農林委員会関係
[ 岐阜県市長会 ]
1. 有害鳥獣防止対策の推進
・ 有害鳥獣の捕獲頭数が増加しており、捕獲後の処理施設整備事業費に国による現行補
助制度に加え、県による財政支援と広域連携による有害鳥獣防止対策制度を創設
2. 岐阜県水源地域保全条例に基づく水源地域の指定
・ 岐阜県水源地域保全条例に規定する水源地域の保全に関する基本方針を改正、早急に
河川水及び地下水の取水地点に係る森林以外の地域についても水源地域として指定
3. 食肉基幹市場の建設促進に対する支援
・ 食肉基幹市場の早期建設実現のため、県が強いリーダーシップを発揮し、指導・調整
に努め、早期に実現
4. 森林の育成に係る制度継続
・ 平成24年度に導入された、清流の国ぎふ森林・環境税を活用した森林等自然環境の保
全・再生のための取組みは、平成28年度に終了するが、自然環境の保全・再生のため
に継続かつ安定した支援を実施
[ 岐阜県町村会 ]
5. 農地転用規制の緩和
・ 平成28年4月から、農地転用の許可権限が一部国から都道府県及び指定市町村へ移譲
されたが、農地の土地利用に関する規制緩和は進展していないのが現状であり、地域
の発展と雇用の創出のために政策的に実施する企業誘致のための農振除外や農地転用
については、関係法律の規制を緩和するよう、国に対して強く働き掛け
6. 食肉基幹市場建設の促進
① 県が強いリーダーシップを発揮し、指導・調整に努め、早期に実現
② 生産者及び住民等の理解、合意が不可欠であるため、既存施設の経営状況等、建設の
必要性が納得できる情報を速やかに提示するよう既存施設開設者に対し指導・助言
③ 町村に過度の負担とならないよう、財源について配慮すると共に、負担割合について
は、地域の状況を勘案するよう協議会に対し指導・助言
7. 農業・農村対策の推進
（1） 県営農村振興総合整備事業及び県営中山間地域総合整備事業の促進
・ 高齢化の進む中、農業の振興を図っていくためには、必要な制度であるため、事業の
新規採択、促進および補助率を堅持と国に対する強い働き掛け
（2） 農業・農村に対する多面的機能支払交付金の促進
・ 多面的機能が今後とも適切に発揮され、担い手の育成等構造改革を後押ししていくた
めにも、制度の促進及び補助率を堅持と共に、国に対しても強く働き掛け
（3） 青年就農給付金制度等の指定要件の緩和
・ 青年就農給付金（経営開始型）については、就農する青年と地域の関係によりプラン
が作成できないことも考えられるため、意欲ある就農青年を支援するためにも事業内
容との整合性を図ると共に、国に対しても強く働き掛け
（4） 農地中間管理事業の財源の確保
・ 予算配分額の不足から農業者に対し、国が定める交付額を満額交付できない状況と
なっていることから、事業の円滑な推進のため、機構集積協力金の予算額を確保と共
に、国に対しても強く働き掛け
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（5） 耕作放棄地対策事業の推進
・ 現在の農地中間管理機構の奨励制度は貸手への保護制度であり、急峻な地域の農地、
法面を守り抜く借手への奨励制度を拡充と共に、国に対しても強く働き掛け
（6） 集落営農事業の推進
・ 町村単独で支援している集落営農事業についても、国、県及び町村が一丸となって集
落営農事業を推進できるよう制度を拡充と共に、国に対しても強く働き掛け
（7） 茶販売に対する支援
・ 茶生産は中山間地域の基幹産業であるが、生活様式の変化等により平均単価が年々価
格が下落していることから、茶を岐阜県の特産品の一つとして位置づけ、販路の拡大
を支援
8. 野生鳥獣被害防止対策の推進
① 鳥獣被害防止総合支援事業の継続及び必要な予算額を確保と、この支援事業により整
備を行った鳥獣被害防止施設が、自然災害や鳥獣被害により破損した場合の修繕用資
材費等も補助金の対象に制定、国に対しても強く働き掛け
② 県において専門チーム等を編成、パトロール及び捕獲といった対策を実施
9. 森林整備の推進
（1） 林業産業化を推進するための森林整備の補助事業の拡充
① 林業・木材産業の成長産業化を実現するため、次世代林業基盤づくり交付金を拡充す
ると共に、国に対しても強く働き掛け
② 公共建築物への国産材の利用を促進するため、現在の木材利用の補助制度では補助の
対象となっていない自治体の庁舎の新改築についても木材利用の補助制度が活用でき
るよう制度を拡大と共に、国に対しても強く働き掛け
（2） 林道整備事業の推進
・ これまで支線林道は、市町村が中心となって整備してきたが、市町村や森林所有者の
費用負担が困難となっていることから市町村の開設路線数は10年間で半数以下に減少
しており、現在の代行制度要件となっている利用区域面積（200ha以上）等の緩和に
より県事業による林道の整備を推進、国に対しても強く働き掛け
（3） 林地台帳整備の推進
・ 森林所有者の確定や森林境界の明確化等をはかる林地台帳の整備を円滑に進めるた
め、町村の事務負担、経費負担の軽減をはかり、必要な体制整備が行えるよう、技術
面の支援と併せて、万全の財政措置を講じると共に、国に対しても強く働き掛け
10. 清流の国ぎふ森林・環境税の継続
① 平成29年度以降も継続
② 間伐対象林分の拡大等の森林整備関連事業を拡充
[ 岐阜市 ]
11. 元気な農業産地構造改革支援事業の予算拡充
[ 自民党岐阜市支部 ]
12. 遊休農地の発生防止と農業の担い手への農地の集積を進めると共に、新規就農者の参入を
推進
13. 人家や農作物への鳥獣被害の防止対策を継続
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[ 大垣市 ]
14. 湛水防除事業の推進
① 平成22～30年度、静里排水機場の事業費確保と整備促進（静里地区）
② 平成24～37年度、鵜森三郷排水機場の事業費確保と整備促進（鵜森三郷地区）
③ 平成26～33年度、鵜森排水機場の事業費確保と整備促進（鵜森地区）
15. かんがい排水事業の推進
① 平成26～31年度、揖斐川以東用水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の
安定と合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（揖斐川以東第三期地区）
② 平成27～31年度、相川左岸用水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の安
定と合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（相川左岸地区）
③ 平成28～32年度、山王下立用水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の安
定と合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（山王・下立用水2期地区）
