
基本方針５：利益性の高い産業構造の確立
５・１・１ 三重TLOの活用

千円 千円 千円
フォーラム開催費 51 フォーラム開催費 150 フォーラム開催費 252
三重ＴＬＯ特別会広域担い手センター活動へ 300 三重ＴＬＯ特別会員負担金 300 三重ＴＬＯ特別会員負担金 300
産学官連携施設管理運営補助金 24,495 産学官連携施設管理運営補助金 20,746 産学官連携施設管理運営補助金 17,205

計 24,846 計 21,196 計 17,757
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

５・３・１・１ 地域農林業全体の連携体制の確立

千円 千円 千円
広域担い手センター助成 567 広域担い手センター助成 567 広域担い手センター助成 567

計 567 計 567 計 567
　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

伊賀市域農業振興協議会負担金 252 伊賀市域農業振興協議会負担金 252 伊賀市域農業振興協議会負担金 176

青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 165 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 165 青蓮寺開発地域営農対策協議会負担金 115

青空ネット伊賀活動助成 84 青空ネット伊賀活動助成 84 青空ネット伊賀活動助成 76
認定農業者協議会助成 240 認定農業者協議会助成 240 認定農業者協議会助成 168

計 741 計 741 計 535
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

５・３・１・２ 集落営農等の推進

千円 千円 千円
直接支払交付金 92,511 直接支払交付金 101,897 直接支払交付金 106,439

計 92,511 計 101,897 計 106,439
　　　　　　　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
いがまち担い手センター補助金 878 いがまち担い手センター補助金 878 いがまち担い手センター補助金 600

計 878 計 878 計 600
　　　　　　　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
農事生産組合助成金 55 農林業公社負担金 4,000 農林業公社負担金 4,000
農林業公社負担金 4,000 農林業公社運営助成金 3,000 農林業公社運営助成金 3,000
農林業公社運営助成金 3,000

計 7,055 計 7,000 計 7,000
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

5.1.2.
三重大学のシーズの
活用

集落営農等の推進

事業全体の内容

活性化計画の施策の概要

集落営農等の推進

集落営農等の推進

平成23年度事業計画

農地の利用調整を主な業務とする農林業公社及び集
落営農を推進する。

担当課
農林振興課

振興係

伊賀市認定農業者協議会等を中心に地域農業の発展
に資する。農業経営安定と生産性向上のための営農対
策ＪＡ等関係機関と連携して推進する。

平成23年度事業計画

認定対象集落の自立的かつ継続的な農業生産活動体
制の整備を図り、農地全活動に対して支援する。

平成２３年度事業計画

無人ヘリコプターによる農薬散布、大豆栽培研修、視察
研修、作業受託の拡大等を行い、高効率な農業環境の
育成を行う。

担当課

無人ヘリコプターによる農薬散布、大豆栽培研修、視
察研修、作業受託の拡大等を行い、高効率な農業環
境の育成を行う。

活性化計画の施策の概要

平成２２年度事業計画

5.3.1.2

集落営農組織の育成強化
農地の集積化
営農組織の法人化の推進

農地の利用調整を主な業務とする農林業公社及び集
落営農を推進する。

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果

１事業名 農作業受託事業組織育成事業 担当課

農作業受委託の推進により、高齢
化や後継者不足による農地の荒
廃を防止し、健全な農地環境を保
つ

事業全体の内容

活性化計画の施策の概要

平成23年度事業計画

三重大学伊賀拠点の設置に向け三重TLOと協同し、企
業ニーズの把握と三重大学研究シーズとのマッチング
を促進します。

地域企業と三重大学との連携事業推進と新産業育成、
起業家育成のため、「ゆめテクノ伊賀」を中心に一層の
連携を図る。

事業主体
企業支援係 伊賀市

三重大学伊賀拠点の設置に向け三重TLOと協同し、
企業ニーズの把握と三重大学研究シーズとのマッチ
ングを促進します。

担当課
商工労働観光課

地域企業と三重大学との連携事業推進と新産業育
成、起業家育成のため、「ゆめテクノ伊賀」を中心に一
層の連携を図る。

メディカルフォーラムを開催（3/28）しました。
産学官連携セミナーを２回開催（7/16　・　1/28）し
ました。

地域企業と三重大学との連携事業推進と新産業
育成、起業家育成のため、「ゆめテクノ伊賀」を中
心に一層の連携を図りました。

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画 平成22年度事業実績
医療、健康、福祉関連産業の集積
をめざす三重県のメディカルバ
レー構想の一環として薬事産業集
積地である本市において、産学官
のネットワークの促進を図る

