
内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-1

事業名 労働諸費

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) 8,890 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 1,685 一般財源 7,205

・報償費
　指定管理者選定委員会委員謝礼　　　　　　　　　　　　　　【　201千円】

・東員共同福祉施設管理事務
　施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【  150千円】
　　火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【   31千円】
　　共同福祉施設指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　【3,103千円】

・東員共同福祉施設施設整備事務
　　東員共同福祉機械設備等改修工事設計業務委託　　　　　　【5,405千円】
　　　　※商工会負担金割合未決定のため、全て一般会計で計上
　　　　※商工会負担金については、31.18%で試算

R4 事業費(千円) 84,677 国補助 0 県補助 0 地方債 37,400 その他 31,482 一般財源 15,795

・東員共同福祉施設管理事務
　　施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【  150千円】
　　火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【   31千円】
　　共同福祉施設指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　【3,104千円】
　
・東員共同福祉施設施設整備事務
　　東員共同福祉機械設備等改修工事　　　　　　　　　　　 【78,312千円】
　　東員共同福祉機械設備等改修工事監理業務委託　　　　　 【 3,080千円】
　　　　※商工会負担金割合未決定のため、全て一般会計で計上
　　　　※商工会負担金については、38.68%で試算
　　　　※地方債：(工事費・委託費－商工会負担(38.68%))×75%で試算

R5 事業費(千円) 6,832 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 1,105 一般財源 5,727
・東員共同福祉施設管理事務
　　施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【  150千円】
　　火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【   31千円】
　　共同福祉施設指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　【3,104千円】
　
・東員共同福祉施設施設整備事務
　　東員共同福祉施設給排水設備改修工事設計業務委託　　　　 【 3,547千円】
　　　　※商工会の負担金割合未決定のため、全て一般会計で計上

R6 事業費(千円) 40,714 国補助 県補助 地方債 0 その他 11,607 一般財源 29,107

・報償費
　指定管理者選定委員会委員謝礼　　　　　　　　　　　　　　【　201千円】

・東員共同福祉施設管理事務
　　施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【  150千円】
　　火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【   31千円】
　　共同福祉施設指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　【3,104千円】
　
・東員共同福祉施設施設整備事務
　　東員共同福祉施設給排水設備改修工事　　　　　　　　　　 【35,454千円】
　　東員共同福祉施設給排水設備改修工事監理業務委託　　　　 【 1,774千円】
　　　　※商工会の負担金割合未決定のため、全て一般会計で計上



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-2

事業名 農業委員会経費

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) 7,335 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 76 一般財源 7,259

・報　酬【1,998千円】・・・委員報酬(会長・農業委員・推進委員）
・旅　費【　 25千円】・・・費用弁償、普通旅費
・需用費【  324千円】・・・消耗品費、印刷製本費
・役務費【   25千円】・・・通信運搬費（農業委員会開催通知他）
・委託料【3,954千円】・・・農地情報公開システム導入業務委託
・使用料及び賃借料
　　　　【  679千円】・・・バス借上料(農業委員会定例会時現地確認用バス)、
                           農地情報システム使用料
・負担金補助及び交付金
　　　　【　330千円】・・・三重県農業会議負担金、北勢農業委員会負担金

※令和３年４月３０日付け、新たな農業委員・推進委員で農地等利用の最適化の推進に取り組む。

R4 事業費(千円) 5,081 国補助 650 県補助 地方債 0 その他 76 一般財源 4,355
・報　酬【1,998千円】・・・委員報酬(会長・農業委員・推進委員）
・旅　費【　 25千円】・・・費用弁償、普通旅費
・需用費【  259千円】・・・消耗品費、印刷製本費
・役務費【  279千円】・・・通信運搬費（農業委員会開催通知他）、タブレット通信料
・使用料及び賃借料
        【  924千円】・・・バス借上料(農業委員会定例会時現地確認用バス)、
                           農地情報システム使用料
　　　　　　　　　　　　　 モバイルデバイス管理料（タブレット）
・負担金補助及び交付金
　　　　【　333千円】・・・三重県農業会議負担金、北勢農業委員会負担金
・備品購入費
　　　　【1,263千円】・・・タブレット端末代（農業委員、農地利用最適化推進委員用）
※農業委員・推進委員の資質の向上を図るため、勉強会を開催。（12月頃）