④ 平成29～31年度、入方用水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の安定と
合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（入方用水地区）
⑤ 平成29～34年度、柿之木戸用水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の安
定と合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（柿之木戸用水2期地区）
⑥ 平成29～34年度、青野幹線排水路における受益地域の土地利用の高度化、水利用の安
定と合理化に向けた改修事業費の確保及び整備促進（青野地区）
16. ため池等整備事業の推進
・ 平成26～29年度、鴻之巣頭首工の防災安全対策に向けた改修事業費の確保及び整備促
進（鴻之巣地区）
17. 農道整備事業の推進
・ 平成15～29年度、広域営農団地における農道網の基幹となる広域農道整備の一層の推
進（西南濃第3期地区）
18. 中山間地域農村活性化総合整備事業の推進
・ 平成28～33年度、用水路・集落排水路・集落道・農道等農業生産基盤整備と農村生産
環境整備における事業費の確保及び整備促進（大垣上石津地区）
19. 特定農業用管水路等特別対策事業の推進
・ 平成29～34年度、石綿製農業用水管路における改修事業費の確保及び整備促進（時
（1期）地区）
20. 農業経営基盤の確立と合理化を図るため、農業農村整備事業に係る県単独土地改良事業に
おける事業費を拡充
21. 治山事業（復旧、予防、保安林整備、県単等）の一層の促進
[ 高山市・同市議会 ]
22. 獣害防止対策の更なる支援策
23. 元気な農業産地構造改革支援事業（旧飛騨美濃じまん農産物育成支援事業）の推進
24. 広域営農団地農道整備事業飛騨東部第2期地区の早期完成
25. 環境保全型農業直接支払交付金事業の取組みに対する十分な予算の確保
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26. 山のみち地域づくり交付金事業（旧緑資源幹線林道八幡・高山線、宮・高山区間）の予算
確保
27. 公共・県単治山事業の予算拡大と採択地の増加
28. 森林整備事業に対する県補助制度の拡充
29. 放射性セシウムに汚染された疑いのある稲わらに伴う枝肉全頭検査の継続と農家負担無料
化の継続
30. 畜産担い手育成総合整備事業に係る県補助金の見直し
31. 飛騨牛のアジアを中心とした販路の拡大及びＰＲ活動強化
32. 飛騨牧場夏季放牧預託牛の受入の継続
33. 飼料用稲及び飼料米を利用する畜産農家に対する利用推進助成
34. 飛騨牛生産基盤強化対策事業（飛騨牛プロジェクト事業）の継続及び拡充
35. 中山間地域総合整備事業（南高山、東高山、荘川清見地区）の事業推進
36. 農業研究職、普及職の人員数の増員
37. 地籍調査の予算確保
38. 清流の国 ぎふ森林・環境税
① 水源林等の整備や里山林の整備・利用の促進などへの更なる重点的配分
② 提案型事業の採択条件における市町村事情を考慮した柔軟な対応
39. 学校給食地産地消推進事業における交付額の拡充
[ 自民党大野連合支部 ]
40. 広域農道飛騨東部第二期地区農道整備の促進（久々野町小坊の国道取付部）
41. 林道、森林作業道の整備促進
42. 間伐推進のための補助の拡充（森林活性化と里山再生）
43. 松食い虫（マツノザイセンチュウ）、ナラ枯れ（カシノナガキクイムシ）と鳥獣害対策の
推進
44. 地籍測量事業の予算枠拡大による早期実施推進
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45. 飛騨・美濃自慢事業費の拡充
46. 遊休農地、耕作放棄地の再生支援の強化
47. 中山間地総合整備事業
・ 高山西地区（清見・荘川） 事業推進
48. 農林道改良事業の工期について、完成時期が冬期で降雪のために法面工事が不適切である
ことから、適切な工期を検討
49. 林業への機械化推進のため、部分装置としてグラップルやバケットなど購入に対する助成
制度を創設
50. 治山事業の整備促進
① 清見町治山堰堤の設置（福寄水ナシ洞、巣野俣・横平谷・ノテ洞）
② 生活環境保全林（西ウレ地区）災害復旧の早期着工
③ 昨年の豪雪倒木について治山面からの処理を促進すること
[ 自民党国府支部 ]
51. 有害鳥獣捕獲支援策の拡充
52. 農村環境多面的機能向上事業の拡充
53. 山ノ下（国府小裏山）の治山整備
54. 桐谷地区市道桐谷線沿い谷川に係る治山、治水整備促進
[ 自民党上宝支部 ]
55. 奥飛騨温泉郷福地地内山腹崩壊・浸食に係る治山事業調査着手
56. 奥飛騨温泉郷平湯地内「神の湯」付近治山工事の早期完成
57. 奥飛騨温泉郷平湯地内「平湯大滝」手前法面崩壊地治山事業の早期調査と着手
58. 日本型直接支払制度の維持・拡充
59. 県単土地改良事業（中山間地域）による水路の整備促進
60. 鳥獣被害防止統合支援事業の推進
61. 県単治山事業枠の拡大
62. 団地間伐、作業道開設に対する助成拡大
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63. 遊林農地を活用した農作物栽培振興の推進・拡大
64. 里山林の整備・利用に対する助成拡充
65. 地籍調査事業予算の拡充
66. 飛騨射撃場整備事業への支援を助成
67. 猟師育成支援の拡充
68. 上宝町見座地内（通称：洞谷）治山既設堰堤2基嵩上げ及び流木排水路全面拡幅
[ 多治見市・同支部 ]
69. 有害鳥獣対策
・ 中山間地等の指定がない場合、財源となる補助金も限られていることから、防草シー
ト、人件費及び委託費を含む防護柵の設置や箱わな等に係る補助金を一層の拡充
[ 関市・同市議会 ]
70. 農業の担い手を確保のため、任意組合の法人化に対する補助制度を拡充
71. 獣害防止策の設置に対する県補助金の継続
72. 農業の6次産業化の加速並びに農家所得の向上のため、補助の拡充
73. 農業農村整備事業の促進
① 武儀粟野水路整備事業の早期完成
② 広見西阿原水路整備事業の早期完成
③ 上大野農道舗装整備事業の早期完成
④ 小瀬河戸前水路改修事業の早期完成
⑤ 小瀬南長池水路改修事業の早期完成
74. 農業競争力強化基盤整備事業・農地整備事業（中山間地域型）、「洞戸紋原用水路改修事
業」の早期完成
75. 治山事業の促進
① 板取地域 板取川民有林直轄治山事業の早期完成
② 板取地域 大谷（大伊尾）、ナラ谷、三ツ石地区の早期完成
③ 板取地域 既設治山ダム堆積土砂の早期除去
④ 洞戸地域 高賀添又、阿部洞口地区の早期完成
⑤ 上之保地域 栃洞地区の早期完成
⑥ 武儀地域 集落環境保全整備事業「下之保上タラキ地区」流末処理の早期完成
76. 林道事業の促進
（1） 県代行
・ 板取地域、中美濃線の早期完成
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（2）
①
②
③
④
⑤
⑥

