

国府南部土地改良区 11,148 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２２ 経営体育成基盤整備事業費 担い手育成土地利用調整事業費
補助金

中の山土地改良区 36,186 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２３ 経営体育成基盤整備事業費 担い手育成土地利用調整事業費
補助金

伊賀町土地改良区 13,520 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２４ 県単土地基盤整備事業費 土地改良施設整備補修事業費補
助金

三重県土地改良事業団
体連合会

88,200 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２５ 麦・大豆づくりｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ事業
費

麦・大豆づくりｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ事業費補
助金

多気町 15,974 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２６ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 桑名市 15,553 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２７ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 いなべ市 67,057 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２８ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 員弁川用水第三土地改
良区

17,397 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１２９ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 四日市市 12,104 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

ー農水商工部 10ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１３０ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 芸濃町 26,944 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３１ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 斎宮土地改良区 26,205 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３２ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 多気町 20,309 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３３ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 大紀町 20,309 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３４ 基盤整備促進事業費
農地等高度利用促進事業費

基盤整備促進事業費補助金 伊賀市 55,347 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３５ 団体営調査設計事業費 団体営調査設計事業費補助金 三重県土地改良事業団
体連合会

22,880 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３６ 国営等関連対策事業費 三重用水施設管理費負担金 独立行政法人水資源機
構

120,830 独立行政法人水資源機
構法

農業基盤
室

１３７ 国営等関連対策事業費 木曽川用水施設管理費負担金 独立行政法人水資源機
構

12,072 独立行政法人水資源機
構法

農業基盤
室

１３８ 土地改良推進事業費 土地改良施設安全管理指導事業
費補助金

三重県土地改良事業団
体連合会

28,193 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１３９ 土地改良推進事業費 担い手育成支援事業費補助金 三重県土地改良事業団
体連合会

14,257 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１４０ 団体営かんがい排水事業費 団体営かんがい排水事業費補助
金

四日市市
（楠町）

20,453 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農業基盤
室

１４１ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 亀山市 24,217 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

ー農水商工部 11ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１４２ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 芸濃町 15,130 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４３ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 美杉村 66,649 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４４ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 松阪市 40,120 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４５ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 勢和村 17,426 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４６ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 宮川村 91,348 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４７ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 大台町 38,384 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４８ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 大紀町 41,113 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１４９ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 度会町 26,292 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５０ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 志摩市 10,520 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１５１ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 名張市 16,642 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５２ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 伊賀市 62,934 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５３ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 紀伊長島町 44,001 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５４ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 海山町 161,363 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５５ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 熊野市 18,100 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５６ 団体営災害耕地復旧事業費 災害復旧事業費補助金 御浜町 11,367 三重県農林水産業施設
災害復旧事業費補助金
交付要綱

農業基盤
室

１５７ 市町村営広域漁港整備事業
費

広域漁港整備事業費補助金 伊勢市 25,670 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１５８ 市町村営広域漁港整備事業
費

広域漁港整備事業費補助金 鳥羽市 73,570 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１５９ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

桑名市 64,192 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６０ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

明和町 37,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

ー農水商工部 13ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１６１ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

鳥羽市 180,556 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６２ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

南勢町 22,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６３ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

紀伊長島町 37,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６４ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

熊野市 77,367 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６５ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

四日市市 34,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６６ 市町村営地域水産物供給基
盤整備事業費

地域水産物供給基盤整備事業費
補助金

鈴鹿市 48,450 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６７ 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 香良洲町 27,200 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６８ 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 松阪市 22,950 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１６９ 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 熊野市 39,100 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７０ 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 鳥羽市 77,044 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７１ 市町村営漁港海岸保全事業
費

漁港海岸保全事業費補助金 南勢町 20,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７２ 漁業集落環境整備事業費 漁業集落環境整備事業費補助金 南勢町 82,525 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７３ 漁業集落環境整備事業費 漁業集落環境整備事業費補助金 大紀町 16,250 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

ー農水商工部 14ー



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１７４ 漁業集落環境整備事業費 漁業集落環境整備事業費補助金 南島町 155,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７５ 漁村総合整備事業費 漁村総合整備事業費補助金 南島町 97,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７６ 市町村営漁港漁場機能高度
化事業費

