
５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート

（１）地域の農業へのサポート（１）地域の農業へのサポート（１）地域の農業へのサポート（１）地域の農業へのサポート区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 地域の食と農を活かしたぐるっとオーベルジュ推進事業 市町村による食と農を活かしたオーベルジュの基本・実施設計に対する助成　スキーム：県1/4　市町村3/4　助成対象：大淀町　県予算額：1,875千円 市町村 奈良県 農林部マーケティング課地域の魅力再発見食育推進事業 地域食文化の継承、農林漁業体験機会の提供などの食育活動に関する取組に対する助成　スキーム：国1/2　実施主体1/2　助成対象：奈良市、生駒市、曽爾村、民間団体等　県予算額：2,930千円 市町村、民間団体等 奈良県 農林部マーケティング課奈良の農・林・食賑わい創出事業 まちづくり連携協定の対象地域で市町村が実施するマルシェの開催に対する補助　スキーム：県1/2　市町村1/2　助成対象：御所市、五條市　県予算額：2,750千円 市町村 奈良県 農林部マーケティング課米政策改革推進対策事業 米政策改革推進対策に関する指導助言等に係る事務経費に対する助成  スキーム：県10/10  助成対象：37市町村（川上村、上北山村を除く）  県予算額：5,714千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課
環境保全型農業直接支払事業 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動経費に対する助成　スキーム：県3/4（国1/2、県1/4）　市町村1/4　助成対象：10市町村　県予算額：4,693千円環境保全型農業直接支払事業の履行確認等に要する事務経費に対する助成  スキーム：国10/10  助成対象：４市町村  県予算額：150千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課
観賞魚疾病対策事業 奈良県郡山金魚漁業協同組合が行う寄生虫の発生抑制対策の研究・開発に助成　スキーム：県1/3以内　助成対象：大和郡山市　県予算額：324千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課畜産競争力強化対策整備事業 畜産競争力強化に資する施設等の整備に対して、経費の一部を補助　スキーム：国1/2、事業主体1/2　助成対象：五條市、山添村  県予算額：136,800千円[29年度2月補正] 市町村 奈良県 農林部畜産課農業委員会等連絡調整事業 農地台帳の管理や遊休農地の所有者の利用意向調査、農業委員及び農地利用最適化推進委員の手当等に対する交付金及び補助金　スキーム：国10/10　助成対象：市町村　県予算額：248,867千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課
国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 国有農地等の管理、処分及び貸付料等徴収事務に要する経費に対する交付金  スキーム：国10/10  助成対象：奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、            五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、            三郷町、斑鳩町、川西町、田原本町、上牧町、            広陵町、河合町  県予算額：90千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課

