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環境生活部の所管する令和元年度歳入歳出決算につきまして、お手元の 

「令和元年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、ご説明申し上げ

ます。 

 

 

【一般会計・歳入】 

 まず、一般会計の歳入決算について、ご説明申し上げます。 

予算現額      ５８億３,０１６万８,０００円 

調定額      １１５億   ８１万６,３９４円 

収入済額      ５６億７,６３３万１,５８９円 

収入未済額     ５８億２,４４８万４,８０５円 

以下、項目ごとにご説明申し上げます。 

 

第８款 使用料及び手数料 

第１項 使用料 

第１目 総務使用料（48頁）のうち当部関係は、 

予算現額          ８,２５１万５,０００円 

調定額          ７,３５９万３,６９３円 

収入済額         ７,３５９万３,６９３円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

総合博物館観覧料 30,226,053円 

美術館観覧料 18,922,670円 

建物使用料 14,557,735円 

斎宮歴史博物館観覧料 5,587,270円 

美術館使用料 2,320,400円 

 

第２項 手数料 

第１目 総務手数料（52頁）のうち当部関係は、 

予算現額       １億   １１万６,０００円 

調定額          ９,９７４万６,９５０円 

収入済額         ９,９７４万６,９５０円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

旅券事務手数料 99,704,300円 
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第３目 衛生手数料（56頁）のうち当部関係は、 

予算現額       １億２, ２５２万５,０００円 

調定額        １億１, ５５３万８,７００円 

収入済額       １億１, ５５３万８,７００円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

産業廃棄物処理業等許可申請手数料 103,416,000円 

自動車リサイクル法登録・許可等申請手数料 6,707,000円 

浄化槽保守点検業者登録手数料 1,850,300円 

温泉掘さく許可手数料 1,454,600円 

特定建築物清掃業者等登録手数料 1,055,000円 

フロン類充填回収業者等登録手数料 852,000円 

 

第９款 国庫支出金 

第２項 国庫補助金 

第１目 総務費補助金（78頁）のうち当部関係は、 

予算現額       ２億６,４６７万４,０００円 

調定額        ２億３,２７２万７,４５９円 

収入済額       ２億３,２７２万７,４５９円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

隣保館事業推進補助金 166,276,000円 

社会福祉施設整備費補助金 20,795,000円 

地方消費者行政強化交付金 17,654,308円 

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 7,559,000円 

文化資源活用事業費補助金 4,800,164円 

 

第３目 衛生費補助金（82頁）のうち当部関係は、 

予算現額       ８億２,８６２万８,０００円 

調定額        ７億７,０７４万９,０００円 

収入済額       ７億７,０７４万９,０００円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

生活基盤施設耐震化等交付金 725,100,000円 

地域環境保全対策費補助金 42,675,000円 

 

 

  



3 

第９目 教育費補助金（98頁）のうち当部関係は、 

予算現額      ２３億  ９７５万８,０００円 

調定額       ２３億４,３６７万７,６７２円 

収入済額      ２３億４,３６７万７,６７２円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

高等学校等就学支援金交付金 1,589,745,789円 

私立高等学校等経常費助成費補助金 700,014,000円 

 

 第３項 委託金 

第１目 総務費委託金（104頁）のうち当部関係は、 

予算現額         １,４８５万１,０００円 

調定額          １,４６２万３,０００円 

収入済額         １,４６２万３,０００円 

収入済額の内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

人権啓発活動等委託金 14,623,000円 

 

  第３目 衛生費委託金（106頁）のうち当部関係は、 

予算現額         １,７９７万３,０００円 

調定額          １,７３７万４,０７４円 

収入済額         １,７３７万４,０７４円 

収入済額の内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

国民参加による気候変動情報収集・分析業務委託金 8,729,820円 

広域総合水質調査委託金 3,818,567円 

ＮＯｘ等総量削減計画目標達成状況等調査委託金 3,056,351円 

地盤沈下防止等対策要綱推進調査委託金 946,740円 

 

第 10款 財産収入 

第１項 財産運用収入 

第１目 財産貸付収入（116頁）のうち当部関係は、 

予算現額           ２５７万１,０００円 

調定額            ２４５万５,１４４円 

収入済額           ２４５万５,１４４円 

これは、主に総合博物館等における家屋貸下料です。 
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第２目 利子及び配当金（116頁）のうち当部関係は、 