漁港漁場機能高度化事業費補助
金

四日市市 45,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７７ 市町村営漁港漁場機能高度
化事業費

漁港漁場機能高度化事業費補助
金

伊勢市 16,650 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７８ 市町村営漁場環境保全創造
事業費

漁場環境保全創造事業費補助金 尾鷲市 29,025 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１７９ 漁業経営構造改善事業費 漁業経営構造改善事業費補助金 鈴鹿市 97,151 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１８０ 漁業経営構造改善事業費 漁業経営構造改善事業費補助金 鳥羽市 145,120 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１８１ 漁港漁村活性化対策事業費 漁港漁村活性化対策事業費補助
金

尾鷲市 42,470 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１８２ 高度衛生管理型水産物供給
施設モデル整備事業費

高度衛生管理型水産物供給施設
モデル整備事業費補助金

三重県漁業協同組合連
合会

150,440 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産基盤
室

１８３ 地産地消情報基盤整備事業
費

地産地消情報基盤整備事業費補
助金

地産地消ネットワークみ
え

27,000 農水商工部関係補助金
等交付要綱

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
室

１８４ 食肉市場再編事業費 市場機能強化対策事業費補助金 四日市市 41,379 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水産物
安全室

１８５ 食肉市場再編事業費 食肉処理施設経営安定対策事業
費補助金

株式会社三重県松阪食
肉公社

41,106 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農水産物
安全室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１８６ 一般管理費 中央卸売市場清掃及びごみ処理
事業費補助金

