
平成３０年度基金事業（資料編） 

 

 目 次  

 

１．みえ森と緑の県民税基金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 

２．災害に強い森林づくり推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

３．森を育む人づくりサポート体制整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

４．みえ森と緑の県民税市町交付金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料６－２ 







森を育む人づくりサポート体制整備事業  

 

森林環境教育・木育指導者養成講座等実施一覧  

 

講座名 対象者
募集
人数

受講
人数

講師 講座開催場所 開催時期

森林環境教育指導者養成講座
（知識編）

初心者～ 15 10 三重大学 沼本准教授
三重大学
平倉演習林

平成30年
6月2日(土)

森林環境教育指導者養成講座
（技術編）

初心者～ 15
初 9
二 8

三重県環境学習
情報センター
木村副センター長

三重県
上野森林公園

平成30年
5月19日(土)

・ 27日（日）

森林環境教育指導者養成講座
（見学編）

初心者～ 15 16
森のせんせい
林業者等

松阪市内森林
及び治山施設、
ウッドピア松阪

平成30年
8月2日（木）

森林環境教育指導者養成講座
（実践編）

初心者～ --- 森のせんせい 県内8か所
平成30年
9月30日（日）
～12月1日（土）

森林環境教育指導者養成講座
（木育編）

初心者～ 20
認定NPO法人
芸術と遊び創造協会

林業研究所
平成31年
1月19日(土)

森のせんせいスキルアップ講座
（LEAF
ローカルインストラクター編）

森の
せんせい

10 NPO法人FEE Japan
語らいの里噺野・
吉田本家山林

平成30年
11月17日(土)

～18日(日)

森のせんせいスキルアップ講座
（インタープリター編）

森の
せんせい

20 (公財）キープ協会 林業研究所
平成30年
9月22日(土)

森のせんせいスキルアップ講座
（野外活動安全管理編）

森の
せんせい

15
(一社)日本森林
インストラクター協会
三重森林インストラクター会

林業研究所
平成30年
12月2日(日)

みえの木育体験講座
森の
せんせい

10
～15

木育インストラクター等
「みえの木育
in MieMu」会場

平成30年
7月7日(土)～
9月2日（日）

内容など

森 林 環 境 教 育 指 導 者 養 成 講 座

基礎的な知識の習得
①講話：「森林の多面的機能について」
②散策とディスカッション：「森林への気づきや疑問に関すること」

インタープリター養成研修
伝える（解説する）技術(ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ技術)の習得

森林・林業・木材産業の知識を修得するための現地見学

森のせんせい企画・実践能力の養成
森の学校の企画・開催、グループ対応
県内8か所で開催

木育インストラクター養成講座
木育に関する基礎知識の習得

森  の せ ん せ い ス キ ル ア ッ プ 講 座

LEAFローカルインストラクター養成講座
（コーディネーター育成研修）
森林環境教育プログラムの体験を通じ、企画手法を学習

森林環境教育インタープリター能力向上研修
インタープリターとしてのコミュニケーション能力の習得

森林・林業体験・学習安全研修
野外活動にあたってのリスク管理能力向上、対処方法や応急
処置技術の習得、リスクマネジメント・ファーストエイドなど

実際に木育を実践し、参加者との触れ合いを体感することで、
木育の知識を深化させ、コミュニケーション技術を向上させる



 
 

 

森づくり活動講習  

 
 

 

講座名 対象者
募集
人数

受講
人数

講師 講座開催場所 開催時期

学校教職員森林環境教育講座
学校
教職員 他

20 25 三重大学 平山准教授
三重大学
教育学部

平成30年
7月27日(金)

こども森の写真教室
県内
小・中学生

15組
30人

6組
16人

写真家 松原 豊氏 林業研究所
平成30年
7月29日(日)

第５回みえの森フォトコンテスト
県内の
18歳以下

---
写真家 松原 豊氏
三重大学 平山准教授

平成30年
12月1日(土)

教 職 員 森 林 環 境 教 育 講 座

学校教職員テーマ研修（県総合教育センター）
授業での実践方法の習得
座学：「森林環境教育を学校で始めるために」
実習：「子どもたちと簡単にできる校庭 の木の調べ方」

