
部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部 林業団体検査事業費 林業団体検査事業費 319 319

森林組合法に基づき森林組合の事業運営や経営の健全性を確保す
るため、業務や会計の状況について検査を実施する。
①法令遵守とリスク管理体制の整備及び実施状況
②決算及び債権管理の適正性の検証
③不詳事件の発生防止対策の確立

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 特別会計繰出金 林業資金貸付事業特別会計繰出

金 1,145 -5,855

森林の整備等の事業活動を展開する森林組合の資金調達を円滑に
するため融資制度を創設し、経営の多様化、協業化、経営の改善及
び強化を図ることにより、森林の育成を促進し、森林環境の保全に寄
与します。また、林業資金制度に必要な事務費を計上します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

森林育成促進資金貸付
金 森林育成促進資金貸付事業費 130,300 0森林組合が経営の多様化、協業化、経営の改善及び強化を図ることにより、森林の育成を促進し、森林の保全に寄与します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

林業担い手育成確保対
策事業費 林業担い手育成確保対策事業費 18,581 16,515

森林の機能を維持発揮するためには、持続的に森林整備を行う必要
があるが、この担い手である林業従事者の高齢化が著しく、新規従
事者の育成は大きな課題であります。このため、新規参入の啓発及
び基幹的な技能労働者の養成等を総合的に推進することや、安全作
業の徹底等を推進する巡回指導及び特殊健康診断等を実施します。
また、県内各地に結成されている林業研究グループ等の養成を推進
します。
①林業労働安全衛生総合対策事業
②林業後継者育成事業
③林業就業促進総合対策事業

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業普及指導事業費 普及指導活動事業費 5,460 2,042

森林法第１８７条第１項に規定する林業普及指導員を適正に配置し、
林業普及指導員が、森林所有者等に対し、林業に関する技術及び知
識を普及するとともに、森林施業に関する指導等を行い、林業技術
の改善、経営の合理化、森林の整備を促進し、もって森林の有する
多面的機能の発揮及び林業の持続的かつ健全な育成に資すること
を目的とします。
①巡回指導
②地区運営
③林業普及指導員研修
④集合研修

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

新優良木造住宅建設促
進事業費 新優良木造住宅建設促進事業費 141,871 0

森林の機能維持と循環的な利用を促すため、県産材を利用した木造
住宅建設への融資事業を平成16年度まで実施してきました。この融
資事業では、低利融資となる10年間について取扱金融機関に対して
融資の資金原資を預託することとしているため、平成17年度より資金
原資預託を実施します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

林業・木材産業構造改革
事業費

林業・木材産業構造改革事業費補
助金 5,000 0森林･林業基本法に基づき、市町村等が行う担い手の育成や林産物等の安定供給に資する事業に対して支援を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

林業・木材産業構造改革
事業費

林業・木材産業構造改革推進事業
費 366 183森林･林業基本法に基づいて市町村等が実施する事業に対して、計画書の作成並びに指導監督を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
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環境森林
部

林業・木材産業構造改革
事業費

林業・木材産業経営評価促進事業
費 100 100林業・木材産業構造改革事業等により整備した既存施設の経営状況等について、経営管理指導を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 県行造林事業費 県行造林事業費 59,729 57,316

県行造林は、県内１４市町３，５２８ｈａに地上権を設定し、木材生産
活動を通じて森林資源の適正な育成と森林の持つ公益的機能の維
持増進を図るため、森林管理を行い、災害に強い森林づくりを推進し
ます。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 森林整備対策費 山林境界明確化事業費（緊急雇用

創出事業） 21,630 0
所有境界の不明な森林の増加に対応し、森林境界を明確にするた
め、新規雇用を利用して周囲測量の補助作業（草刈、杭打ち、測量
補助）を実施する。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 森林整備対策費 森林経営計画作成推進事業費 150,970 50,048

森林・林業再生プランの根本を成す森林経営計画の作成を推進し、
「林業の再生」に寄与することにより、森林の有する多面的機能の発
揮や、森林資源の循環利用を推進します。（１）森林整備地域活動支
援事業

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

「三重の木を使おう」推進
事業費

「三重の木」需要拡大推進事業費
（ふるさと雇用再生事業） 11,818 0

ふるさと雇用再生特別基金を活用して「三重の木アドバイザー」を雇
用し、消費者等にアンケート調査や分析を行い、建築業者・建築士に
分析結果の提供や工務店等に利用を働きかけ、「三重の木」の利用
拡大に繋げます。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

「三重の木を使おう」推進
事業費

あかね材販路開拓推進事業費（ふ
るさと雇用再生事業） 11,222 0

ふるさと雇用再生特別基金を活用して「あかね材利用推進員」を雇用
し、利用方法などの検討や商品デザインの開発等を行い、商業施設
等をターゲットとして関係者に働きかけ、販路の開拓を進めます。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

「三重の木を使おう」推進
事業費

県産材販路開拓事業費（ふるさと
雇用再生事業） 11,433 0

県産材の販路開拓による製材業振興及び木材のカスケード利用促
進を図るため、販路開拓を推進するとともに木材関係団体の連携を
図る。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

森の恵みの価値向上事
業費 森の恵みの価値向上事業費 532 532安心・安全な三重県産きのこ類の生産量の確保と、消費者への提供を進めます。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

がんばる三重の林業創
出事業費 がんばる三重の林業推進事業費 80,000 80,000

「三重の木」を安定的に供給するための体制づくりをおこなうため、
「三重の木」となる原木供給と併せ、木材の多段階利用（カスケード利
用）を目指すと同時に木材の流通を改善する必要がある。そのため
に必要な、施設整備や生産と需要のマッチングに支援を行う。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