R5 事業費(千円) 3,957 国補助 0 県補助 地方債 0 その他 76 一般財源 3,881
・報　酬【1,998千円】・・・委員報酬(会長・農業委員・推進委員）
・旅　費【　 25千円】・・・費用弁償、普通旅費
・需用費【  324千円】・・・消耗品費、印刷製本費
・役務費【  353千円】・・・通信運搬費（農業委員会開催通知他）、タブレット通信料
・使用料及び賃借料
        【  924千円】・・・バス借上料(農業委員会定例会時現地確認用バス)、
                           農地情報システム使用料
　　　　　　　　　　　　　 モバイルデバイス管理料（タブレット）
・負担金補助及び交付金
　　　　【　333千円】・・・三重県農業会議負担金、北勢農業委員会負担金

※農業委員・推進委員の資質の向上を図るため、勉強会を開催。（12月頃）

R6 事業費(千円) 3,957 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 76 一般財源 3,881
・報　酬【1,998千円】・・・委員報酬(会長・農業委員・推進委員）
・旅　費【　 25千円】・・・費用弁償、普通旅費
・需用費【  324千円】・・・消耗品費、印刷製本費
・役務費【  353千円】・・・通信運搬費（農業委員会開催通知他）、タブレット通信料
・使用料及び賃借料
        【  924千円】・・・バス借上料(農業委員会定例会時現地確認用バス)、
                           農地情報システム使用料
　　　　　　　　　　　　　 モバイルデバイス管理料（タブレット）
・負担金補助及び交付金
　　　　【　333千円】・・・三重県農業会議負担金、北勢農業委員会負担金

※農業委員・推進委員の資質の向上を図るため、勉強会を開催。（12月頃）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-3

事業名 農業振興対策事業

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) 88,066 国補助 1,200 県補助 74,009 地方債 0 その他 424 一般財源 12,433

・報償費【　  96千円】・・・講師謝礼
・需用費【 　588千円】・・・消耗品費、印刷費、印刷製本費、光熱水費(電気代・水道代)、修繕料
・役務費【　　94千円】・・・通信運搬費、手数料(浄化槽点検、有害鳥獣駆除)、保険料
・委託料【 1,486千円】・・・景観形成作物栽培作業委託、農業振興地域整備計画データ作成委託
・使用料及び賃借料
        【 　348千円】・・・用地借上料（コスモス作付用地）
・負担金補助及び交付金
　　　　【40,685千円】・・・農業振興協議会負担金、認定農業者特別制度資金利子補給金、
　　　　　　　　　　　　　　経営所得安定対策事業推進補助金、
　　　　　　　　　　　　　　多面的機能支払事業交付金

※令和３年度補正
        【44,769千円】・・・農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金（2,000千円）
　　　　　　　　　　　　　　水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助金（42,769千円）

R4 事業費(千円) 73,942 国補助 0 県補助 35,930 地方債 0 その他 430 一般財源 37,582

・報償費【　  60千円】・・・講師謝礼
・需用費【 　721千円】・・・消耗品費、印刷費、印刷製本費、光熱水費(電気代・水道代)、修繕料
・役務費【　 493千円】・・・通信運搬費、手数料(浄化槽点検、有害鳥獣駆除)、保険料
・委託料【23,384千円】・・・景観形成作物栽培作業委託、農業振興地域整備計画データ作成委託
　　　　　　　　　　　　　　農業生産者支援対策事業委託、
・使用料及び賃借料
        【 　300千円】・・・用地借上料（コスモス作付用地）
・負担金補助及び交付金
　　　　【48,984千円】・・・農業振興協議会負担金、認定農業者特別制度資金利子補給金、
　　　　　　　　　　　　　　経営所得安定対策事業推進補助金、
　　　　　　　　　　　　　　農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金、
　　　　　　　　　　　　　　多面的機能支払事業交付金