森   林  環  境  教  育  普  及  ・  啓  発

写真撮影を通した森林環境教育
森林への興味関心の高揚

写真撮影を通した森林環境教育
森林への興味関心の高揚

内容など

講座名 内容 目的 対象者
募集
人数

受講
人数

講師 講座開催場所 開催時期

森づくり活動初心者講習
心得・知識、
チェンソーを使用した伐木についての実習

基礎的な知識・
技術の習得

初心者～ 20 NPO法人みやがわ森選組 林業研究所
平成30年
11月25日(日)

森づくり活動スキルアップ講習 未定
基礎的な知識・
技術の習得

経験者 20 未定 未定
平成30年
12月15日(土)

刈払機安全衛生教育 林災防研修
一定レベルの
技術・安全管理

経験者 30 25 林災防 林業研究所
平成30年
7月6日(金)

7日（土）

チェンソー安全衛生特別教育 林災防研修
一定レベルの
技術・安全管理

経験者（NP
O、森林ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ）

20 林災防 林業研究所
平成30年
11月23日(金)

～24日(土)



平成30年度 みえ森と緑の県民税市町交付金事業一覧

当年度交付金 市町基金活用

1 渓流内の倒木等の危険木除去 2,361 0 度会町 倒木・土砂撤去事業 下流域の災害を拡大させる恐れのある倒木・土砂の撤去 新規

渓流内の倒木等の危険木除去 3,000 0 度会町 流倒木撤去事業 下流域の災害を拡大させる恐れのある流倒木等の伐採等 新規

渓流内の倒木等の危険木除去 6,058 0 紀北町 河川周辺森林立枯木整備事業 河川沿いの枯損木の伐倒除去 継続

土砂・流木の除去 10,174 0 多気町 土砂・流木撤去事業 下流域に流出する恐れのある土砂・流木の除去 新規

小計 21,593 0 4 事業

2 里山や竹林の整備 1,541 459 四日市市 里山・竹林環境保全支援事業 里山保全活動団体等による里山、竹林整備に対する支援 新規

里山や竹林の整備 1,000 0 四日市市 里山保全事業 住民が憩いの場として活用できる里山(市民緑地)の整備 継続

里山や竹林の整備 2,340 0 桑名市 播磨2号緑地里山整備事業 自然学習や健康づくり等の場として利活用するための荒廃した里山の整備 新規

里山や竹林の整備 1,425 0 亀山市 里山・竹林生活環境保全支援事業 住民等による集落周辺の里山､竹林整備に対する支援 継続

里山や竹林の整備 10,405 0 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） 荒廃が進んでいる緑地や森林の整備と人家裏や通学路沿いの危険木の除去 継続

里山や竹林の整備 1,480 0 津市 竹林整備支援事業 住民等による竹林整備を促進するための貸出用竹破砕機の購入 新規

里山や竹林の整備 37,794 0 松阪市 里山の森林安全安心対策事業 集落周辺の荒廃森林の整備と特定水源地域の環境林の整備 継続

里山や竹林の整備 6,000 0 伊賀市 みんなの里山整備活動推進事業 住民団体による集落周辺の里山､竹林整備に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 432 0 亀山市 安全な通学路整備事業 通学路沿いの危険木伐採、剪定 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 5,000 0 大台町 ほっとする道ばた森林整備事業 河川と道路間にある人工林の整備 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 8,380 0 鳥羽市 危険木伐採事業 人家や通学路、小中学校等周辺の危険木の撤去 新規

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,080 0 度会町 危険木伐採事業 小学校通学路周辺の危険木の伐採 新規

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 5,220 0 南伊勢町 危険木除去事業 公共施設周辺及び通学路等の危険木の撤去 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 4,000 0 名張市 危険木伐採事業 公共施設周辺及び通学路等の危険木の撤去 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 800 0 名張市 人家裏危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 900 0 尾鷲市 人家裏危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,857 0 紀北町 危険木伐採事業 住民による人家裏の危険木の伐採に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 457 0 紀北町 集落周辺森林(里山)整備事業 住民等が行う集落周辺等の荒廃した森林の整備に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 1,100 0 熊野市 身近なみどり整備推進事業 住民､森林所有者による集落周辺の危険木除去に対する支援 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,662 0 熊野市 暮らしを守る危険木伐採事業 集落間を結ぶ生活道路沿いにおける倒木等の恐れがある危険木等の伐採除去 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 2,095 0 御浜町 危険木等除去事業 集落間を結ぶ生活道路沿いにおける危険木等の伐採除去 継続

