
   
 

 

 

補助金等 参考資料 

 

 今回、補助金等に関する事務執行状況の調査を行う過程において、各部局に

全ての補助金等についてアンケートを実施した。その結果に基づき、下記のチ

ェック項目を設けて形式的に分類を実施している。 

平成 13 年度の補助金等の額が 5,000 千円以上のものにつき、チェック項目

に該当する補助金等の内容、担当部局課名、補助金等交付対象者、開始年度、

過去 10 年間の交付金額を参考資料として添付する。紙面の都合上、本文で取

り上げた補助金等や国庫補助事業や負担金等明らかに県が負担をせざるを得

ないものは記載を省略している。 

 なお、ここでの記載は県が補助金等の見直しをする際に、一つの参考データ

として使用してもらうことを意図したものである。従って、詳細な調査を実施

していないため、ここに記載した全ての補助金等に問題があることを示すもの

ではない。 

 

１．長期間交付されているもの 

 長期間の交付は、支給が硬直化しいわば既得権益化する可能性があり、特

に留意する必要がある。サンセット方式等の採用等定期的な補助制度の検

討・見直しが望まれる。 

 

２．補助金等の交付の他、別途委託契約を実施しているもの 

  補助金等と委託費を二重に支払っているため、当初の必要額よりも多額に

なる可能性がある。補助金額の算定には特に留意する必要がある。 

 

３．補助金等の交付が概算払いによりなされているもの 

  補助金等を前もって受領するため、補助事業者等は使いきろうとすること

で、不要な支出の発生の可能性が高くなる。支出内容について特に留意する

必要である。 

 

４．個別の補助金等交付要綱がないもの 

補助金等はその受益性、片務性の観点から補助金等の交付につき厳格な規

制が必要になる。個別に補助金等交付要綱を作成することで補助金等の有効



   
 

 

な利用が期待される。 

 

５．現地視察を実施していないもの 

  事業の成果は実績報告書で判断するが、書面審査のみでは限界がある。実

績報告書の真実性、適切性を担保するためにも定期的な現地調査が望まれる。 

 

６．増加傾向になっているもの 

三重県の厳しい財政状況のもと、補助金額が増加傾向にある事業について

は、特に補助金額の算定方法及び補助団体の経営等についての見直し、改善

等について留意する必要がある。 

 

７．毎年定額もしくはそれに準ずるもの 

定額の交付は、金額の硬直化により当初の金額算定根拠の意味が薄れ、補

助対象事業に見合った金額が補助されていない場合がある。支給方法の見直

しを含め、最低限必要な金額を支給する方法への変更を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 付録 1 

１． 長期間交付されているもの 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成１3  

自動車運転免許習得費補助

金 
生活部同和担当 

同和地区低所得世帯の者が自動車学校で運転免許

を取得する費用を補助。 
個人 昭和 42 54,523 49,489 39,430 42,433 39,711 31,817 30,882 24,782 22,745 40,821

青少年等福祉対策事業補助

金 
生活部同和担当 

地域における青少年及び老人の健全育成及び健康

増進を図るために隣保館、集会所等の公共施設に
設備等を設置する事業。 

津市ほか 16

市町村 
昭和 36 不明 不明 不明 不明 不明 5,824 8,048 8,601 6,158 7,091

地方改善事業補助金（県単

独補助） 
生活部同和担当 

対象地域における生活環境等の改善を図るため、

市町村が行う事業の費用の一部を補助することに

より、地域住民の生活の社会的・経済的・文化的

向上を図ることを目的とする。 

四日市市ほか

18 市町村 
昭和 26 不明 不明 不明 不明 不明 568,390 561,458 616,332 486,080 330,743

救急医療機関活動補助金 
健康福祉部 

医療政策課 
医師会が行う救急活動事業経費の一部補助 医師会 昭和 42 不明 不明 不明 不明 不明 不明 9,000 9,000 9,000 9,000

               

 

２． 補助金等の交付の他、別途委託を実施しているもの 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 
年度 

