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農林水産部

当初予算の概要

平成31年2月

１ 多様な人材が活躍できる農業経営の実現

５ 畜産業の競争力強化

４ 県産農林水産物の魅力の向上と販売促進

７ 水産業のさらなる振興

◎明日の農林業を担う専門職大学構想推進事業費 16,504千円

・明日の農林業を担う高度な人材の育成を目的とした専門職大学の設置に向けた大学基本構想の策定等

◆元気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費 58,108千円
・スーパートップランナーを目指す農業者を対象とした「やまがた農業経営塾」の運営、経営発展に向けたビジネスプラン
策定のための専門家派遣による支援

・トップランナーを目指す農業者の経営発展に向けたオーダーメイド型の支援

◎強い農業・担い手づくり総合支援事業費 303,276千円
・スーパートップランナー等を目指す農業者の経営発展に向けた農業用機械・施設の導入に対する支援

◆やまがたスマート農業普及推進事業費 6,773千円
・少ない労力で高い生産性を目指すＩＣＴ活用による「スマート農業」の普及推進

○畜産経営競争力強化支援事業費 244,365千円
・意欲ある畜産農家の規模拡大等に必要な施設・機械の整備に対する支援、繁殖雌牛能力向上に向けた導入支援【新規】

○乳用牛改良増殖対策事業費 9,477千円
・乳用牛の改良を図るための農場における能力調査等に対する支援、乳用牛の能力を最大限発揮させるための飼養管理

技術セミナーの開催、先端技術を活用した高能力乳用牛の導入及び生産拡大【新規】

◆庄内浜トップブランド水産物創出事業費 8,071千円
・庄内浜産水産物の消費拡大に向けたブランド魚種の創出、庄内浜産水産物の加工による高付加価値化及び鮮度保持技
術の高度化による安定供給体制の構築

◆試験調査船新造事業費 1,068,627千円
・漁業者の所得向上につながる効果的・効率的な漁業に向けた調査研究を推進するための漁業試験調査船「最上丸」の新
船建造及び関連施設の整備

◎漁業成長産業化支援事業費 4,719千円
・新「最上丸」による新規漁場・新資源の開拓及び「おいしい魚加工支援ラボ」を活用した新資源の付加価値向上の取組みに

対する支援

◎山形のうまいもの創造支援事業費 108,433千円
・農林漁業者自らが行う６次産業化の取組みに必要な施設整備・機械導入や産地直売所、加工所、農家レストラン等地域
の６次産業化拠点施設の整備等に対する支援

○農産物等流通戦略推進事業費 30,079千円
・消費者や流通関係者に対する地理的表示保護制度（ＧＩ）産品のＰＲの実施【新規】
・県産農産物等の評価向上・消費拡大に向けたＰＲ活動に対する支援

○戦略的農産物販路・販売拡大事業費 5,735千円
・札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、福岡市における県産農産物の需要創出に向けた販路・販売拡大に対する
支援【拡充】
・東京オリンピック・パラリンピックの飲食提供事業者等への食材提案及び商談会の実施による県産農産物の需要創出
【拡充】

◆県産米等輸出力強化推進事業費 19,525千円
・県産米の輸出力強化に向けた低コスト・多収栽培技術の現地実証及び海外での求評調査の実施
・海外の小売店や飲食店等を対象とした県産農産物のプロモーションの実施

○安全安心農産物生産推進事業費 16,501千円
・東京オリンピック・パラリンピックへの県産農産物の食材提供を目指す山形県版ＧＡＰの第三者認証の推進等【拡充】◆山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化推進事業費 150,476千円

・「つや姫」の全国トップブランド米評価の維持･向上に向けた戦略的な生産・販売・ＰＲ等の実施
・本格デビュー２年目の「雪若丸」をアピールするテレビＣＭの制作・放映等による認知度向上及び栽培技術の普及

◆水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業費 3,763,305千円
・水田の大区画化等の基盤整備による、担い手への農地集積・集約化や低コスト・省力化の推進
・中山間地域における生産基盤の状況に応じたきめ細かな整備による、耕作条件の改善や高付加価値化の推進