人家裏や道路沿い等の危険木の除去 4,694 2,591 紀宝町 生活環境林整備事業 公共施設の周辺や生活道路沿いの緑地における危険木等の伐採及び剪定 継続

病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,067 0 鈴鹿市 暮らしを守る森林保全事業 海岸林における病害虫被害木の伐倒除去及び防除、植樹 継続

病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,000 0 菰野町 病虫害被害木伐採搬出事業 道路沿いの病害虫被害木の伐採に対する支援 継続

病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,996 0 伊勢市 森林整備事業 沿岸部の防風林における病害虫防除のための樹幹注入 継続

病害虫被害木の伐倒駆除や防除 2,686 0 志摩市 里海･里山保全事業 景勝地や公園における病害虫防除のための樹幹注入 継続

森林の針広混交林化 11,300 0 亀山市 鈴鹿川等源流域再生事業（環境林整備事業） 鈴鹿川等源流域における環境林の針広混交林化 継続

森林の針広混交林化 1,561 0 いなべ市 いなべ市環境防災林整備事業 放置され山腹崩壊による土砂災害の恐れがある森林の針広混交林化 継続

森林の針広混交林化 17,035 0 大台町 水源林整備事業 特定水源地域に指定されている森林の間伐や広葉樹植栽 新規

森林の針広混交林化 2,416 35 名張市 水源林整備事業 特定水源地域に指定されている森林の針広混交林化 継続

森林の針広混交林化 8,532 0 伊賀市 特定水源地域森林整備事業 特定水源地域に指定されている森林の針広混交林化 継続

小計 152,255 3,085 31 事業

市町名 市町事業名 事業内容
新規
継続

対策
区分

カテゴリー
交付金充当額（千円）



当年度交付金 市町基金活用
市町名 市町事業名 事業内容

新規
継続

対策
区分

カテゴリー
交付金充当額（千円）

3 小中学生対象の森林環境教育 910 0 鈴鹿市 森と緑の生涯学習講座 公民館による小学生を中心とした森林環境教育の実施 継続

小中学生対象の森林環境教育 2,900 0 松阪市 森林環境学習事業 小学校における木質化と森林環境教育の実施 継続

小中学生対象の森林環境教育 100 0 度会町 森林環境教育推進事業 小学3年生を対象とした森林・林業に関する出前授業の実施 継続

小中学生対象の森林環境教育 200 0 南伊勢町 森林環境教育事業 保育園、小学校における森林環境教育・木育の実施 継続

小中学生対象の森林環境教育 100 0 名張市 森林環境教育推進事業 小中学校における森林環境教育に対する支援 継続

小中学生対象の森林環境教育 3,500 0 伊賀市 伊賀の森っこ育成推進事業 小中学校における森林環境教育に対する支援 継続

小中学生対象の森林環境教育 657 0 紀北町 森林環境教育活動支援事業 小中学生を対象とした森林環境育活動や木育活動の実施 継続

小中学校等への木製家具等導入 1,000 28,720 四日市市 児童発達支援センターあけぼの学園移転整備事業 移転する児童発達支援センターあけぼの学園への木製家具等の導入 新規

