
基本方針２：地域資源の活用
２・１・１・１ 伊賀米のブランド化の推進

千円 千円 千円
伊賀米振興協議会負担金 2,481 伊賀米振興協議会負担金 2,481 伊賀米振興協議会負担金 2,481
三重県米麦協会負担金 148 三重県米麦協会負担金 148 三重県米麦協会負担金 148

計 2,629 計 2,629 計 2,629
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
無農薬部会補助 50 無農薬部会補助 50 無農薬部会補助 0

計 50 計 50 計 0
　　　　　活性化計画の施策の概要　　　　　　　平成22年度の取組施策

２・１・１・２ 伊賀材のブランド化の推進

千円 千円 千円
流域公益保全林整備事業費補助金 1,120 流域公益保全林整備事業費補助金 1,499 流域公益保全林整備事業費補助金 1,120

計 1,120 計 1,499 計 1,120
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

２・１・１・３ 伊賀牛・伊賀産豚のブランド化の推進

千円 千円 千円

優良素牛導入補助 2,070 優良素牛導入補助 2,070 優良素牛導入補助 2,070
家畜保健衛生対策 833 家畜保健衛生対策 833 家畜保健衛生対策 833
伊賀産肉生産振興協議会負担金 637 伊賀産肉生産振興協議会負担金 637 伊賀産肉生産振興協議会負担金 637

計 3,540 計 3,540 計 3,540
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　　平成23年度の取組施策

２・１・５・１ 給食への地域食材の活用

千円 千円 千円
給食賄材料 107,798 給食賄材料 103,584 給食賄材料 106,644

計 107,798 計 103,584 計 106,644
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

２・２・１ 特産品づくり等の推進

千円 千円 千円
事業補助金 4,000 事業補助金 3,210 事業補助金 2,800

計 4,000 計 3,210 計 2,800
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　　平成２３年度の取組施策

森林組合が行う管理造林間伐事業費の一部に対
し助成し、森林の適正な管理間伐を推進する。

平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

１事業名

特産野菜等の組織的生産及び販売を促進するた
め、たまねぎほか１１品目を指定し、安全安心な野
菜等の供給に取組む農業者等を支援する。

安全安心な野菜等の供給に取組む農業者等を
支援することにより特産野菜等の組織的生産及
び販売を促進することができた。

平成２２年度事業実績

特産野菜生産振興支援事業 担当課
農林振興課

伊賀市の特産野菜の生産、流通の構
造改革を推進し、高付加価値化、栽
培農家の経営向上を図るため、特産
野菜等生産振興支援事業を実施す
る。
・10a20,000円を上限
・３戸以上又は生産組織
・出荷伝票

伊賀市

平成２２年度の取組結果

平成２２年度の取組結果
経済情勢及び需給動向に対応しうる計画的生産・
販売に向け安定した生産販売体制を確保と、農業
所得の確保をはかり伊賀地域水田農業を推進す
る。