三重県中央卸売市場協
力会

29,680 中央卸売市場清掃及び
ごみ処理事業費補助金
交付要綱

中央卸売
市場

中央卸売
市場事業
特別会計

１８７ 一般管理費 国有資産等所在市町村交付金 松阪市 26,156 国有資産等所在市町村
交付金法

中央卸売
市場

中央卸売
市場事業
特別会計

１８８ 農産物の生産振興事業費 紀南かんきつ産地パワーアップ対
策事業費補助金

三重南紀農業協同組合 10,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農畜産室

１８９ 農産物の生産振興事業費 輸入急増農産物対応特別対策事
業費補助金

伊賀市 224,493 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農畜産室

１９０ 農産物の生産振興事業費 米・麦・大豆生産総合対策事業費
補助金

名張市 140,611 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農畜産室

１９１ 畜産物の生産振興事業費 家畜排せつ物利活用施設整備事
業費補助金

紀和町 30,410 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農畜産室

１９２ 内水面域振興活動推進事業
費

稚あゆ放流事業費補助金 三重県内水面漁業協同
組合連合会

19,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

１９３ 栽培漁業推進事業費 種苗生産推進事業費補助金 財団法人三重県水産振
興事業団

47,601 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

１９４ 栽培漁業推進事業費 資源増大実証事業費補助金 財団法人三重県水産振
興事業団

27,878 農水商工部関係補助金
等交付要綱

水産室

１９５ 陸上無線局維持費 三重県漁業無線局負担金 三重県鰹鮪漁業協同組
合

22,750 三重県漁業無線局運営
経費負担等に関する協
定書

水産室

１９６ 美しい「みえのうみ」維持・創造
プロジェクト事業費

漁業者との協働による海の恵み
実感事業負担金

全国漁業協働組合連合
会

11,542 資源回復等推進支援事
業実施要領

水産室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

１９７ 観光リゾート整備促進事業費 紀南地域活性化事業運営費補助
金

紀南地域活性化協議会 11,400 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

１９８ 集客交流のしかけづくり事業
費

財団法人三重ビジターズ推進機
構集客施設維持管理事業費補助
金

財団法人三重ビジター
ズ推進機構

11,434 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

１９９ 「みえとあそんで」観光振興事
業費

社団法人三重県観光連盟事業費
負担金

社団法人三重県観光連
盟

129,525 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

２００ 中心市街地活性化対策総合
促進事業費

商店街及び商業集積活性化施設
整備費補助金

桑名市寺町通り商店街
振興組合

29,750 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

２０１ 商業振興対策費 小売商業経営革新総合支援事業
費補助金

財団法人三重県産業支
援センター

30,911 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光・交
流室

２０２ 観光振興戦略推進事業費 観光商品販売促進体制整備事業
費補助金

三重県観光販売システ
ムズ

17,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

観光活性
化プロジェ
クト

２０３ 農山漁村交流支援事業費 山村振興等特別対策事業費補助
金

松阪市 95,395 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２０４ 農山漁村交流支援事業費 山村振興等特別対策事業費補助
金

名張市 73,799 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２０５ 農山漁村交流支援事業費 山村振興等特別対策事業費補助
金

伊賀市 16,483 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２０６ ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

いなべ市 15,706 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２０７ ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

美里村 12,470 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２０８ ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

伊賀市 72,132 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

２０９ ふるさとの機能発揮促進事業
費

中山間地域等直接支払事業交付
金

名張市 12,698 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１０ 団体営農村総合整備事業費 農村総合整備統合補助事業費補
助金

伊勢市 196,970 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１１ 団体営農村総合整備事業費 農村総合整備事業費（モデル型）
補助金

伊賀市 77,550 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１２ 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

名張市 38,962 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１３ 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

御浜町 112,602 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１４ 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

紀宝町 32,750 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１５ 団体営農村振興総合整備事
業費

農村振興総合整備統合補助事業
費補助金

伊賀市 23,153 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１６ 団体営中山間地域総合整備
事業費

団体営中山間地域総合整備事業
費補助金

松阪市 75,500 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１７ 団体営中山間地域総合整備
事業費

団体営中山間地域総合整備事業
費補助金

南島町 166,100 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１８ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

四日市市 185,841 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２１９ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

鈴鹿市 558,530 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２０ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

亀山市 458,190 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２１ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

菰野町 268,256 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の交付実績
（部局名：農水商工部） （単位：千円）

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

２２２ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

美里村 49,995 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２３ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

多気町 104,030 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２４ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

玉城町 110,191 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２５ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

伊賀市 640,780 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２６ 団体営農業集落排水整備促
進事業費

団体営農業集落排水整備促進事
業費補助金

名張市 527,750 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２７ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

鈴鹿市 27,884 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２８ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

亀山市 61,132 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２２９ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

菰野町 23,017 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２３０ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

多気町 12,953 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２３１ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

安濃町 12,787 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２３２ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

玉城町 14,355 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２３３ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

伊賀市 95,698 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室

２３４ 団体営農業集落排水整備支
援事業費

団体営農業集落排水整備支援事
業費補助金

名張市 44,715 農水商工部関係補助金
等交付要綱

農山漁村
室
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第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の見直し状況
（部局名：農水商工部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

１ 農業共済組合等事務費補助
金

廃止 国補助制度見直しにより、国から農業共済組合等へ直接交付されるこ
とになったため。

団体支援
室

２ 漁協等経営基盤強化対策事
業利子補給補助金

リフォーム
（拡大）

漁協の組織・事業基盤の強化を図るため、合併等を行う漁協が借入を
行う際の利子補給を実施してきたが、漁業を巡る環境の悪化は、漁協
の経済力、事業活動力を著しく損ねている状況にあり、合併漁協が早
期に合併効果を発現するために、平成１７年度から国の当該補助事業
の利子補給が、合併した認定漁協等の事業改革に取り組む際に必要と
なる長期運転資金の借入についても支援対象となったため、本県も補
助対象拡大等、事業内容の見直しを行ったため。

団体支援
室

３ 三重県中小企業経営改革チャ
レンジ支援事業費補助金

リフォーム
（拡大）

サービス業や、電子商取引に対する支援メニューを追加したため。 産業支援
室

４ 小規模事業支援費補助金 リフォーム
（拡大）

市町村合併が急速に進展する中で、地域社会や経済の枠組みが大き
く変化してきており、商工団体は、地域の商工業者のみならず、住民や
公的機関、他団体なども包含した広い視点での、地域づくりへの取組
が求められていることから、合併や広域連携を進め、組織の再編・改革
を図るとともに、地域における課題をしっかりと把握し、自ら提案・実践
していくことが必要であり、県もこのような課題に取り組む商工団体を支
援するため、合併、広域連携支援事業及び提案公募型事業を追加、拡
充したため。