38 地域の農林業へのサポート



区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 農業経営基盤強化資金利子助成事業 平成23年度までに貸付を行った農業経営基盤強化資金（認定農業者に対し、（株）日本政策金融公庫が長期設備資金を融資）の借入者への利子助成に対する助成  スキーム：県1/2　市町村1/2  助成対象：事業実施市町村  県予算額：758千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課
地籍調査事業 国土調査法に基づき一筆ごとの土地を調査・測量し、地籍図・地籍簿を作成する事業に対する助成  スキーム：県3/4（国1/2　県1/4）　市町村1/4  助成内容：地籍調査に伴う一筆地調査、測量等の事業費  助成対象：奈良市、天理市、五條市、生駒市、宇陀市、山添村、            平群町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、　　　　　　上牧町、下市町、十津川村、川上村、東吉野村　  県予算額：250,700千円[一部29年度2月補正] 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課
地域農業担い手確保支援事業 集落での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を定めた「人・農地プラン」の作成・見直し、集落営農の組織化や法人化等に対する支援　スキーム：人・農地プランの作成・見直し　国1/2　　助成対象：事業実施市町村　県予算額：8,450千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課経営体育成支援事業 人・農地プランが作成されている地区において、地域の中心経営体等が行う農業用施設の整備や農業用機械の導入等に対し補助　スキーム：融資残（事業費の30％以内）（国10/10）　県予算額：71,000千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課農地マネジメント推進事業 一定割合以上の農地の貸付けを行った地域や農地の貸付けに伴って離農又は経営転換する者等に対して協力金を交付　スキーム：国10/10  助成対象：事業実施市町村  県予算額：24,200千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課新規就農者確保事業 新規就農者に対し、就農直後（５年以内）の所得を確保する農業次世代人材投資資金を交付　スキーム：国10/10  助成対象：事業実施市町村  県予算額：249,250千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課担い手確保・経営強化支援事業 人・農地プランが作成され、かつ農地中間管理機構を活用している地区において、地域の中心経営体等が行う農業用施設の整備や農業用機械の導入等に対し補助　スキーム：融資残（事業費の50％以内）（国10/10）　県予算額：64,000千円[29年度2月補正] 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課新　特定農業振興ゾ－ン設定等推進事業 特定農業振興ゾ－ン設定の計画策定に対する補助金　スキーム：県1/2　市町村1/2  助成対象：事業実施市町村  県予算額：2,000千円 市町村 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課新　なら農業参入コスト等低減リース事業 新規就農者等にリースする目的で農業用施設・機械を導入する際に要する経費に対する補助金　スキーム：県1/3～1/2　実施主体1/2～2/3　助成対象：市町村、農協、市町村公社、リース会社　県予算額：15,000千円 市町村等 奈良県 農林部担い手・農地マネジメント課多面的機能支払事業 多面的機能支払事業を行う市町村に対する事務経費に対する助成  スキーム：国10/10  助成対象：事業実施市町村   県予算額：6,383千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課