平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

(財)三重県国際交流財団管
理費補助金 

生活部国際担当 
（財）三重県国際交流財団の職員の給与等に要す
る経費を補助する。 

（財）三重県
国際交流財団

平成 3 不明 不明 不明 不明 17,229 17,549 22,079 23,203 23,684 27,073

(財)三重県国際交流財団事
業費補助金 

生活部国際担当 
（財）三重県国際交流財団が実施する国際化推進
事業に要する経費を補助する。 

（財）三重県
国際交流財団

平成 7 － － － 不明 13,430 12,835 12,800 12,684 11,025 6,863



 付録 2 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

三重県厚生事業団補助金 
健康福祉部 

健康福祉政策課 

厚生事業団の管理運営に関する経費を補助する。

13 年度は通常の運営費に加え、事業団改革に要す
る経費、法改正に伴う電算システムの導入経費の

追加補助を実施。 

（福）三重県

厚生事業団 
平成 7 － － － 不明 10,101 16,079 22,018 26,839 40,494 83,411

県体育協会運営費等補助金 

教育委員会 

スポーツ・生涯
学習課 

本県のアマチュアスポーツ全体の振興をめざすた

め、（財）三重県体育協会の運営などに要する経費
を補助する。 

（財）三重県

体育協会 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 55,573 47,950 41,928 31,511 34,883

教育関係団体補助金 
教育委員会 

同和教育課 

同和教育に関する教育研究団体である三重県同和

教育研究協議会の育成とその研究活動を促進する
とともに、同和教育研究大会の開催等に補助する

ことにより、県内の同和教育の一層の進展を図る。 

三重県人権・

同和教育研究
協議会 

平成 8 － － － － 5,600 6,600 8,600 8,600 8,657 6,600

 

 

 