産業支援
室

５ バレー構想関連産業等立地促
進補助金

リフォーム
（拡大）

一般通信回線を使用して事業所を開設するコールセンターを補助対象
とすることで、業務形態が多様化しているコールセンターの誘致活動
を、より現状に即した形で効果的に行えるようにするため。

企業立地
室

６ 麦・大豆づくりｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ事業
費補助金

リフォーム
（縮小）

一般県単事業の補助率を参考に事業の見直しを行ったため。 農業基盤
室
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第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

補助金等の見直し状況
（部局名：農水商工部）

番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

７ 市場機能強化対策事業費補
助金

リフォーム
（改善）

一部高額補助（補助率2/3以内）であった事業の、補助率の見直し
（1/2）を行ったため。

農水産物
安全室

８ 食肉処理施設経営安定対策
事業費補助金

リフォーム
（改善）

一部高額補助（補助率2/3以内）であった事業の、補助率の見直し
（1/2）を行ったため。

農水産物
安全室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1
東紀州活性化推進事業
費

東紀州地域活性化推
進施策支援事業補助
金

東紀州地域活性化事業推
進協議会
会長 河上敢二

29,500 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

2
世界遺産（熊野古道）対
策推進事業費

世界遺産登録記念事
業費補助金

株式会社わらび座
代表取締役 小島克昭 12,000 地域振興部関係補助金等交

付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

3
海洋深層水施設整備支
援事業費

海洋深層水事業（海洋
深層水研究開発支援
取水事業）補助金

尾鷲市 市長 伊藤允久 12,128 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

4
海洋深層水施設整備支
援事業費

海洋深層水事業（海洋
深層水取水施設等整
備事業）補助金

尾鷲市 市長 伊藤允久 22,100 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

5
三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市
町村総合支援事業費

三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
市町村総合支援事業
費補助金（農林地等適
正管理活動促進支援
事業）

美杉村 村長 結城 敏 31,334 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

6
三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市
町村総合支援事業費

三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
市町村総合支援事業
費補助金（農林地等適
正管理活動促進支援
事業）

松阪市 市長 下村 猛 11,628 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

補助金等の交付実績
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

7
三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市
町村総合支援事業費

三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
市町村総合支援事業
費補助金（地域産業創
設支援事業）

多気町 町長 長谷川順一 20,000 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

8
三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市
町村総合支援事業費

三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
市町村総合支援事業
費補助金（地域産業創
設支援事業）

尾鷲市 市長 伊藤允久 16,600 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

9
三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市
町村総合支援事業費

三重県型ﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ市町
村総合支援事業費補助
金（地域産業創設支援事
業）平成15年度繰越分

宮川村 村長 尾上武義 40,000 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

10
生活創造圏づくり推進
事業費

生活創造圏づくり推進
事業費補助金（総合的
事業）

紀宝町 町長 新宅孝嗣 10,000 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

11
生活創造圏づくり推進
事業費

生活創造圏づくり推進
事業費補助金（調整事
業）

尾鷲市 市長 伊藤允久 13,341 地域振興部関係補助金等交
付要綱

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

12
輪中振興計画推進事業
費

輪中振興計画推進事
業費補助金 桑名市 市長 水谷 元 175,000 輪中振興計画推進事業実施

要綱
市町村行政
室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

13 輪中振興計画推進事業
費

輪中振興計画推進事
業費補助金 木曽岬町 町長 古村 登 148,682 輪中振興計画推進事業実施

要綱
市町村行政
室

14 離島航路整備事業費 離島航路整備事業補
助金 鳥羽市 市長 井村 均 37,277 地域振興部関係補助金等交

付要綱
市町村行政
室

15 市町村合併推進事業費
広域行政体制整備事
業費補助金(合併協議
会支援事業）

紀宝町・鵜殿村合併協議会
会長 西田 健 10,000 広域行政体制整備事業費補

助金実施要綱
市町村合併
室

16 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 亀山市 市長 田中亮太 80,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