平成22年度の取組結果

5.1.1

活性化計画の施策の概要

三重ＴＬＯの活用

１事業名 企業立地促進

伊賀市

平成22年度事業実績

平成２２年度事業実績

伊賀市域農業振興協議会

伊賀市

広域担い手センター活動として集落営農実施に向
け、営農指導、無人ヘリオペレータの養成等を行っ
た。

広域担い手センター活動への支援を行い、特に作
業の省略化を図る一環として無人ヘリによる防除
作業を推進した。

平成22年度の取組結果

事業主体

平成22年度事業実績

担当課
農林振興課

計画係
事業主体

１事業名 農地流動化地域総合対策事業

２
事
業
内
容

事業全体の内容
・広域的担い手農家の育成及び組
織化
・農地保有合理化事業の推進
・県農林水産支援センターとの連
携

5.3.1.1
地域農林業全体の連
携体制の確立

6.1.5.3
農業の担い手育成対
策の推進

活性化計画の施策の概要

5.3.1.2

平成２２年度の取組結果

振興係 伊賀市
事業主体

伊賀市認定農業者協議会等を中心に地域農業の発
展に資する。農業経営安定と生産性向上のための営
農対策ＪＡ等関係機関と連携して推進する。

伊賀市認定農業者協議会等の活動を中心とし農
業経営安定と生産性向上のための営農対策をＪＡ
等関係機関と連携して推進した。

農林振興課
担当課

２
事
業
内
容 活性化計画の施策の概要

事業全体の内容

平成22年度事業計画

広域担い手センター活動への支援を行う

広域担い手センター活動への支援を行い、担い手の
育成を推進する

平成２２年度事業計画

平成22年度事業計画

中山間直接支払交付金事業

5.3.1.2

定対象集落の自立的かつ継続的な農業生産活動体
制の整備を図り、農地全活動に対して支援する。Ｈ２
２年度より本庁一括。

大山田支所振興課

担当課
農林振興課

振興係
事業全体の内容

１事業名 農業振興事務経費

集落協定に基づき５年以上継続し
て行われる農業生産活動等に対
し、地目別・傾斜区分別の交付金
を交付
(交付期間はＨ１７～Ｈ２１年度)
上野地区：８地区

１事業名

各種協議会への負担金拠出及び
補助金執行により、情報の収集と
連絡調整で農林施策を推進し、組
織育成を図る。

5.3.1.1
地域農林業全体の連
携体制の確立

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

伊賀支所振興課

農地の利用調整し、集落営農を推進できた。

農林業公社及び生産組合支援事業

作業受委託、土壌改良剤等の散布の推進、ラジコ
ンヘリコプターによる共同散布実施等により効率
的な農用地利用と農家の健全経営を図ることがで
きた。

平成22年度事業計画

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

認定対象集落の自立的かつ継続的な農業生産活
動体制の整備を図り、農地全活動に対して支援し
た。

平成22年度の取組結果

事業主体

事業主体
伊賀市、農林業公社他

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
広域担い手センター活動への支援を行う

広域担い手センター活動への支援を行い、担い手の育
成を推進する



千円 千円 千円
2,307 2,010 2,481

計 2,307 計 2,010 2,481
　　　　　　平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
7,000 9,570 5,000

計 7,000 計 9,570 計 5,000
　　　　　　　平成２２年度の取組施策 　　　　　　平成２３年度の取組施策

５・３・２・１ 鳥獣害防止、駆除の推進

千円 千円 千円
獣害防止施設設置設置事業助成金 1,044 獣害防止施設設置設置事業助成金 972 獣害防止施設設置設置事業助成金 2,688
伊賀市獣害対策協議会運営負担金 500 伊賀市獣害対策協議会運営負担金 500 伊賀市獣害対策協議会運営負担金 500
事業負担金 49,709 事業負担金 65,694 事業負担金 22,050
事業負担金（繰越分） 51,173 事業負担金（繰越分） 51,173 備品購入費 300
備品購入費 300 備品購入費 300

計 102,726 計 118,639 計 25,538
　　　　　　　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
報償費 930 報償費 930 報償費 930

有害鳥獣駆除奨励委託料 6,750 有害鳥獣駆除奨励委託料 7,480 有害鳥獣駆除奨励委託料 6,750
猟友会補助金 200 猟友会補助金 200 猟友会補助金 200

備品購入費 23

計 7,880 計 8,633 計 7,880
　　　　　　　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
施設設置補助金 253 施設設置補助金 162 鳥獣害対策室へ

計 253 計 162 計 0
　　　　　　　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
施設設置補助金 470 施設設置補助金 149 鳥獣害対策室へ

計 470 計 149 計 0
　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

鳥獣害防止事業
有害鳥獣駆除事業

活性化計画の施策の概要

担当課
鳥獣害対策室

狩猟免許の取得方法、必要性等を周知する。
アライグマ防除実施計画に基づく捕獲従事者への登録
を周知する。
特定外来生物法に基づくヌートリア防除実施計画を策
定し、狩猟免許を持たない人でも捕獲従事者となれるよ
う制度を整備する。