39 地域の農林業へのサポート



区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 中山間地域等直接支払事業 農業の生産条件が不利な中山間地域で農業生産活動を行う農業者に対する支援  スキーム：通常基準　県3/4（国1/2　県1/4）　市町村1/4 　　 　　　特認基準　県2/3（国1/3　県1/3）　市町村1/3  助成内容：田21,000円/10a（急傾斜）　8,000円/10a 　　 　　　畑11,500円/10a（急傾斜）　3,500円/10a  助成対象：奈良市、天理市、桜井市、五條市、御所市、宇陀市、            山添村、曽爾村、御杖村、明日香村、吉野町、            大淀町、下市町、東吉野村  県予算額：242,866千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
中山間地域等直接支払事業 中山間地域等直接支払事業を実施する市町村に係る事務経費を助成　スキーム：国10/10　助成対象：奈良市、天理市、桜井市、五條市、御所市、宇陀市、            山添村、曽爾村、御杖村、明日香村、吉野町、            大淀町、下市町、東吉野村　県予算額：10,742千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
基幹水利施設管理事業 国営事業で造成された基幹水利施設の維持管理を行う市町村への助成  スキーム：県6/10（国3/10　県3/10）　市町村・地元4/10  助成対象：奈良市、天理市、五條市、宇陀市、山添村、下市町  県予算額：43,170千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
農業集落排水特別対策事業 農業集落排水事業実施による過年度下水道事業債等の償還について助成　スキーム：県1/10～1.5/10（10ヶ年分割交付） 国5/10（交付済）　　　　　　市町村3.5/10～4/10　助成対象：奈良市、天理市　県予算額：24,038千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
農地及び農業施設災害復旧事業 農地及び農業用施設災害復旧事業を行う市町村への助成　スキーム：基本補助率　農地　国5/10　市町村地元5/10　　　　　　施設　国6.5/10　市町村地元3.5/10　助成対象：全市町村　県予算額：292,010千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
県単独農業農村整備事業 国庫補助事業の対象とならない小規模な農業基盤整備事業を実施する市町村への助成　スキーム：県3/10　市町村7/10　　　　　　（京奈和・過疎関連は県5/10　市町村5/10）　助成対象：事業実施市町村　県予算額：6,900千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
基盤整備促進事業 農村漁村活性化計画や地域の農業振興計画などに基づいた農業基盤整備を実施する市町村への助成　スキーム：県5.5/10（国5/10　県0.5/10）　市町村4.5/10　　　　　　（6法指定地域は県6/10（国5.5/10 県0.5/10））  助成対象：大和郡山市、桜井市、葛城市、田原本町、            五條吉野土地改良区、　　　　　　大和高原南部土地改良区　県予算額：96,757千円[一部29年度2月補正] 市町村等 奈良県 農林部農村振興課農業水利施設アセットマネジメント事業（農業水利施設診断事業） 井堰等農業水利施設の機能診断、長寿命化計画の策定を支援　スキーム：県10/10（国10/10）　助成対象：市町村　県予算額：27,050千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課ため池等防災対策推進事業（ため池防災対策調査計画事業） ため池に係る点検調査、耐震調査及び対策を行う市町村への助成　スキーム：県10/10（国10/10）　助成対象：市町村　県予算額：162,720千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
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区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 多面的機能支払事業 農地や水路・農道等の農村資源の基礎的な保全管理、多面的機能の維持管理、農業生産資源や農村環境の質的向上、多面的機能の増進に寄与する活動を行う活動組織に対する支援  スキーム：県3/4（国1/2　県1/4）　市町村1/4  助成内容：基本単価　　　　　　　農地維持支払　田3,000円/10a　　　　　　　　　　　　　　畑（含樹園）2,000円/10a　　　　　　　資源向上支払　田2,400円・4,400円/10a                 　　　　　 畑（含樹園）1,440円・2,000円/10a  助成対象：事業実施市町村　県予算額：287,649千円 市町村 奈良県 農林部農村振興課
③県庁力によるサポート 農村資源を活用した地域づくり事業 県内の農村資源を活用した地域づくりを推進するため、研修会、情報交換会、地域づくり実践活動等を実施　県予算額：3,450千円 奈良県農村地域づくり協議会、市町村、地域団体、個人等 奈良県 農林部農村振興課農村資源を活用した地域づくり事業 植栽計画策定地域や農村景観づくりに取り組む地域において、地域住民等と連携し、農村景観の再生、保全整備、視点場環境整備など農村景観を活かした景観づくりを実施　県予算額：4,800千円 市町村、地域団体、個人等 奈良県 農林部農村振興課田んぼの貯留機能等活用促進事業 田んぼの有する多様な機能を評価し、農村の活性化を推進するため、現況調査や課題解決の方策検討及び研修会、田んぼを活用した地域活動を実施　県予算額：2,000千円 市町村、地域団体、個人等 奈良県 農林部農村振興課④国からの助成 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 耕作放棄地を再生・利用する取組やこれに付帯する施設等の整備・農地利用調整、営農開始後におけるフォローアップ等の地域の取組を総合的・包括的に支援　スキーム：定額及び1/2 県協議会等 農林水産省 農林部担い手・農地マネジメント課⑤公的団体からの助成 農の雇用事業 農業法人等が新規雇用者に対して実施する基礎的な技術・ノウハウを習得するための実践研修等の経費の一部を助成　助成割合：10/10 農業法人等 全国農業会議所 農林部担い手・農地マネジメント課⑥アドバイス・相談 中山間地域活力アップ事業 中山間地域等において、市町村の農村資源を活用した地域づくりの実現に向けた取り組み等に対する相談 － 奈良県 農林部農村振興課