R5 事業費(千円) 52,044 国補助 0 県補助 35,930 地方債 0 その他 430 一般財源 15,684

・報償費【　  60千円】・・・講師謝礼
・需用費【 　721千円】・・・消耗品費、印刷費、印刷製本費、光熱水費(電気代・水道代)、修繕料
・役務費【　 493千円】・・・通信運搬費、手数料(浄化槽点検、有害鳥獣駆除)、保険料
・委託料【 1,486千円】・・・景観形成作物栽培作業委託、農業振興地域整備計画データ作成委託
・使用料及び賃借料
        【 　300千円】・・・用地借上料（コスモス作付用地）
・負担金補助及び交付金
　　　　【48,984千円】・・・農業振興協議会負担金、認定農業者特別制度資金利子補給金、
　　　　　　　　　　　　　　経営所得安定対策事業推進補助金、
　　　　　　　　　　　　　　農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金、
　　　　　　　　　　　　　　多面的機能支払事業交付金

R6 事業費(千円) 52,044 国補助 0 県補助 35,930 地方債 0 その他 430 一般財源 15,684

・報償費【　  60千円】・・・講師謝礼
・需用費【 　721千円】・・・消耗品費、印刷費、印刷製本費、光熱水費(電気代・水道代)、修繕料
・役務費【　 493千円】・・・通信運搬費、手数料(浄化槽点検、有害鳥獣駆除)、保険料
・委託料【 1,486千円】・・・景観形成作物栽培作業委託、農業振興地域整備計画データ作成委託
・使用料及び賃借料
        【 　300千円】・・・用地借上料（コスモス作付用地）
・負担金補助及び交付金
　　　　【48,984千円】・・・農業振興協議会負担金、認定農業者特別制度資金利子補給金、
　　　　　　　　　　　　　　経営所得安定対策事業推進補助金、
　　　　　　　　　　　　　　農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金、
　　　　　　　　　　　　　　多面的機能支払事業交付金



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-4

事業名 新産業創造推進事業

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) 961 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 961

・報償費【285千円】・・・講師謝礼、実証圃場栽培謝礼
・旅　費【168千円】・・・FOODEX JAPAN、三重テラス視察
・需用費【282千円】・・・消耗品費、実証圃場用種子購入、印刷製本費
・役務費【 14千円】・・・臨時営業許可申請手数料(町内イベント７回分)
・使用料及び賃借料
        【 18千円】・・・啓発拠点借上料（各イベント会場出展料)
・原材料費
　　　　【194千円】・・・各小中学校食育講座用材料、各イベント用材料

R4 事業費(千円) 985 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 985
・報償費【285千円】・・・講師謝礼、実証圃場栽培謝礼
・旅　費【170千円】・・・FOODEX JAPAN、三重テラス視察
・需用費【300千円】・・・消耗品費、実証圃場用種子購入、印刷製本費
・役務費【 14千円】・・・臨時営業許可申請手数料(町内イベント７回分)
・使用料及び賃借料
        【 22千円】・・・啓発拠点借上料（各イベント会場出展料)
　　　　　　　　　　　　 すみさやか利用料
・原材料費
　　　　【194千円】・・・各小中学校食育講座用材料、各イベント用材料

 ※すみさやか利用料(40俵(2,400kg)×9,700円＝388,000円、388,000円×利用料率1.0％＝3,880円)

R5 事業費(千円) 1,104 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,104
・報償費【285千円】・・・講師謝礼、実証圃場栽培謝礼
・旅　費【170千円】・・・町イチ！村イチ！2023、FOODEX JAPAN
・需用費【300千円】・・・消耗品費、実証圃場用種子購入、印刷製本費
・役務費【 45千円】・・・臨時営業許可申請手数料(町内イベント７回分)
　　　　　　　　　　　 　町イチ！村イチ！2023 商品輸送費
・使用料及び賃借料
        【110千円】・・・啓発拠点借上料（町内イベント会場出展料6,000円×３回)
　　　　　　　　　　　　 町イチ！村イチ！2023　施設等借上料
                         すみさやか利用料
・原材料費
　　　　【194千円】・・・各小中学校食育講座用材料、各イベント用材料