小中学校等への木製家具等導入 6,247 0 亀山市 川崎小学校改築事業（机・イス導入） 教室不足に伴い建替えを行う小学校への机・イスの導入 新規

小中学校等への木製家具等導入 11,374 0 松阪市 保育園管理運営事業 保育園への木製の机､ｲｽの導入 継続

小中学校等への木製家具等導入 7,899 0 多気町 県産材を活用した学校机･ｲｽ整備事業 小学校への木製の机とｲｽの導入 継続

小中学校等への木製家具等導入 6,907 0 明和町 学校木製備品購入事業 小学校への木製の机とｲｽの導入 継続

小中学校等への木製家具等導入 11,020 0 志摩市 中学校木製備品購入事業 再編した中学校への木製家具の設置 新規

小中学校等への木製家具等導入 864 0 度会町 小学校県産材備品導入事業 小学校への木製備品の導入 新規

小中学校等への木製家具等導入 2,343 0 度会町 保育所県産材備品導入事業 保育所への木製備品の導入 新規

小中学校等への木製家具等導入 152 0 尾鷲市 木とふれあう学校環境づくり事業 市町交付金事業により導入した机､ｲｽの維持管理（維持管理） 継続

住民対象の森林環境教育 100 0 鈴鹿市 森林環境教育事業 環境問題や森林保全に関するパネル展示 継続

住民対象の森林環境教育 200 0 鈴鹿市 記念樹配布事業 身近な場所で思い入れを持って樹木を育ててもらうための記念樹の配布 継続

住民対象の森林環境教育 1,070 0 鈴鹿市 木工工作及び木製品購入事業 図書館における木工教室の開催と木製家具の導入 継続

住民対象の森林環境教育 2,264 0 亀山市 森と木材のふれあい事業 幅広い年代の市民を対象とした講座､教室の開催 継続

住民対象の森林環境教育 500 0 津市 津市森林環境教育事業 小学生と保護者を対象とした間伐等の体験教室と森林環境教育の人材育成のための体験講座の開催 継続

住民対象の森林環境教育 866 0 志摩市 里山体験事業 子どもと住民を対象とした森林に関する講習会や体験学習の実施 継続

住民対象の森林環境教育 800 0 伊賀市 地域の森と緑のつながり支援事業 森林関連研修等の開催と住民団体による森林関連ｲﾍﾞﾝﾄ開催に対する支援 継続

住民対象の森林環境教育 1,000 0 紀宝町 森と緑の環境教育事業 森や緑に関する講演会や､ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施 継続

木製遊具等の配布、導入 864 0 いなべ市 中学校卒業記念品配布事業 中学卒業記念として市産材で製作した箸の配布 継続

木製遊具等の配布、導入 3,261 0 木曽岬町 児童福祉施設遊具等整備事業 統合した幼稚園・保育園への木製遊具の導入 新規

木製遊具等の配布、導入 15,000 0 東員町 みえ森と緑の県民税市町交付金事業（木製遊具等購入） 保育園、幼稚園、小学校への木製遊具等の導入 新規

木製遊具等の配布、導入 102 0 朝日町 森と緑を大切に思う人づくり事業 幼保一体化施設への木製遊具の導入 継続

木製遊具等の配布、導入 6,351 0 名張市 県産材に親しむことができる木育推進事業 公立保育所・幼稚園への机、ｲｽ等の導入 継続

木製遊具等の配布、導入 9,996 4 名張市 朝日公園木製遊具整備事業 公園への木製遊具導入 新規

木製遊具等の配布、導入 2,777 192 伊賀市 親子ではじめる木育推進事業 出生時､1歳児､3歳児への写真立て､ｽﾌﾟｰﾝ､箸の配布 継続

木製遊具等の配布、導入 2,810 0 尾鷲市 クッブ普及推進事業 「クッブ」を普及して木育を推進するための尾鷲ヒノキ製の競技道具の制作 新規

木製遊具等の配布、導入 849 0 尾鷲市 木とふれあう木育活動推進事業 保育園への木のおもちゃの導入 継続

森林環境教育施設の整備等 9,529 0 津市 美里水源の森整備事業 水源かん養林等を活かした、子どもたちが自然を体験できる場の造成 継続

小計 114,512 28,916 34 事業
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4 公共施設の木造、木質化 40,550 0 四日市市 四日市市中央緑地新体育館建設事業 三重とこわか国体会場となる体育館の建設に伴う一部木質化 新規