がんばる三重の林業創
出事業費

森林バイオマス利用推進事業費
（ふるさと雇用再生事業） 153,708 0未利用間伐材や林地残材等、森林バイオマスの利用拡大を図る。 活力ある林業による県産

材生産・供給の推進

環境森林
部

森林整備加速化・林業再
生基金事業費

森林整備加速化・林業再生基金事
業費 840,918 0

三重県森林整備加速化・林業再生基金を活用し、間伐等の森林整備
の推進及び間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地
域産業の再生を図る。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

森林整備加速化・林業再
生基金事業費

森林整備加速化・林業再生基金積
立金 3,352 0三重県森林整備加速化・林業再生基金への基金運用益（利子収入）の積立を行う。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

県産きのこ販路開拓推
進事業費

県産きのこ販路開拓推進事業費
（ふるさと雇用再生事業） 17,992 0

県産きのこ販路開拓推進員を雇用し、県内で栽培されるきのこの、既
存ルート（市場やスーパー）ではなく食品加工業や外食産業等への新
たな直販ルートの開拓、消費者向けのイベント、県外（首都圏、関西
圏）への営業活動等を実施し、県内きのこの出荷量の増加を図る。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

「もっと県産材を使おう」
推進事業費

「もっと県産材を使おう」推進事業
費 2,178 2,178

県産材の需要拡大と併せ、循環型社会の構築と地球温暖化防止に
寄与するため、間伐材等を利用した三重の木トレイの実用化を目指
した商品の開発を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

「もっと県産材を使おう」
推進事業費

林建連携木質バイオマス利用促進
事業費 9,510 9,510

林業と建設業の連携により、林業の作業現場における担い手を育
成・確保しつつ、県内の木質バイオマス燃料供給需要に対応するた
め、林業への参入を希望する建設事業者を対象とした林地残材の搬
出・運搬をトライアル的に支援します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 森林組合振興対策費 森林組合指導事業費 422 422

森林組合及び生産森林組合に対して、運営の適正化や森林の適正
管理に必要な指導を行うとともに、森林組合一斉調査を実施して森
林組合等の財務等の状況の把握を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 造林事業費 （公共事業）造林事業費 213,201 84,183

森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とした植栽、
下刈、除間伐、枝打ちや緑豊かな森林に囲まれた快適な居住環境の
創出を目的とした居住地周辺の森林で植栽、雑草木の除去、除間
伐、枝払い等の森林整備を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 間伐対策事業費 間伐対策事業費 24,000 0

健全な森林を育成し、森林の公益的機能の発揮を図るため、未整備
森林等の整備が必要な森林の間伐や間伐材の搬出に必要な作業道
の整備及び高性能林業機械の導入を推進します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 優良種苗確保事業費 優良種苗確保事業費 1,341 1,321

森林の有する多面的機能の持続的発揮を通じて、県民生活の安定
向上や健全発展に寄与するため、森林を適正に整備・保全すること
が強く要請されています。森林の造成には数十年の長期間を要し、
林木は一旦植栽されると植え換えが困難であることから、森林の適
正な整備を推進するためには、その基礎資材となる優良種苗の安定
的な確保を図ることが重要です。このため、優れた品種の育成や採
種園等の整備により、優良種苗を確保します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 森林国営保険事業費 森林国営保険事業費 3,788 0

森林国営保険は、政府が森林国営保険法に基づき森林について火
災、気象災などによる損失をてん補することを通じて林業経営の安定
及び森林資源の有する多面的機能の発揮に資することを目的として
おり、県では法定受託事務としてその事務を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

高齢林整備間伐促進事
業費

（県単公共事業）高齢林整備間伐
促進事業費 60,669 60,669森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とし、８齢級以上のスギやヒノキなどの人工林において間伐を実施します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 県単造林事業費 （県単公共事業）県単造林事業費 46,324 46,324森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とした植栽、下刈、除間伐、枝打ちなどの森林整備を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部 造林地保護対策事業費 造林地保護対策事業費（緊急雇用

創出事業） 58,599 0

狩猟免許を持つ失業者等を雇用し、獣害被害地周辺に生息する加
害獣のニホンジカを捕獲、駆除し、食害等の被害を軽減することによ
り、森林所有者の林業経営に対する意欲を促進させ、森林整備を進
め、森林の持つ公益的機能の十分な発揮、吸収源対策を進めること
を目的とします。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林道事業費 （公共事業）林道事業費 483,954 35,171

森林の適正な維持管理により公益的機能を高度に発揮させるととも
に、林産物の安定供給を図るため、生産林を中心に基幹施設である
林道を開設するとともに、輸送力の向上と通行の安全の確保等を図
るため、既設林道の改良を実施します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 県単林道事業費 （県単公共事業）県単林道事業費 19,054 9,054

保育、間伐等の森林整備を推進し、林産物の安定供給を図るため、
国庫補助事業を補完する小規模な林道のほか作業道、作業路等を
整備します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業試験研究管理費 林業試験研究管理費 28,787 26,444林業試験研究における一般的な管理運営に要する経費 活力ある林業による県産

材生産・供給の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 ニホンジカの生息密度管理と森林

被害防除に関する研究事業費 787 787

ニホンジカによる林業被害が深刻化しているため、簡易なシカの生息
密度把握法を確立し、現在実施されている糞粒法誤差の補正法を作
る。また、森林被害量についても簡易な評価法をつくる。さらに捕殺
が生息数と被害量の推移に与える影響を調査し、特定地域ごとに生
息密度と被害量の変動の実態を明らかにし、被害軽減策としての捕
獲の役割を評価します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 造林初期における保育コスト低減

技術の開発事業費 1,200 1,200
初期保育コストを低減するために、初期成長が優れた三重県産ヒノ
キ品種の当年生山行苗生産技術、下刈り省略可否判定技術を開発
します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 商品化を目指したきのこの栽培技