41 地域の農林業へのサポート



５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート

（２）地域の林業へのサポート（２）地域の林業へのサポート（２）地域の林業へのサポート（２）地域の林業へのサポート区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 森林整備地域活動支援事業 市町村長との協定に基づき計画的に集約化施業等を行う森林所有者等に対し、国の制度と連携し、交付金を交付　スキーム：交付単価　8,000円/ha ～ 45,000円/ha            県3/4（国1/2　県1/4）　市町村1/4            市町村推進費　県1/2（国1/2）　市町村1/2　助成対象：奈良市外４市町村　県予算額：25,728千円 市町村 奈良県 農林部林業振興課
木材生産林育成整備事業 計画的に実施する森林整備に対する助成　スキーム：県68%（国51%  県17%）　市町村等32%　助成対象：市町村、森林組合等  県予算額：195,064千円[一部29年度2月補正] 市町村、森林組合等 奈良県 農林部林業振興課
県産材生産促進事業 搬出コストの不採算により伐り捨てられている未利用間伐材の出材に対する助成  助成内容：県2,000円/m3　市町村1,500円/m3以上  助成対象：奈良市、天理市、桜井市、五條市、宇陀市、            曽爾村、御杖村、明日香村、吉野町、大淀町、　　　　　　下市町、黒滝村、 天川村、野迫川村、十津川村、            下北山村、上北山村、川上村、東吉野村　  県予算額：40,620千円 市町村 奈良県 農林部林業振興課
林業労働者退職金共済制度推進事業 退職金共済制度の掛け金に対する助成  スキーム：県15/100  市町村15～35/100　事業者70～50/100  助成内容：10,000円～26,000円/月  対象加入者 163人  助成対象：五條市、宇陀市、曽爾村、吉野町、黒滝村、            天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、            上北山村、川上村、東吉野村  県予算額：7,165千円 市町村 奈良県 農林部林業振興課
新　市町村森林所有者情報活用推進事業 森林整備の支障となっている不明確な林地境界の解消や森林所有者の確定に向け、市町村における林地台帳の適正な管理・運営に必要な森林ＧＩＳの導入を支援　スキーム：県1/2（国1/2）　市町村1/2　助成対象：天理市外19市町村　県予算額：15,622千円 市町村 奈良県 農林部林業振興課奈良の木学習机開発・普及推進モデル事業 森林環境教育を積極的に推進する小・中学校所管市町村への、県産材を使用した学習机等の開発や導入に対する助成　スキーム：県1/2　市町村1/2　助成対象：事業実施市町村　県予算額：2,211千円 市町村 奈良県 農林部奈良の木ブランド課奈良県森林環境税ＰＲ事業 森林環境教育を積極的に推進する市町村への、県産材を使用した積み木の新生児への贈呈経費、木の玉プールの購入経費及び中学校の技術家庭科の教材購入経費に対する助成　スキーム：県1/2　市町村1/2　助成対象：事業実施市町村　県予算額：3,144千円 市町村 奈良県 農林部奈良の木ブランド課公共建築物木造・木質化推進事業 県産材を利用した公共建築物の木造・木質化に対する助成　スキーム：県3.75、15、50/100　　　　　　事業主体96.25、85、50/100　県予算額：12,474千円 市町村、法人等 奈良県 農林部奈良の木ブランド課木質バイオマス利用施設等整備事業（緑の産業再生プロジェクト事業） 木質バイオマス加工利用施設等の整備に対する助成　スキーム：県1/2　事業主体1/2　県予算額：82,206千円 市町村、林業事業体等 奈良県 農林部奈良の木ブランド課

