
5(5)農林水産業の振興

(5) 農林水産業の振興 　78,307,021千円（平成11年度６月現計　 83,648,927 千円） 93.6 ％

項　　目

平　　　成　　　12　　　年　　　度　　　予　　　算 平成11年度６月

現計予算
金額 主　　　な　　　事　　　業　　　内　　　容

　農業の振興 千円 
7,733,522 

１　水田農業経営確立対策費　　　　　　　

(1) 推進費　　　　　　　　　　　　　　

(2) 特定水田有効利用推進事業費補助金（新規） 

　　　　対　象　　農業協同組合

(3) 米需給均衡化生産流通対策費補助金　 

(4) 農業経営育成生産システム確立事業費

２　あいち米学校給食供給支援事業費補助金（新規） 

　　　対　象　　愛知県米麦振興協会

３　農業経営構造対策事業費　　　　　　　

(1) 経営構造対策事業費補助金（新規）　 

　　　　対　象　　豊橋地区、岡崎地区、知多東部地区

(2) 農業構造改善事業費補助金 　

　　　　対　象　　５地区

(3) 農業構造改善地域振興事業費補助金　 

　　　　対　象　　４地区

(4) 指導事務費 　 

４　地域農業振興事業費補助金　　　 　

５　地域営農基幹施設強化整備事業費補助金

　　　対　象　　西知多農業協同組合

６　中山間地域等直接支払事業費（新規）

(1) 基金積立金

(2) 交付金

(3) 推進事業費 　 

７　山村振興等農林漁業特別対策事業費 　

　　　対　象　　４町村

８　山間地営農等振興事業費

９　果樹産地整備事業費

317,983 千円

268,250 千円

6,300 千円

　

12,767 千円

30,666 千円

20,000 千円

　

921,633 千円

298,108 千円

　

549,085 千円

　

51,010 千円

　　

23,430 千円

46,783 千円

33,600 千円

　

278,603 千円

105,672 千円

158,411 千円

14,520 千円

137,258 千円

　

96,440 千円

271,955 千円

千円 
7,847,344 

file:///C¦/Documents and Settings/oa/デスクトップ/新しいフォルダ/12/5/5.html (1/5)2007/12/16 15:56:28



5(5)農林水産業の振興

　　　対　象　　安城市
　　　　　　　　　田原町農業協同組合

10　花き産地整備事業費

　　　対　象　　海部農業共同組合

11　第７回アジア太平洋蘭会議・蘭展開催費

　　　開催時期　　平成13年３月

12　第10回ジャパンフラワーフェスティバル開催費

　　　開催時期　　平成12年11月

13　野菜生産出荷安定対策費補助金

　　　野菜生産出荷安定資金造成

　　　特定野菜等価格差補給

（農業改良資金特別会計）

14　農業改良資金貸付金

15　農業経営基盤強化資金利子補給補助金

　　　利子補給対象融資額　28億円

16 農業近代化資金利子補給補助金 

　　　利子補給対象融資額 70億円

　　　　うち特別利子補給　 25億円

17 農業経営改善促進資金貸付金

　　　融資目標 ４億円

18 農業経営安定資金貸付金

　　　融資目標 ４億円

19 農産物流通機能強化推進費 　 

20 花き卸売市場整備推進費負担金 　

21 農業大学校施設整備費 　

　　　実践教育施設

22 農業総合試験場費 　

23 種豚優良系統造成事業費（新規）　 

　　　デュロック種もと豚購入

　 

　

42,357 千円

　

51,500 千円

　

18,800 千円

　

111,400 千円

　

　

　

1,282,172 千円

39,797 千円

　

635,089 千円

　

　

50,000 千円

　

100,000 千円

　

30,178 千円

500 千円

312,041 千円

　

2,910,233 千円

25,200 千円
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畜産業の振興 664,697 １　肉用子牛価格安定対策事業費補助金　　 