◆防災減災事業費 4,784,332千円
・老朽化した農業用ため池等の改修の加速化による災害被害の未然防止

◎農業水路等長寿命化・防災減災事業費 383,763千円
・施設の老朽化による災害リスクに対応した機動的かつ効率的な長寿命化・防災減災対策のきめ細かな支援

・ため池保全管理協議会（仮称）の設置等のため池管理体制の強化

２ 水田農業の収益性の向上

◆次代を切り拓く園芸試験場整備事業費 1,831,312千円
・「園芸大国やまがた」の実現を加速化し、次世代の園芸農業を支える研究拠点となる園芸試験場本館等研究施設の整
備及び機能強化

◎技術革新による「園芸大国やまがた」加速化事業費 7,570千円
・園芸試験場の整備を契機とした、園芸産地のさらなる振興に寄与する技術開発の推進

◆園芸大国やまがた推進事業費 129,147千円
・大規模園芸団地づくりに向けた合意形成及び施設・機械整備に対する支援
・本県の気象条件に適応した次世代型施設園芸の実証

○園芸大国やまがた産地育成支援事業費 715,457千円
・収益力向上に一体的かつ計画的に取り組む園芸産地の施設・機械の導入支援
・「山形Ｃ12号」の導入に合わせ、さくらんぼの収穫作業の省力効果が高い平棚・Ｙ字・Ｖ字仕立ての導入に向けた施設整
備への支援【新規】

○山形さくらんぼブランド力強化プロジェクト事業費 12,986千円
・さくらんぼのブランド力強化に向けた高品質安定生産の推進と労働力の確保、大玉新品種「山形Ｃ１２号」の知的財産の
保護対策や大玉安定生産に向けた生産対策等
・さくらんぼの平棚・Ｙ字・Ｖ字仕立ての導入に向けた生産技術等の支援【拡充】

○山形枝豆・夏すいか日本一産地プロジェクト事業費 8,848千円
・えだまめの食味向上と鮮度保持に向けた取組みの強化

・すいかの高品質安定生産技術の実証・普及及び後継者育成の推進【新規】

３ 「園芸大国やまがた」の実現 ○やまがた森林ノミクス推進関連事業 136,643千円
・森林資源の循環利用推進のための再造林支援
・県産木材の安定的な供給体制の整備、県産木材の利用拡大に向けた公共・民間施設の木造・木質化の推進及び林工
連携の推進

◎「やまがた森林ノミクス」森林管理システム推進事業費 55,804千円
・新たな森林管理システムを推進するための市町村に対する支援、ＩＣＴを活用した森林情報の高度化、高性能林業機械の
導入促進、再造林の加速化、県産木材の利用促進、林業技術者等の人材育成の推進

◆東京オリンピック・パラリンピック木材供給事業費 11,830千円
・東京オリンピック・パラリンピックビレッジプラザへの県産木材ＰＲのための木材供給

６ 「やまがた森林ノミクス」の推進

地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する農林水産業

ブランド化や生産性の向上等による競争力の高い農林水産業経営を実現することで、若者が産業
としての魅力を感じ、多様な農林水産業者一人ひとりが豊かさを実感できる農林水産業を目指す

