
部局名 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 255 255

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

安心して使える県
産材等の提供

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 1,145

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

安心して使える県
産材等の提供

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。

安心して使える県
産材等の提供

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 12,312 11,165

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

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 林業普及指導事業費 普及指導活動事業費 4,084 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技術研修 ④現地適応化事業
⑤普及情報活動システム化事業

安心して使える県
産材等の提供

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 268,542 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。

安心して使える県
産材等の提供

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 18,410 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。

安心して使える県
産材等の提供



部局名 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・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 450 225 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。
安心して使える県
産材等の提供

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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 「三重の木を使おう」推進事業費 「三重の木を使おう」推進事業費 11,021 9,803

「三重の木」認証材についての情報発信を積極的に進め、
「三重の木」認証制度を定着化させることで、住宅や公共
施設における「三重の木」の使用量を増やし、三重県の森
林資源の有効活用を促進します。

安心して使える県
産材等の提供

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） 11,294 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。

安心して使える県
産材等の提供

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） 11,236 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。

安心して使える県
産材等の提供

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） 11,521 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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部

「三重の木を使おう」推進事業費 みんなで使おう「三重の木」消費拡
大事業費

14,050 14,050

森林の有する多面的機能を発揮させ、林業の持続的かつ
健全な発展を図るためには、県産材の使用を増やし、森林
を循環的に利用していくことが重要です。このため、県産
材や品質の確かな「三重の木」認証材の利用拡大につなが
ることを目的に、「三重の木」の消費拡大ＰＲ広告の掲
載、関東方面への販路拡大に係る支援等及び民間モデル商
業施設等における後方支援などを実施します。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 「三重の木を使おう」推進事業費 「三重の木トレイ」実用化開発事業

費 13,500 13,500
県産材の需要拡大と併せ、循環型社会の構築と温暖化防止
に寄与するため、「三重の木」の製材端材等の高付加価値
化と実用化を目指した商品の開発を行います。

安心して使える県
産材等の提供

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 1,552 1,552

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。

安心して使える県
産材等の提供

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創出事業費 80,992 80,992

「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

安心して使える県
産材等の提供



部局名 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 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） 97,307 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。

安心して使える県
産材等の提供

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 1,054,678 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。

安心して使える県
産材等の提供

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） 18,841 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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 森林組合振興対策費 森林組合指導事業費 364 364

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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 間伐対策事業費 間伐対策事業費 37,900 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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部

林道事業費 （公共事業）林道事業費 812,655 38,286

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

安心して使える県
産材等の提供

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 19,582 9,582

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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 林内路網施設現況調査事業費

林内路網施設現況調査事業費（緊急
雇用創出事業） 24,840 0

林道や作業道等、既設林内路網の現況調査を行い、森林整
備の施業集約化計画策定に資することを目的とする。その
為に、既設の林道、作業道、作業路の位置及び道路状況を
調査、確認する。

安心して使える県
産材等の提供

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 51,035 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。

安心して使える県
産材等の提供

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 1,200 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。

安心して使える県
産材等の提供



部局名 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 500,110 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。

安心して使える県
産材等の提供

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 17,402 0

満期となった（独）農林漁業信用基金からの借入金の元
金償還と利子の支払いを行います。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 予備費 予備費 165,501 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。

安心して使える県
産材等の提供

環境森林
部 林業技術開発推進費 尾鷲ヒノキの材質特性の把握と新た

な機能性部材の開発事業費 1,096 1,096

尾鷲ヒノキの風合いや香りなど、木材自身が持っている
良い性能をうまく活用しつつ、表面圧密や無機質複合化な
ど新たな表面改質技術により、表面硬さや汚れの浸透防止
などの性能を改善することで、床材や机など内装材や家具
等への利用に適した機能性部材の開発を行うとともに、尾
鷲ヒノキブランドの再構築を図るためヤング係数、容積重
など材質特性の把握などを行い、品質規格化に資します。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 長伐期化に対応した森林管理・中大

径材利用技術の開発事業費 1,241 1,241

・長伐期化に対応した森林管理技術の開発 長伐期化の傾
向にある県内人工林の適切な管理、資源量の正確な把握を
行うために、成長特性解明や三重県独自の長伐期化に対応
した林分収穫表及びシステム収穫表の作成を行います。
・長伐期化に対応した中大径材利用技術の開発 長伐期化
に伴い生産される県産中大径材の梁・桁材への利用拡大を
図ることで、県産材の需要拡大に貢献することを目指し、
中大径材の強度性能やその接合方法等を検討するととも
に、木造建築設計時に活用できる三重県産横架材のスパン
表を作成します。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 スギ梁桁材の効率的乾燥技術に関す