17 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 いなべ市 市長 日沖 靖 130,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

18 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 四日市市 市長 井上哲夫 80,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

19 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 桑名市 市長 水谷 元 90,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

20 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 松阪市 市長 下村 猛 130,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

21 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 志摩市 市長 竹内千尋 130,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

22 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 大紀町 町長 柏木廣文 90,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

23 市町村合併推進事業費 市町村合併支援交付
金 伊賀市 市長 今岡睦之 140,000 三重県市町村合併支援交付

金実施要綱
市町村合併
室

24 航空ネットワーク形成事
業費（1５年度繰越分）

中部国際空港連絡鉄
道整備事業費補助金

中部国際空港連絡鉄道株
式会社
代表取締役社長 森 德夫

25,858
三重県中部国際空港連絡鉄
道整備事業費補助金交付要
綱

交通室

25 鉄道網整備・利便性向
上事業費

三重県地域交通体系
整備費補助金

伊勢鉄道株式会社
代表取締役社長 矢野俊幸 20,400 三重県地域交通体系整備費

補助金交付要綱 交通室

26 バス路線確保事業費 生活交通路線維持費
補助金

三重交通株式会社
取締役社長 山本隆夫 261,238 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

27 鉄道網整備・利便性向
上事業費

幹線鉄道等活性化事
業費補助金

北勢線施設整備株式会社
代表取締役社長 日比義也 100,000 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

28 鉄道網整備・利便性向
上事業費

鉄道軌道近代化設備
整備費補助金

伊勢鉄道株式会社
代表取締役社長 矢野俊幸 20,400 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室
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第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

29 鉄道網整備・利便性向
上事業費

鉄道軌道近代化設備
整備費補助金

三岐鉄株式会社
代表取締役 日比義也 51,434 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

30 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 伊賀市 市長 今岡睦之 25,415 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

31 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 鈴鹿市 市長 川岸光男 20,000 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

32 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 亀山市 市長 田中亮太 17,557 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

33 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 いなべ市 市長 日沖 靖 10,501 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

34 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 宮川村 村長 尾上武義 10,641 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

35 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 南勢町 町長 川口米人 18,275 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

36 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 鳥羽市 市長 井村 均 11,358 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

地域振興部 5



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

37 バス路線確保事業費 市町村自主運行バス
等維持費補助金 紀和町 町長 下村勝三 10,104 地域振興部関係補助金等交

付要綱 交通室

38 航空ネットワーク形成事
業費

中部国際空港海上ア
クセス高速船建造事
業費補助金

津市 市長 近藤康雄 210,000 地域振興部関係補助金等交
付要綱 交通室

39 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 大紀町 町長 柏木廣文 15,623 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

40 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 鳥羽市 市長 井村 均 20,880 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

41 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 志摩市 市長 竹内千尋 19,523 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

42 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 伊賀市 市長 今岡睦之 39,893 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

43 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 名張市 市長 亀井利克 11,835 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

44 県土基礎調査推進事業
費 地籍調査補助金 勢和村 村長 林 道郎 10,373 地域振興部関係補助金等交

付要綱 資源活用室

地域振興部 6



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部） (単位：千円)