R6 事業費(千円) 985 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 985
・報償費【285千円】・・・講師謝礼、実証圃場栽培謝礼
・旅　費【170千円】・・・FOODEX JAPAN、三重テラス視察
・需用費【300千円】・・・消耗品費、印刷製本費
・役務費【 14千円】・・・臨時営業許可申請手数料(町内イベント７回分)
・使用料及び賃借料
        【 22千円】・・・啓発拠点借上料（各イベント会場出展料)
                         すみさやか利用料
・原材料費
　　　　【194千円】・・・各小中学校食育講座用材料、各イベント用材料



内訳

内訳

内訳

内訳

・農業用施設維持管理事務
　　一般消耗品　　                                   　 　 　　　   　【31千円】
　　農業用施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 【1,500千円】
　　農村地域防災・減災事業（山田溜/耐震調査） 　　　　　　　　 　 【16,019千円】
　　農道・用排水路補修材料費　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　【96千円】
　　負担金                                         　　　　　     【97,705千円】
　　　三重県土地改良事業団体連合会、三重用水土地改良区、員弁川用水第一・第二土地改良区、
　　　神田土地改良区、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、維持管理適正化事業

　　 主な事業負担金
　　　県営ストマネ事業（神田３期/工事）282,000千円×20％   　　　 【56,400千円】
      県営ストマネ事業（神田４期/工事）164,100千円×25％　  　　  【41,025千円】
　　　維持管理適正化事業（第一土地改良区）（３年目額）　　　　　　 　【280千円】

・農業用施設維持管理事務
　　一般消耗品　　                                     　　 　　　　  【31千円】
　　農業用施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 　　　【1,500千円】
　　農道・用排水路補修材料費　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　【96千円】
    負担金                                          　　　　  　　 【5,855千円】
　　　三重県土地改良事業団体連合会、三重用水土地改良区、員弁川用水第一・第二土地改良区、
　　　神田土地改良区、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、維持管理適正化事業
　
　　 主な事業負担金
　　　県営ストマネ事業（神田４期/工事） 21,000千円×25％　　　 　  【5,250千円】
      維持管理適正化事業（第一土地改良区）（５年目額）　　　　　　 　【105千円】
　　　農村整備事業（東員・中上２期/実施計画策定）3,000千円×16.66％　【500千円】
　
　　　※県営ストマネ事業（神田５期/実施計画策定） 10,000千円×0.0％（国庫補助100％）

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-5

事業名 土地改良事業

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) 115,351 国補助 16,019 県補助 0 地方債 73,500 その他 8,415 一般財源 17,417

R4 事業費(千円) 76,246 国補助 28,160 県補助 0 地方債 31,300 その他 7,287 一般財源 9,499
・農業用施設維持管理事務
　　一般消耗品　　                                  　 　 　  　　 　 【31千円】
　　農業用施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　【1,500千円】
　　農道・用排水路補修材料費　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　【96千円】
    農村地域防災・減災事業（万助溜/耐震調査・山田溜/実施計画策定）【28,160千円】
　　農道台帳修正業務委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 1,204千円】
　　負担金                                          　　　 　　 　【45,255千円】
　　　三重県土地改良事業団体連合会、三重用水土地改良区、員弁川用水第一・第二土地改良区、
　　　神田土地改良区、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、維持管理適正化事業

　　 主な事業負担金
　　　県営ストマネ事業（神田３期/工事）  47,000千円×20％　　　 　 【9,400千円】
      県営ストマネ事業（神田４期/工事） 143,000千円×25％　　　　 【35,750千円】
　　　維持管理適正化事業（第一土地改良区）（４年目額）　　　　    　 【105千円】
　
　　　※県営ストマネ事業（東員・中上/実施計画策定）11,200千円×0.0％（国庫補助100％）

