
内訳

内訳

内訳

内訳 一般財源 1,100その他

一般財源

２－１事務事業Ｎｏ．

その他 1,100

地方債

県補助

国補助

R6

実施計画書

事業費(千円) 1,100

事業費(千円)

国補助

国補助

1,100

会議・行事への出席、打合せ、面会などの日程調整
町長、副町長の出張業務の補助
・普通旅費【600千円】
・交際費【500千円】

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

会議・行事への出席、打合せ、面会などの日程調整
町長、副町長の出張業務の補助
・普通旅費【600千円】
・交際費【500千円】

R3

R4
会議・行事への出席、打合せ、面会などの日程調整
町長、副町長の出張業務の補助
・普通旅費【600千円】
・交際費【500千円】

会議・行事への出席、打合せ、面会などの日程調整
町長、副町長の出張業務の補助
・普通旅費【600千円】
・交際費【500千円】

県補助

一般財源

国補助 県補助

事業費(千円)

1,100

その他

地方債 その他

一般財源 1,100

事業名 秘書費

1,100

事業費(千円)

R5

地方債

県補助1,100 地方債



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 460 一般財源 48,318

・広報紙の作成【6,146千円】　　　月1回10,000部
・広報紙の配布【5,745千円】　　　月1回 9,700部
・町民カレンダー作成【1,945千円】
　　　令和7年度版カレンダー10,500部
・ホームページの作成【1,532千円】
　　　ホームページコンテンツシステム・翻訳システム使用料
・行政情報メールの発信、デジタルサイネージ【1,122千円】
　　　行政情報メール配信サービス使用・東員駅、中部公園管理棟デジタルサイネージ使用料
・行政情報番組放送【21,972千円】
　　　ケーブルテレビによる行政情報番組（トピックス、スペシャル番組）
　　　三重テレビ旬感みえの放送（年2回）
・ふれあいトーク、出前講座の実施
・東員町の情報誌の発行【11,880千円】

48,318

・広報紙の作成【6,146千円】　　　月1回10,000部
・広報紙の配布【5,745千円】　　　月1回 9,700部
・町民カレンダー作成【1,945千円】
　　　令和6年度版カレンダー10,500部
・ホームページの作成【1,532千円】
　　　ホームページコンテンツシステム・翻訳システム使用料
・行政情報メールの発信、デジタルサイネージ【1,122千円】
　　　行政情報メール配信サービス使用・東員駅、中部公園管理棟デジタルサイネージ使用料
・行政情報番組放送【21,972千円】
　　　ケーブルテレビによる行政情報番組（トピックス、スペシャル番組）
　　　三重テレビ旬感みえの放送（年2回）
・ふれあいトーク、出前講座の実施
・東員町の情報誌の発行【11,880千円】

R6 事業費(千円) 48,778 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 460 一般財源R5 事業費(千円) 48,778 国補助 県補助

その他 460 一般財源 48,318

・広報紙の作成【6,146千円】　　　月1回10,000部
・広報紙の配布【5,745千円】　　　月1回 9,700部
・町民カレンダー作成【1,945千円】
　　　令和5年度版カレンダー10,500部
・ホームページの作成【1,532千円】
　　　ホームページコンテンツシステム・翻訳システム使用料
・行政情報メールの発信、デジタルサイネージ【1,122千円】
　　　行政情報メール配信サービス使用・東員駅、中部公園管理棟デジタルサイネージ使用料
・行政情報番組放送【21,972千円】
　　　ケーブルテレビによる行政情報番組（トピックス、スペシャル番組）
　　　三重テレビ旬感みえの放送（年2回）
・ふれあいトーク、出前講座の実施
・東員町の情報誌の発行【11,880千円】

38,703

・広報紙の作成【6,146千円】　　　月1回9,900部
・広報紙の配布【5,745千円】　　　月1回9,600部
・町民カレンダー作成【1,945千円】
　　　令和4年度版カレンダー10,400部
・ホームページの更新・作成【1,917千円】
　　　常時SSL対応・ホームページコンテンツシステム・翻訳システム使用料
・行政情報メールの発信、デジタルサイネージ【1,122千円】
　　　行政情報メール配信サービス使用・東員駅、中部公園管理棟デジタルサイネージ使用料
・行政情報番組放送【21,972千円】
　　　ケーブルテレビによる行政情報番組（トピックス、スペシャル番組）
　　　三重テレビ旬感みえの放送（年2回）
・ふれあいトーク、出前講座の実施

R4 事業費(千円) 48,778 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 460 一般財源R3 事業費(千円) 39,163 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ２－２