県単代行
板取・洞戸地域、中美濃線の早期完成
板取地域、大谷～大栃線、新谷線、黒谷線の早期完成
洞戸地域、奥板山～真寄勢線、栗原線の早期完成
上之保地域、平岩線、奥山～厚波線、樽ノ洞線の早期完成
林道施設長寿命化計画作成に対する助成
橋梁、トンネル施設改修事業に対する助成

[ 自民党関市支部 ]
77. 安全・安心な農産物生産への支援
78. 儲かる農業を目指した産地の構造改革への支援
79. 食肉センター再編事業の推進
80. 世界農業かんがい遺産の保全、活用
81. 鳥獣被害対策の推進
82. 農村振興総合整備事業の推進
83. 農業水利施設保全の推進
84. 活山事業の推進
85. 森林整備事業の推進
[ 中津川市・同市議会 ]
86. 鳥獣被害防止総合対策整備事業等の予算確保及び継続
87. 畦畔管理作業の軽減に対する補助制度の創設
88. 中山間地域の担い手農家が農業用機械更新等をする際の補助制度の創設
89. 県代行基幹林道整備事業「三森山線」「恵北東線」「尾城山線」の事業促進
90. 治山事業の促進
91. 県営ため池等整備事業（特別耐震対策ため池等整備事業）の促進
92. 県営中山間地域総合整備事業の促進
93. 清流の国ぎふ森林・環境税の継続
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94. 小規模林家等の森林整備に対する補助制度の新設
95. 地域住民が主体となる小規模な「里山林整備」に対する補助制度の新設
96. 経営体育成基盤整備事業（八布施地区）の促進
97. 県営農道施設強化対策整備事業の促進と、未耐震の市内基幹農道も農道施設強化対策事業
として事業採択
98. 林地台帳を森林簿同様、統一システム化の検討及び各市町村へのきめ細かい助言、指導
[ 美濃市・同市議会 ]
99. 清流の国ぎふ森林・環境税の継続
・ 平成28年度までとなっている清流の国ぎふ森林・環境税を活用した里山整備や市町村
提案事業などの取組みを継続
100. 鳥獣被害防止対策の支援継続
・ 農作物への被害対策の具体的な取組みを総合的に支援する「鳥獣被害防止総合対策交
付金」について、引き続き、予算が十分に確保されるよう国に対する働き掛けと、県
の上乗せ補助制度の拡充
[ 瑞浪市・同市議会・同支部 ]
101. 瑞浪中部地区（Ｈ26～30）として、土岐町鶴城地区（17ｈa）及び釜戸町平山地区（1ｈ
a）のほ場整備他を実施中であり、これに係る予算枠を確保
102. 昨年度より、段洞下ため池、大洞ため池（Ｈ27～30）に着手しており、これに係る予算枠
を確保
[ 羽島市・同市議会・同支部 ]
103. 元気な農業産地構造改革支援事業
① 集落営農に必要な農業機械・機具の購入に対する助成について、事業申請分の確実な
助成に加え、制度の拡充
② 補助を受ける場合、新規就農者の場合は1戸での申請が可能であるが、既存の農家が
申請する場合は3戸以上での申請が必要であるため、既存の農家であっても、高収益
作物へ作物転換を図った場合には、1戸での申請を可能とするよう制度を改正
104. 県営かんがい排水事業（桑原2期地区）
・ 幹線用水路の水質改善、水利の安定、水管理の合理化、農業生産物の品質向上及び農
業経営の安定を図るため、用水路の施設更新について継続的な事業推進及び市負担額
を軽減
105. 国営付帯県営農地防災事業【県営水質保全対策事業】（羽島5・6期地区）
・ 生活雑排水の流入による農業用水の汚染と農産物等の被害を防止するため、用水路の
暗渠化について継続的な事業推進及び市負担額を軽減
106. 県営地域用水環境整備事業【県営農村環境整備事業】（羽島用水6期地区）
・ 国営付帯県営農地防災事業でパイプライン化された用水路の上面整備について、継続
的な事業推進及び市負担額を軽減
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107. 多面的機能支払交付金
・ 県負担分の継続的な交付
108. 県営経営体育成促進基盤整備事業（午北地区）
・ 有機減農薬などの高付加価値米の生産、農産物の品質向上、収穫量の増加、多品種栽
培などを推進するため、地権者全員の同意が得られた際には、事業の推進について一
層の協力
109. 県営湛水防除事業（逆川1期地区）
・ 都市化の進展により農地の湛水機能が失われつつあることや、都市部の極所集中豪雨
対策のため、排水機場整備等の湛水防除事業の継続的な事業推進及び市負担額を軽減
110. 県営農道施設強化対策事業（羽島中央地区）
・ 羽島中央農免農道における午北ほ場整備に関連した歩道整備と、区間最南端の急カー