42 地域の農林業へのサポート



区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 　木質バイオマス利用施設整備事業 木質バイオマス加工利用施設等の整備に対する助成　スキーム：県1/2(国1/2)　県予算額：14,247千円 市町村、林業事業体等 奈良県 農林部奈良の木ブランド課新　奈良の木を使用した家具等職人育成支援事業 付加価値の高い家具・木工品の生産性を高めるため、職人育成に向け、市町村が抱える課題の解決を図る取組に対する助成　スキーム：県1/2（国1/4　県1/4）　市町村1/2　県予算：6,000千円 市町村 奈良県 農林部奈良の木ブランド課林道整備事業（補助林道開設事業） 市町村等が実施する林道の開設事業に対する助成　スキーム：県6/10（国5/10　県1/10）　市町村4/10　助成対象：事業実施市町村・森林組合等　県予算額：70,996千円 市町村、森林組合等 奈良県 農林部森林整備課林道整備事業（林道環境保全事業） 市町村等が実施する林道の環境保全事業（既存の林道の不安定法面等の保全改良）に対する助成  スキーム：県57/100（国50/100　県7/100）　市町村43/100  助成対象：林道を管理する市町村・森林組合等  県予算額：47,310千円 市町村、森林組合等 奈良県 農林部森林整備課林道整備事業（林道改良事業） 市町村等が実施する林道の改良事業（既存の林道の路側施設や路盤等の局所改良及び橋梁の点検診断・補修工事）に対する助成  スキーム：県57/100（国50/100　県7/100）　市町村43/100  助成対象：林道を管理する市町村・森林組合等  県予算額：90,537千円 市町村、森林組合等 奈良県 農林部森林整備課林道整備事業（林道舗装事業） 市町村等が実施する林道の舗装事業（既存の林道の舗装）に対する助成  スキーム：県57/100（国50/100　県7/100）　市町村43/100  助成対象：林道を管理する市町村・森林組合等  県予算額：5,700千円 市町村、森林組合等 奈良県 農林部森林整備課
県単独林道事業 市町村等が実施する林道整備等のうち国庫補助対象外の事業に対する助成  スキーム：県1/2　市町村等1/2  助成対象：林道を管理する市町村・森林組合等  県予算額：54,500千円 市町村、森林組合等 奈良県 農林部森林整備課県単独治山事業（市町村治山事業） 市町村が実施する災害に伴う林地の小規模崩壊の復旧等に対する助成  スキーム：県1/2　市町村1/2  助成対象：市町村  県予算額：32,000千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課林道災害復旧事業（補助） 市町村・森林組合管理林道の災害復旧事業に対する助成  スキーム：県5/10～6.5/10（国5/10～6.5/10）　　　　　　市町村等3.5/10～5/10（基本補助率）  助成対象：林道を管理する市町村・森林組合  県予算額：189,657千円 市町村、森林組合 奈良県 農林部森林整備課里山づくり推進事業（地域で育む里山づくり事業） ＮＰＯやボランティア団体等の協力を得ながら、放置され荒廃した里山林の景観や機能を回復する事業に対する助成  スキーム：県10/10  助成内容：森林整備費用308,600円/ha　 　　　　 竹林整備費用321,400円/ha等  助成対象：市町村　県予算額：4,123千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課森林病害虫等防除事業（予防事業・駆除事業） 松くい虫被害から森林を保護するための樹幹注入、伐倒駆除事業に対する助成　スキーム：県1/2　市町村1/2  助成対象：市町村  県予算額：2,577千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課43 地域の農林業へのサポート



区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当②地域づくり団体に対する直接助成 奈良県木材生産推進事業（奈良型作業道重点開設事業） 第１種木材生産林のエリアでの作業道開設に対する助成　スキーム：県81～88%（国51%  県30%～37%）　　　 　　 事業主体12～19%  助成対象：林業事業体、森林組合、林業経営体等　県予算額：183,820千円 林業事業体等 奈良県 農林部林業振興課奈良県木材生産推進事業（木材生産強化事業） 第１種木材生産林のエリアでの利用間伐に対する助成　スキーム：県68%（国51%  県17%）事業主体32%　助成対象：林業事業体、森林組合、林業経営体等　県予算額：98,928千円 林業事業体等 奈良県 農林部林業振興課奈良県木材生産推進事業（林業機械レンタル事業） 第１種木材生産林のエリアでの木材生産を実施する際に使用する林業機械のレンタルに対する助成　スキーム：県1/2　事業主体1/2　助成対象：林業事業体、森林組合、林業経営体等　県予算額：9,000千円 林業事業体等 奈良県 農林部林業振興課奈良県木材生産推進事業（林業機械導入支援事業） 第１種木材生産林のエリアでの木材生産を実施する際に使用する林業機械の導入に対する助成　スキーム：県45%（国45%） 事業主体55%　助成対象：林業事業体、森林組合、林業経営体等　県予算額：10,000千円 林業事業体等 奈良県 農林部林業振興課奈良県木材生産推進事業（架線集材施設設置支援事業） 第１種木材生産林のエリアでの木材生産を実施する際に設置する架線集材施設に対する助成　スキーム：県1/2  事業主体1/2　助成対象：林業事業体、森林組合、林業経営体等　県予算額：2,000千円 林業事業体等 奈良県 農林部林業振興課
森林環境教育推進事業（体験学習実施事業） 指導者養成セミナーの基本的な指導者養成研修を修了した者が実施する森林体験学習に対して費用の一部を助成　スキーム：県1/2　事業主体1/2　助成内容：必要経費の1/2以内（上限50千円）　助成対象：基本的な指導者養成研修を修了した団体の指導者、            ボランティアリーダー等　県予算額：150千円