事業名 広報広聴経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

　６月　行政評価(事務事業評価、施策評価)
　８月　レビュー
　　　　総合計画効果検証委員会
１０月　企画調整員会
１１月　旧定住自立圏共生ビジョン懇談会
　３月　行政評価（事務事業評価）

■総合計画の進捗管理　【117千円】
　　総合計画、総合戦略の効果検証
■まちづくりセミナー　【400千円】
　　まちづくりセミナー等開催
■桑名・員弁広域連合共同事務など負担金　【5,324千円】
　  桑名広域負担金、地域活性化センター負担金、
　　リニア中央新幹線期成同盟会など
■三重県移住マッチング支援事業　【1,300千円】【入 1,050千
円】
　　負担割合　2/4国、1/4県、1/4町
■その他　【47千円】旅費

地方債

県補助 1,0508,238 地方債事業費(千円)

■総合計画の進捗管理　【117千円】
　　総合計画、総合戦略の効果検証
■まちづくりセミナー　【400千円】
　　まちづくりセミナー等開催
■桑名・員弁広域連合共同事務など負担金　【5,324千円】
　  桑名広域負担金、地域活性化センター負担金、
　　リニア中央新幹線期成同盟会など
■三重県移住マッチング支援事業　【1,300千円】【入 1,050千
円】
　　負担割合　2/4国、1/4県、1/4町
■その他　【742千円】【入 694千円】
　　旅費、マイナポイント時間外等（国補助）

　６月　行政評価(事務事業評価、施策評価)
　８月　レビュー
　　　　総合計画効果検証委員会
１０月　企画調整員会
１１月　旧定住自立圏共生ビジョン懇談会
　３月　行政評価（事務事業評価）

■総合計画の進捗管理　【117千円】
　　総合計画、総合戦略の効果検証
■まちづくりセミナー　【400千円】
　　まちづくりセミナー等開催
■桑名・員弁広域連合共同事務など負担金　【5,324千円】
　  桑名広域負担金、地域活性化センター負担金、
　　リニア中央新幹線期成同盟会など
■三重県移住マッチング支援事業　【1,300千円】【入 1,050千
円】
　　負担割合　2/4国、1/4県、1/4町
■その他　【47千円】旅費

7,883

事業名 企画経費

7,175

事業費(千円)

R5

750 5,994

その他

地方債 その他

一般財源

R3

R4

県補助

一般財源431

R6

694 県補助 1,050

実施計画書

事業費(千円) 8,238

事業費(千円)

国補助

国補助

9,627 国補助

２－３事務事業Ｎｏ．

その他 7,188

地方債

県補助

国補助

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

　６月　行政評価(事務事業評価、施策評価)
　７月　第５次東員町総合計画評価懇談会
　８月　レビュー
１０月　企画調整員会
　　　　旧定住自立圏共生ビジョン懇談会
１１月　旧定住自立圏共生ビジョン懇談会
　　　　総合計画効果検証委員会
　　　　庁内評価委員会
　３月　行政評価（事務事業評価）

■総合計画の進捗管理　【55千円】
　　総合計画、総合戦略の効果検証
■まちづくりセミナー　【211千円】
　　まちづくりセミナー等開催
■桑名・員弁広域連合共同事務など負担金　【5,408千円】
　  桑名広域負担金、地域活性化センター負担金、
　　リニア中央新幹線期成同盟会など
■三重県移住マッチング支援事業　【1,000千円】【入 750千円】
　　負担割合　2/4国、1/4県、1/4町
■その他　【501千円】【入 431千円】
　　旅費、消耗品、印刷代、マイナポイント時間外（国補助）

一般財源 7,188その他

一般財源

1,050

　６月　行政評価(事務事業評価、施策評価)
　８月　レビュー
　　　　総合計画効果検証委員会
１０月　企画調整員会
１１月　旧定住自立圏共生ビジョン懇談会
　３月　行政評価（事務事業評価）



内訳

内訳

内訳

内訳

県補助 72

その他

　４月　第１回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
　５月　第１回北勢線事業運営協議会
　　　　議会全員協議会（公共交通）
１０月　第２回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
１１月　北勢線事業専門委員会
　２月　第２回北勢線事業運営協議会
　