公共施設の木造、木質化 30,000 0 鈴鹿市 AGF鈴鹿体育施設整備事業 三重とこわか国体会場となる体育館の改修に伴う更衣室ロッカーの木質化 新規

公共施設の木造、木質化 8,773 0 亀山市 川崎小学校改築事業 教室不足に伴い建替えを行う小学校の木質化 新規

公共施設の木造、木質化 33,416 31,818 いなべ市 いなべ市新庁舎建設(一部木質化)事業 新築する市庁舎の一部木質化 新規

公共施設の木造、木質化 2,800 0 菰野町 千種地区コミュニティセンター整備事業 新築するコミュニティーセンターの内装及び家具等の木質化 新規

公共施設の木造、木質化 1,031 0 川越町 川越ふれあい広場木質化事業 農産物の販売を行うふれあい広場施設の木質化 新規

公共施設の木造、木質化 4,600 0 松阪市 都市公園整備事業 都市公園における東屋、ﾍﾞﾝﾁの木質化 継続

公共施設の木造、木質化 1,500 0 松阪市 ベルファーム木造トイレ整備事業 農業公園ベルファームへの屋外木造トイレ設置 新規

公共施設の木造、木質化 0 5,949 度会町 公園整備事業 県産材を使用した公園内の木製遊具の設置 継続

公共施設の木造、木質化 6,209 3,791 度会町 中之郷保育所改修事業 保育室改修にあたっての木質化 継続

公共施設の木造、木質化 0 8,284 名張市 公共建築物木質化事業 陸上競技場及び郷土資料館の木質化 新規

公共施設の木造、木質化 1,000 0 伊賀市 森のやすらぎ空間整備事業 観光協会等による町屋軒先へのﾊﾞｯﾀﾘ床机整備に対する支援 継続

公共施設の木造、木質化 13,100 13,490 伊賀市 市庁舎木質化事業 新庁舎内装の一部木質化 新規

公共施設の木造、木質化 3,000 0 尾鷲市 林業研修センター木質化事業 市民の交流等に活用されている林業研修センターの内装木質化 新規

公共施設の木造、木質化 5,318 0 紀北町 多目的会館木質化事業 新築する生涯学習施設の内装木質化 新規

公共施設の木造、木質化 6,000 0 熊野市 認定こども園木本保育所整備事業 木本小学校内に新しく整備する保育所型認定こども園の内装木質化 新規

公共施設の木造、木質化 1,000 0 熊野市 木製モニュメント整備事業 新しくオープンする道の駅における熊野材をPRする木製モニュメントの整備 新規

公共施設の木造、木質化 10,000 0 熊野市 産業遺産（選鉱場跡）観光資源化事業 地域のシンボルである紀州鉱山選鉱場跡の散策路における木製防護柵整備 新規

公共施設の木造、木質化 3,232 0 御浜町 学校施設木質化事業 中学校の内装木質化 継続

公共施設への木製品配備 2,763 52 桑名市 保育施設備品等購入事業 保育所及び子育て支援センターへの木製家具等の導入 新規

公共施設への木製品配備 37,120 0 桑名市 病院備品等購入事業 新病院への木製備品の導入 継続

公共施設への木製品配備 7,600 0 鈴鹿市 鈴鹿市立西条保育所新設工事 新築の保育所における木製棚の設置 新規

公共施設への木製品配備 740 0 朝日町 木材利用促進事業 登録有形文化財朝日町資料館への木製収納展示棚の導入 継続

公共施設への木製品配備 2,052 0 川越町 川越町総合体育館2階ロビー木材利用促進事業 総合体育館への木製家具等の導入 継続

公共施設への木製品配備 3,578 0 津市 津市公共施設木質化事業 津市まん中広場へのウッドデッキ設置 継続

公共施設への木製品配備 1,140 0 鳥羽市 木に親しむ備品購入事業 保育所への木製の机､ｲｽ、ロッカーの導入 新規

公共施設への木製品配備 9,267 0 南伊勢町 町施設備品購入 町庁舎及び保育園､病院等への木製本棚の設置 継続

公共施設への木製品配備 6,632 0 尾鷲市 尾鷲総合病院木の薫る空間づくり事業 市内唯一の総合病院ロビーへの木製備品（受付カウンター等）の導入 新規

公共施設への木製品配備 1,877 0 紀北町 公民館木製備品整備事業 東長島公民館ロビーへの木製家具の導入 新規

公共施設への木製品配備 4,137 0 紀北町 体育館木質化事業 東長島スポーツ公園体育館への木製備品導入 新規

公共施設への木製品配備 2,655 0 御浜町 公共施設木質化事業 公共施設（多目的交流施設と直売所）への木製家具等の導入 継続

県産材利用住宅等への支援 3,500 0 津市 津市木材利用促進事業 地域産材を利用した公共的施設及び住宅建設に対する支援 継続

県産材利用住宅等への支援 500 0 熊野市 木造住宅建設促進対策事業 地域産材を使用し､ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽとして提供することを同意した個人住宅建設への支援 継続