基本的な指導者養成研修を修了した団体の指導者、ボランティアリーダー等 奈良県 農林部森林整備課③県庁力によるサポート 森林環境教育推進事業（指導者養成セミナー） 団体の指導者等を対象とした森林環境教育の指導者養成  スキーム：県10/10  支援内容：基本的な指導者養成ほか各種研修会の開催  支援対象：団体の指導者、ボランティアリーダー等  県予算額：888千円 地域団体、個人 奈良県 農林部森林整備課森林環境教育推進事業（人材・フィールド支援事業） 森林体験学習の指導者、活動できるフィールドの登録、道具資材の配置を行い、紹介・斡旋を実施　スキーム：県10/10　支援内容：森林体験学習を実施する団体、個人に対して指            導者等の紹介・斡旋及び道具の貸出を実施　支援対象：森林体験学習を実施する団体、個人　県予算額：300千円 地域団体、個人 奈良県 農林部森林整備課森林環境教育推進事業（副読本等配布事業） 森林林業への理解を深めるため、副読本等を配布  スキーム：県10/10  支援内容：県内小学５年生を対象に、学校を通じて配布  支援対象：（市町村教育委員会）県内小学５年生  県予算額：2,100千円 地域団体、個人 奈良県 農林部森林整備課施業放置林解消活動推進事業 施業放置林解消活動のマネージャーの設置を市町村に委託　スキーム：県10/10　委託対象：市町村　県予算額：9,694千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課44 地域の農林業へのサポート



区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当③県庁力によるサポート 施業放置林整備事業 環境保全を図ることを目的とした施業放置林の整備を市町村に委託　スキーム：県10/10　委託対象：市町村　県予算額：278,772千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課リース林業教育センター短期講習派遣事業 リ－ス林業教育センタ－との友好提携を活用し、県、市町村職員等の技能習得を図るため、フォレスタ－業務についての講座をスイスにおいて実施　スキーム：県1/3（旅費、宿泊費の3分の1を県が負担）　県予算額：11,893千円 市町村等 奈良県 農林部新たな森林管理体制準備室④国からの助成 美しい森林づくり基盤整備交付金 地域の自主性、裁量性を活かした森林整備に対して支援　スキーム：1/2 市町村等 農林水産省 農林部林業振興課山村活性化支援交付金 地域資源等の発掘・活用を通じた地域経済の活性化を支援　スキーム：定額（１地区当たり上限1,000万円） 市町村等 農林水産省 農林部奈良の木ブランド課林業成長産業化地域創出モデル事業 地域の森林資源の利活用により、多くの雇用や経済価値を生み出す地域を「林業成長産業化地域」として指定し、ソフト面での対策を支援　スキーム：定額 市町村等 林野庁 農林部奈良の木ブランド課森林・山村多面的機能発揮対策交付金 森林所有者や地域住民等が協力して森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取組に対して支援  スキーム：タイプ毎に、12万円/ha、28.5万円/ha、0.8千円/m、            3.8万円/回、購入額の1/2又は1/3以内 地域協議会活動団体 林野庁 農林部森林整備課⑥アドバイス・相談 林業普及指導事業 林業経営に必要な技術の普及指導及び森林の施業の指導 － 奈良県 農林部農林振興事務所林業普及指導事業 専門的な森林施業、生産技術、知識の提供 － 奈良県 農林部森林技術センター施業提案体制整備事業 市町村有林における木材生産量の拡大に向けた取り組みに対する相談・指導 － 奈良県 農林部森林技術センター新たな森林環境管理体制導入推進事業 新たな森林環境管理体制構築に向けての調整、支援 － 奈良県 農林部新たな森林管理体制準備室