生産販売体制を確保し農業所得の確保を図る
ことにより経済情勢及び需給動向に左右されな
い計画的生産販売を実施することができた。

農林振興課 事業主体
振興係 伊賀市

平成２２年度事業実績

担当課

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

２
事
業
内
容

2.1.1.1
伊賀米のブランド化の
推進

２
事
業
内
容

伊賀地域の稲作栽培技術及び品質
の向上を図り、伊賀米ブランドの普
及・販路拡大に努める。
・伊賀米振興協議会への補助
・三重県米麦協会への補助

１事業名 伊賀米生産振興事業

伊賀牛・伊賀豚のブラ
ンド化の推進

優良素牛の広域安定導入と伊賀牛生産維持を図
る。畜産の振興、経営向上を図るため家畜伝染病
の発生・蔓延等を防止する。

森林組合が行う除間伐事業費の一
部に対し助成し、森林の適正な間伐
を推進する

2.1.1.2
伊賀材のブランド化の
推進

森林組合が行う管理造林間伐事業費の一部に対
し助成し、森林の適正な管理間伐を推進する。

優良素牛を安定導入することにより伊賀牛生産
の維持振興が図れた。家畜伝染病の予防によ
り不慮の事故が減少し経営安定、経営向上が
図れた。

伊賀市
事業全体の内容

畜産経営の安定と、銘柄伊賀牛の生
産維持を図るため助成を行う。

振興係
畜産振興事業

平成22年度事業実績

事業主体

平成23年度事業計画

平成23年度の取組施策

１事業名

平成２２年度の取組結果

2.1.1.3

2.2.1 特産品づくり等の推進

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

平成２２年度の取組結果

２
事
業
内
容

事業全体の内容

菜園活動などを通じて、食に関心をもつように
なってきた。また日々の給食の中で、地元産の
農作物を活用することにより、健全な食生活の
推進と郷土への愛着が深まってきたように思わ
れる。平成２２年度決算額は、本庁・支所２２箇
所分を計上

保育園で調理される給食の食材に可
能な限り地元産の農作物を活用し、
郷土への理解を深めまた安全安心食
育環境を推進する。

2.1.5.1
給食への地域食材の
活用

担当課
農林振興課

こども家庭課
保育係

振興係

平成２２年度事業計画

菜園活動などを通じて、食育に関心をもつよう、
日々の保育を行うとともに、地元産の農作物を活用
するよう献立作成を検討し、健全な食生活の推進と
郷土への愛着を深めるように進めていきたい。平
成２２年度予算は、本庁・支所２２箇所分を計上

平成22年度事業計画

保育所管理運営事業 担当課

事業主体
伊賀市

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

森林組合が行う管理造林間伐事業費の一部に
対し助成し、森林の適正な管理間伐を推進し
た。

平成22年度の取組結果

伊賀米のブランド化
の推進

伊賀南部農業協同組合無農薬米生産部会が行な
う有機栽培米等の推進活動に対する支援（有機
栽培米栽培推進活動補助金）

無農薬米の消費拡大の為の消費者との交流
会の開催

平成22年度事業計画

事業主体
伊賀市

平成22年度事業実績

森林環境の保全・創造

１事業名 生産調整推進対策事業 担当課

事業全体の内容 平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

青山支所振興課

伊賀南部農協無農薬部会の無農薬
米の推進活動に対する補助

2.1.1.1

事業主体

平成２３年度事業計画

経済情勢及び需給動向に対応しうる計画的
生産・販売に向け安定した生産販売体制を
確保と、農業所得の確保をはかり伊賀地域
水田農業を推進する。

平成２３年度事業計画

特産野菜等の組織的生産及び販売を促進す
るため、たまねぎほか１１品目を指定し、安全
安心な野菜等の供給に取組む農業者等を支
援する。

平成２３年度事業計画

保育所での菜園活動などを通じて、食育に関心を
もつよう、日々の保育を行うとともに、地元産の農
作物を活用するよう献立作成を検討し、健全な食
生活の推進と郷土への愛着を深めるように進め
ていきたい。平成２３年度予算は、本庁・支所２２
箇所分を計上

平成23年度事業計画

優良素牛の広域安定導入と伊賀牛生産維持を図
る。畜産の振興、経営向上を図るため家畜伝染
病の発生・蔓延等を防止する。

伊賀市
平成２２年度事業実績

事業主体

１事業名 森林保育造林事業 担当課 農林振興課
計画係

２
事
業
内
容

事業全体の内容

１事業名

2.3.3.1



千円 千円 千円
補助金 30 補助金 0

計 30 計 0 計 0
　　　　　　　平成22年度の取組施策

２・３・２ 人材の活用システムの確立

千円 千円 千円

2,000 4,455 3,400

3,000

計 5,000 計 4455 計 3,400
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　　平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
350 0 300

計 350 計 0 計 300
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　　平成23年度の取組施策