■北勢線事業運営維持費補助金　【65,330千円】
  事業費307,900,000円×19.75％＋4,500,000円≒65,330千円(東員町)
　　　　　　　　　   ×47.29％＋5,900,000円≒151,496千円(桑名市)
　　　　　　　  　　 ×32.96％＋6,800,000円≒108,274千円(いなべ市)
■北勢線事業運営協議会負担金　【600千円】
■三岐線　鉄道軌道安全輸送設備補助金　【3,000千円】
　補助額、補助率　同上
　マクラギ交換など
■三岐線　鉄道施設安全対策事業費補助金（老朽化対策事業）【250千円】
　補助額、補助率　同上
　橋梁補修など
■東員駅、穴太駅電気代、駅周辺修繕　【435千円】
■NTT、中部電力など鉄道敷地の貸付け収入 【入 72千円】

　４月　第１回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
　５月　第１回北勢線事業運営協議会
　　　　議会全員協議会（公共交通）
１０月　第２回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
１１月　北勢線事業専門委員会
　　　　第２回北勢線事業運営協議会（支援
　　　　について）
　　　　議会全員協議会（支援について）
　２月　第３回北勢線事業運営協議会
　

■北勢線事業運営維持費補助金　【46,193千円】
  事業費211,550,000円×19.70％＋4,508,000円≒46,193,000円(東員町)
　　　　　　　　　   ×47.35％＋7,446,000円≒107,612,000円(桑名市)
　　　　　　　  　　 ×32.95％＋8,446,000円≒78,145,000円(いなべ市)
■北勢線事業運営協議会負担金　【668千円】
  3,388千円×19.70％≒668千円
■三岐線　鉄道軌道安全輸送設備補助金　【3,000千円】
　補助額　180,000円（事業費）×1/3×1/2×1/10＝3,000千円
　補助率　国1/3　地方自治体1/3　三岐鉄道㈱1/3
　　内地方自治体　県1/2　2市1町1/2
　　（四日市市5/10　いなべ市4/10　東員町1/10）
　事業箇所  法面補修工事（山城駅～保々駅間）、マクラギ交換
■三岐線　鉄道施設安全対策事業費補助金（老朽化対策事業）【250千円】
　補助額　15,000千円（事業費）×1/3×1/2×1/10＝250千円
　補助率　同上
　事業箇所　門前開渠補修
■東員駅、穴太駅電気代、駅周辺修繕　【435千円】
■NTT、中部電力など鉄道敷地の貸付け収入　【入 72千円】

　４月　第１回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
　５月　第１回北勢線事業運営協議会
　　　　議会全員協議会（公共交通）
１０月　第２回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
１１月　北勢線事業専門委員会
　２月　第２回北勢線事業運営協議会
　

■北勢線事業運営維持費補助金　【66,717千円】
  事業費313,400,000円×19.75％＋4,800,000円≒66,717千円(東員町)
　　　　　　　　　   ×47.29％＋6,300,000円≒154,497千円(桑名市)
　　　　　　　  　　 ×32.96％＋7,400,000円≒110,686千円(いなべ市)
■北勢線事業運営協議会負担金　【585千円】
■三岐線　鉄道軌道安全輸送設備補助金　【3,000千円】
　補助額、補助率　同上
　マクラギ交換など
■三岐線　鉄道施設安全対策事業費補助金（老朽化対策事業）【250千円】
　補助額、補助率　同上
　橋梁補修など
■東員駅、穴太駅電気代、駅周辺修繕　【435千円】
■NTT、中部電力など鉄道敷地の貸付け収入 【入 72千円】

国補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ２－４

事業名 鉄道事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

一般財源

72R3 事業費(千円) 50,546 国補助 県補助 地方債

70,987

50,474一般財源

R4 事業費(千円) 71,059 地方債 その他

一般財源R5 事業費(千円) 69,687 国補助 地方債

82,888地方債

県補助 69,615

県補助

その他 72

　４月　第１回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
　５月　第１回北勢線事業運営協議会
　　　　議会全員協議会（公共交通）
１０月　第２回三岐線鉄道軌道安全輸送設備
　　　　等整備推進協議会
１１月　北勢線事業専門委員会
　　　　第２回北勢線事業運営協議会（支援
　　　　について）
　　　　議会全員協議会（支援について）
　２月　第３回北勢線事業運営協議会

■北勢線事業運営維持費補助金　【78,603千円】
  事業費376,600,000円×19.75％＋4,200,000円≒78,603千円(東員町)
　　　　　　　　　   ×47.29％＋5,600,000円≒183,682千円(桑名市)
　　　　　　　  　　 ×32.96％＋6,400,000円≒130,515千円(いなべ市)
■北勢線事業運営協議会負担金　【600千円】
■三岐線　鉄道軌道安全輸送設備補助金　【3,000千円】
　補助額、補助率　同上
　事業箇所　萱生変電所改良
■三岐線　鉄道施設安全対策事業費補助金（老朽化対策事業）【250千円】
　補助額、補助率　同上
　事業箇所　石川架道開渠補修など
■東員駅、穴太駅電気代、駅周辺修繕   【435千円】
■NTT、中部電力など鉄道敷地の貸付け収入　【入 72千円】