45 地域の農林業へのサポート



５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート５．地域の農林業へのサポート

（３）鳥獣害対策等へのサポート（３）鳥獣害対策等へのサポート（３）鳥獣害対策等へのサポート（３）鳥獣害対策等へのサポート区分 名称 目的・内容 助成対象 実施主体 県窓口担当①県から市町村に対する直接助成 カワウ食害防止対策事業 カワウによるあゆ等水産資源への被害を軽減するため、市町村が行うカワウ駆除事業に助成　スキーム：県1/2以内　助成対象：全市町村　県予算額：436千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課鳥獣被害防除事業（有害獣捕獲施設設置事業） 銃猟規制区域でのイノシシ等による農林産物被害対策に対する助成　スキーム：県1/2　市町村1/2  助成内容：捕獲柵等の設置  助成対象：市町村　県予算額：250千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課鳥獣被害防除事業（有害鳥獣駆除事業） シカ、イノシシ、カラス等からの農林作物被害対策に対する助成  スキーム：県1/3　市町村1/3　事業者1/3  助成内容：銃による駆除に要する経費  助成対象：市町村  県予算額：4,500千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課森林生態系保全事業（森林植生保全事業） ニホンジカ第二種特定鳥獣保護管理計画で目標としている県内適正生息数の達成に向けたメスジカの有害捕獲に対する助成　スキーム：県10/10　助成内容：8,000円/頭（通年特別捕獲強化期間　４月～６月）　　　　　　5,000円/頭（通常期間　７月～３月）　助成対象：市町村　　県予算額：24,500千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課鳥獣被害防除事業（有害鳥類捕獲事業） 使用可能エリアが広い空気銃による有害鳥類駆除に対する助成  スキーム：県1/2　市町村1/2  助成内容：空気銃による駆除に要する経費  助成対象：市町村  県予算額：250千円 市町村 奈良県 農林部農業水産振興課里山づくり推進事業（獣害につよい里山づくり事業） 有害獣の餌場・隠れ家・子育て場となっている里山林を効率的に整備し、鳥獣被害の低減と里山の環境整備を図る事業に対する助成  スキーム：県10/10  助成内容：森林整備・維持管理　助成対象：市町村　県予算額：14,826千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課森林生態系保全事業（緊急森林被害対策事業） ナラ枯れ被害等森林被害の突発的な防除処置に対する助成  スキーム：県1/2　市町村1/2  助成内容：伐倒駆除・くん蒸処理等に要する経費  助成対象：市町村  県予算額：36,757千円 市町村 奈良県 農林部森林整備課②地域づくり団体に対する直接助成 鳥獣被害防止対策事業（鳥獣被害防止活動支援・鳥獣被害防止整備事業） 有害鳥獣被害防止の取り組みに対して助成  スキーム：ソフト事業　原則      県1/2（国1/2）　 　　　　 ハード事業　自力施工　県10/10（国10/10）　　　　　　　      　　請負施工　県1/2（国1/2）  助成対象：市町村地域協議会等  県予算額：367,130千円 市町村地域協議会等 奈良県 農林部農業水産振興課
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