る研究事業費 1,982 991

長伐期人工林から生産される中・大径丸太を梁桁材とし
て利用拡大するために、県内で実施されている乾燥方法・
施設（天然乾燥、蒸気式等）により乾燥可能な乾燥条件を
検討することによって、スギ梁桁材の乾燥技術を確立し、
梁桁材乾燥マニュアルを作成します。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

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 1,450 725

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。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

環境森林
部 林業技術開発推進費 低コスト素材生産技術に関する基礎

調査事業費 504 504
低コスト素材生産技術を確立するため、三重県における素
材生産の現状把握と低コスト素材生産が可能な条件の解明
を行います。

農林水産業を支え
る技術開発の推進



部局名 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 800 400
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。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

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 1,200 600

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。

農林水産業を支え
る技術開発の推進

環境森林
部 治山事業費 （公共事業）治山事業費 2,247,110 418

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 1,138,500 500

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 治山施設適正管理事業費（緊急雇用

創出事業） 54,300 0 施設の適正な管理を行うため、既設治山施設の点検パト
ロールを行う。

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） 2,170 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 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） 20,800 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。

治山・治水・海岸
保全対策の推進

環境森林
部 森林荒廃等現況調査事業費 森林荒廃等現況調査事業費（緊急雇

用創出事業） 54,300 0 森林の荒廃や渓流の荒廃状況の調査及び渓流内の流木の状
況を調査する。

治山・治水・海岸
保全対策の推進

環境森林
部 緊急森林調査事業費 緊急森林調査事業費 100,000 100,000

公共施設等の上流部に位置する森林の現況や渓流の状況等
を緊急に調査し、災害に強い森林づくりのための次期対策
を構築する。

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 1,102 -268

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
生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



部局名 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 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 17,539 7,013
自動車リサイクルの適正な推進を図るため、関連業者の

許可・登録事務や適正指導の実施及び自動車所有者等への
啓発を行います。

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 2,479 2,177

○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

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 265,410 -89,750

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なことから、
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 48,763 967

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ＰＣ
Ｂ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Ｐ
ＣＢ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 38,086 34,005 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



部局名 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 環境修復事業費 環境修復事業費 250,644 124,010 産業廃棄物の不法投棄等について、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 8,252 637

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 7,342 146

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

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 20,000 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
を支援します。（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 156,723 97,723

○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 「ごみゼロ社会」実現推進事業費 「ごみゼロ社会」実現推進事業費 29,276 0

ごみゼロ社会の実現に向けて、プランの啓発、情報発信
などを行い、各主体のごみ減量化等への取組を促進しま
す。
また、プランの具体的な施策を効果的なものとするため、
先駆的、実験的なモデル事業やモデル事業の実施に伴うご
み減量化の効果・分析調査を実施し、その成功事例を積み
重ねて、県全域での展開を図ります。

廃棄物対策の推進

環境森林
部 不法投棄等未然防止強化事業費 不法投棄等未然防止強化事業費 2,682 2,682

産業廃棄物監視・指導支援システム及び監視カメラの活
用により、不法投棄等の早期発見、早期是正に取り組みま
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 669,875 875

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 不法投棄等対策推進事業費 不法投棄等対策推進事業費 2,229 2,229 産業廃棄物の行政代執行事案等において、的確かつ迅速

に対応するための体制を構築します。 廃棄物対策の推進



部局名 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 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 452 452
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います。

廃棄物対策の推進

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 27,720 27,720

ダイオキシン類に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 13,532 13,532

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

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 12,076 12,076

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 165,449 102,449 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 地球温暖化対策推進事業費 地球温暖化対策推進事業費 271,197 7,876

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
策計画の策定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。

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 50,142 47,992

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
。

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 14,747 1,747

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

温暖化防止に向けた事業活動促進
事業費

温暖化防止に向けた事業活動促進事
業費 17,750 17,740

法令による省エネの規制等がなく、省エネの取組みが進
んでいない中小事業者を対象に省エネ診断を実施し、事業
者の具体的な温室効果ガス削減対策の促進を図ります。
企業連携による新しい取組みを支援することにより、産
業・運輸・民生部門におけるCO2排出量削減の更なる促進
を図ります。
また、県内のCO2排出量の削減を促進する「カーボン・ オ
フセット」等の新しい仕組みについて調査を実施します。

大気環境の保全



部局名 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 エコライフ普及啓発推進事業費 エコライフ普及啓発推進事業費 9,092 9,092

京都議定書による温室効果ガス削減目標達成のため、特
に増加傾向が著しい家庭（民生、運輸部門の一部）からの
排出を抑制するため、地球温暖化防止活動推進センター、
地球温暖化防止活動推進員が行う効果的な普及啓発活動に
対して支援します