第３次農林水産業元気再生戦略に掲げる共通目標

＝共通目標指標＝ ■農林水産業を起点とする産出額３，５００億円

■生産農業所得１．３倍、東北１位

目標達成に向けた分野別の７つの基本戦略

◎新規 ○拡充 ◆継続

予算総額 44,975百万円
対前年比 ＋9.4％



予算額 一般財源 予算額 一般財源

6,896,180 6,758,210 6,914,606 6,756,512 0.3

扶 助 費 等 0 0 0 0 －

維 持 修 繕 費 187,425 183,935 171,365 167,694 ▲ 8.6

貸 付 金 3,132,508 532,508 3,034,419 534,419 ▲ 3.1

出 資 金 9,406 9,406 15,830 15,830 68.3

積 立 金 53,940 0 108,003 54,272 100.2

補 助 費 等 9,198,898 2,622,407 8,855,605 2,521,019 ▲ 3.7

物 件 費 1,748,315 976,494 1,766,750 999,323 1.1

計 14,330,492 4,324,750 13,951,972 4,292,557 ▲ 2.6

公 共 事 業 費 15,242,372 714,701 17,161,722 642,137 12.6

単 独 事 業 費 3,104,458 1,337,330 5,274,770 1,311,766 69.9

公共災害復旧事業費 858,061 34,266 1,096,457 42,457 27.8

単独災害復旧事業費 24,100 24,100 93,112 26,012 286.4

国 直 轄 事 業 負 担 金 608,147 40,447 455,673 1,150 ▲ 25.1

計 19,837,138 2,150,844 24,081,734 2,023,522 21.4

48,487 8,487 26,498 6,498 ▲ 45.4

41,112,297 13,242,291 44,974,810 13,079,089 9.4

(注) 総合支庁予算を含む。

平成３１年度農林水産部当初予算の概要
平成31年2月

１　一般会計（性質別） （単位：千円、％）

区　　分
平成30年度当初予算(A) 平成31年度当初予算(B) 伸び率

（予算額）
(B)/(A)

人　　件　　費

一
般
行
政
費

投
資
的
経
費

そ　　の　　他

合　　計

1



２　農業改良資金特別会計

伸び率
(B)/(A)

▲ 34.0

▲ 56.5

▲ 34.7

３　沿岸漁業改善資金特別会計

伸び率
(B)/(A)

0.0

1.9

0.0

４　林業改善資金特別会計

伸び率
(B)/(A)

▲ 1.3

▲ 2.1

▲ 1.3

業務勘定
4,172 4,086

計
226,226 223,295

（単位：千円、％）

区　　分 平成30年度当初予算(A) 平成31年度当初予算(B)

貸付勘定
222,054 219,209

業務勘定
749 763

計
50,749 50,763

（単位：千円、％）

区　　分 平成30年度当初予算(A) 平成31年度当初予算(B)

貸付勘定
50,000 50,000

業務勘定
3,791 1,650

計
135,505 88,529

（単位：千円、％）

区　　分 平成30年度当初予算(A) 平成31年度当初予算(B)

貸付勘定
131,714 86,879

2



　部局名：農林水産部　
Ⅰ　主要事業

　１．多様な人材が活躍できる農業経営の実現 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

1 農政企画課
明日の農林業を
担う専門職大学
構想推進事業費

16,504 新規

2 農政企画課
農山漁村地域持
続的発展活動支
援事業費

8,851 新規

・スーパートップランナーを目指す農業者を対象と
した「やまがた農業経営塾」の運営

・農業者の経営発展に向けたビジネスプラン策定の
ための専門家派遣による支援

・トップランナーを目指す農業者の経営発展に向け
たオーダーメイド型の支援

4
農業経営・
担い手支援
課

強い農業・担い
手づくり総合支
援事業費

303,276 新規

5
農業経営・
担い手支援
課

農業労働力確保
等対策推進事業
費

811

　２．水田農業の収益性の向上 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・「つや姫」の全国トップブランド米評価の維持･
向上に向けた戦略的な生産・販売・ＰＲ等の実施