術の開発事業費 800 400
三重県のきのこ産業の活性化を図るため、商品性の高いきのことし
て有望な大型のヒラタケ、オオイチョウタケ、アラゲキクラゲの安定生
産技術を開発します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 高周波を利用した効率的な乾燥材

生産技術等の開発事業費 2,500 1,250
木材本来の品質や強度が損なわれず、安心して使用できる乾燥材を
安定的に供給する体制を構築するため、高周波を利用した効率的な
乾燥材生産技術の開発等を行います。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 尾鷲ヒノキ材の材色維持に関する

技術開発事業費 750 750
紫外線による変色や風化などを防ぐため、紫外線吸収剤や顔料、変
色防止剤等について検証し、その最適な組合せを見いだすとともに、
経時的な色変化などを測定し変色遅延効果等を検証します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

林業改善資金貸付事業
費 林業改善資金貸付事業費 51,058 0

林業・木材産業経営者等の経営の改善、労働災害の防止、後継者の
育成等に要する資金を無利子で融資し、林業・木材産業経営の健全
な発展と林業生産力の向上に努めます。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

林業就業促進資金貸付
事業費 林業就業促進資金貸付事業費 22,500 0

新たに林業に就業しようとする者、又は認定計画に従って新たに林
業労働者を雇い入れようとする認定事業主に対し、その就業に必要
な林業の技術、就業の準備等に要する資金を無利子で貸し付け、林
業労働力の確保を図ります。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

木材産業等高度化推進
資金貸付事業費

木材産業等高度化推進資金貸付
事業費 500,087 0林業・木材産業関係の事業者に対して低利の資金を融通することにより、木材の生産及び流通の合理化を促進します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部

木材産業等高度化推進
資金貸付事業費 農林漁業信用基金償還金 233 0 （独）農林漁業信用基金からの借入金の利子の支払いを行います。 活力ある林業による県産

材生産・供給の推進

環境森林
部 予備費 予備費 185,832 0

前年度繰越金、本年度発生する林業改善資金償還に係る次年度繰
越金、木材産業等高度化推進資金利子収入及び特別会計運用益
（預金利子）等に係る繰越金を次年度貸付財源に充当するための予
備費として保留します。

活力ある林業による県産
材生産・供給の推進

環境森林
部 治山事業費 （公共事業）治山事業費 1,878,975 725

土砂災害の防止や良質な水の安定供給など、県民生活の安全を確
保するため、治山施設の整備を進めるとともに、水源地域等の森林
の造成、整備を総合的に実施し、災害に強い森林づくりを進めます。

治山・治水・海岸保全対策
の推進

環境森林
部 県単治山事業費 （県単公共事業）県単治山事業費 598,293 50

山地災害から生命・財産の保全を図るため、人家等に近接する山地
災害危険地区などの荒廃森林の復旧・整備や保安林整備等を行い
ます。

治山・治水・海岸保全対策
の推進

環境森林
部

治山施設適正管理事業
費

治山施設情報電子化事業費（緊急
雇用創出事業） 2,200 0

効率的かつ効果的な治山計画の策定や、減災対策を推進するため
の情報共有のため、治山施設に関する位置・施設の情報を森林ＧＩＳ
に入力する。

治山・治水・海岸保全対策
の推進

環境森林
部

ＪＲ名松線関連緊急治山
事業費 ＪＲ名松線関連緊急治山事業費 190,000 44,000

平成２１年の台風１８号により被災したＪＲ名松線の安全確保の観点
から、運行再開を前提に、緊急度が高い箇所から予防工事を実施す
るとともに、三重県地域防災計画に登載された山地災害危険地対策
を実施します。

治山・治水・海岸保全対策
の推進

環境森林
部 特定建築物監視指導費 特定建築物維持管理指導事業費 497 -1,553

特定建築物の届出の受理及び環境衛生的維持管理に関して立入検
査を行い監視指導を行うとともに、特定建築物衛星管理業者の登録
業務を行い、登録業者の指導・育成を図ります。

食の安全とくらしの衛生の
確保

環境森林
部

資源循環システム構築
事業費

使用済自動車等の適正処理推進
事業費 17,444 8,330

自動車製造業者、使用済自動車引取業者（自動車販売業者・整備業
者）、フロン類回収業者、解体・破砕業者、自動車所有者等にそれぞ
れの義務に基づき、使用済自動車リサイクルのための適正な処理指
導を行います。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

廃棄物適正処理推進事
業費

一般廃棄物処理施設適正管理推
進事業費 11,694 1,101

○一般廃棄物処理施設の円滑な整備及び適正な維持管理を図るた
めの、廃棄物処理実態の把握を目的とした一般廃棄物処理実態調
査を実施するとともに、循環型社会形成推進交付金事業の推進のた
めの環境省との連絡調整業務及び市町清掃協議会等との一般廃棄
物に関する諸問題の検討協議を実施します。
○一般廃棄物処理施設（ＲＤＦ施設を含む）の適正な管理や施設の
維持管理について、技術指導を行います。
○大規模災害時における廃棄物処理を円滑に行うため、仮置場の選
定など、市町における災害廃棄物処理計画の策定について技術支
援を行います。

廃棄物対策の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

廃棄物適正処理推進事
業費 産業廃棄物適正処理推進事業費 38,361 -79,554

産業廃棄物処理業及び施設設置に係る許可申請等の厳正な審査、
その他法令及び要綱の厳格な運用により産業廃棄物の適正処理の
推進を図り、またその処理実態を把握・分析し、発生抑制、リサイク
ル及び適正処理推進のための施策を進めます。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