その他R6 事業費(千円) 82,960 国補助 72 一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

■事業費内訳　【81,573千円】　 　　　   ■特定財源　【15,796千円】
　バス運行委託料（南北線） 54,631千円　 　運賃収入　11,205千円
　バス運行委託料（東部線） 24,560千円     補助金     4,575千円（国）
　公共交通会議謝礼　　　　　　225千円   　広告収入      16千円
　地域公共交通会議負担金　　1,343千円     合計   　 15,796千円
  消耗品、修繕料　　　　　　  450千円
　定期券等販売委託料　　　　　180千円
　バスロケ使用料等　　　　　　184千円
　合計   　　　　　　　　　81,573千円
■債務負担行為額
  ・南北線分(八風バス　車両２台)510,465千円(Ｒ1～11年度　10年契約分)
  ・東部線分(三岐鉄道　車両１台)250,000千円(Ｒ2～12年度　10年契約分)

　４月　東部線を新車両で運行開始
　　　　運賃改定開始
　　　　東員町地域公共交通計画開始
　５月　議会全員協議会（公共交通）
  ６月　第１回地域公共交通会議(書面決議)
１０月　第１回生活交通を考える会
１１月　第２回地域公共交通会議
　　　　第２回生活交通を考える会
　　　　（啓発、次世代モビリティ体験な
ど）
　１月　公共交通講演会（県支援事業）
　２月　第３回生活交通を考える会
　３月　第３回地域公共交通会議

　４月　ＪＰＱＲ導入開始
　５月　議会全員協議会（公共交通）
  ６月　第１回地域公共交通会議
１０月　第１回生活交通を考える会
１１月　第２回地域公共交通会議
　　　　第２回生活交通を考える会
　２月　第３回生活交通を考える会
　３月　第３回地域公共交通会議

■事業費内訳　【81,673千円】　 　　　   ■特定財源　【15,802千円】
　バス運行委託料（南北線）54,631千円　  　運賃収入 11,205千円
　バス運行委託料（東部線）24,560千円  　  補助金    4,575千円(国)
　公共交通会議謝礼　　　　　 225千円   　 広告収入     22千円
　地域公共交通会議負担金　 1,343千円      合計   　15,802千円
  消耗品、修繕料　　　　　   450千円
　定期券等販売委託料　　　   180千円
　バスロケ使用料等　　　　　 184千円
　ＪＰＱＲ手数料　      　　 100千円
　合計      　　  　      81,673千円
■債務負担行為額
  ・南北線分(八風バス　車両２台)510,465千円(Ｒ1～11年度　10年契約分)
  ・東部線分(三岐鉄道　車両１台)250,000千円(Ｒ2～12年度　10年契約分)

その他 11,227 一般財源 65,871

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ２－５

事業名 コミュニティバス事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 81,573 国補助 4,575 県補助 地方債 その他 11,221 一般財源 65,777

R4 事業費(千円) 81,673 国補助 4,575 県補助 地方債

R5 事業費(千円) 81,732 国補助 県補助

　５月　議会全員協議会（公共交通）
  ６月　第１回地域公共交通会議
１０月　第１回生活交通を考える会
１１月　第２回地域公共交通会議
　　　　第２回生活交通を考える会
　２月　第３回生活交通を考える会
　３月　第３回地域公共交通会議

その他 11,227 一般財源 65,930

■事業費内訳　【81,732千円】　 　       ■特定財源　【15,802千円】
　バス運行委託料（南北線）54,631千円  　　運賃収入　11,205千円
　バス運行委託料（東部線）24,619千円  　  補助金     4,575千円(国)
　公共交通会議謝礼   　　　　225千円　    広告収入      22千円
　地域公共交通会議負担金   1,343千円      合計　　　15,802千円
  消耗品、修繕料　　　　　   450千円
　定期券等販売委託料　 　  　180千円
　バスロケ使用料等  　　　 　184千円
　ＪＰＱＲ手数料　      　   100千円
　合計    　　  　 　　   81,732千円
■債務負担行為額
  ・南北線分(八風バス　車両２台)510,465千円(Ｒ1～11年度　10年契約分)
  ・東部線分(三岐鉄道　車両１台)250,000千円(Ｒ2～12年度　10年契約分)