担当課
鳥獣害対策室

協同（２名以上）で獣害防止施設を講じるものに対し、
資材購入費の２０％以内（上限３０万円、下限１万円）を
助成する。（各支所に配分されていたものを一元化す
る）。
集落ぐるみでサルの追い払い活動を行っている地区に
電波受信機の貸し出しを行う。
「伊賀市鳥獣害対策協議会」を事業主体とし、国の「鳥
獣ｊ被害防止総合支援事業」によるソフト事業・ハード整
備事業を行う。

農業経営基盤強化資金、農業経営近代
化資金に対する利子補給

平成23年度事業計画

平成２２年度事業計画

２
事
業
内
容

事業全体の内容

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

活性化計画の施策の概要

・獣害防止施設設置に対する補助
・猿捕獲に対する報償費

区単位または共同による電気柵設置等に対する助成
を行うことにより、耕作意欲の低下を防止する。

１事業名 担当課
伊賀支所振興課

農林振興課

農業集団近代化施設設備事業推進助成
金

担当課

認定農業者の制度資金活用に対する利子補給を実
施し農業経営規模拡大と経営安定の支援を実施する

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成２２年度の取組結果

事業主体
伊賀市

農業経営基盤強化資金、農業経営近
代化資金に対する利子補給

事業主体
伊賀市

活性化計画の施策の概要

農業経営基盤強化資金等利子助成

２
事
業
内
容

集落営農等の推進

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

平成22年度事業実績

平成22年度事業実績

電気柵等を設置することにより、有害獣の被害を
低下させることができた。

事業主体
伊賀市

平成22年度の取組結果

営農組織の規模拡大と生産コストの低減、効率化への
取組を支援し、地域農業の維持・発展の中心となるべき
農業経営体の育成確保を目指す。

農業集団近代化施設設備事業推進助成
金

認定農業者の制度資金活用に対する利子補給を実施
し農業経営規模拡大と経営安定の支援を実施する

平成２３年度事業計画

事業主体
獣害防止事業者

農業集団近代化施設設備事業推進助
成金

伊賀市

平成22年度の取組結果
３件の申請があり、有害獣による被害を未然に防
止した。

平成22年度事業実績

有害獣の捕獲に対し、伊賀市猟友会に委託した。
狩猟知識の普及及び道徳の向上を通じて、狩猟
の適正化を図った。

担当課

協同（２名以上）で獣害防止施設を
講じるものに対し、資材購入費の２
０％以内（上限３０万円、下限１万
円）を助成する。

鳥獣害防止事業

２
事
業
内
容

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

獣害防止施設の設置・維持管理に関する経費のうち
２０％を補助し、有害獣による被害を未然に防止し、
農業経営の安定化を図る。

大山田支所振興課

平成22年度事業計画

有害獣の捕獲に対し、伊賀市猟友会に委託する。狩
猟知識の普及及び道徳の向上を通じて、狩猟の適正
化を図る。

２
事
業
内
容

１事業名 鳥獣害防止事業 担当課

１事業名

平成22年度事業計画

１事業名 生産調整推進対策事業

事業主体

平成２２年度事業実績平成２２年度事業計画

「伊賀市鳥獣害対策協議会」を設立し、国の「鳥獣害
防止支援事業」によるハード整備事業を行なう。

協同（２名以上）で獣害防止施設を講じるものに対
し、資材購入費の２０％以内（上限３０万円、下限１
万円）を助成した。
集落ぐるみでサルの追い払い活動を行っている地
区に電波受信機の貸し出しを行った。
「伊賀市鳥獣害対策協議会」を事業主体とし、国の
「鳥獣ｊ被害防止総合支援事業」によるソフト事業・
ハード整備事業を行なった。

各営農組織が購入した農機具に対して助成を行
い、規模拡大と生産コストの低減、効率化への取
組みを支援することにより、地域農業の発展に寄
与した。

平成22年度の取組結果

１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画

5.3.2.2 抜本的対策の促進

狩猟免許の取得方法、必要性等を周知する。
猿用電波発信機を利用して、地域が一体となっての
獣害対策への取組をサポートする。

・猿駆除報償
・有害鳥獣捕獲等の委託
・伊賀市猟友会の活動助成
・推進事業（伊賀市）

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

１事業名 有害鳥獣駆除事業 担当課
事業主体

伊賀市、猟友会

狩猟免許の取得方法、必要性等を周知した。
特定外来生物法に基づくアライグマ防除実施計画
を策定し、狩猟免許を持たない人でも捕獲従事者
となれるよう制度を整備した。