２・３・３・１ 森林環境の保全・創造

千円 千円 千円
財産区有林造成事業 1,290 財産区有林造成事業 1,941 財産区有林造成事業 3,171
水源林造成事業 2696 水源林造成事業 0 水源林造成事業 862

計 3,986 計 1,941 計 4,033
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
3,358 98 3,300
3,200 1,050 3,200
7,000 1,218

計 13,558 計 1,148 計 7,718
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

ＢＤＦ関連推進ソフト事業 搾油施設関連ソフト事業

搾油施設関連ソフト事業

搾油施設関連ソフト事業

財産区森林整備業務委託料
境界確定業務委託料作業員賃金

平成23年度事業計画

作業員賃金

平成22年度事業実績

財産区管理道測量設計委託

平成２２年度事業実績

事業主体
島ヶ原財産区

財産区管理道新設工事

財産区森林整備業務委託料

森林撫育管理施業の実施と各林班の境界整備を
実施する。

平成22年度の取組結果
本年度は、財産区予算で計上してあったが、県
事業として間伐等の造林事業を森林組合に委
託し、森林の保全に努めた。また、財産区境界
確認として、杭打ち等の作業も実施した。

平成２２年度の取組結果

財産区森林整備業務委託料

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名 財産区有林造成事業（大山田財産区特別会計）

2.3.2
資源循環型産業社会
づくり

バイオマスに関連するセミナーを複数回開催する。
バイオマス施設のＣｏ２削減効果や地域活性化効
果を検証する。

菜の花の栽培を通じて循環型社会の
モデルを構築する。
１、菜の花の栽培
２、景観の向上
３、菜花・ナタネ油の地産地

事業全体の内容 平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

大山田支所振興課

２
事
業
内
容

伊賀市バイオマスタウン構想推進の
ため、助言・調整・検証等の機能を持
つ「伊賀市バイオマスタウン構想推進
協議会」を設立し、産学官民で協調さ
れた活動を行う。

担当課

平成２２年度事業計画

森林撫育管理施業の実施と各林班の境界整備を
実施する。

大山田財産区有林における森林の
公益的機能の維持・増進のため、植
栽、下刈り、間伐等の造林事業を森
林組合等へ委託し、森林の保全を効
率的かつ効果的に図る

森林環境の保全・創造

事業全体の内容

2.3.3.1

バイオマスタウン推進事業 担当課

バイオマスタウン構想推進施策研究業
務委託料

事業全体の内容
振興係

2.3.2
資源循環型産業社会
づくり

搾油プラント（菜の舎）の運営を開始する。
地域特産物として菜種油の発売を開始する。
菜の花栽培面積を５０ｈａに増やす。

搾油プラント（菜の舎）の運営を開始した。
地域特産物として菜種油の発売を開始した。
菜の花栽培面積を５０ｈａ超に増やした。

菜の花プロジェクト 担当課
農林振興課
振興係

引き続き財産区有林の森林の公益的機能の維
持・増進のため、財産区森林施業計画により、計
画的かつ効果的に森林の保全に努め、下刈・間
伐などの施業委託の事業を継続し、併せて引き
続き財産区境界確認（杭打ち等）作業及び下刈作
業等を実施する。

２
事
業
内
容

事業全体の内容

島ヶ原財産区有林における森林の公
益的機能の維持・増進のため、植
栽、下刈り、間伐等の造林事業を実
施し、森林の保全を効率的かつ効果
的に図る

2.3.3.1 森林環境の保全・創造

１事業名 財産区有林造成事業（島ヶ原財産区特別会計）

平成22年度事業計画

１事業名

本年度は、平成１８年度策定した森林整備計画の
最終年度となり、引き続き財産区有林の森林の公
益的機能の維持・増進のため、下刈り・間伐などの
施業委託の事業を継続し、森林の保全を効率的か
つ効果的に図る。