4,575

事業費(千円) 82,269 国補助 4,575 県補助

地方債

66,467

　５月　議会全員協議会（公共交通）
  ６月　第１回地域公共交通会議
１０月　第１回生活交通を考える会
１１月　第２回地域公共交通会議
　　　　第２回生活交通を考える会
　２月　第３回生活交通を考える会
　３月　第３回地域公共交通会議

■事業費内訳　【82,269千円】            ■特定財源　【15,802千円】
　バス運行委託料（南北線）54,631千円  　　運賃収入　11,205千円
　バス運行委託料（東部線）25,156千円  　  補助金     4,575千円(国)
　公共交通会議謝礼   　　　  225千円      広告収入      22千円
　地域公共交通会議負担金   1,343千円      合計 　　 15,802千円
  消耗品、修繕料　　 　　　  450千円
　定期券等販売委託料  　   　180千円
　バスロケ使用料等  　  　 　184千円
　ＪＰＱＲ手数料　       　  100千円
　合計      　　  　 　　 82,269千円
■債務負担行為額
  ・南北線分(八風バス　車両２台)510,465千円(Ｒ1～11年度　10年契約分)
  ・東部線分(三岐鉄道　車両１台)250,000千円(Ｒ2～12年度　10年契約分)

地方債 その他 11,227 一般財源R6



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ２－６

事業名 統計調査事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 1,746 国補助 1,746 県補助 地方債 その他 一般財源

・経済センサス活動調査
・学校基本調査
・人口推計調査事務
・統計調査員確保対策事業

R4 事業費(千円) 750 国補助 750 県補助 地方債 その他 一般財源

・就業構造基本調査
・工業統計調査
・学校基本調査
・人口推計調査事務
・統計調査員確保対策事業

R5 事業費(千円) 1,300 国補助 1,300 県補助 地方債 その他 一般財源

・住宅・土地統計調査
・工業統計調査
・学校基本調査
・人口推計調査事務
・統計調査員確保対策事業

R6 事業費(千円) 1,400 国補助 1,400 県補助 地方債 その他 一般財源

・農林業センサス
・工業統計調査
・学校基本調査
・人口推計調査事務
・統計調査員確保対策事業



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 11,435

第６次東員町総合計画に掲げる「主体的で特色のある地域づくりの推進」を図るため、自治会を中心
とした地域コミュニティへの人的・金銭的支援を令和４年度から令和１２年度まで実施する。

　地域づくり交付金　　　　　　　　　　10,350千円
　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　 100千円
　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　 288千円
　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　17千円
　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 650千円
　研修負担金　　　　　　　　　　　　　　　30千円

交付金の成果を検証し、令和７年度に向けて改正を行う。

11,435

第６次東員町総合計画に掲げる「主体的で特色のある地域づくりの推進」を図るため、自治会を中心
とした地域コミュニティへの人的・金銭的支援を令和４年度から令和１２年度まで実施する。

　地域づくり交付金　　　　　　　　　　10,350千円
　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　 100千円
　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　 288千円
　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　17千円
　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 650千円
　研修負担金　　　　　　　　　　　　　　　30千円

R6 事業費(千円) 11,435 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 11,435 国補助 県補助

その他 一般財源 11,435

第６次東員町総合計画に掲げる「主体的で特色のある地域づくりの推進」を図るため、自治会を中心
とした地域コミュニティへの人的・金銭的支援を令和４年度から令和１２年度まで実施する。

　地域づくり交付金　　　　　　　　　　10,350千円
　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　 100千円
　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　 288千円
　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　17千円
　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 650千円
　研修負担金　　　　　　　　　　　　　　　30千円

地域コミュニティ応援交付金（仮称）は３年毎に見直し、終期は第６次総合計画にあわせ令和１２年
度とする。

0
第６次東員町総合計画に掲げる「主体的で特色のある地域づくりの推進」を図るため、自治会を中心
とした地域コミュニティへの人的・金銭的支援を令和４年度から令和１２年度まで実施する。

　　７月～　８月　自治会意見交換
　　８月　　　　　自治会長会にて状況説明
　　９月～１１月　議会説明
　１１月～１２月　地域づくり交付金要綱策定　予算要求
　　１月～　３月　自治会説明

R4 事業費(千円) 11,435 国補助 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R3 事業費(千円) 0 国補助 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． ２-７

事業名 地域コミュニティ応援事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）