番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

45 水資源確保対策事業費
平成１６年度川上ダム
関連支援事業に係る
補助金

伊賀市 市長 今岡睦之 52,662 川上ダム建設に伴うダム関連
支援事業費補助金交付要綱 資源活用室

46 新世代地域ケーブルテ
レビ施設整備事業費

電気通信格差是正事
業費補助金 伊賀市 市長 今岡睦之 13,125 地域振興部関係補助金等交

付要綱 情報基盤室

47 ネットワーク展開事業費 三重県ネットビジネス
支援事業費補助金

株式会社リブネット
代表取締役 谷口とよ美 13,630 地域振興部関係補助金等交

付要綱

志摩サイ
バーベース
プロジェクト

48 ネットワーク展開事業費 三重県ネットビジネス
支援事業費補助金

株式会社アイズ
代表取締役 川邊 浩 12,450 地域振興部関係補助金等交

付要綱

志摩サイ
バーベース
プロジェクト

49 ネットワーク展開事業費 三重県ネットビジネス
支援事業費補助金

有限会社くじら編集室
取締役 市川さつき 14,000 地域振興部関係補助金等交

付要綱

志摩サイ
バーベース
プロジェクト

地域振興部 7



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1 紀南中核的交流施設
整備事業支援補助金 新設

紀南地域の集客交流を促進し、地域活性化を図るため、県
が策定する基本構想に基づき、民間事業者が実施する施設
整備等に要する経費を補助する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

2
紀北紀南連携・熊野
古道パワーアップ事
業補助金

新設

熊野古道の世界遺産登録を契機に東紀州地域の活性化を
図るため、「灯り」事業、もてなしの体制づくり事業、観光資
源ネットワーク事業、紀南地域熊野古道活用推進事業を支
援する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（紀北県
民局）

3 熊野古道世界遺産登
録記念事業補助金 廃止

熊野古道が世界遺産に登録されたことを記念して市町村等
が実施するイベント等に支援するという内容の平成１６年度
単年度の事業であったため廃止した。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

4 尾鷲ヒノキ活用事業
補助金 廃止 尾鷲ヒノキを活用した熊野古道関連製品を作成するという

所期の目的をほぼ達成したため、事業を廃止する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（紀北県
民局）

5 紀北で体験しよらい
事業費補助金 廃止

紀北地域の集客交流を促進させるため、体験メニューを充
実させるという所期の目的をほぼ達成したため、事業を廃止
する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（紀北県
民局）

6 紀南地域熊野古道活
用推進事業補助金 廃止

熊野古道による地域活性化のため市町村が実施する事業
を支援するという目的で、より大きな枠組みで紀北紀南連
携・熊野古道パワーアップ事業補助金の新設に伴い、補助
金を廃止する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（紀南県
民局）

7 紀南地域滞在促進モ
デル事業補助金 廃止 紀南地域の宿泊業者の資質向上を行うという所期の目的を

ほぼ達成したため、事業を廃止する。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（紀南県
民局）

8 いせしま健康もてなし
の店推進事業補助金 廃止 集客交流に係る地元地域の取組を喚起するという事業目的

を達成したため。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

地域予算（南勢志
摩県民局）

補助金等の見直し状況

地域振興部 ８



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：地域振興部）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

補助金等の見直し状況

9 川上ダム関連支援事
業に係る補助金 廃止

周辺整備事業（共同利用・スポーツレクレーション施設）に対
する補助であり、当初より平成１６年度までの補助事業で
あった。

資源活用室

10
三重県型デカップリン
グ市町村総合支援事
業

リフォーム（縮小）
間伐事業については環境森林部で一元実施し、獣害防護
柵や乾燥調整施設については農水商工部の補助事業を活
用し、支援の対象から外した。

東紀州活性
化・地域特定
プロジェクト

11 地方バス路線維持費
補助金 リフォーム（縮小）

平成14年度に県単補助制度が見直されてから3年が経過し
たこともあり、市町村からの要望や財政状況等を勘案して、
補助率等を見直した。

交通室

地域振興部 ８



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

      （部局名：県土整備部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1
高規格幹線道路建設促進費 高速道路関連公共事業