廃棄物適正処理推進事
業費 放置自動車撤去促進事業費 625 625

三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、県有地等に放置さ
れた自動車を迅速に撤去することにより県内の環境美化の促進を図
り、県民の生活環境を確保します。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

廃棄物適正処理推進事
業費 ＰＣＢ廃棄物処理基金支出金 29,000 0

ＰＣＢ廃棄物の処理には多額の費用が必要となることから、処理費用
負担能力の小さい中小企業に助成するため、（独）環境再生保全機
構に設置されたＰＣＢ廃棄物処理基金に国とともに拠出します。同基
金から中小企業の行う処理費用の一部を補助することで、中小企業
の負担を軽減し、ＰＣＢ廃棄物の早期処理を図ります。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

廃棄物適正処理推進事
業費 ＰＣＢ廃棄物適正管理推進事業費 33,696 962

東海４県７市で構成する東海地区広域協議会において、豊田市での
ＰＣＢ廃棄物の無害化事業の推進に必要な事項について、協議・調
整します。また、県内ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者及びＰＣＢ含有
電気機器を使用している事業者等の適正保管・処理を促進するため
の調査・指導を行います。三重県グリーンニューディール基金を活用
し、微量のＰＣＢが混入している可能性のある使用の終えた電気機器
等にはもとより、使用中の電気機器等についてもＰＣＢ濃度の測定に
対してその分析費用の１／２の補助を行い、微量ＰＣＢ混入廃電気機
器等の更なる把握を行います。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

産業廃棄物監視指導事
業費 産業廃棄物監視指導事業費 39,062 34,965産業廃棄物が適正に処理されるよう排出事業者、処理業者に対する監視指導を行い、不適正な処理を防止します。 廃棄物対策の推進

環境森林
部 環境修復事業費 環境修復事業費 331,996 85,996

産業廃棄物の不適正処理事案のうち、生活環境保全上の支障等が
認められ原因者に措置命令を発出した事案において、原因者が措置
を講じない場合等に、県が行政代執行により生活環境保全上の支障
等を除去します。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

認定リサイクル製品普及
等事業費 認定リサイクル製品普及等事業費 8,825 637

リサイクル製品の認定制度を的確に運営し、不正行為の再発防止と
品質及び安全性の確保を図ります。また、認定制度の信頼回復と利
用促進を図るため、認定リサイクル製品の品質及び安全性等につい
て広く情報提供を行います。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

産業廃棄物適正管理推
進事業費 産業廃棄物適正管理推進事業費 6,677 145

産業廃棄物を年間500トン以上排出する事業者等による、産業廃棄
物の発生抑制、リサイクル、適正処理に関する管理計画の作成と自
主情報公開を促進します。また、排出事業者に対する廃棄物減量
化、リサイクル促進、ガバナンス構築等に関する技術情報提供、支援
を行います。

廃棄物対策の推進
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

最終処分場周辺環境整
備事業費 最終処分場周辺環境整備事業費 42,500 0

廃棄物処理センター等の廃棄物処理施設の周辺環境整備を応援し
ます。（１）産業廃棄物最終処分場の周辺地域の環境改善に寄与す
る事業を行います。
（２）市町が行う最終処分場の周辺環境整備事業に対して１／２を補
助します。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

不法投棄等の是正推進
事業費 不法投棄等の是正推進事業費 239,295 196,095安全性確認調査で有害物質が検出された事案について、地下水等の継続調査を行います。廃棄物撤去に係る市町支援を行います。 廃棄物対策の推進

環境森林
部 最終処分場確保事業費 最終処分場確保事業費 540,108 1,108

廃棄物処理センター事業として進めている、健全な産業活動の維持
と災害時における廃棄物の受け皿を目的とした管理型最終処分場の
整備に対し、事業主体である財団法人三重県環境保全事業団に必
要な支援を行います。

廃棄物対策の推進

環境森林
部

不法投棄等の未然防止・
是正の推進事業費

不法投棄等の未然防止・早期発見
推進事業費 5,022 5,022

産業廃棄物の不法投棄等について、未然防止対策に取り組むととも
に万が一、投棄された場合でも、できるだけ早い段階で発見し、早期
に是正をはかる。①監視カメラ運用事業②事業者及び団体等との協
働連携事業

廃棄物対策の推進

環境森林
部

産業廃棄物処理体制健
全化推進事業費

産業廃棄物処理体制健全化推進
事業費 2,735 0

電子マニフェスト制度は、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者
としての処理責任を確保すると共に、社会問題となっている不法投棄
や不適正処理を未然に防止することを目的に構築されたシステムで
あり、当該普及率の向上は産業廃棄物の適正処理を進めるうえで重
要であることから、電子マニフェストの導入促進を図ります。

廃棄物対策の推進

環境森林
部 資源循環技術開発費 産業廃棄物不法投棄現場の環境

修復に関する研究費 408 408

県が行政代執行により修復を実施している現場の中でも、桑名不法
投棄現場での事案は平成１５年の浄化開始から現在に至るまで、継
続して揚水循環浄化を続けているが、揚水循環を停止すると汚染が
再拡散してしまう恐れがあり、今後の浄化対策を検討するためには、
再調査が必要な事案である。桑名事案において、新しい分野である
微生物を利用したバイオレメディエーション技術を用いて、ＶＯＣ汚染
浄化及びＢＯＤ低減を目標とした調査研究を行う。

廃棄物対策の推進

環境森林
部 環境保全総務費 三重県グリーンニューディール基

金積立金 3,853 0三重県グリーンニューディール基金への基金運用益（利子収入）の積立を行う。 大気環境の保全

環境森林
部

ダイオキシン類等化学物
質対策推進事業費 ダイオキシン類等環境調査事業費 25,114 25,114

ダイオキシン類のよる県内の汚染状況や経年変化を把握するととも
に、法令に基づく規制工場等への立入調査を実施し、安全安心な生
活環境を確保します。事業所からの化学物質の排出・移動量を把握
し、事業者による化学物質の適正な管理を進めることにより、化学物
質による環境保全上の支障が生じることを未然に防ぎます。