事業全体の内容

２
事
業
内
容

事業全体の内容

鳥獣対策室

営農組合に対する高性能農業用
機械機具の導入支援

事業全体の内容

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

集落営農等の推進5.3.1.2

振興係

平成22年度事業計画

営農組織の規模拡大と生産コストの低減、効率化へ
の取組を支援し、地域農業の維持・発展の中心となる
べき農業経営体の育成確保を目指す。

鳥獣対策室

農林振興課
計画係

担当課

5.3.1.2

協同（２名以上）で獣害防止施設を
講じるものに対し、資材購入費の２
０％以内（上限３０万円、下限１万
円）を助成する。
サル用電波発信機装着を実施す
る。

　　　　　　　平成22年度の取組施策 平成22年度の取組結果
認定農業者の制度資金活用に対する利子補給を
実施し農業経営規模拡大と経営安定の支援を実
施した。

・認定農業者に対する制度資金の
利子補給

農業経営基盤強化資金、農業経営近代
化資金に対する利子補給

事業全体の内容 平成23年度事業計画

平成22年度事業実績

担当課

有害獣の捕獲に対し、伊賀市猟友会に委託する。
狩猟知識の普及及び道徳の向上を通じて、狩猟の適正
化を図る。

平成23年度事業計画

鳥獣害対策室



千円 千円 千円

賠償責任保険料 4 賠償責任保険料 3 鳥獣害対策室へ
野猿捕獲檻管理業務 457 野猿捕獲檻管理業務 457
野猿捕獲檻土地賃借料 23 野猿捕獲檻土地賃借料 23
資材費 100 資材費 54

計 584 計 537 計
　　　　　　　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
施設設置補助金 83 施設設置補助金 134100 鳥獣害対策室へ

駆除奨励委託料 252 駆除奨励委託料 252000

計 335 計 386,100 計
　　　　　　　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

施設設置補助金 293 施設設置補助金 910 鳥獣害対策室へ

計 293 計 910 計
　　　　　　　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
施設設置補助金 574 施設設置補助金 481 鳥獣害対策室へ

計 574 計 481 計
　　　　　　　平成22年度の取組施策

・協同（２名以上）で獣害防止
施設を講じるものに対し、資材
購入費の２０％以内（上限３０
万円、下限１万円）を助成す
る。
・猿害防止のため猿駆除した者
に報償を支払う

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

活性化計画の施策の概要

地域住民や猟友会等関係団体と
連携し、有害鳥獣の駆除を行う。
野生動物の生態にあわせた対策
について検討を行う

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

担当課
鳥獣害対策室

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

平成23年度事業計画

担当課

伊賀市

猿１６匹、鹿１匹、アライグマ１匹を駆除し、農作物
等の被害軽減が図れた。

事業主体

鳥獣害対策室

平成23年度事業計画

担当課
鳥獣害対策室

鳥獣害対策室
担当課

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画 平成22年度事業実績

・協同（２名以上）で獣害防止施設
を講じるものに対し、資材購入費
の２０％以内（上限３０万円、下限１
万円）を助成する。
・有害鳥獣捕獲等の委託

平成22年度の取組結果

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

共同による獣害防止施設の設置への助成
有害鳥獣捕獲檻活用の促進

獣害防止施設の設置及び捕獲檻による獣害の減
少

農作物等に被害を与える有害鳥獣を駆除し、農作物
等の被害軽減を図る。

１事業名
鳥獣害防止事業
有害鳥獣駆除事業

担当課
島ヶ原支所振興課

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画 平成22年度事業実績

１事業名 鳥獣害防止事業 担当課
大山田支所振興課

１事業名
鳥獣害防止事業
有害鳥獣駆除事業

担当課
阿山支所振興課

平成22年度の取組結果

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

共同対策を実施する農業者に補助を実施することと、
野生猿の駆除を実施する。

共同対策を実施する農業者に補助を実施し、電気
柵等の設置を行い、獣害からの被害を防止するこ
とができた。

平成22年度事業実績

・協同（２名以上）で獣害防止施設
を講じるものに対し、資材購入費
の２０％以内（上限３０万円、下限１
万円）を助成する。
・野生猿の駆除報償

事業主体青山支所振興課

平成22年度事業実績

１事業名
鳥獣害防止事業
有害鳥獣駆除事業

担当課

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画

5.3.2.1
鳥獣害防止、駆除の
推進

農作物への鳥獣害防止施設設置者（2名以上の共
同）に対し、施設購入費の一部を助成する。ま
た、猿害を軽減するため駆除した者に報償を支払
う。

電気柵　6件、トタン　1件、防護網　1件、そ
の他網　2件、計１０件・総受益面積１０．７
ｈa

平成22年度の取組結果

事業主体
伊賀市

平成22年度の取組結果

事業主体

伊賀市

伊賀市