平成22年度事業計画

平成22年度事業計画

青山きはだ生産組合が実施するキハダ栽培推
進、研究活動等に対し支援を行う。

担当課

担当課

活性化計画の施策の概要

青山きはだ生産組合の活動に対す
る補助
・研修会経費、成分分析、苗木購
入等

事業全体の内容

事業主体
伊賀市、明日が楽しみな里づくり委員会

大山田財産区管理会

平成22年度の取組結果

島ヶ原支所振興課

事業主体

森林撫育管理施業(間伐、リンロンテープ巻き
等)の実施と各林班の境界整備を実施した。

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

平成23年度の取組施策
補助金なし 自主運営。実績なし。自主財源で運営。

事業主体
伊賀市

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

バイオマスタウン構想推進施策研究
業務委託料

伊賀産菜種油「七の花」販売促進のためキャン
ペーンやＴＶＣＭなどを行う。
菜の花栽培面積を６０ｈａに増やす。

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

Ｈ２４以降の伊賀市バイオマスタウン構想の推進
について、三重大学と連携し、学識経験者等を集
めて（例：バイオマスサミット）検討する。

バイオマスに関連するセミナーを複数回開催し
た。
バイオマス施設のＣｏ２削減効果や地域活性化
効果を検証し国に報告した。
（予算は、国庫補助の別財源を活用のため、支
出はなし）

青山支所振興課

伊賀市

平成22年度の取組結果

農林振興課

平成22年度事業実績

平成22年度事業実績

バイオマスタウン構想推進施策研
究業務委託料

事業主体

2.2.1 特産品づくり等の推進

２
事
業
内
容

キハダ栽培推進事業

活性化計画の施策の概要

１事業名



千円 千円 千円
施業業務委託 16,553 施業業務委託 32,707 施業業務委託 30,000
報酬 90 報酬 90 報酬 90

計 16,643 計 32,797 30,090
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

２・３・３・２ 農地・水・農村環境の保全・創造

千円 千円 千円

共同活動支援 19,004 共同活動支援 18,968 共同活動支援 18,994
追加採択地区 0 追加採択地区 ０件 0 追加採択地区 ０件 0
営農活動支援 1,122 営農活動支援 1,119 営農活動支援 1,122

計
20,126

計
20,087

計
20,116

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

千円 千円 千円
事業補助金 155 事業補助金 150 150

計 155 計 150 計
150

　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

２・３・３・３ 河川環境の保全（再掲）

千円 千円 千円
2 0 2

稚魚放流 110 稚魚放流 96 稚魚放流 110

計 112 計 96 計 112
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

２・３・３・４ 不法投棄物の処理(再掲）

千円 千円 千円
5,800 5,914 5,772
1,700 865 1,425

計 7,500 計 6,779 計 7,197
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

支所・地区市民センターと連携を図り環境パ
トロールを実施するとともに、不法投棄の処
理や啓発活動を進め、環境意識の高揚を図
る。

平成23年度事業計画

・環境パトロールの実施
・不法投棄物処理経費 ・不法投棄物処理経費 ・不法投棄物処理経費

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

・環境パトロールの実施

不法投棄の防止に向けた環境パトロールを実
施し、不法投棄物の回収や未然防止の啓発に
努めた。
また不法投棄がされやすい場所には、警告看
板や防止柵の支給など地域と連携を図り未然
防止に努めた。

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

2.3.3.4 不法投棄物の処理

・不法投棄の監視及び環境パトロー
ルの実施による不法投棄物の処理 ・環境パトロールの実施

不法投棄ゼロを目指し、環境パトロールを継続して
いく。
また、更なる不法投棄の未然防止の啓発に努める
とともに、市民の意識向上に向け地域の環境ボラ
ンティア活動を推進していく。