・本格デビュー２年目の「雪若丸」をアピールする
テレビＣＭの制作・放映等による認知度向上及び
栽培技術の普及

・水田の大区画化等の基盤整備による、担い手への
農地集積・集約化や低コスト・省力化の推進

・中山間地域における生産基盤の状況に応じたきめ
細かな整備による、耕作条件の改善や高付加価値
化の推進

・老朽化した農業用ため池等の改修の加速化による
災害被害の未然防止

・防災重点ため池の見直しやため池の監視・管理体
制の強化

・施設の老朽化による災害リスクに対応した機動的
かつ効率的な長寿命化・防災減災対策のきめ細か
な支援

・ため池保全管理協議会（仮称）の設置等のため池
管理体制の強化

9 農村整備課 防災減災事業費 4,784,332

10 農村整備課
農業水路等長寿
命化・防災減災
事業費

383,763 新規

事　　　業　　　概　　　要

7
県産米ブラ
ンド推進課

山形「つや姫」
「雪若丸」ブラ
ンド化推進事業
費

150,476

8 農村整備課

水田農業低コス
ト・高付加価値
化基盤整備事業
費

3,763,305

スーパートップランナー等を目指す農業者の経営発
展に向けた農業用機械・施設の導入に対する支援

園芸作物の農繁期における労働力確保等に向けた取
組みの推進

6
農業技術環
境課

やまがたスマー
ト農業普及推進
事業費

6,773
少ない労力で高い生産性を目指すＩＣＴ活用による
「スマート農業」の普及推進

平成３１年度当初予算　主要事業一覧

事　　　業　　　概　　　要

明日の農林業を担う高度な人材の育成を目的とした
専門職大学の設置に向けた基本構想の策定等

農山漁村地域の持続的発展に向け、地域を支える農
林漁業者が行う地域資源を活用した６次産業化等の
芽出しの取組みへのオーダーメイド型の支援

3
農業経営・
担い手支援
課

元気な農業経営
による所得1.3
倍プロジェクト
事業費

58,108

3



　３．「園芸大国やまがた」の実現 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

11
農業技術環
境課

次代を切り拓く
園芸試験場整備
事業費

1,831,312

12
農業技術環
境課

技術革新による
「園芸大国やま
がた」加速化事
業費

7,570 新規

・大規模園芸団地づくりに向けた合意形成、施設・
機械整備に対する支援

・本県の気象条件に適応した次世代型施設園芸の実
証

・収益力向上に一体的かつ計画的に取り組む園芸産
地の施設・機械の導入支援

・「山形Ｃ12号」の導入に合わせ、さくらんぼの収
穫作業の省力効果が高い平棚・Ｙ字・Ｖ字仕立て
の導入に向けた施設整備への支援【新規】

・さくらんぼのブランド力強化に向けた高品質安定
生産の推進と労働力の確保、大玉新品種「山形Ｃ
１２号」の知的財産の保護対策や大玉安定生産に
向けた生産対策等

・さくらんぼの平棚・Ｙ字・Ｖ字仕立ての導入に向
けた生産技術等の支援【拡充】

・えだまめの食味向上と鮮度保持に向けた取組みの
強化

・すいかの高品質安定生産技術の実証・普及及び後
継者育成の推進【新規】

17
園芸農業推
進課

紅花振興拡大プ
ロジェクト事業
費

5,301

　４．県産農林水産物の魅力の向上と販売促進 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・農林漁業者自らが行う６次産業化の取組みに必要
な施設整備・機械導入や産地直売所、加工所、農
家レストラン等地域の６次産業化拠点施設の整備
等に対する支援

・県内食品製造業者の県産農林水産物の利用拡大を
図る取組みに必要な設備の整備等に対する支援

・農林漁業者自らや農林漁業者と食品製造業者との
連携等による県産農林水産物を活用した加工食品
の開発・改良の取組み等への支援【新規】

・優良商品の顕彰や情報発信による商品開発の機運
醸成に向けたコンテストの開催

・消費者や流通関係者に対する地理的表示保護制度
（ＧＩ）産品のＰＲの実施【新規】

・県産農産物等の評価向上・消費拡大に向けたＰＲ
活動に対する支援

19
６次産業推
進課

山形のうまいも
の商品力・販売
力強化事業費

11,983 拡充

20
６次産業推
進課

農産物等流通戦
略推進事業費

30,079 拡充

事　　　業　　　概　　　要

18
６次産業推
進課

山形のうまいも
の創造支援事業
費

108,433 新規

16
園芸農業推
進課

山形枝豆・夏す
いか日本一産地
プロジェクト事
業費

8,848 拡充

紅花の日本農業遺産認定を契機とした、染色用・食
用・切り花用紅花の生産振興及び需要拡大の推進

14
園芸農業推
進課

園芸大国やまが
た産地育成支援
事業費

715,457 拡充

15
園芸農業推
進課

山形さくらんぼ
ブランド力強化
プロジェクト事
業費

12,986 拡充

事　　　業　　　概　　　要

「園芸大国やまがた」の実現を加速化し、次世代の
園芸農業を支える研究拠点となる園芸試験場本館等
研究施設の整備及び機能強化

園芸試験場の整備を契機とした、園芸産地のさらな
る振興に寄与する技術開発の推進

13
園芸農業推
進課

園芸大国やまが
た推進事業費

129,147

4



番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、福
岡市における県産農産物の需要創出に向けた販
路・販売拡大に対する支援【拡充】