大気環境の保全

環境森林
部 大気環境保全対策費 工場・事業場大気規制費 12,931 12,931

法令に基づく規制対象工場への立入検査、光化学スモッグに係る健
康被害の未然防止、有害大気汚染物質調査等を実施し、安全・安心
な生活環境を確保します。

大気環境の保全
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

騒音、振動、悪臭等対策
費 騒音、振動、悪臭等対策費 12,388 12,388工場・事業場に対する立入検査、自動車交通騒音及び航空機騒音の常時監視を実施し、安全・安心な生活環境を確保します。 大気環境の保全

環境森林
部 観測調査費 大気テレメータ維持管理費 90,646 90,646大気テレメータシステムにより、環境及び発生源の常時監視を行い、安全・安心な生活環境を確保します。 大気環境の保全

環境森林
部 自動車環境対策費 自動車ＮＯｘ等対策推進事業費 66,008 34,171

自動車窒素酸化物等総量削減計画の目標進行及び天然ガス自動車
の導入やNOx・PM両方除去装置の導入を支援します。［一部緊急雇
用創出事業］

大気環境の保全

環境森林
部

アスベスト飛散対策事業
費 アスベスト飛散対策事業費 14,751 1,751

アスベストによる健康被害の発生を未然に防止するため、建物の解
体現場等の監視や大気環境中のアスベストの調査を行います。ま
た、石綿健康被害者を救済するため、石綿健康被害救済基金に対し
て一定の費用を拠出します。

大気環境の保全

環境森林
部

大気環境保全技術開発
費 化学物質環境実態調査費 4,413 0

既存化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、分析法の開
発及び伊勢湾等の水質、底質、生物、大気の汚染の把握を行う。
１初期環境調査
２詳細環境調査
３暴露量調査
４モニタリング調査

大気環境の保全

環境森林
部

大気環境保全技術開発
費 大気環境保全経常試験研究費 186 186

科学的根拠や技術の提供により県民の安全で安心な生活を守るた
め、大気環境保全に必要な分析法の開発、基礎的調査研究に取り組
み、危機管理能力及び検査技術力の維持向上を図ります。
内容
１．ＶＯＣ測定に関して検査体制を確立することにより、県内の各事業
者における排出基準遵守状況の確認等、地域機関が行う事業者指
導のためのデータ提供だけでなく、問題発生時等における対応が可
能となります。
２．行政検査を通じて県内の工場・事業場におけるＶＯＣ排出実態を
把握することにより、一般環境大気汚染への影響評価に関しての基
礎資料とします。

大気環境の保全

環境森林
部

大気環境保全技術開発
費

環境大気中微小粒子状物質（ＰＭ
２．５）の実態調査研究費 200 200

ＰＭ２．５の環境基準が平成２１年９月に告示され、環境基準を評価
するための標準測定法が示され、１日の平均濃度で評価することとさ
れました。これまで、発生源の推定を目的とし、２週間間隔で調査を
実施してきたが、これによって得られるＰＭ２．５濃度平均値は標準法
の測定値と単純に比較できないことが知られています。そこで、簡易
採取法と標準採取法により並行採取を行うことにより、簡易法によ
り、標準法と比較可能なＰＭ２．５濃度の推定手法を得ることを目的と
し、県内のＰＭ２．５濃度の実態を把握、汚染の要因や変遷を解析
し、大気環境の保全の推進に寄与します。

大気環境の保全
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部 土壌汚染対策費 土壌汚染対策推進事業費 1,091 611

土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設廃止時の土壌調
査及び調査猶予時における施設等の確認のため立入調査を実施
し、事業者の指導を行います。また、「三重県生活環境の保全に関す
る条例」により、土壌・地下水汚染の届出のあった事案について、立
入検査を実施し、汚染の拡散防止措置等について指導を行うととも
に、届出事案の中で、人の健康被害の恐れのある事案について、土
壌汚染対策法で定められた調査命令の要否の判断をするための予
備調査を行います。また、県外からの汚染土壌の搬入の把握や汚染
土壌処理業の許可及び汚染土壌処理施設の認定を行います。

水環境の保全

環境森林
部 土壌汚染対策費 土壌汚染（自然由来）状況調査事

業費 28,726 0土壌汚染対策法の改正に伴い自然由来による土壌汚染の状況について調査を実施します。［緊急雇用創出事業］ 水環境の保全

環境森林
部 水環境保全対策費 河川等公共用水域水質監視費 41,057 37,270

公共用水域及び地下水の常時監視、伊勢湾に流入する汚濁負荷量
の削減を図るための総量規制、及び工場・事業場からの汚濁負荷量
の実態把握のための発生負荷調査を実施します。環境基本法第１６
条に基づき、水生生物の保全にかかる環境基準の類型に必要な調
査を実施します。

水環境の保全

環境森林
部 水環境保全対策費 伊勢湾行動計画推進事業費 70,988 2,778

国と三県一市等で組織する「伊勢湾再生推進会議」において策定し
た「伊勢湾再生行動計画」を着実に進めるため、大学の研究機関な
ど多様な主体との連携による調査・研究を行うとともに、県内で伊勢
湾再生に向けた取組が広がるよう、普及啓発に取り組みます。また、
海洋生物、海岸の景観や漁業等へ影響を与える海岸漂流・漂着ごみ
について、その対策の推進を図ります。