予算現額            ９４万円 

調定額             ９２万５,２５８円 

収入済額            ９２万５,２５８円 

これは、環境保全基金等の基金運用に伴う利子収入です。 

 

第２項 財産売払収入 

第２目 物品売払収入（116頁）のうち当部関係は、 

予算現額           ３５０万円 

調定額            ４３８万７,４２５円 

収入済額           ４３８万７,４２５円 

これは、総合博物館や美術館等における図録等の販売収入です。 

 

第 11款 寄附金 

第１項 寄附金 

第８目 総務費寄附金（120頁）のうち当部関係は、 

予算現額           ９１９万１,０００円 

調定額           １,１９４万３,５５９円 

収入済額          １,１９４万３,５５９円 

収入済額の内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

文化振興費寄附金 11,821,559円 

災害ボランティア支援等基金寄附金 122,000円 

 

第 12款 繰入金 

第２項 基金繰入金 

第１目 基金繰入金（124頁）のうち当部関係は、 

予算現額       ６億３,３６２万３,０００円 

調定額        ５億７,０４９万８,９５５円 

収入済額       ５億７,０４９万８,９５５円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （細 節） 収 入 済 額 

環境保全基金繰入金 380,231,854円 

文化振興基金繰入金 71,895,678円 

昭和学寮顕彰人材育成基金繰入金 52,701,129円 

財政調整基金繰入金    48,537,179円 
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第 13款 繰越金 

 第１項 繰越金 

第１目 繰越金（126頁）のうち当部関係は、 

予算現額             ６８万円 

調定額             ６８万円 

収入済額            ６８万円 

これは、平成３０年度からの繰越事業に充当したものです。 

 

第 14款 諸収入 

 第５項 受託事業収入 

第３目 衛生関係受託事業収入（134頁）のうち当部関係は、 

予算現額           ３６５万円 

調定額            ３６４万９,４００円 

収入済額           ３６４万９,４００円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （細 節） 収 入 済 額 

四日市港内水準測量受託事業収入 2,749,400円 

競争的研究プロジェクト受託事業収入 900,000円 

 

第６項 収益事業収入 

第１目 宝くじ収入（138頁）のうち当部関係は、 

予算現額       １億５,６９３万８,０００円 

調定額        １億５,６９０万４,８０４円 

収入済額       １億５,６９０万４,８０４円 

これは、自治宝くじ収益金の配分によるものです。 

 

第８項 雑入 

第２目 雑入（138頁）のうち当部関係は、 

予算現額         ４,５０３万５,０００円 

調定額        ５億４,１９０万  ８４４円 

収入済額         ４,４７１万９,７４６円 

収入未済額      ４億９,７１８万１,０９８円 

収入済額の内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

雑入    44,263,746円 

広告収入     456,000円 

収入未済額は、産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行経費であり、  

原因者に求償いたしましたが、収納に至らなかったことなどによるものです。  



6 

  第３目 過年度収入（142頁）のうち当部関係は、 

予算現額                  ０円 

調定額       ５３億２,８１９万７,７０７円 

収入済額            ８９万４,０００円 

収入未済額     ５３億２,７３０万３,７０７円 

収入未済額は、産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行経費等であり、

債務者に求償いたしましたが、収納に至らなかったことなどによるものです。 

 

第５目 弁償金（142頁）のうち当部関係は、 

予算現額                   ０円 

調定額             ２９万７,８５０円 

収入済額            ２９万７,８５０円 

これは、交通事故の県損害額に係る弁償金です。 

 

第６目 違約金及び延納利息（142頁）のうち当部関係は、 

予算現額                   ０円 

調定額             ９４万４,９００円 

収入済額            ９４万４,９００円 

これは、委託業務の契約解除による違約金です。 

 

第 15款 県債 

第１項 県債 

 第１目 総務債（146頁）のうち当部関係は、 

予算現額       １億９,９００万円 

調定額        １億８,３００万円 

収入済額       １億８,３００万円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

総合博物館費充当 96,000,000円 

総合文化センター管理運営費充当  73,000,000円 

隣保館整備費補助金充当  10,000,000円 
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  第３目 衛生債（152頁）のうち当部関係は、 

予算現額      １０億３,４００万円 

調定額       １０億２,７００万円 

収入済額      １０億２,７００万円 

収入済額の主な内訳は次のとおりです。 

科     目  （節） 収 入 済 額 

産業廃棄物不法投棄対策事業費充当 707,000,000円 

水道事業会計出資金充当 283,000,000円 

大気テレメータ維持管理費充当 37,000,000円 

 