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 4,001 0

既存化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、伊
勢湾等の水質、底質、生物、大気の汚染の把握を行い ま
す。
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 216 216

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ＶＯ
Ｃ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

213 213

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

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
入検査を実施し、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。

水循環の保全



部局名 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 水環境保全対策費 河川等公共用水域水質監視費 70,007 35,197

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。

水循環の保全

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 108,167 2,712

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。

水循環の保全

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。

水循環の保全

環境森林
部

地盤沈下対策費 地盤沈下対策費 12,613 9,956

「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
基づく井戸の立入検査を行います。

水循環の保全

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 67,972 642

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。

水循環の保全

環境森林
部 生活排水対策費 浄化槽設置促進事業補助金 83,943 83,943

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。

水循環の保全

環境森林
部 生活排水対策費 伊勢湾海域浄化槽整備重点促進事業

費 383,090 383,090

閉鎖性海域である伊勢湾流域において、生活系の発生源
対策として、短期間に設置でき、効果の発現の早い浄化槽
を重点的に整備することにより、伊勢湾への汚濁負荷の早
期削減を図ります。
また、今後の浄化槽整備を推進するにあたり、より効率
的・効果的な整備手法の調査検討を行います。

水循環の保全



部局名 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

環境試験研究管理費 環境危機管理科学的対策費 213 213

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、
科学的裏付け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。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
存データ整理及び今後得られる知見等の収集により、デー
タベースと活用できる仕組みの構築方向を提案します。

水循環の保全

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 659 659

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します。
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します。

水循環の保全

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 1,577 1,577

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。
また、里地里山保全活動計画に基づく活動を支援します。

自然環境の保全・
再生と活用

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 24,123 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 1,771 1,771

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 2,430 170

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 17,300 515 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 大杉谷登山歩道災害復旧事業費 大杉谷登山歩道災害復旧事業費 31,720 720

優れた自然の風景地を県民の資産として継承するため、
登山歩道の災害復旧を実施し、適正な保護、管理を行うと
ともに、その利用を促進します。

自然環境の保全・
再生と活用

環境森林
部

県単自然公園等施設災害復旧事業
費 県単自然公園等施設災害復旧事業費 5,000 1,000

平成２１年１０月７日～８日に通過した台風１８号の影
響により、自然公園等施設に被害が発生しました。このた
め、利用者の快適、安全な利用に資するよう被害施設の復
旧を行います。

自然環境の保全・
再生と活用



部局名 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 野生生物共存確保事業費 猟政費 22,461 13,051

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 14,330 14,330

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、有害鳥獣捕
獲促進等を推進します。

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 1,778 1,778

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

生物多様性保全推進総合対策事業
費 生物多様性保全推進総合対策事業費 12,777 4,719

生物多様性基本法が制定され、県レベルにおいても具体
的な行動指針を示した「生物多様性地域戦略」を作成する
ことになっています。また、生物多様性基本法が制定され
たのを契機に、平成２２年１０月には愛知県で「生物多様
性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）が開催され、本
件としても公式エクスカーションや関連イベントへの参加
を予定しています。 このため、希少な動植物の宝庫であ
る三重県民の森「自然学習展示館」を生物多様性の情報発
信の主要な基地として位置づけ改修するとともに、生物多
様性地域戦略の作成等を行います。

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 51,915 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 自然環境保全技術開発費 森林吸収源計測・活用体制整備事業

費 1,066 0

京都議定書において、森林が重要な炭素吸収源として位
置づけられたことから、森林の炭素吸収量を明確にするこ
とを目的に調査を実施します。なお、本事業は独立行政法
人森林総合研究所からの委託を受け行われる全国規模の調
査です。

自然環境の保全・
再生と活用

環境森林
部 自然環境保全技術開発費

管理不足林分における間伐の効果に
関する研究費 862 862

適切な保育が行われず過密状態となった人工林が増加し
ている現状から、各地で様々な事業形態による強度な下層
間伐や列状間伐等が実施されています。これら県内で強度
に間伐が実施された下層間伐や列状間伐地を対象として調
査を実施し、肥大成長や林分構造の実態を把握するととも
に、実習林内に設置された強度間伐モデル林において、強
度間伐後の水・土砂の動態を継続調査します。これらから
間伐方法別の特質をまとめ、適切な間伐方法について検討
します。

自然環境の保全・
再生と活用



部局名 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 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 254 254

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 県行造林事業費 県行造林事業費 66,144 61,890

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 森林整備対策費 森林整備促進事業費 80,444 11,483