水環境の保全

環境森林
部 水質規制費 工場・事業場排水規制費 1,518 1,518

規制対象事業場の排水監視及び処理施設の維持管理指導を実施
し、公共用水域の水質汚濁を防止します。また、ゴルフ場における農
薬の適正な利用、環境保全及び災害防止を図るため、関係機関と連
携し、適正な維持管理を指導します。

水環境の保全

環境森林
部 地盤沈下対策費 地盤沈下対策費 12,955 10,246

「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、規制、対策事業等
各種施策の円滑な推進を図るため、関係機関と連携し、地盤沈下、
地下水位の状況の監視・調査を行い、地盤沈下の防止に努めます。
また、工業用水法、県条例に基づく井戸の立入調査を行います。

水環境の保全

環境森林
部 生活排水対策費 生活排水総合対策指導事業費 45,851 578

生活排水対策の総合的な推進のため、「三重県生活排水処理施設
整備計画（生活排水処理アクションプログラム）」に基づき、関係部局
と連携を図り進行管理を行うとともに、市町への事業相談を実施しま
す。あわせて、生活排水処理施設に対する補助事業の推進、浄化槽
の適正な維持管理や管理体制の整備、業界関係者の育成・指導監
督により公共用水域の水質保全を図ります。また、浄化槽の適正な
維持管理を図るため、浄化槽台帳の整備及び現地調査を行います。

水環境の保全
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部 生活排水対策費 浄化槽設置促進事業補助金 433,860 433,860

下水道の終末処理施設と同等の処理能力を有する浄化槽につい
て、設置者に補助を行う市町及び浄化槽を設置し維持管理を行う市
町に対し助成を行い、生活排水処理施設の整備率の向上、水環境の
保全を図ります。

水環境の保全

環境森林
部 環境試験研究管理費 環境試験研究管理費 41,020 38,893

保健環境研究所の一般的な管理運営（環境関係）を行うとともに、分
析機器の精度維持を図るため、点検及び修理を行います。環境関係
の科学的技術的中核施設機関としての役割を果たします。［一部緊
急雇用創出事業］

水環境の保全

環境森林
部 環境試験研究管理費 環境危機管理科学的対策費 192 192

課題に対応する高度な科学的根拠により複雑化した環境危機管理
施策に対応するため、分析技術力の維持、向上を図るとともに、国の
環境行政の動向等を把握することで、科学的根拠に基づいた的確な
情報を提供し、暮らしを取り巻く環境への不安払拭に寄与します。各
種技術研修等への参加、技術力の確保と技術情報の収集を行いま
す。

水環境の保全

環境森林
部 水環境保全技術開発費 水環境保全経常試験研究費 593 593

土壌汚染対策に係る行政判断に資するため、有害物質に係る既存
データについて活用できる仕組みを構築する。また、有害化学物質
の濃度が高い土壌において、その原因が自然由来と人為由来が混
在する場合、それぞれの割合を推定する方法を開発する。

水環境の保全

環境森林
部

地球温暖化対策普及事
業費 地球温暖化対策普及事業費 49,483 5,533

三重県地球温暖化対策推進計画に基づき、三重県庁地球温暖化対
策率先実行計画の進行管理、市町の地球温暖化対策計画の作成を
支援するとともに、三重県グリーンニューディール基金の活用、普及
啓発やフロン回収・破壊法の施行等により県内の温室効果ガス排出
削減を進めます。[一部緊急雇用創出事業]

地球温暖化防止対策の推
進

環境森林
部

地球温暖化防止推進事
業費

産業・民生業務部門における地球
温暖化防止推進事業費 8,927 1,532

三重県域の温室効果ガス排出量の６割を占める産業部門の排出量
削減の自主的な取組を進めるとともに、排出量の伸びの著しい民生
業務部門の省エネルギーの取組を促進します。また、カーボン・オフ
セットの仕組みを導入し、各主体間の連携を深めることにより、自主
的な排出量削減の取組を進めます。

地球温暖化防止対策の推
進

環境森林
部

地球温暖化防止推進事
業費

運輸部門における地球温暖化防止
推進事業費 1,991 1,991

三重県域の温室効果ガス排出量の約１５％を占める運輸部門の排
出量を削減するため、県内事業所へのエコドライブの普及を図るとと
もに、自動車からのＣＯ２排出量に積極的に取り組む事業所を認定
することにより自主的な取組を促進します。

地球温暖化防止対策の推
進

環境森林
部

地球温暖化防止に向け
た環境教育推進事業費

地球温暖化防止に向けた環境教
育推進事業費 3,996 3,996

温室効果ガス排出量の著しい民生家庭部門の排出量削減を促進す
るため、環境教育教材を使用し、三重県環境学習情報センターや三
重県地球温暖化防止活動推進センターと連携し、県内全小学校にお
ける地球温暖化防止に関する環境教育を推進します。

地球温暖化防止対策の推
進

環境森林
部

自然環境重要地域保全
事業費 自然環境保全対策事業費 905 905すぐれた自然環境を有する地域を保全するため、自然環境保全地域の新たな指定や適正管理を進めます。

自然環境の保全・再生と
活用
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円） 事業概要（目的） 政策体系名称

環境森林
部

自然公園利用促進事業
費 自然公園利用促進事業費 28,151 0

県民が自然公園とのふれあいを促進するため、自然公園施設の適
正な管理を行います。また、自然公園内での一定の行為を規制し、
自然保護に努めます。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

県単自然公園等利用施
設整備事業費

県単自然公園等利用施設整備事
業費 1,200 1,200国の直轄事業に含まれない地域において公園整備を行うとともに、既存施設の補修や小規模な公園整備を行います。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部 温泉法施行費 温泉法施行費 2,320 170