 以上が、歳入の概要です。 
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【一般会計・歳出】 

 続きまして、歳出決算について、ご説明申し上げます。 

 環境生活部関係全体では、 

予算現額     １５５億８,５３５万７,０００円 

支出済額     １５３億３,２６７万９,４３０円 

翌年度繰越額     １億  ４１７万７,９００円 

不用額        １億４,８４９万９,６７０円 

以下、項目ごとにご説明申し上げます。 

 

第２款 総務費 

第５項 生活文化費（198頁）は、 

予算現額      ４１億１,７０４万２,０００円 

支出済額      ４０億１,０３７万  ５８６円 

翌年度繰越額       ４,０１６万２,０００円 

不用額          ６,６５０万９,４１４円 

 

  第１目 生活対策費（200頁）は、 

予算現額      １５億１,５９６万５,０００円 

支出済額      １４億９,９４２万７,８５１円 

不用額は         １,６５３万７,１４９円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

給与費 1,366,190,375円 人件費（157名分） 

ＮＰＯ活動支援事業費 57,994,065円 
みえ県民交流センターの管

理運営等 

企画調整費 28,947,005円 部内管理運営等 

政策・方針決定過程への女性の

参画費 
12,001,293円 

男女共同参画審議会の開

催、ダイバーシティに関す

るワークショップの開催等 

性別に基づく暴力等への取組費 10,516,647円 
「みえ性暴力被害者支援セ

ンターよりこ」の運営等 

男女共同参画に関する意識の普

及と教育の推進費 
8,272,000円 

男女共同参画センターの指

定管理料 

安全安心まちづくり事業費 5,353,693円 犯罪被害者等支援事業等 

職業生活等における女性活躍の

推進費 
5,251,456円 

「みえの輝く女子フォーラ

ム 2020」実施事業等 

不用額の主なものは、ＮＰＯ活動支援事業費の災害ボランティア支援等事

業費等の執行残です。  
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第２目 交通安全対策費（202頁）は、 

予算現額         ５,６２０万６,０００円 

支出済額         ５,３０６万９,２９５円 

不用額は           ３１３万６,７０５円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

交通安全教育・学習推進事業費 40,395,603円 
交通安全研修センターの管

理運営 

交通安全運動展開事業費  5,836,703円 
四季の交通安全運動、交通安

全県民大会開催等 

飲酒運転０をめざす推進運動事

業費 
3,053,208円 

飲酒運転根絶に向けた教育、

普及啓発、アルコール依存症

に関する受診義務通知事務

等 

交通安全総合対策推進事業費 2,994,550円 交通事故相談等 

 

第３目 文化振興費（202頁）は、 

予算現額       １億２,１５４万７,２９９円 

支出済額       １億１,９６６万２,１５８円 

不用額            １８８万５,１４１円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

県史編さん事業費 62,703,373円 
「三重県史」の編さん、刊行

事業等 

文化創造活動支援事業費 36,419,992円 

アートメネジメント人材育

成等事業、「みえ文化芸術祭」

開催事業等 

多様な学びと文化による絆づく

り事業費 
15,128,559円 

文化、歴史、美術体験の各種

事業等 

歴史文化（公文書）保存事業費 5,300,254円 
歴史的公文書の収集、選別、

保存事業 
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第４目 人権施策推進費（204頁）は、 

予算現額       ４億  ５８９万２,０００円 

支出済額       ３億９,７３７万２,７３７円 

不用額            ８５１万９,２６３円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

人権が尊重されるまちづくりの

推進費 
311,526,151円 

人権施策総合推進事業、隣保

館運営費補助等 

人権センター管理運営費 45,754,897円 人権センター管理運営等 

人権センター啓発活動推進事業

費 
30,641,041円 人権啓発事業等 

人権擁護の推進費 9,450,648円 人権相談事業等 

 