２　肉豚生産安定対策事業費補助金　　　　 

３　農業公社牧場設置事業費補助金　　　　

　　　対　象　　渥美第二地区、知多中部地区

４　畜産環境整備特別対策事業費補助金　　

　　　対　象　　三河東部地区、三河西部地区、知多地
区 

５　畜産振興事業費補助金 　　 

６　鶏卵価格安定対策事業費補助金 　　 

　　　対　象　　67,000トン

７　家畜防疫互助基金造成支援事業費補助金（新規）

42,166 千円

72,648 千円

166,591 千円

　

292,359 千円

　

24,255 千円

46,900 千円

　

19,778 千円

　

923,043

農業基盤の整備 36,147,879 １　農地開発事業費　　　　　　　　　　　

　　　公共事業

２　土地改良事業費　　　　　　　　　

　(1) 公共事業　　　　　　　　　　　

　(2) 単県事業 　　　　　 

　(3) 受託事業 

504,000 千円

　

35,643,879 千円

24,173,816 千円 

3,195,020 千円

　8,275,043 千円

38,532,887

林業の振興 3,342,905 １　林業構造改善事業費 　　　　　 

　　　対　象　　三河材流通加工事業協同組合等　 

２　木とのふれあい施設整備事業費補助金　 

３　木材産業等高度化推進資金貸付事業費　

　　　融資目標 10億2,600万円

４　国産材生産流通促進資金貸付金　　　　 

　　　融資目標 ２億5,500万円

５　林業振興資金貸付金　　　　　　　　　 

６　林道事業費　　　　　　　　　　　　

　(1) 公共事業　　　　　　　　　　　　

　(2) 単県事業 　　　

７　造林事業費　　　　　　　　　　　　　

　(1) 公共事業　　　　　　　　　　　　 

357,533 千円

　

10,535 千円

391,286 千円

　

　85,000 千円

　

80,000 千円

2,030,272 千円

1,491,272 千円

539,000 千円

246,153 千円

238,033 千円

3,582,536
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　(2) 単県事業　　　　　　　　　　　　 

８　水土保全森林緊急間伐対策事業費　　　

　　　対　象 ９市町村

９ 森林保全緊急間伐対策事業費補助金 　 

　　　対　象　　８市町村

10 間伐実施事業費補助金　　　　　　 　

　　　対　象　　12町村

11 間伐材搬出利用促進事業費補助金　 　 

　　　対　象　　市町村

8,120 千円

109,652 千円

　

6,866 千円

　

10,488 千円

　　

15,120 千円

　

水産業の振興 6,108,608 １ 沿岸漁場整備開発事業費　　　　　　 

２　干潟・浅場造成事業費　　　　 　　　

３　貝類増殖場造成事業費　　　　 　　　 

４　沿岸漁業振興特別対策事業費補助金（新規）

５　漁業再編推進事業費補助金　　　　　　

　　　対　象　　愛知県漁業協同組合連合会

６　漁業近代化資金利子補給補助金　　 　 

　　　利子補給対象融資額 20億円
　　　うち特別利子補給　　１億円

７　漁業振興資金貸付金　　　　　　　 　

　　　融資目標 　４億円

８　水産試験場費　　　　　　　　　　 　

９　県営漁港整備事業費　　　　　　　　

　(1) 公共事業 　 

　(2) 単県事業

　　ア 一般事業費 　 

　　イ 緊急整備事業費 　 

　　ウ 空港関連事業費（新規）　　　　 

10 市町村営漁港整備事業費 　 

　(1) 公共事業 　 

　(2) 単県事業 　

410,720 千円

830,000 千円

59,442 千円

300,000 千円

116,242 千円

　　　

71,760 千円

　

100,000 千円

　

651,807 千円

3,141,844 千円

2,067,270 千円

1,074,574 千円

434,574 千円

400,000 千円

240,000 千円

426,793 千円

394,718 千円

32,075 千円

5,718,071
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