ブ解消整備に係る、県営農道施設強化対策事業の推進
[ 恵那市・同市議会・同支部 ]
111. 青年就農給付金制度の継続
① 長期的・安定的な制度としての継続
② 農業後継者に対する給付用件を緩和する見直し
112. 平成30年産以降の米の生産調整
・ 「国による生産数量目標の配分」と「米の直接支払交付金」が廃止される予定である
が、その後の中山間地域の農業が継続できる支援制度を創設
113. 地域木材活用事業
・ 「木の香る快適な教育施設等整備事業」、「県産材需要拡大施設等整備事業」に係る
補助金の増額、上限額の引き上げ、面積要件（延床）の緩和
114. ＣＬＴを核とした木材需要の推進
・ 地方におけるＣＬＴ関連の産業整備を構築し、木材需要拡大のため都市と地方が連携
して共に発展する仕組みづくりを創設
115. 清流の国ぎふ森林・環境基金の継続
・ ようやく制度が浸透し、取組みが本格化してきたところであり、森林整備、木材利
用、環境保全の観点からも、平成29年度以降の継続
116. 多面的機能支払交付金
① 基本単価の満額交付
② 地区が作成する書類の簡素化
117. 県営中山間地域総合整備事業採択要件を緩和し、十分な予算を確保
① H24着手、恵那北部地区（笠置山栗園・山本用水）着手
② H27着手、えな南部地区（明智・串原・上矢作）着手
③ H30着手予定、山岡・岩村地区
118. 県営ため池整備事業
・ 維持管理、地震等に対する安全対策のため、補助率の見直し（上乗せ）と採択用件の
緩和
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119. 公共治山事業・県単治山事業
① 奥地保安林保全緊急対策事業の継続 上矢作町 奥達原地区
② 山地災害危険地区の未整備個所の新規着手 長島町久須見 洞地区、東野 地蔵平地
区、長島町永田 砂田地区、岩村町飯羽間 湯平地区、上矢作町木の実 雉子地区、
上矢作町下 谷下地区
[ 美濃加茂市・同市議会・同支部 ]
120. 県営特定農業用管水路等特別対策事業の新規採択と早期着手
[ 各務原市・同支部 ]
121. 県単独農業農村整備事業費の増額（市町配分の増額）
[ 可児市・同支部 ]
122. 県営ため池等整備事業（久々利田の洞、柿下、桜）の推進
123. 土地改良施設維持管理適正化事業の増額
124. 農村振興総合整備事業（姫治地区）の事業推進
125. 有害鳥獣駆除に対する県補助の拡充
126. 県単農業農村整備事業の事業費増額
[ 山県市・同市議会・同支部 ]
127. 林道点検診断・保全整備事業の推進
128. 林道伊自良～根尾線開設事業（県代行）の推進
129. 県単林道事業の予算拡充（県単林道補助事業西洞納谷線）
130. 県単農業農村整備事業の予算拡充
131. 多面的機能支払交付金事業の促進及び継続
132. 農業ため池の耐震化の促進
133. カワウ・カワアイサの駆除対策の推進（武儀川）
134. イノシシ、ニホンジカの捕獲の推進（森林業）
135. ニホンザルの生息実態調査の推進
136. 清流の国ぎふ森林・環境基金事業（有害鳥獣捕獲等従事する町村職員の育成事業）狩猟免
許取得を一般者へも拡充
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137. 耕作放棄地対策の推進（中山間地域等直接支払交付金）
138. 治山事業の推進（予防治山、鯱尾、下市井、田島、猿木）
139. 森林・環境基金事業（里山林整備事業等）の推進
140. 県営かんがい排水事業（保全合理型）の推進（東沖地区）
141. 地籍調査事業の予算拡充
[ 飛騨市 ]
142. 飛騨地域トマト研修所専門指導員の継続配置
143. 新規就農者増加に合わせた指導体制の充実
144. 地域就農支援活動サポート事業（あすなろ農業塾実施事業）の研修指導費補助金の増額
145. 元気な農業産地構造改革支援事業の要望額確保及び補助要件緩和
146. 小規模農家組織化支援事業の要望額確保
147. 中山間農業研究所の拡充
148. 強い畜産構造改革支援事業の要望額確保
149. ＷＣＳ・飼料用米利用促進のための輸送費及び保管費の助成
150. 農地中間管理機構集積協力金の拡充
151. 日本型直接支払（多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払交付金・環境保全型農業
直接支払交付金）の継続
152. 学校給食地産地消推進事業費補助金の拡大
153. 鳥獣被害防止対策事業の充実
154. 地籍調査事業予算拡充
155. 射撃場整備事業への支援
156. 森林整備予算の広葉樹への拡充