第６目 国際化対応費（206頁）は、 

予算現額       １億６,１８６万４,０００円 

支出済額       １億５,５６９万７,５９１円 

不用額            ６１６万６,４０９円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

国際交流活動の支援費  100,400,954円 

旅券発給事務、外国青年招致

事業費（ＪＥＴプログラム）

等 

共生社会の形成費 39,579,323円 

外国人住民等への支援、留学

生等への奨学金給付事業費

等 

外国青年招致事業費（ＪＥＴ青

年特別人件費） 
15,717,314円 

国際交流員（ＣＩＲ）５名の

人件費 
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第７目 消費生活事業費（208頁）は、 

予算現額         ６,７４４万８,０００円 

支出済額         ６,０２９万２,８２０円 

不用額            ７１５万５,１８０円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

事業者指導・相談対応強化費 24,263,976円 
消費生活相談、事業者への法

令指導事業等 

消費生活総務費 19,600,809円 

消費生活対策審議会等の開

催、市町等への消費者行政推

進補助事業等 

消費者啓発事業費 16,428,035円 
消費者啓発、消費者教育事業

等 

 

第８目 総合文化センター費（210頁）は、 

予算現額      １０億１,５０４万８,８０３円 

支出済額      １０億１,２７５万  ９６０円 

不用額            ２２９万７,８４３円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

総合文化センター管理運営費   800,931,563円 
総合文化センターの管理運

営、設備保全、修繕等 

図書館費 153,016,397円 図書館の管理運営等 

文化会館事業費 47,932,000円 
文化会館での各種公演、活動

事業等 

生涯学習センター費 10,871,000円 
生涯学習センターの管理運営

等 

 

第９目 博物館費（212頁）は、 

予算現額       ３億３,３４０万３,０００円 

支出済額       ３億２,７９４万２,０９４円 

不用額            ５４６万   ９０６円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

総合博物館費 326,876,544円 
総合博物館の管理運営、各種

展示事業等 
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  第 10目 美術館費（212頁）は、 

予算現額       ２億１,９９１万５,０００円 

支出済額       ２億１,７８７万  ７９９円 

不用額            ２０４万４,２０１円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

美術館費 217,870,799円 
美術館の管理運営、各種展示

事業等 

 

第 11目 斎宮歴史博物館費（214頁）は、 

予算現額       ２億１,９７５万２,８９８円 

支出済額       １億６,６２８万４,２８１円 

翌年度繰越額       ４,０１６万２,０００円 

不用額          １,３３０万６,６１７円 

支出済額の内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

斎宮歴史博物館費 149,643,869円 
斎宮歴史博物館の管理運営、

各種展示事業等 

斎宮跡保存対策費  16,640,412円 
斎宮跡の学術発掘調査研究事

業 

翌年度繰越額は、斎宮歴史博物館の防火設備工事に係る経費です。 

 また、不用額の主なものは、斎宮歴史博物館費等の執行残です。 
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第４款 衛生費 

第６項 環境保全費（290頁）は、 

予算現額      ４６億４,２０８万７,０００円 

支出済額      ４５億１,５０２万８,８７７円 

翌年度繰越額        ６,４０１万５,９００円 

不用額          ６,３０４万２,２２３円 

 