森林の有する多面的機能の発揮や、森林資源の循環利用
を促進するため、森林の整備に必要な地域活動に対して支
援を行います。
また、地域の森林の適切な管理・経営を担える意欲ある林
業経営体を育成するため、林業経営改善計画の認定を推進
します。
（１）森林整備地域活動支援事業  （２）地域森林整備推
進事業

森林の持つ公益的
機能の発揮

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） 30,159 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。

森林の持つ公益的
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。
森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 造林事業費 （公共事業）造林事業費 170,193 62,871

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、枝払いなどの森林整備を
行います。

森林の持つ公益的
機能の発揮

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 森林国営保険事業費 森林国営保険事業費 4,302 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。

森林の持つ公益的
機能の発揮



部局名 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 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 115,995 115,995
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。

森林の持つ公益的
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 113,690 113,690

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

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 134,260 108,760

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

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） 16,567 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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 緊急間伐促進支援事業費 緊急間伐促進支援事業費（緊急雇用

創出事業） 35,300 0 森林の公益的機能の増進を図るため、県行造林地内で研修
を兼ね間伐を実施する。

森林の持つ公益的
機能の発揮

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） 25,137 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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部

森林施業集約化推進データ整理事
業費

森林施業集約化推進データ整理事業
費（緊急雇用創出事業） 27,552 0

保有する森林所有者等に関するデータを整理し、今後、集
約化を推進するために必要なデータの内容を明らかにする
ことで、今後の取り組みの参考にし、より森林施業の集約
化を推進することを目的とする。その為に、森林簿等に基
づく森林所有者情報により、連絡がとれない森林所有者や
不在村所有の森林などのデータ等を整理する。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部

森林整備実績データ化事業費 森林整備実績データ化事業費（緊急
雇用創出事業）

1,810 0

森林整備に関する実績、位置等の情報を森林ＧＩＳに整理
入力し、効率的かつ効果的な森林整備の推進を図る。その
為に、過去の造林間伐事業の実績、林道等の路網整備の台
帳入力、施工位置、その他森林整備の実績などのデータを
森林ＧＩＳやコンバートできるエクセルファイル等に入力
したり、書類の整理を行う。

森林の持つ公益的
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 4,808 1,550 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。
森林の持つ公益的
機能の発揮



部局名 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 森林保全管理事業費 林地開発許可事業費 783 783

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 緑化推進費 緑化推進費 7,866 218

緑化活動の一層の推進を図るとともに、宝くじ協会の助
成金を活用して公共施設の緑化を促進することで緑豊かな
環境形成を図ります。

森林の持つ公益的
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 2,143 2,143

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 漁民の森づくり活動推進事業費 漁民の森づくり活動推進事業費 810 810 漁業関係者が自主的に実施する植樹や保育等の森林整備

活動に対し支援します。
森林の持つ公益的
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） 199,162 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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 森林総務管理費 森林総務管理費 5,742 5,613

森林整備にかかる総務管理等に要する経費 １ 緑資源機
構事業調査受託事業 ２ 森林審議会経費 ３ 職員技
術研修経費 ４ 森林環
境の保全・整備連携推進事業 ５ 特用林産物振興対策事
業 ６ その他総務費

森林の持つ公益的
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 152,975 8,725

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。

森林の持つ公益的
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 50,965 27,970

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。

森林の持つ公益的
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 237,123 203,123

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮



部局名 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

「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 4,200 4,200

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。

森林の持つ公益的
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 7,682 7,682

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。

森林の持つ公益的
機能の発揮

環境森林
部 環境保全総務費 環境保全総務費 57,329 54,114 ①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 257,400 250,694

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 920 909

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 568 568
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 6,659 4,687

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 5,647 5,647

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 小規模事業所向けＥＭＳ導入事業費 9,372 121

県内事業者の環境負荷削減活動を促進することを目的と
し、費用負担の少ない三重県版小規模事業所向け環境マネ
ジメントシステム（M－EMS:ミームス）を普及します。

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 820 820

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



部局名 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 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 47,131 43,829

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

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 9,935 9,925

環境のホームページ「三重の環境と森林」のバージョン
アップや日々の更新等を図り、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 水道指導監督費 水道事業等指導事業費 3,104 2,528

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 2,362,483 2,035,483

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

環境試験研究管理費 環境試験研究管理費 39,082 39,082

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。

科学技術交流の推
進

環境森林
部 林業試験研究管理費 林業試験研究管理費 29,821 29,634 林業試験研究における一般的な管理運営に要する経費 科学技術交流の推

進

環境森林
部

環境保全関係給与費 人件費 1,687,436 1,687,436 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 1,211,357 1,207,307 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

環境森林
部 環境保全総務費 交際費 400 400 部長交際費 その他