50

農林委員会関係

[ 自民党飛騨市支部 ]
157. 新規就農者に対する補助制度の拡充
158. トマト研修所指導員の継続配置
159. 学校給食地産地消推進事業補助金の拡充
160. 鳥獣被害対策の更なる拡充
161. 鳥獣被害対策専門指導員の配置
162. 射撃場整備に対する支援
[ 自民党神岡町支部 ]
163. 治山事業の促進
① 上山田地内牛形砂防堰堤の建設
② 寺林地内入洞谷の治山堰堤の新設
[ 本巣市・自民党本巣市・北方支部 ]
164. 農業用河川工作物の改修
・ 山口頭首工の改修事業の促進
165. 森林整備の推進
① 獣害防除事業補助金（県単クマはぎ防除事業）の補助予算枠500万円の確保
② 森林対策事業補助金の補助予算枠400万円の確保
③ 清流の国ぎふ森林・環境税による市町村提案事業の補助予算枠500万円の確保
166. 林道関係予算の確保
① 伊自良～根尾線の開設推進と事業予算枠5,000万円の確保及び事業拡大
② 県単林道整備事業の事業予算枠3,240万円の確保及び事業拡大
167. 治山関係予算の確保及び制度改正
① 治山事業の県単枠の拡大
② 治山事業時の保安林指定要件の緩和（択伐指定を皆伐指定へ）
[ 郡上市・同支部 ]
168. 長良川あゆパーク（仮称）整備の事業促進
169. 農山漁村活性化対策支援交付金事業の事業採択（道の駅しろとり 農産物直売所のため）
170. 新規就農確保事業（青年就農給付金）及び後継者就農給付金の予算確保
171. 学校給食地産地消推進事業の継続、拡充及び交付単価の引き上げ
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172. 6次産業化ネットワーク活動整備事業の予算確保
173. 元気な農業産地構造改革支援事業の継続、充実と予算確保
174. 競争力強化生産総合対策交付金の予算確保
175. 農産物の鳥獣被害対策への支援及び指導体制の強化と予算確保（鳥獣被害防止総合対策整
備事業・鳥獣害防止緊急捕獲対策事業の継続、予算確保）
176. 中山間地域等直接支払制度の継続と予算確保
177. 多面的機能支払交付金制度の継続と予算の拡充
178. 機構集積協力金事業の予算確保
179. 効率的乳用後継牛確保対策事業の継続と予算確保
180. 飛騨牛生産基盤強化対策事業（畜産協会事業）継続のための予算措置
181. 強い畜産構造改革支援事業の予算確保
182. 間伐材等森林整備に対する十分な予算の確保
183. 清流の国ぎふ森林・環境税の継続と清流の国ぎふ森林・環境基金事業の推進
184. 木材生産基盤ストックの有効活用をするために、作業道の災害復旧制度の創設
185. 皆伐跡地の再造林及びその後の育林を推進するため、獣害対策で設置したツリーシェル
ターの雪害被害の修復に要する経費の支援
186. 有害鳥獣の被害対策に対する支援
187. 地籍調査事業の予算拡充と森林地域における早期実施推進（森林法改正による「林地台
帳」整備への対応）
188. 県営広域農道整備事業

「郡上南部」

（白鳥・大和・八幡地域）の事業促進

189. 県営ため池等整備事業「山本ため池」（郡上1期：八幡地域）の事業促進
190. 県営ため池等整備事業「東屋ため池」（東屋ため池：八幡地域）の事業促進
191. 県営農道施設強化対策事業「郡上北部」（高鷲地域）の事業促進
192. 県営農道施設強化対策事業「鮎立」（高鷲地域）の早期事業化
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193. 県営基幹農道整備事業

「高鷲北部」

（高鷲地域）の事業促進

194. 県営中山間地域総合整備事業「高鷲」（高鷲地域）の事業促進
195. 県営中山間地域総合整備事業

「郡上北西部」（白鳥・大和地域）の事業促進

196. 県営中山間地域総合整備事業

「郡上北東部」（八幡・明宝・和良地域）の事業促進

197. 県営中山間地域総合整備事業

「大和南西部」（大和地域）の事業促進

198. 県営中山間地域総合整備事業

「白鳥北部」（白鳥地域）の早期事業化

199. 県営農村環境整備事業（小水力発電整備型）

「干田野地区」（白鳥地域）の事業促進

200. 県営農村環境整備事業（小水力発電整備型）

「日面地区」（白鳥地域）の事業促進

201. 県営農村環境整備事業（小水力発電整備型）

「気良地区」（明宝地域）の事業促進

202. 県営農業基盤整備促進事業「美並地区」（美並地域）の早期事業化
203. 県営林道整備事業

林道大谷～大栃線「開設」（郡上市～関市）の事業促進

204. 県営林道整備事業

林道相生～落部線「開設」（八幡町～大和町）の事業促進

205. 県営林道整備事業

林道白尾～鷲見線「開設」（白鳥町～高鷲町）の事業促進

206. 県営林道整備事業

林道二間手～水沢上線「開設」（明宝）の事業促進

207. 公共林道整備事業

林道鎌辺～明山線「開設」（明宝）の事業促進

208. 公共林道整備事業

林道干田野～石徹白線「開設」（白鳥町）の事業促進

209. 公共林道整備事業

林道大杉線「法面改良」（白鳥町）の事業促進

210. 公共林道整備事業

林道雁子線「舗装」（八幡町）の事業促進

211. 県単林道整備事業

林道タテザコ線「開設」（白鳥町）の事業促進

212. 県単林道整備事業

林道穴栃線「舗装」（高鷲町）の事業促進

213. 県単林道整備事業

林道西洞線「法面改良」（大和町）の事業促進

214. 県単林道整備事業

林道白尾～鷲見線「法面改良」（白鳥町）の早期事業化
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215. 県単林道整備事業

林道白尾～鷲見線「舗装」（白鳥町）の早期事業化

216. 県単林道整備事業

林道八幡・和良線「橋梁改良」（八幡町）の事業促進

217. 県単林道整備事業

林道八幡～高山線「舗装」（八幡町）の事業促進

218. 県単林道整備事業

林道宮奥～露洞線「舗装」（美並町）の早期事業化

219. 公共治山事業（復旧治山）

則重地区

（大和町大間見）の事業促進

220. 公共治山事業（復旧治山）

エイレイ寺谷地区

221. 公共治山事業（復旧治山）

平畑山地区

222. 公共治山事業（予防治山）

水谷地区

223. 公共治山事業（予防治山）

長命洞地区

（八幡町中坪）の事業促進

（大和町名皿部）の事業促進
（大和町島）の事業促進
（白鳥町中西）の事業促進

224. 公共治山事業（奥地保安林保全緊急対策）

桑ケ洞地区

225. 公共治山事業（奥地保安林保全緊急対策）

さわら谷地区

（高鷲町大鷲）の事業促進
（明宝小川）の早期事業化

226. 公共治山事業（復旧治山）

兎猪島地区

（白鳥町阿多岐）の事業促進

227. 公共治山事業（復旧治山）

牛首地区

228. 公共治山事業（予防治山）

堂子平地区

229. 公共治山事業（予防治山）

ロクロシ地区

230. 公共治山事業（予防治山）

上谷口地区

（八幡町小那比）の早期事業化

231. 公共治山事業（予防治山）

二ツ釡地区

（和良町土京）の早期事業化

232. 公共治山事業（予防治山）

井洞谷地区

（明宝小川）の早期事業化

233. 公共治山事業（予防治山）

白岩ス地区

（美並町深戸）の早期事業化

234. 公共治山事業（予防治山）

ワサビソ地区

（明宝奥住）の事業促進
（八幡町五町）の事業促進
（大和町大間見）の早期事業化

（高鷲町鷲見）の早期事業化

235. 集落環境保全整備事業

立光平地区

（八幡町立光平）の事業促進

236. 集落環境保全整備事業

寺会津地区

（高鷲町鷲見）の事業促進
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237. 集落環境保全整備事業