  第１目 環境総務費（290頁）は、 

予算現額      １８億１,１５２万８,０００円 

支出済額      １８億１,０８３万３,５９８円 

不用額             ６９万４,４０２円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

環境保全関係給与費 1,231,162,346円 人件費（149名分） 

環境保全総務費 523,089,654円 
部内管理運営費、環境保全基

金積立金等 

環境学習情報センター運営費 40,305,756円 
環境学習情報センターの管理

運営等 

環境総合情報システム運営費 5,888,034円 
ＨＰ「みえの環境」、総合情報

システムの維持管理等 

環境経営促進事業費 5,142,720円 

小規模事業所向け環境マネジ

メントシステム（Ｍ－ＥＭＳ）

の普及啓発事業等 

環境行動促進事業費 4,685,360円 
地球温暖化防止活動推進員の

活動支援事業等 
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第２目 廃棄物対策費（292頁）は、 

予算現額      １１億８,２６８万９,０００円 

支出済額      １１億４,０７９万７,６０１円 

翌年度繰越額          ７６７万６,９００円 

不用額          ３,４２１万４,４９９円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

環境修復事業費 824,160,776円 
産業廃棄物の不適正処理に

係る行政代執行等 

廃棄物適正処理推進事業費 118,832,849円 

廃棄物の適正処理を推進す

るための指導やＰＣＢ廃棄

物対策等 

不法投棄等の未然防止・是正の

推進事業費 
79,718,456円 

不適正処理事案の早期発見・

是正のため、支援システムを

活用した監視・指導等 

「ごみゼロ社会」実現推進事業

費 
55,980,072円 

一般廃棄物処理実態調査や

ポストＲＤＦ補助金等     

資源循環システム構築事業費 42,332,157円 
使用済自動車の適正な処理

指導等 

産業廃棄物監視指導事業費 6,099,006円 

産業廃棄物処理業者等や不

法投棄等不適正処理に対す

る監視指導等 

産業廃棄物適正管理推進事業費 6,063,447円 
多量排出事業者の産業廃棄

物処理計画の策定指導等 

災害廃棄物適正処理促進事業費 5,929,802円 
災害廃棄物処理セミナーや

研修会等の実施 

翌年度繰越額は、環境修復事業費の産業廃棄物不法投棄事案における後期

対策工事設計業務に係る経費です。 

また、不用額の主なものは、廃棄物適正処理推進事業費及び環境修復事業

費等の執行残です。 
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第３目 環境指導費（294頁）は、 

予算現額      １５億８,６５０万３,０００円 

支出済額      １５億  ４０１万５,１０７円 

翌年度繰越額        ５,６３３万９,０００円 

不用額          ２,６１４万８,８９３円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

水道指導監督費 741,725,244円 
市町水道施設の耐震化整備等

に係る補助等 

水道事業会計支出金   421,769,000円 
県企業庁水道事業会計への出

資等 

生活排水対策費 105,016,212円 
浄化槽の設置に係る補助及び

各種啓発事業の実施等 

観測調査費  99,705,209円 
テレメータシステムによる大

気汚染の常時監視等 

水環境保全対策費  74,139,898円 

公共用水域及び地下水の常時

監視、海岸漂着物対策推進事業

等 

地盤沈下対策費 11,941,443円 
地盤沈下の状況を把握するた

め水準測量、地下水位の観測等 

ダイオキシン類等化学物質

対策推進事業費 
11,036,234円 

ダイオキシン類の環境調査や

規制対象工場への立入検査等 

地球温暖化対策普及事業費 10,634,420円 
県内の気候変動影響に関する

情報の収集・分析等 

大気環境保全対策費  10,432,079円 
規制対象工場への立入検査、光

化学スモッグの緊急時対応等 

低炭素社会づくり推進事業

費 
8,639,965円 

県庁舎等に設置した電気自動

車用充電設備の運営等 

翌年度繰越額は、水道指導監督費の市町の水道施設耐震化整備等に係る経

費です。また、不用額の主なものは、生活排水対策費及び観測調査費等の執

行残です。 
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  第６目 環境試験研究費（296頁）は、 

予算現額         ６,１３６万７,０００円 

支出済額         ５,９３８万２,５７１円 

不用額            １９８万４,４２９円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

環境試験研究管理費 48,375,278円 
保健環境研究所の管理運営、検

査分析機器の維持、整備等 

資源循環技術開発費 8,824,543円 

不法投棄現場における安全性

確認技術やリサイクル材の環

境リスク評価に関する調査研

究等 

 

第 10款 教育費 

第８項 私学振興費 

第１目 私学振興費（468頁）は、 

予算現額      ６８億２,６２２万８,０００円 

支出済額      ６８億  ７２７万９,９６７円 

不用額          １,８９４万８,０３３円 

支出済額の主な内訳は次のとおりです。 

細  事  業  名 支 出 済 額 主な事業内容 

私立高等学校等振興補助金 4,777,926,787円 

私立小・中・中等・高等学校の

教育に係る経常的経費に対す

る助成 

私立高等学校等就学支援金

交付事業費 
1,607,854,792円 

私立高等学校等の生徒等に対

して公立高等学校授業料相当

額（低所得世帯にあっては、所

得に応じ、上記相当額に１．５

倍、２倍、２．５倍を乗じた額）

を助成 

私立特別支援学校振興補助

金 
181,068,116円 

私立特別支援学校の教育に係

る経常的経費に対する助成 

私立高等学校等教育費負担

軽減事業費 
163,895,746円 

私立高校生等奨学給付金や私

立高等学校等における授業料

の減免に要する経費に対する

助成 

私立専修学校振興補助金 48,379,620円 
私立専修学校の教育に係る経

常的経費に対する助成 
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不用額の主なものは、私立高等学校等就学支援金交付事業費等の執行残で

す。 

 

以上で、環境生活部関係の令和元年度歳入歳出決算の概要説明を終わらせ

ていただきます。 

 

 

 