温泉法に基づき、温泉の掘削、増掘、動力装置による汲み上げ、公
共の利用に関する許可等の事務を適正に実施するとともに、源泉等
への立ち入り調査を行い、温泉の保護と利用の適正化を図ります。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

自然文化に親しむ施設
整備事業費 自然文化に親しむ施設整備事業費 15,767 683国定公園内の施設整備及長距離自然歩道の補修・改良等を行い、利用者の安全な使用を促進します。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

野生生物共存確保事業
費 猟政費 21,048 11,356野生鳥獣の保護を図るため、鳥獣保護員を配置するとともに、狩猟の取り締まりや指導、狩猟免許の更新時講習などを行います。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

野生生物共存確保事業
費 生物多様性確保事業費 9,731 9,731生物の多様性を確保するため、保護啓発ポスターコンクール、鳥獣保護区等の設定、特定鳥獣対策等を推進します。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部 希少生物保全事業費 希少生物保全事業費 1,244 1,244

県民と自然環境情報を共有することにより、県民の自発的な自然環
境保全行動を促進し、人と自然が共生できる地域環境づくりを進めま
す。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

里地里山保全活動促進
事業費 里地里山保全活動促進事業費 2,178 2,178

優れた自然環境を有する地域を将来にわたって保全するため、里地
里山保全活動計画に基づく活動を支援するとともに、地域の方々 と
の連携・協働活動の取り組みを重点的に推進し、里山の森林生態系
の保全を図ります。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

森林公園利用促進事業
費 森林公園利用促進事業費 51,490 0

自然観察、森林浴等の県民が行う野外レクリエーション活動等の拠
点施設として、「三重県民の森」と「三重県上野森林公園」の適正な維
持管理を行うとともに、利用者のニーズにあった各種イベント等を開
催し、利用の増進を図ります。平成20年度からは指定管理者に委託
して、利活用の促進を図ります。

自然環境の保全・再生と
活用

環境森林
部

入会資源総合活用促進
対策事業費

入会資源総合活用促進対策事業
費 172 172

入会林野等の整備と入会資源の活用を適正に推進するため、入会
資源総合活用促進対策事業に基づき、コンサルタントの設置、市町
や入会集団に対する助言指導及び嘱託登記を行います。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林病害虫防除費 森林病害虫等防除事業費 5,626 5,626森林に被害を与える病害虫を、早期かつ重点的に防除し、森林の公益的機能の維持を図ります。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 環境林整備治山事業費 （県単公共事業）環境林整備治山

事業費 51,800 51,800
過密化等により水土保全機能などの低下した環境林において、森林
の適切な保全を進めることにより、災害に強い森林づくりを進めま
す。

森林のもつ公益的機能の
発揮
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環境森林
部

保安林内獣害防止対策
事業費

保安林内獣害防止対策事業費（緊
急雇用創出事業） 16,428 0保安林の公益的機能が高度に発揮されるように、剥皮被害の恐れのある保安林において、獣害防止のため立木にテープを巻き付ける。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 保安林整備管理事業費 保安林整備管理事業費 3,995 1,440保安林の指定や解除等の適正な維持管理を行い、国土保全等の森林の公益的機能の向上を図ります。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林保全管理事業費 林地開発許可事業費 752 752

森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意し、森林法の趣旨に
即し林地開発が適正に行われるよう指導・許可を行い、県民の生活
環境の保全を進めます。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 保安林台帳整備事業費 保安林台帳整備事業費（緊急雇用

創出事業） 21,133 0保安林に指定された以後の分合筆状況、所有権の移動を調べ、保安林台帳を整備する。
森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 緑化推進費 緑化推進費 5,447 197緑豊かな環境形成のため、緑化活動の一層の推進に取り組みます。森林のもつ公益的機能の発揮

環境森林
部

多様な主体による森林づ
くり事業費

多様な主体による森林づくり事業
費 2,006 2,006

ボランティアや企業等が森林整備に参加する社会にしていくため、森
林整備活動をサポートし、多様な主体が自発的に森林整備に取組む
仕組みづくりを進めます。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部

バンブーバスターズ事業
費

バンブーバスターズ事業費（緊急
雇用創出事業） 233,294 0放置竹林が増加する中、竹林における周辺既存森林への竹の侵入状況を把握するとともに、県民の要望を受け、侵入竹の駆除を行う。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林総務管理費 森林総務管理費 5,583 5,454

森林整備にかかる総務管理等に要する経費１森林審議会経費２森
林環境の保全・整備連携推進事業３特用林産物振興対策事業４その
他総務費

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林計画事業費 地域森林計画編成事業費 23,383 6,749

地域森林計画は、地域の特性に応じた森林施策の推進目標と森林
施業上の指針を明らかにすることを目的としており、県内の４森林計
画区ごとに地況、林況等を調査し、全国森林計画に即して「計画の対
象とする森林区域」「機能別の森林の整備及び保全の目標」「伐採・
造林・間伐・林道及び保安施設等に関する事項」等について定めま
す。また、国際的に合意された「持続可能な森林経営」に関する基
準・指標に係る民有林データを的確に把握するため、４計画区の365
点について、５年で一巡するよう調査します。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林環境創造事業費 （公共事業）森林再生ＣＯ２吸収量

確保対策事業費 31,319 17,227

環境林に区分された森林のうち、所有者から提供された森林を公共
財として位置付け、森林の有する公益的機能が持続的に発揮される
よう、間伐などにより針葉樹と広葉樹との混交林への誘導を行うな
ど、多様な森林づくりを行います。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 森林環境創造事業費 （県単公共事業）県単森林環境創

造事業費 144,462 114,462

環境林に区分された森林のうち、所有者から提供された森林を公共
財として位置づけ、森林の有する公益的機能が持続的に発揮される
よう、間伐等により針葉樹と広葉樹との混交林への誘導を行うなど、
多様な森林づくりを行います。