長命洞地区

（白鳥町中西）の事業促進

238. 集落環境保全整備事業

大粥谷地区

（美並町高砂）の事業促進

239. 集落環境保全整備事業

白岩ス地区

（美並町深戸）の早期事業化

240. 集落環境保全整備事業

井洞谷地区

（明宝小川）の早期事業化

[ 下呂市・同支部 ]
241. 市町村が実施している農林業に被害を及ぼす鳥獣の駆除奨励金に対する支援予算の拡充
242. 各種鳥獣被害軽減対策への県からの支援予算の確保と拡充
243. 猟友会員の高齢化による狩猟者減少に歯止めを掛けるため、一般市民の銃の免許取得者に
対する支援制度の創設
244. 野生生物保護管理事業（ニホンジカ個体数調整）の継続と予算の拡充
245. 有害鳥獣捕獲個体の処理施設整備に対する支援予算の確保
246. 5年の計画で事業を完了する県営中山間地域総合整備事業の進捗が予算不足で滞っている
ことから、予算規模の拡大
247. 県営基幹農道「下呂中央第3期事業」事業推進予算の確保
248. 県営農業水利施設保全合理化事業「萩原中央用水管理道」の事業推進予算の確保
249. 県単独土地改良事業や営農活動支援関係予算の拡充
250. 鳥獣害防止総合対策事業への県支援の上乗せ予算の確保
251. 元気な農業産地構造改革支援事業での農業施設等設置支援の中で更新事業も採択出来るよ
う事業の拡充
252. 国産自給飼料の安定供給のため、飼料用米作付けに対する国の財政支援措置の継続要望
253. 耕作放棄地解消に関する県支援予算の確保と拡充
254. カワウ個体数調整における補助事業の復活
255. 新規就農者発掘に係る研修生受け入れ農家への支援拡充
256. 新規就農者発掘に係る後継者育成支援交付金事業の継続要望
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257. 「飛騨牛生産基盤強化対策事業」の継続実施
258. ＢＬＶ（牛地方病性白血病）撲滅に向けた積極的取組と支援
259. 地方獣医医療体制整備計画の策定と産業動物獣医師の確保に向けた取組みの継続
260. 飼料米の安定的な流通を確保するための低温貯留施設整備に対する支援
261. 経営体育成基盤整備事業の市町村負担分の軽減及び県支援の上乗せ
262. 森林経営計画の作成及び実行に対する助成制度の継続及び拡充
263. 年間施業地（間伐、路網整備等）が、実施できる積極的な予算確保と事業内容の拡充
264. 作業道の災害復旧、維持補修に対する助成制度の創設
265. 平成29年度以降の清流の国ぎふ森林・環境基金事業の継続
266. 清流の国ぎふ森林・環境基金事業における環境保全林整備事業、里山林整備事業の予算確
保
267. ぎふの木で家づくり支援事業、ぎふの木で内装木質化事業の助成額増等の拡充
268. 治山事業の計画的な推進と予算の確保
269. 森林基幹道「下呂～萩原線」の早期完成
270. 森林管理道「坂本～弓掛線」の早期完成
271. 旧緑資源幹線林道「八幡・高山線（馬瀬～萩原区間）」の早期着工
272. 集落環境保全整備事業の予算の確保
273. 県単林道改良事業の積極的な予算措置
[ 養老町 ]
274. 第42回全日本愛瓢会総会・展示会に関する支援（財政的支援）
・ 補助金等（補助金等による財政支援・県知事賞（賞状・副賞）の授与）の支援
275. 治山事業の推進
・ 滝谷、行平谷、勢至北谷、勢至南谷、柏尾谷、吉谷、堂谷、坂尻谷、威徳谷、桜井西
谷の治山整備促進
[ 垂井町・同町議会 ]
276. ほ場整備事業の推進（栗原地区、平尾地区）
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277. 泥川の農地浸水被害の防止・湛水防除（垂井南部栗原・表佐地区）
278. 団地間伐、作業道開設に対する助成の拡大（宮代、岩手字小田輪・頭蓮坊）
279. 林道の整備（明神線）
280. 各治山事業の実施（大滝東谷、栗原字権現山・清御子山、宮代字北山、大石字西山、梅谷
字羽根長尾・南之谷・嶽石古之松・平桃谷）
281. 地産地消を行う直売所への補助の推進
282. 元気な農業産地構造改革支援事業の維持・拡充
283. 経営所得安定対策の維持・拡充
284. 日本型直接支払制度の維持・拡充
285. 農地中間管理事業機構集積協力金の維持・拡充
[ 関ヶ原町 ]
286. 農地保全のためにも、早期に農業用用排水路や農道及び農業集落排水路、また防災安全施
設の整備を総合的に実施し、安定した農業の確立と活力ある農村の持続的維持・発展を図
るため、県営中山間地域総合整備事業を推進
287. 農業従事者の高齢化に伴い個々での対策が非常に厳しく、各地域において取り組んでいる
獣害防止柵の設置は今後も継続して推進していく必要があるため、鳥獣被害防止総合支援
事業を推進
[ 神戸町・同町議会 ]
288. 県単土地改良事業の促進
・ 県単土地改良事業による農道・水路の整備促進
289. 県営土地改良事業の促進
・ 農村振興総合整備事業ごうど地区の整備促進
290. 県補助金の支援と継続的な予算の確保
[ 輪之内町 ]
291. 総合的なまちづくり施策を展開する意味からも農地を利用した、また、農地を転用しての
事業において規制を緩和するよう国へ要請
292. 4ha以上の面積についても、県に許可権限を委譲するよう国へ要請
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293. 当町では、ほ場整備の再開に伴い土地改良課を新設し、ほ場の大区画化に積極的に取り組
んでいることから、経営体育成基盤整備事業予算を確保
294. ソフト事業の農業経営高度化支援事業は地元負担の軽減に不可欠であることから継続
[ 安八町・同町議会 ]
295. 県単土地改良事業による農道・水路等の整備促進
296. 県営かんがい排水事業（揖斐川以東第三期）の継続的な事業推進
297. 県営農業農村整備事業費の予算拡充
298. 経営体育成基盤整備事業及び農業経営高度化支援事業によるほ場整備（牧地区）の事業着
手
299. 多目的機能支払交付金の拡充
300. 元気な農業産地構造改革支援事業補助金の拡充
301. 経営所得安定対策事務費補助金の拡充
302. 市町村農業委員会補助金の拡充
303. 平成30年度から国の減反政策が廃止され、3年間は県において生産調整が行われることか
ら、農業者に対し交付金等の措置制度の創設
[ 揖斐川町・自民党揖斐郡支部 ]
304. 安全で安心な地域づくりのための治山事業の促進
・ 復旧治山、予防治山事業の増額支援と継続箇所の早期完成
305. 生産基盤となる農林業施設整備促進及び耕作放棄地対策や特産品開発など、農林業振興の
ための支援拡充
① 県営中山間地域総合整備事業の促進と次期事業の採択（揖斐川中央地区）
② 県単土地改良事業の対象事業の支援拡充（揖斐川町全地区）
③ 県単林道整備事業の対象事業の支援拡充（揖斐川町全地区）
④ 元気な農業産地構造改革支援事業の支援拡充
⑤ 県営ため池等整備事業（震災対策農業水利施設整備事業）の事業促進（谷汲池）
⑥ 県営農村環境整備事業（小水力発電整備型）の事業促進（飛鳥川用水）
⑦ 多面的機能支払交付金事業の継続支援
⑧ 中山間地域等直接支払事業の継続支援
⑨ 有害鳥獣防止対策事業の継続支援
⑩ ニホンジカを捕獲しても、処理施設がないため推進の妨げになっており、処理施設が
建設されればニホンジカの捕獲が推進できることから、捕獲鳥獣の活用と処理施設及
び処理加工施設整備のための支援
⑪ 間伐事業及び間伐の作業道整備の支援拡充
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⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