R5 事業費(千円) 7,482 国補助 0 県補助 0 地方債 3,300 その他 1,187 一般財源 2,995

R6 事業費(千円) 27,827 国補助 10,000 県補助 0 地方債 12,500 その他 788 一般財源 4,539
・農業用施設維持管理事務
　　一般消耗品　　                                   　 　　 　 　　  【31千円】
　　農業用施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　　【1,500千円】
　　農道・用排水路補修材料費　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　【96千円】
　　農村地域防災・減災事業（万助溜/実施計画策定） 　　　　　　　　【10,000千円】
    負担金                                          　 　　　 　　【16,200千円】
　　　三重県土地改良事業団体連合会、三重用水土地改良区、員弁川用水第一・第二土地改良区、
　　　神田土地改良区、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、農村地域防災・減災事
　
　　 主な事業負担金
　　　県営ストマネ事業（神田４期/工事）   13,026千円×25％　　　　 【3,256千円】
      県営ストマネ事業（東員・中上/設計） 10,000千円×12.8％　　 　【1,280千円】
　　　農村地域防災・減災事業（山田溜/設計） 30,000千円×15％　　   【4,500千円】
　　　農村整備事業（東員・中上２期/工事）43,000千円×16.66％　　   【7,164千円】



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-6

事業名 国土調査事業

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) 855 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 855

・旅　費【 14千円】・・・東海ブロック研修(２回)、国土調査制度運用実務研修会、問題個所解消用
務
・役務費【 12千円】・・・郵送代、未登記地印鑑証明手数料
・委託料【797千円】・・・筆界未定地解消再測量委託、筆界未定地解消にかかる境界復元測量委託、
　　　　　　　　　　　　 未登記地等解消登記委託、地籍調査システム保守委託料
・負担金補助及び交付金
　　　　【 32千円】・・・国土調査事業協議会負担金

R4 事業費(千円) 755 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 755
・旅　費【 14千円】・・・東海ブロック研修(２回)、国土調査制度運用実務研修会、問題個所解消用
務
・役務費【 12千円】・・・郵送代、未登記地印鑑証明手数料
・委託料【697千円】・・・筆界未定地解消再測量委託、筆界未定地解消にかかる境界復元測量委託、
　　　　　　　　　　　　 未登記地等解消登記委託、地籍調査システム保守委託料
・負担金補助及び交付金
　　　　【 32千円】・・・国土調査事業協議会負担金

R5 事業費(千円) 655 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 655
・旅　費【 14千円】・・・東海ブロック研修(２回)、国土調査制度運用実務研修会、問題個所解消用
務
・役務費【 12千円】・・・郵送代、未登記地印鑑証明手数料
・委託料【597千円】・・・筆界未定地解消再測量委託、筆界未定地解消にかかる境界復元測量委託、
　　　　　　　　　　　　 未登記地等解消登記委託、地籍調査システム保守委託料
・負担金補助及び交付金
　　　　【 32千円】・・・国土調査事業協議会負担金

R6 事業費(千円) 555 国補助 県補助 地方債 その他 一般財源 555
・旅　費【 14千円】・・・東海ブロック研修(２回)、国土調査制度運用実務研修会、問題個所解消用
務
・役務費【 12千円】・・・郵送代、未登記地印鑑証明手数料
・委託料【497千円】・・・筆界未定地解消再測量委託、筆界未定地解消にかかる境界復元測量委託、
　　　　　　　　　　　　 未登記地等解消登記委託、地籍調査システム保守委託料
・負担金補助及び交付金
　　　　【 32千円】・・・国土調査事業協議会負担金



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 2,020

一般財源

0 その他 3,785

・委託料　【 2,000千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託（危険木伐倒）

・基金積立【6,843千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
       　　　　　　　　　　 　6,843千円（当年度交付金6,843千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※新第一中学校建設事業費（木質化）の基金積み立てを行う。
　
・負担金補助及び交付金
　　　　　【　　20千円】・・・三重県緑化推進協会負担金、三重県森林協会負担金

20
・委託料　【 2,000千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託（危険木伐倒）

・備品購入【6,158千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
       　　　　　　　　　　  6,158千円（当年度交付金6,158千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※各課において木質製品の備品等を購入。

・森林教育出前授業【85千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
　　　　　　　　　　　　　　　85千円（当年度交付金85千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※学校教育課において、町内小学校の森林教育出前授業を開催。