間伐45.12ha、受光伐31.94ha、現地調査46箇
所、巡視・確認37.09ha等の作業を実施して森林
の多面的機能の向上を図った。

除伐23.08ha、間伐67.99ha、受光伐9.77ha、現地調
査68箇所、巡視・確認37.09ha等の作業を実施して
森林の多面的機能の向上を図る。

計画係 伊賀市
平成２２年度事業実績

１事業名 環境保全対策事業 担当課
清掃事業課 事業主体

伊賀市

平成２２年度の取組結果

事業主体

２
事
業
内
容

事業全体の内容
森林の適切な整備及び保全を進める
ことにより、将来にわたる森林の有す
る多面的機能の持続的な発揮をめざ
す。
・下刈、除伐（繁茂する森林）、間伐、
簡易作業道整備（幅員2m未満）、面
積調査、標準値調査（周囲測量事務）
等

2.3.3.1 森林環境の保全・創造

平成２２年度事業計画

事業主体
伊賀市

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

農村集落の共同活動の支援を拡大する。
農村環境の保全と質的向上を図る。

2.3.3.2
農地・水・農村環境の
保全・創造

新規採択は行わなかったが、次期対策におい
て拡大できるよう啓発を行った。

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果

伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催

上野及び島ヶ原地域の内水面漁業の振興と連絡
調整を行うため、連絡協議会を開催するとともに、
河川の美化及び水質保全と内水面漁業の振興を
図るため稚魚放流を実施する。

平成２３年度事業計画

間伐67.00ha、受光伐11.10ha、作業道3,510ｍ、現
地調査174箇所、巡視・確認29.72ha等の作業を実
施して森林の多面的機能の向上を図る。

平成２３年度事業計画

農村集落の共同活動の支援を拡大する。
農村環境の保全と質的向上を図る。

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

ふるさと水と土農村環境創造事業による全体計
画に基づき種生地域活性化計画推進委員会が行
なう農村環境・景観の継承活動に対する支援。

事業補助金

農地・水・農村環境保全向上対策事業
農村整備課

伊賀市
事業主体

１事業名

１事業名 森林環境創造事業 担当課

担当課

事業期間：平成１９年度～２３年度
目的：地域の農業者と多様な団体の
参加で土地改良施設等の維持管理
の推進と農村生活環境の向上を図
る。
基礎活動支援地区：２５地区（１９年
度実績）
営農活動支援地区：　３地区（２０年
度から）

１事業名

ふるさと水と土保全対策事業 担当課

活性化計画の施策の概要

２
事
業
内
容

事業全体の内容

市役所内関係部署による淡水漁業振
興策に係る連絡協議会を開催し、河
川環境の保全と動植物の生息する施
工法等の研究協議を行う。さらに、園
児による河川への稚魚の放流を行
い、環境保全の意識向上を図る。

2.3.3.3 河川環境の保全

１事業名 内水面漁業振興事業(再掲1・2・2・6） 担当課

２
事
業
内
容

種生区の農村環境・景観を継承
し、より優れたものに創造するた
め次の活動を行う。
①農地や土地改良施設の保全管理
活動
②農村景観の保全、修復、創造を
行う活動
③環境創造に必要な動植物の保
護、育成、繁殖を行う活動

事業全体の内容 平成22年度事業計画

農林振興課
計画係

農林振興課

上野及び島ヶ原地域内水面漁業連絡協議会開
催
H22.6.9
稚魚の放流（依那古保育所、さくら保育園）
H22.11.2

平成22年度事業計画

上野及び島ヶ原地域の内水面漁業の振興と連絡
調整を行うため、連絡協議会を開催するとともに、
河川の美化及び水質保全と内水面漁業の振興を
図るため稚魚放流を実施する。

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催

農林振興課

平成22年度の取組結果

2.3.3.2
農地・水・農村環境
の保全・創造

ふるさと水と土農村環境創造事業による全体計
画に基づき種生地域活性化計画推進委員会が行
なう農村環境・景観の継承活動に対する支援。

ふるさと水と土農村環境創造事業による全
体計画に基づき種生地域活性化計画推進委
員会が行なう農村環境・景観の継承活動に
対する支援を行なった。

　活性化計画の施策の概要

平成22年度事業実績

伊賀市
事業主体


