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（議案補充説明）

1 議案第 1号平 成27年度三重県一般会計補正予算（第6号）

（環境生活部関係）

【一般会計I （単位：千円）

今回補正額

款 項 補正前の額
補正予算 補正予算

補正後の額

第6号 第7号 計

（その1) （その2)

総務費 生活文化費 5,084,529 124,432 26,790 151,222 5,235, 751 

衛生費 環境保全費 7,057,369 106,074 24,241 130,315 7, 187,684 

教育費 私学振興費 7, 100,007 7, 100,007 

合計 19,241,905 230,506 51,031 281,537 19,523,442 

※太線枠囲みが、 『議案第 1号 平 成27年度三重県一般会計補正予算（第6号）」にかかる

もの。



別表 1
平成27年度三重県一般会計補正予算（第6号）、（第7号）項目

補正予算総額 281,537千円 （単位千円｝

款項目 細事業名 補正前の額 今回補正額 補正後の額 説明（主要要因）

【歳出】

2総務費

5生活文化費

(1)生活対策費 人件費（※） 1,431,885 26,790 1,458,675 人よ事る増委員（補会勧正告予算に基（第づく7給号与）改分）定の実施に

l相ドラへイつフ創な造ぐ事グ業ッ費ドヲ ク・グッ
。 56,887 56,887 

組国のを補加正速予させるた用め、し公、J開、フォーラムのの取開

｛置など各種事業実施に要する経費の増

み費えの輝く女子プロジェクト事業 。 6,345 6,345 
進国市町のの補機の正運取醸組予算成へを活用し、 県各す種内る事経の女業費性のの活実増掴施推や

のにつ支援ながに要る

マタハラ費、パタハラのない職場づ 738 3,674 4,412 国の補正予算を活用し、マタエティハラス
くり事業 メント、パタニティハラスメン実ト施のない職

場る環経境費づの増〈りを促すための事業 に要す

(7）消費生活事業費 消費者行政推進事業費 52,059 29,526 81,585 
体費国制のの補増の基正盤予算づを活用対しす、市る町の消費者相餓経

くりに 支援に要する

(9）斎宮歴史博物館費 斎宮を核とした交流促進事業費 。 28,000 28,000 
促て国の進来増の補訪に者つ正予のな算増が加を活用し時業、史実聞跡施の斎延に宮長跡なにおい

るや各滞種在事 要するど経交流費

4衛生費

6環境保全費

(1）環境総務費 人件費（※） 1,302,471 24,241 1,326,712 人よ事る増委員（会補勧正予告算に基（第づく7給号与）分改）定の実胞に

（国環境指導費 日町費P問T丁 15,551 106,074 121,625 
制す閣等のる補経の正取費予組の算湘など、 用海岸し漂、海着岸物対漂着策実施に要

【歳入】 1艮日＂＇フず J

9国庫支出金

2国庫補助金 222,381 

(1)総務費補助金 日>IH~交付金 。 84,887 84,887 
創未費来造に事へ充つ業当費な、ぐ斎グ宮ッをド核ワとクした・交グ流ッ促ド進ライ事業フ

地方消費者行政推進交付金 53,092 29,526 82,618 消費者行政推進事業費に充当

地域女性活躍推進交付金 。 8,815 8,815 みえの輝く女子プロジェクト事業り事費 マタ
ハラ、パタハラのない職場づく 業費に
充当

(3）衛生費補助金 地域環境保全対策費補助金 14,973 99,153 114,126 伊勢湾行動計国推進事業費に充当

12繰入金

2基金繰入金

(1）基金繰入金 環康保全基金繰入金 229,569 6,497 236,066 伊勢湾行動計画推進事業費に充当

財政問整基金繰入金 1,132,647 1,628 1,134,275 みえの輝く女子プロジェクト事く業り事費業、マタ
ハラ・パタハラの画推な進い職事場業づ費 費及
ぴ伊勢湾行動計 に充当

注：［歳出1の細事業名に※印を付した事業は、補正予揮（第7号）に係るもの。
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別表2

平成27年度一般会計補正予算（第6号） 繰越明許費 （環境生活部関係）

【追加】 （単位．千円）

款 項 事業名 金額

倒Jく場と家庭・地域における男女共同参画の推 66,906 
進費

総務費 生活文化費 消費生活総務費 29,526 

斎宮歴史博物館費 28,000 

衛生費 環境保全費 水環境保全対策費 106,074 

ス）



1 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例jに基づく報告（環境生活部関係）

第1号様式（条例第5条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名環境生活部）（単位：千円）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏 交付予定額

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及び理由 謀〔室）名
支出科目

名及び住所 （予定時期） 款 項 目 事業名
ニ重県海岸漂着 四日市港管理組 25,075 港湾内に漂着した流木や （目的・理由） 公共財 大気・水環 衛生 環境 環境 水環境保全
物等対策事業補 合 （未定） ごみ等の回収・処分に要 海岸における良好な景 四日市港管理組合が管理 境課 費 保全 指導 対策費
助金 四日市市霞ニT する経費を補助する。 観及び環境の保全を図 する港湾区域内における 費 費

目1-1 るため。 事業であるため
（根拠）
環境生活部関係補助金
等交付要綱

2 向上 津市 22,400 市内の海岸に漂着した流 向上 公共財 向上 向上 向上 向上 向上
津市西丸之内23 （未定） 木やごみ等の回収・処分 津市肉の海岸地域で市が
-1 に要する経費を補助する。 行う事業であるため

["-... 

3 向上 鳥羽市 12,036 市内の海岸に漂着した流 向上 公共財 同上 向上 同上 向上 向上
鳥羽市鳥羽3丁目 （未定） 木やごみ等の回収，処分 鳥羽市が管理する漁港内
1-1 及び発生抑制に要する経 及び鳥羽市内の海岸地域

費を補助する。 で市が行う事業であるた
め

環境生活部 1