補助金
東員町 10,700 県土整備部関係補助金等交

付要綱
高速道・道
路企画室

2
高規格幹線道路建設促進費 高速道路関連公共事業

補助金
亀山市 42,206 県土整備部関係補助金等交

付要綱
高速道・道
路企画室

3
ダム対策費 川上ダム関連支援事業

費補助金
伊賀市 36,219 川上ダム建設に伴うダム関連

支援事業費補助金交付要綱
河川室

4
組合土地区画整理事業費 土地区画整理事業補助

金
嬉野町中川駅周辺土地
区画整理組合

27,400 県土整備部関係補助金等交
付要綱

都市基盤室

5
組合土地区画整理事業費
緊急地方道路整備事業費

土地区画整理事業補助
金

鈴鹿市白江土地区画整
理組合

39,775 県土整備部関係補助金等交
付要綱

都市基盤室

6
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 四日市市 25,356 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

7
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 松阪市 38,780 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

8
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 桑名市 27,259 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

9
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 鈴鹿市 20,756 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

10
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 いなべ市 23,766 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

11
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 小俣町 15,284 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

12
公共下水道事業助成金 公共下水道事業補助金 伊賀市 18,183 県土整備部関係補助金等交

付要綱
下水道室

補助金等の交付実績

県土整備部 1



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

      （部局名：県土整備部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

13
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

津市 117,029 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

14
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

四日市市 190,577 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

15
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

伊勢市 31,302 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

16
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

松阪市 138,566 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

17
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

桑名市 46,858 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

18
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

鈴鹿市 117,235 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

19
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

亀山市 17,638 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

20
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

久居市 20,466 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

21
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

いなべ市 65,351 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

22
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

東員町 44,925 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

23
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

菰野町 38,157 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

24
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

朝日町 19,572 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

県土整備部 2



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

      （部局名：県土整備部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

25
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

小俣町 12,548 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

26
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

伊賀市 17,623 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

27
下水道普及率ジャンプアップ
事業費

下水道普及率ジャンプ
アップ事業補助金

志摩市 11,759 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

28
下水道普及率新ジャンプアッ
プ事業費

下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

四日市市 26,802 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

29
下水道普及率新ジャンプアッ
プ事業費

下水道普及率新ジャン
プアップ事業補助金

松阪市 23,341 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

30
特定環境保全公共下水道事
業費

特定環境保全公共下水
道事業補助金

二見町 15,456 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

31
特定環境保全公共下水道事
業費

特定環境保全公共下水
道事業補助金

南勢町 33,200 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

32
特定環境保全公共下水道事
業費

特定環境保全公共下水
道事業補助金

志摩市 11,940 県土整備部関係補助金等交
付要綱

下水道室

33
南部浄化センター環境整備事
業負担金

南部浄化センター環境
整備事業負担金

四日市市 312,400 北勢沿岸流域下水道（南部処
理区）関連周辺地域環境整備
事業負担金交付要綱

下水道室

34
流域下水道関連公共施設等
整備事業負担金

流域下水道関連公共施
設等整備事業負担金

河芸町 43,017 中勢沿岸流域下水道事業（志
登茂川処理区）関連公共施設
等整備事業負担金交付要綱

下水道室

35
宮川浄化センター環境整備事
業負担金

宮川浄化センター環境
整備事業負担金

伊勢市 105,043 宮川流域下水道（宮川処理
区）関連周辺地域環境整備事
業負担金交付要綱

下水道室

県土整備部 3



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

      （部局名：県土整備部） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

補助金等の交付実績

36
市街地再開発事業補助金（住
宅局）

市街地再開発事業補助
金（住宅局）

津市 40,773 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

37
歩いて暮らせる歴史のあるま
ち再生事業費（住宅局）

市街地再開発事業補助
金（住宅局）

桑名市 66,725 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

38
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
桑名市 10,842 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

39
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
志摩市 10,626 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

40
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
伊賀市 19,237 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

41
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
桑名市 10,196 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

42
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
松阪市 28,819 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

43
住環境整備事業費補助金 住宅新築資金等貸付助

成事業補助金
白山町 13,227 県土整備部関係補助金等交

付要綱
住宅室

44
市町村公営住宅供給促進事
業費補助金

市町村公営住宅供給促
進事業費補助金

伊賀市 17,874 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

45
市町村公営住宅供給促進事
業費補助金

市町村公営住宅供給促
進事業費補助金

伊賀市 12,235 県土整備部関係補助金等交
付要綱

住宅室

県土整備部 4



第４－２号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：教育委員会） (単位：千円)
番号 事務事業名 補助金等の名称 補助事業者等の氏名 交付額 交付の根拠 室（課）名 備考