・中国向け県産農産物輸出アクションプランの策定
等

・東京オリンピック・パラリンピックの飲食提供事
業者等への食材提案及び商談会の実施による県産
農産物の需要創出【拡充】

・県産米の輸出力強化に向けた低コスト・多収栽培
技術の現地実証及び海外での求評調査の実施

・海外の小売店や飲食店等を対象とした県産農産物
のプロモーションの実施

23
農業技術環
境課

安全安心農産物
生産推進事業費

16,501 拡充

24 農村計画課
世界かんがい施
設遺産等農村地
域活用事業費

4,615 新規

　５．畜産業の競争力強化 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・意欲ある畜産農家の規模拡大等に必要な施設・機
械の整備に対する支援

・繁殖雌牛能力向上に向けた導入支援【新規】
・養蜂の生産基盤強化に対する支援

・乳用牛の改良を図るための農場における能力調査
等に対する支援

・乳用牛の能力を最大限発揮させるための飼養管理
技術セミナーの開催

・先端技術を活用した高能力乳用牛の導入及び生産
拡大【新規】

　６．「やまがた森林ノミクス」の推進 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・森林資源の循環利用推進のための再造林支援
・県産木材の安定的な供給体制の整備、県産木材の
利用拡大に向けた公共・民間施設の木造・木質化
の推進及び林工連携の推進

・林業遺産認定調査【新規】
・新たな森林管理システムを推進するための市町村
に対する支援

・ＩＣＴを活用した森林情報の高度化
・高性能林業機械の導入促進
・再造林の加速化、県産木材の利用促進
・林業技術者等の人材育成の推進

29 林業振興課

東京オリンピッ
ク・パラリン
ピック木材供給
事業費

11,830
東京オリンピック・パラリンピックビレッジプラザ
への県産木材ＰＲのための木材供給

27 林業振興課
やまがた森林ノ
ミクス推進関連
事業

136,643 拡充

28 林業振興課

「やまがた森林
ノミクス」森林
管理システム推
進事業費

55,804 新規

26 畜産振興課
乳用牛改良増殖
対策事業費

9,477 拡充

事　　　業　　　概　　　要

事　　　業　　　概　　　要

25 畜産振興課
畜産経営競争力
強化支援事業費

244,365 拡充

22
６次産業推
進課

県産米等輸出力
強化推進事業費

19,525

東京オリンピック・パラリンピックへの県産農産物
の食材提供を目指す山形県版ＧＡＰの第三者認証の
推進【拡充】

北楯大堰の世界かんがい施設遺産登録を契機とした
交流促進

事　　　業　　　概　　　要

21
６次産業推
進課

戦略的農産物販
路・販売拡大事
業費

5,735 拡充

5



　７．水産業のさらなる振興 （単位：千円）

番号 担　当　課 事　業　名 予算額 区分

・庄内浜産水産物の消費拡大に向けたブランド魚種
の創出

・庄内浜産水産物の加工による高付加価値化及び鮮
度保持技術の高度化による安定供給体制の構築

31 水産振興課
試験調査船新造
事業費

1,068,627
漁業者の所得向上につながる効果的・効率的な漁
業に向けた調査研究を推進するための漁業試験調
査船「最上丸」の新船建造及び関連施設の整備

32 水産振興課
漁業成長産業化
支援事業費

4,719 新規
新「最上丸」による新規漁場・新資源の開拓及び
「おいしい魚加工支援ラボ」を活用した新資源の
付加価値向上の取組みに対する支援

事　　　業　　　概　　　要

30 水産振興課
庄内浜トップブ
ランド水産物創
出事業費

8,071

6



【農林水産部】

◆ 条例案件　　４件

番  号 案　　　件　　　名 提　案　理　由

議第76号
山形県家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の
一部を改正する条例の制定について