　　　　　　　　　　　　　　  ※みえ森と緑の県民税市町交付金事業第２期最終年度

・負担金補助及び交付金
　　　　　【　　20千円】・・・三重県緑化推進協会負担金、三重県森林協会負担金

R6 事業費(千円) 8,863 国補助 0 県補助 6,843 地方債

6,843 地方債 0 その他 1,400R5 事業費(千円) 8,263 国補助 0 県補助

一般財源 881
・委託料　【 2,000千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託（危険木伐倒）
　
・備品購入【 9,404千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
　　　　　　　　　　　　　　　9,404千円（当年度交付金5,843千円+基金取崩し3,200千円+一般財源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　361千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※産業課において施設備品等を購入。
　　　　　　　　　　　　　　　　子ども家庭課において木質製品を購入。
　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課において本棚等を購入。
・森林教育出前授業【85千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
　　　　　　　　　　　　　　　85千円（基金取崩し85千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※学校教育課において、町内小学校の森林教育出前授業を開催。
　
・負担金補助及び交付金
　　　　　【　　20千円】・・・三重県緑化推進協会負担金、三重県森林協会負担金

712
・委託料　【 2,000千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金事業委託（危険木伐倒）
　
・備品購入【 9,969千円】・・・みえ森と緑の県民税市町交付金基金活用
　　　　　　　　　　　　　　　9,969千円（当年度交付金5,153千円+基金取崩し4,815千円+一般財源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1千円）
　　　　　　　　　　　　　　　※教育委員会において町内幼稚園に箱積木を購入。
　　　　　　　　　　　　　　　  建設課において東員町中部公園内のテーブル・イスを購入。

・負担金補助及び交付金【20千円】・・・三重県緑化推進協会負担金、三重県森林協会負担金

R4 事業費(千円) 11,509 国補助 0 県補助 6,843 地方債

6,462 地方債 0 その他 4,815 一般財源R3 事業費(千円) 11,989 国補助 0 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-7

事業名 林業経費

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

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 11-8

事業名 商工業振興事業費

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) 65,212 国補助 33,000 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 32,212

・報償費【    28千円】　・・・特産品認定審査委員報償費（28千円）
・負担金補助及び交付金
        【14,184千円】　・・・三重県計量協会負担金（14千円）
　　　　　　　　　　　　　　　東員町商工会補助金（13,700千円）
　　　　　　　　　　　　 　　 商工業経営近代化資金借入金利子補給金（350千円）
　　　　　　　　　　　　　　　新規創業者保証金補助金（120千円）
 
 ※令和３年度補正
        【51,000千円】　・・・キャッシュレス決済ポイント還元業務委託（41,000千円）
　　　　　　　　       　　　 雇用継続支援事業（10,000千円）

R4 事業費(千円) 62,278 国補助 36,400 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25,878

・報償費【    28千円】　・・・特産品認定審査委員報償費（28千円）※東員町商工会で実施予定
・負担金補助及び交付金
        【14,184千円】　・・・三重県計量協会負担金（14千円）
　　　　　　　　　　　　　　　東員町商工会補助金（13,700千円）
　　　　　　　　　　　　 　　 商工業経営近代化資金借入金利子補給金（350千円）
　　　　　　　　　　　　　　　新規創業者保証金補助金（120千円）
・委託料【48,066千円】　・・・キャッシュレス決済ポイント還元業務委託（48,066千円）
　

R5 事業費(千円) 14,212 国補助 0 県補助

地方債

0 地方債 0 その他 0

・報償費【    28千円】　・・・特産品認定審査委員報償費（28千円）※東員町商工会で実施予定
・負担金補助及び交付金
        【14,184千円】　・・・三重県計量協会負担金（14千円）
　　　　　　　　　　　　　　　東員町商工会補助金（13,700千円）
　　　　　　　　　　　　 　　 商工業経営近代化資金借入金利子補給金（350千円）
　　　　　　　　　　　　　　　新規創業者保証金補助金（120千円）

14,212

・報償費【    28千円】　・・・特産品認定審査委員報償費（28千円）※東員町商工会で実施予定
・負担金補助及び交付金
        【14,184千円】　・・・三重県計量協会負担金（14千円）
　　　　　　　　　　　　　　　東員町商工会補助金（13,700千円）
　　　　　　　　　　　　 　　 商工業経営近代化資金借入金利子補給金（350千円）
　　　　　　　　　　　　　　　新規創業者保証金補助金（120千円）

R6 事業費(千円) 14,212 国補助 0 県補助 0 0 その他 0 一般財源 14,212

一般財源