1

公立学校職員互助会助
成金

公立学校職員互助会助
成金

（財）三重県公立学校職
員互助会 361,720

地方公務員法、三重県公立
学校職員の共済制度に関す
る条例、三重県補助金等交付
規則、教育関係事業補助金
等交付要綱

福利・給与
室

2

文化財保存管理事業費 文化財保護事業補助金 専修寺 28,000

文化財保護法、三重県文化
財保護条例、三重県補助金
等交付規則、教育関係事業
補助金等交付要綱

文化財保護
室

3

文化財保存管理事業費 文化財保護事業補助金 明和町 20,901

文化財保護法、三重県文化
財保護条例、三重県補助金
等交付規則、教育関係事業
補助金等交付要綱

文化財保護
室

4
文化財保存管理事業費 斎宮跡体験学習施設維

持管理費補助金 明和町 16,339
三重県補助金等交付規則、
教育関係事業補助金等交付
要綱

文化財保護
室

5
運動部活動支援事業費 全国・ブロック体育大会

派遣費補助金
三重県高等学校体育連
盟 77,992

三重県補助金等交付規則、
教育関係事業補助金等交付
要綱

スポーツ振
興室

6

スポーツ活性化支援事
業費

スポーツ団体等活性化
補助金 （財）三重県体育協会 33,952

三重県補助金等交付規則、
教育関係事業補助金等交付
要綱

スポーツ振
興室

7

スポーツ活性化支援事
業費

スポーツ団体等活性化
補助金 （財）三重県武道振興会 12,778

三重県補助金等交付規則、
教育関係事業補助金等交付
要綱

スポーツ振
興室

8

スポーツ活性化事業費
２００９年第２９回世界
新体操選手権大会誘致
事業負担金

2009年第29回世界新体
操選手権大会誘致委員
会

18,146
三重県補助金等交付規則、
教育関係事業補助金等交付
要綱

スポーツ振
興室

補助金等の交付実績

教育委員会 1



第４－４号様式（条例第８条第１項関係）

（部局名：教育委員会）
番号 補助金等の名称 見直し結果等 見直しを行った理由 室（課）名 備考

1

三重県教員研修事業
費等補助金（幼稚園
等

廃止 平成１５年度当初の市町村への県単独零細補助金見直し
に伴い、平成１６年度をもって廃止することとした。 研修指導室

2

幼稚園等教員教職経
験１０年研修補助金 廃止 平成１５年度当初の市町村への県単独零細補助金見直し

に伴い、平成１６年度をもって廃止することとした。 研修指導室

3

自己啓発研修補助金 廃止
ＯＪＴ研修支援やネットＤＥ研修などに注力し、研修機会の充
実を進めていることから、個人の研修への補助事業は平成
１６年度をもって廃止とした。

研修企画室

4

教職員自主研究グ
ループ活動支援補助
金

廃止
ＯＪＴ研修支援やネットＤＥ研修などに注力し、研修機会の充
実を進めていることから，自主研究ｸﾞﾙｰﾌﾟへの補助事業は
平成１６年度をもって廃止とした。

研修企画室

5

日独スポーツ少年団
同時交流費補助金 リフォーム（統合） 高率補助金であることから、平成１６年度をもって廃止する

こととし、スポーツ団体等活性化補助金へ統合した。
スポーツ振興
室

6

人権教育推進拠点づ
くり事業補助金 廃止

市町村と県の役割を見直す中で、市町村の事業に携わる人
的配置については市町村が行うものとし、平成１６年度を
もって廃止した。

人権・同和教
育室

7

高校生人権テーマ
パーク事業補助金 廃止 事業の効率的な推進を図るため、平成１７年度から委託事

業とした。
人権・同和教
育室

補助金等の見直し状況

教育委員会 1