家畜保健衛生所の手数料の額の適正化を図る
ためのもの

議第77号
山形県漁港管理条例の一部を改正する条例の制
定について

指定施設の使用料の額の適正化を図るための
もの

議第78号
山形県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部
を改正する条例の制定について

分担金徴収の対象となる県営土地改良事業を
統合するためのもの

議第79号 山形県森林環境譲与税基金条例の設定について
山形県森林環境譲与税基金を設置するための
もの

◆ 条例以外の案件　　なし

平成３１年２月定例会　議案説明会

＜平成３１年度分＞

＜予算案件以外の案件一覧＞



【農林水産部】

〔一般会計〕

１　総括表

２　主な内容

　（１）政府の補正予算への対応　　　　　　　　　　　　　　　 11,211,919千円

　　 　　① 競争力強化・安全安心に向けた農林水産業施設の整備等　　　　11,177,541千円　　　　

　　　　　　 ※繰越明許費を併せて設定

　　 　　　・ 農地の大区画化及び農業用水利施設等の整備　　　　　　　　 7,947,508千円　　　　　　　　　　

　　　 　　・ 畜産の経営規模拡大に向けた施設整備に対する支援 　　　　　1,950,416千円

　　　　 　・ 農業用機械・施設の整備に対する支援 　　　　　　　　　　　　410,850千円　　　　　　　　　　　　

　　　　 　・ 荒廃山地の復旧工事及び地すべり防止工事等     　　　　　　　356,490千円

　　　 　　・ 高性能林業機械の導入や間伐材生産・路網整備に対する支援 　　284,315千円

　　　　　 ・ スマート農業技術を一貫体系で導入した現地実証研究 　　　　　100,000千円

　　　　　 ・ 中山間地域の所得向上に向けた施設整備や鳥獣被害防止対策　　　 　

　　　　　　　に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 71,500千円

　　　　　 ・ 漁港の耐震・耐津波対策の強化に向けた防波堤改良工事 　　　 　52,500千円

　　　　　 ・ 山地災害の未然防止に向けた森林整備 　　　　　　 　　　　　 　3,962千円

　　 　　② 国直轄による農業水利施設整備に伴う県負担金　　　　　　　　　　24,378千円　　　　

　　 　　③ 漁港区域内海岸及び漁港への漂着物の回収・処理  　　　　　　　　10,000千円　　　　

　（２）国庫内示等により減額する事業（主なもの）

　　　　 ① 防災減災事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 △722,820千円

　　　　 ② 林業成長産業化総合対策事業費 　　　　　　　　　　　　 　　 △645,446千円

　　　　 ③ 農地集積推進事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 △561,423千円

　　　　 ④ 農作物等災害対策費 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 △346,015千円

　　　　 ⑤ 園芸大国やまがた産地育成支援事業費　　 　　　　　　　　　  △303,389千円

　（３）債務負担行為の設定

　　　　 ① 漁港浚渫事業 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　限度額 74,000千円

　　　　 ② 漁港・漁場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　限度額 35,000千円

　　　　 ③ 防災減災事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　限度額  2,000千円

　　　　 ④ 治山施設災害復旧工事請負契約　　　　　　　　　　　　 　限度額 54,000千円

　　　　 ⑤ 東京オリンピック・パラリンピック木材供給事業

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　限度額の変更（2,000千円を12,000千円に変更）

平成３１年２月定例会 議案説明会

＜農林水産部所管の２月補正予算の概要＞

（単位：千円）

平成30年度現計予算 ２月補正 ２月補正後

44,173,488        5,956,406 50,129,894        



【農林水産部】

◆ 条例案件　　なし

◆ 条例以外の案件　　２件

番  号 案　　　件　　　名 概　　要

議第18号
防災減災事業等に要する費用の一部負担につい
て

防災減災事業等に要する費用の一部を受益市
村に対し負担させるためのもの

議第19号
地域用水環境整備事業に要する費用の一部負担
について

地域用水環境整備事業に要する費用の一部を
受益市町に対し負担させるためのもの

平成３１年２月定例会　議案説明会

＜予算案件以外の案件一覧＞

＜平成３０年度分＞



   



山形県漁港管理条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

別表 別表 

 区分 単位 金額   区分 単位 金額  

 使

用

料 

指定施設

の使用 

船舶の長さ１メー

トルにつき 

１月 462

円 

  使

用

料 

指定施設

の使用 

船舶の長さ１メー

トルにつき 

１月 470

円 

 

 －略－   －略－  

 備考 

  １～３ －略－ 

 備考 

  １～３ －略－ 

 

議第 77号 



 