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 650 0 亀山市 鈴鹿川等源流域再生事業（木質バイオマス利用促進事業） 鈴鹿川等源流域に放置された林地残材を木質ﾊﾞｲｵﾏｽとして搬出運搬することに対する支援 継続

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 39,432 0 津市 木質バイオマス利用促進事業 木質ﾊﾞｲｵﾏｽとしての林地残材運搬（山から市場等）に対する支援 継続

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 2,000 0 名張市 未利用間伐材ﾊﾞｲｵﾏｽ利用推進事業 未利用間伐材を木質ﾊﾞｲｵﾏｽとして搬出運搬することに対する支援 継続

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 13,000 0 伊賀市 未利用間伐材ﾊﾞｲｵﾏｽ利用推進事業 搬出運搬に対する支援と大学等と連携した森林資源と作業体制の調査等 継続

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進 1,800 1,700 紀宝町 木質バイオマス利用促進事業 林地残材を木質ﾊﾞｲｵﾏｽとして搬出運搬することに対する支援 継続

小計 311,972 65,083 38 事業
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5 身近な公園等の整備 3,000 0 鈴鹿市 小岐須渓谷整備事業 小岐須渓谷における遊歩道整備及び転落防止柵の設置 新規

身近な公園等の整備 22,208 0 菰野町 菰野富士ふるさとの山環境整備事業 住民になじみのある菰野富士におけるバリアフリー木道等の整備 継続

身近な公園等の整備 1,900 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業（ふれあいパーク） 展望公園(森と緑ｴﾘｱ)の整備 継続

身近な公園等の整備 7,676 0 津市 ミツマタ群生を活かした地域づくり事業 ミツマタ群生地への展望デッキ等の整備 新規

身近な公園等の整備 4,240 0 伊勢市 三郷山遊歩道木柵設置事業 ロマンの森・伊勢三郷山にある遊歩道への木柵の設置 新規

身近な公園等の整備 4,000 0 南伊勢町 遊歩道整備事業 町の宿泊施設の遊歩道の整備 新規

身近な公園等の整備 7,962 0 南伊勢町 阿曽浦公園ウッドチップ舗装整備事業 住民が利用する公園のウッドチップによる舗装 新規

身近な公園等の整備 600 0 名張市 森林公園等環境活用整備事業 地域づくり組織による公園等整備に対する支援 継続

身近な公園等の整備 500 0 名張市 学校林整備事業 学校林における遊歩道、広場等の整備 継続

身近な公園等の整備 2,897 0 熊野市 森とのふれあいの場拠点づくり事業 森や緑とふれあえる公園等の整備 継続

身近な公園等の整備 1,008 0 御浜町 森林公園等環境整備事業 住民に親しまれている身近な登山道と隣接する公園の整備 継続

保育園や公園等の緑化 690 0 朝日町 森と緑とふれあう環境づくり事業(幼保一体化施設) 幼保一体化施設の芝生による緑化(維持管理) 継続

保育園や公園等の緑化 2,064 0 川越町 川越町中部保育所園庭芝生化事業 保育所園庭の芝生による緑化（苗植え体験） 継続

保育園や公園等の緑化 18,631 15,223 伊勢市 桜浜中学校整備事業 新築する中学校の植樹による緑化 新規

緑化活動の支援 340 0 鈴鹿市 緑の未来づくり事業 住民等による自然環境保全や緑化活動等に対する支援 継続

緑化活動の支援 300 0 亀山市 緑あふれるまちづくり支援事業 企業及び地域協議会による緑化活動に対する支援 継続

小計 78,016 15,223 16 事業

合計 678,348 112,307 123 事業