公共林道事業の整備促進（三倉～上ヶ流線・揖北線他）
山のみち地域づくり交付金林道事業の整備促進（春日～久瀬区間、久瀬～根尾区間）
森林環境保全整備事業（林業専用道）の採択（久瀬～藤橋間）
農業6次産業化促進支援事業の採択
経営体育成支援事業の支援拡充
青年就農給付金事業の支援
農地利用集積モデル地域支援事業の支援拡充
農産物海外進出に対する支援（茶業振興等）
農山漁村活性化対策事業の継続支援

306. 森林・環境税の拡充
① 環境保全を目的とした水源林整備に対する助成の拡充
② 里山林の整備・利用に対する助成の拡充
③ 市町村提案事業の採択と拡充
[ 大野町・自民党揖斐郡支部 ]
307. 各事業に対する現在の補助率の堅持及び拡充
① 県単独農業農村整備事業
② 県産材需要拡大施設等整備事業
③ 元気な農業産地構造改革支援事業
④ 清流を守るぎふクリーン農業等総合支援事業
308. 農村振興総合整備事業の促進及び補助率の堅持
309. 県営農業水利施設保全対策事業の促進及び補助率の堅持
310. 多面的機能支払交付金の促進及び補助率の堅持
311. 農業関連施設（研修施設等）の大規模改修、修繕等に対する補助の創設
312. 6次産業化講演会等に対する補助の拡充
313. 清流の国ぎふ森林･環境税の促進及び補助率の堅持
・ 市町村提案事業の拡充及び促進
314. 県産材需要拡大施設等整備事業の促進及び補助率の堅持
・ 公共施設等木造化支援タイプの促進
315. 治山事業の促進及び補助率の堅持
[ 池田町・自民党揖斐郡支部 ]
316. 県単独農業農村整備事業の採択
317. 県営農村振興総合整備事業「池田地区」の継続、早期完了
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318. 県営農道保全対策事業「揖斐中部3期地区」の継続、早期完了
319. 県営農村環境整備事業（小水力発電整備型）「宮地地区」の継続、早期完了
320. 県単林道開設事業「池田明神線」の継続
321. 県営地域防災対策総合治山事業「池田山」の継続、早期完了
322. 青年就農給付金事業の継続実施と予算確保
323. 農地中間管理事業に係る機構集積協力金の継続実施と予算確保
324. 岐阜県野生生物保護管理事業補助金の継続実施と予算確保
325. 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の継続実施と予算確保
326. 元気な農業産地構造改革支援事業費補助金の継続実施と予算確保
327. 有害鳥獣捕獲に係る人員確保及び狩猟免許取得・狩猟者登録・保険等に係る経費に対する
助成
328. 多面的機能支払交付金事業の継続実施と予算確保
329. 森林病害虫等駆除事業の継続実施と予算確保
330. 森林・環境基金事業の継続実施と予算確保
[ 坂祝町 ]
331. 木曽川右岸施設緊急改築事業の事業促進
332. 森林環境税事業の継続実施
[ 富加町・同町議会 ]
333. 農業集落排水事業等維持管理財源の確保
・ 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業により、町事業主体で行う事業において、
交付金がシーリングにより満額交付されないため、交付金の内示率を増加（Ｈ28実績
要望額の25％）
334. クロバネキノコバエの防除対策
335. サル、イノシシ等の広域的な駆除等獣害対策
336. 平成28年度で終了する森林環境税を活用した各種事業の継続
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[ 川辺町 ]
337. 森林環境税活用事業の推進
・ 森林環境税については、県議会において今後の方針が示されることになっているが、
森林の保全を進めるためには重要な財源であり、平成29年度以降も継続
338. 木曽川右岸緊急改築事業の推進
・ 独立行政法人水資源機構が行う木曽川右岸緊急改築事業に対し計画に基づいた県負担
金の予算措置
339. 県営特定農業用管水路等特別対策事業の推進
・ 石綿管の撤去及び改修を行うことで、石綿に起因する影響を未然に防止すると共に、
農業経営の安定と農業の維持を図ることを目的して進められている県営特定農業用管
水路等特別対策事業の計画に基づいた予算措置
340. 農業用用排水施設整備の推進
・ 施設の機能回復及び農業経営の安定と農業の維持を図るため、施設整備に係る予算を
確保
[ 七宗町 ]
341. 農業関係事業の推進
① 鳥獣被害防止総合対策整備事業補助金の事業推進のため、補助金の継続
② 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金の事業推進のため、交付金の継続
③ 中山間地域等直接支払交付金の事業推進のため、交付金の継続
④ 多面的機能支払交付金の事業推進のため、交付金の継続
⑤ 中山間地域総合整備事業「七宗地区」の事業採択
342. 環境関係事業の推進
・ 有害鳥獣捕獲事業助成金の拡充
343. 農業集落排水事業の推進
・ 「神渕地区」処理施設改修の事業推進のため、補助金の継続
[ 八百津町 ]
344. 健全な森林を育成するには間伐など森林整備が重要であり、放置森林が増加すると森林機