森林のもつ公益的機能の
発揮
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部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）
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環境森林
部

「みんなで考える三重の
森林」事業費

「みんなで考える三重の森林」事業
費 4,800 4,800

持続可能な森林づくりをサポートする社会環境づくりを進めるため、
県民の森林に対する理解を深め、森林づくりへの参画を促し、社会
全体で森林づくりを進める気運の醸成へと導く、森林フォーラムや
フォーラム「森の講座」並びにこれからの森林づくりを考える県民集会
を開催します。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部

「みんなで考える三重の
森林」事業費

森林を知ろう「国際森林年」記念事
業費 2,353 2,353

２０１１年（平成２３年）は国連の定める「国際森林年」です。国際森林
年は、世界中の森林の持続可能な経営・保全の重要性に対する認識
を高めることを目的としており、国際森林年に関連した活動として、森
林を知ろう「国際森林年」記念事業を開催します。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部

森林とのふれあい・学び
事業費 森林とのふれあい・学び事業費 7,299 7,299

森林環境教育の振興を図るため、指導者の養成、フィールドの整備、
体験教室の開催、学習推進にかかるコーディネートを実施します。森
林文化の振興を図るため、森林や木とのふれあいを促進する各種事
業を実施します。

森林のもつ公益的機能の
発揮

環境森林
部 環境保全総務費 環境保全総務費 59,404 59,301①環境森林部の運営、企画調整費②環境審議会、自然環境保全審議会にかかる経費

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 環境保全総務費 環境保全基金積立金 313,797 309,935

環境保全基金への積立を行います。
①法人県民税超過課税分の10％の積立
②基金運用益（利子収入）の積立
③産業廃棄物税（徴税経費を除く）の積立

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部

環境影響・公害審査事業
費 環境影響・公害審査事業費 1,658 1,647

大規模開発事業に際しての事業者の環境配慮を確保するため、法
及び県条例に基づく環境影響評価制度を運用します。また、工場・事
業場の新・増設に伴う公害の未然防止を図るため、公害事前審査を
実施するとともに、公害紛争処理制度（調停等）により、公害紛争の
解決を図ります。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 環境行動促進事業費 環境行動促進事業費 626 626地域における優れた環境保全取組を表彰する制度を運営するとともに、環境ＮＰＯとの情報交換を進め、環境保全活動を促進します。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 国際環境協力推進費 河南省環境保全支援事業費 4,137 4,137

本県の友好提携先である中国河南省の自治体職員を対象とし、公害
防止技術や規制手法等の環境保全技術の研修を実施し、環境技術
の移転を進めます。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 環境経営推進事業費 環境経営大賞運営事業費 7,654 7,654

学会や経済界との協働により、全国の事業所を対象として、環境経
営の優れた取組みを顕彰する制度「日本環境経営大賞」を運営しま
す。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 環境経営推進事業費 協働・連携で進める環境経営推進

事業費 1,118 1,118
企業、行政等が協働・連携し、優れた先進事例の紹介や、環境マ
ネージメントシステムの効果的活用などによりグリーン購入などの環
境経営取組を促進します。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部

環境学習情報センター運
営費 環境学習情報センター運営費 41,666 38,364

環境学習及び情報受発信の拠点として、社会見学や研修、地域交流
の場としての利用や環境講座・体験教室の開催、環境学習指導者の
養成、環境に関する情報提供などの事業を進める環境学習情報セン
ターの運営・管理を行います。

環境経営・環境行動の促
進
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環境森林
部

環境総合情報システム
運営費 環境総合情報システム運営費 9,227 9,217

環境のホームページ「三重の環境と森林」の更新等を図り、インター
ネットによる環境情報の積極的な提供を行います。また、本庁・地域
機関における環境行政の支援を行う行政事務処理システム運営を行
います。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部

地域に根ざした環境教育
促進事業費

地域に根ざした環境教育促進事業
費 994 994

次代を担う子どもたちが環境について理解を深め、地域の環境保全
やより豊かな環境創造に向けて主体的に行動していくため、循環型
社会、低炭素社会、自然共生社会などをテーマにして、大学などの教
育機関、企業、ＮＰＯなどの多様な主体が連携して、地域に根ざした
環境教育プログラムの検討を行い、モデル的にそのプログラムを活
用した環境教育に取り組みます。

環境経営・環境行動の促
進

環境森林
部 水道指導監督費 水道事業等指導事業費 3,221 2,599

水道事業体が実施する国庫補助事業に係る指導監督を行います。ま
た、水道事業の水質管理強化推進、許可等に係る指導監督を行いま
す。

水資源の確保と効率的な
総合利用

環境森林
部 水道事業会計支出金 水道事業会計支出金 2,196,115 2,019,115

公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、
水道水源開発及び広域化対策に対し、水道事業会計に繰り出しを行
います。

水資源の確保と効率的な
総合利用

環境森林
部

水道台帳整備及び水道
地図作成事業費

水道台帳整備及び水道地図作成
事業費 2,161 0

簡易水道事業の上水道事業への統合を円滑に進めるため水道台帳
を整備し、広域的な緊急応援対策等のための水道地図の作成を行
います。［緊急雇用創出事業］

水資源の確保と効率的な
総合利用

環境森林
部 環境保全関係給与費 人件費 1,627,042 1,627,042環境森林部及び農林水産商工環境事務所の環境保全関係職員にかかる人件費 人件費

環境森林
部 森林総務管理費 人件費 1,110,665 1,106,690環境森林部及び農林水産商工環境事務所、林業研究所の森林・林業関係職員にかかる人件費 人件費
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