能が低下し、災害の発生など環境の悪化の原因となることから、私たちの生活環境を守る
森林の重要な機能を更に高めるため、森林・環境税基金事業を継続
[ 白川町 ]
345. 集落営農組織育成
・ 規模拡大、機械更新等の費用に対する支援について国に対し強く働き掛け
346. 茶の需要拡大に向けた生産体制強化支援
・ 特色のあるお茶の生産により販売網を拡充できるため、その加工機械等の導入が急務
であることから、予算措置及び国に対し働き掛け
347. 鳥獣被害防止総合支援事業の推進
・ 予算確保に向けて、国に対し強く働き掛け
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348. 就農応援体制支援
・ 「あすなろ塾」は塾長個人の資質、設備に頼るのが現状となっており、研修生を受け
入れる塾長は経済的にも精神的にも負担が多いと思われることから、安心した研修を
送れるよう塾長に対し財政的支援
349. 安全安心の食料生産のための助成
・ 有機ＪＡＳ認定制度においては第三者機関による認定、年次監査に年間で10万円程度
の費用が必要となり、農産物の価格が低迷する中で、この費用は生産者の大きな負担
となっていることから、安心安全な農産物の生産の取組みの推進と認定制度の活発な
活用ため、県による助成制度を創設
350. 造林補助金標準単価の見直し
・ 造林補助金の基準となる標準単価については、急傾斜地が大半を占める地域において
は十分といえるものではないため、地域の特性に応じた標準単価設定と、特に急傾斜
地に対応した単価を増額
351. 県産材需要拡大
・ 今後の利用拡大と公共施設等の木造化推進のため、県産材需要拡大施設等整備事業の
上限枠の引き上げ、ＣＬＴなど木材を多用した製品開発、研究プロジェクトの支援
等、助成の拡充
352. 清流の国ぎふ森林・環境税事業の推進
・ 平成28年度で最終年度を迎えるが、森林整備のための各種事業は必要不可欠であり今
後も引き続き推進
353. 森林作業道等の災害復旧、維持管理の経費に対する助成
① 木材の安定供給と低コスト化に貢献する林道、林業専用道の予算の拡充
② 既設森林作業路も含め、災害復旧や維持管理に係る支援を創設
354. 林道事業の促進
① 林道整備促進のため効果算定基準の見直し
② 県単林道開設事業は一自治体一箇所の採択基準でなく、採択枠の拡大と、改良事業を
含めた、予算拡充、林家負担の低減のための補助率の見直し
355. 治山事業の促進
・ 最近の異常豪雨災害により多くの渓流災害が発生しており、防災対策の上でも治山事
業の実施が必要不可欠であり、より一層の治山施設整備を促進
356. 内水面漁業の振興
① 最も費用の嵩むアユ放流費用について、放流強化に向けた助成
② 県内全河川を対象としたアユのブランド化に向けて情報発信やイベント推進などに対
する財政措置
③ 内水面漁業の後継者不足における後継者育成支援に対する助成制度を創設
[ 東白川村・同村議会 ]
357. 県営中山間地域農村活性化総合整備事業の推進
358. 遊休農地の発生防止と新規就農者の支援
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359. 林業、木造住宅建築大工の育成支援
360. 夏秋トマト生産のための選果場施設予冷庫整備のための補助事業の支援
361. 地域農業・農村を支える活動支援の継続
362. 農業の六次産業化の支援
363. 畜産業（飛騨牛）の伝染病等対応支援
364. 公共治山事業の推進
365. 県単事業（小峠林道整備、流路工整備）の推進
366. 森林基幹林道「加茂東線」「尾城山線」の整備促進（県代行事業）
367. 強靭化木材とバイオ乾燥の事業支援
368. 森林整備地域活動支援交付金の事業費確保
369. 枯損木処理緊急整備事業の事業費確保
370. 農産物への鳥獣被害対策の継続
371. 間伐推進及び間伐材搬出のための補助事業の拡充
372. 県営農道整備事業の新規採択（越原、神土地内）
373. 県営中山間地域総合整備事業の促進
374. 農道橋耐震化促進事業の計画促進
[ 御嵩町・御嵩町議会・自民党可児郡支部 ]
375. 平成28年度までとされている「清流の国ぎふ森林・環境基金事業」及び「森林環境保全直
接支援事業」の事業継続と予算確保
376. 有害鳥獣捕獲に対する「鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金」など交付金の拡充
377. 国産材や県産材の利用促進を図るため、自治体庁舎の新築や改築についても補助制度が活
用できるよう木材の利用補助制度の拡大
[ 白川村・同村議会・同支部 ]
378. 治山事業要望箇所の事業促進
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379. 鳥獣害に対する指導・支援
380. 6次産業化及び特産物振興にかかる支援
381. 中山間地域活性化事業の整備促進
382. 小水力発電施設事業の整備促進
383. 畜産クラスター事業実施の支援
384. 森林台帳の見直し支援
385. 優良な木材が育てた目的にあった利用をされる環境の整備促進
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