３． 補助金等の交付が概算払によりなされているもの 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

（財）三重ビジターズ推進

機構開発土地整備事業費補

助金 

農林水産商工部

新産業創造課 

（財）三重ビジターズ推進機構が保有する土地の

測量、鑑定評価、付帯設備の整備等に要する経費

の補助。 

（財）三重ビ

ジターズ推進

機構 

平成 13 － － － － － － － － － 12,019 

三重県漁業無線局負担金 
農林水産商工部

漁政課 
漁業無線局の運営費の補助。 

三重県鰹鮪漁

協       

三重県超短波

無線漁協 

不明 不明 不明 24,173 22,491 25,019 24,319 24,412 25,099 24,402 21,476 

小規模事業施策補助金 
農林水産商工部

金融・経営課 

瀬戸校職員派遣及び補助金関係集計事務の代行等

に対する補助。 
商工会連合会 不明 不明 不明 不明 不明 不明 12,928 12,605 11,212 8,222 9,907 

三重県産業支援センター管

理費補助金 

農林水産商工部

産業政策課 

（財）三重県産業支援センターの管理・運営事業

に必要な経費を補助する。 

（財）三重県

産業支援セン
ター 

平成 12 － － － － － － － － 65,281 130,384 



 付録 3 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

中核的支援機関設置事業費

補助金 

農林水産商工部

農林水産経営企

画課 

担い手と後継者確保、大規模経営体の育成などを

効率的に行うため、関係公益法人を統合一元化し、

中核的支援機関（三重県農林水産支援センター）

を設置。 

（財）三重県

農林水産支援

センター 

平成 12 － － － － － － － － 1,663 12,491 

環境にやさしいみえのコメ

普及推進事業費補助金 

農林水産商工部

農林水産経営企

画課 

県産自主流通米の主力品種を無洗米として普及推

進する活動を支援し、環境にやさしい米の消費ス

タイルを確立し水質の保全に資する。 

三重の米ブラ

ンド化推進会

議 

平成 13 － － － － － － － － － 7,368 

（財）三重社会経済研究セ

ンター補助金 

総合企画局 

企画課 

社会経済上の諸問題についての総合的な研究開発

事業等を行い、県全体への政策提言等を行うため

に、（財）三重社会経済研究センターの公益事業活

動へ支援を行う。 

財団法人三重

社会経済研究

センター 

平成 10 － － － － － － 39,984 37,832 32,549 35,809 

市町村イベント支援事業補
助金 

生活部 
みえ歴史街道推

進担当 

市町村若しくは市町村が主体的に参加する実行委
員会等又は民間団体等が地域の歴史、伝統、風土、

産業等を素材として行う地域振興のための事業に

対し、補助金を交付することにより、特色ある個

性豊かなまちづくりと地域の活性化を図る。 

鈴鹿市他 40
件 

平成 7 － － － 107,837 137,891 104,696 100,417 84,099 75,655 71,236 

(財)三重県国際交流財団事

業費補助金 
生活部国際担当 

（財）三重県国際交流財団が実施する国際化推進

事業に要する経費を補助する。 

（財）三重県

国際交流財団
平成 7 － － － 不明 13,430 12,835 12,800 12,684 11,025 6,863 

私立学校人権教育推進補助

金 

生活部 

私学振興担当 
私立学校人権教育推進事業に要する経費の補助。 

小・中・高・

専修（技連校）
を設置する学

校法人又は三

重県私学協会

平成 5 － 不明 不明 不明 16,942 17,340 17,571 18,026 17,942 18,247 

私立専修学校振興補助金 
生活部 

私学振興担当 

私立専修学校における教育に係る経常的経費の補

助。 

専修学校を設

置する学校法

人又は個人 

昭和 51 不明 不明 不明 不明 50,438 56,732 54,318 55,438 53,920 51,849 

隣保館事業費等補助金 生活部同和担当 

同和地区及び周辺地域の住民に対して、生活の社
会的、経済的、文化的改善向上を図る目的で設置

された隣保館において実施する事業に対して補助

を行う。 

市町村 不明 不明 不明 48,009 48,880 50,629 49,720 49,890 45,460 45,947 42,297 



 付録 4 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

生活相談員設置費補助金 生活部同和担当 
同和地区住民の生活上の相談に応じるため、生活

相談員を設置する事業に対して補助を行う。 
市町村 不明 不明 不明 13,860 13,552 14,098 12,343 10,700 9,861 10,942 9,919 

青少年等福祉対策事業補助

金 
生活部同和担当 

地域における青少年及び老人の健全育成及び健康

増進を図るために隣保館、集会所等の公共施設に
設備等を設置する事業費の補助。 

津市ほか 16

市町村 
昭和 36 不明 不明 不明 不明 不明 5,824 8,048 8,601 6,158 7,091 

地方改善事業補助金（県単

独補助） 
生活部同和担当 

対象地域における生活環境等の改善を図るため、

市町村が行う事業の費用の一部を補助することに

より、地域住民の生活の社会的・経済的・文化的

向上を図ることを目的とする。 

四日市市ほか

18 市町村 
昭和 26 不明 不明 不明 不明 不明 568,390 561,458 616,332 486,080 330,743 

子育て支援推進保育事業費

補助金 

健康福祉部 

こども家庭課 

市町村が保育に欠けると認め、認可保育所での保

育が受け入れられない児童の保育を実施する一定
の基準を満たす認可外保育施設に対し補助を行

い、保育所待機児童の解消を図る。 

市町村 平成 10 － － － － － － 5,244 7,223 7,265 6,378 

三重県厚生事業団補助金 
健康福祉部 

健康福祉政策課 

厚生事業団の管理運営に関する経費を補助する。

平成13 年度は通常の運営費に加え、事業団改革に

要する経費、法改正に伴う電算システムの導入経

費を追加補助を実施。 

（福）三重県

厚生事業団 
平成 7 － － － 不明 10,101 16,079 22,018 26,839 40,494 83,411 

県武道振興会運営費等補助

金 

教育委員会 

スポーツ・生涯

学習課 

本県における武道の普及・振興を図るため、（財）

三重県武道振興会の運営などに要する経費を補助

する。 

（財）三重県

武道振興会 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 16,631 15,861 15,375 16,177 14,757 

教育関係団体補助金 
教育委員会 

同和教育課 

同和教育に関する教育研究団体である三重県同和

教育研究協議会の育成とその研究活動を促進する

とともに、同和教育研究大会の開催等に補助する
ことにより、県内の同和教育の一層の進展を図る。 

三重県人権・

同和教育研究

協議会 

平成 8 － － － － 5,600 6,600 8,600 8,600 8,657 6,600 

 

 



 付録 5 

４． 補助金等交付要綱がないもの 

           (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成 1 1  平成１２ 平成１3  

三重県漁業無線局負担金 
農林水産商工部

漁政課 
漁業無線局の運営費の負担。 

三重県鰹鮪漁

協       

三重県超短波
無線漁協 

不明 不明 不明 24,173 22,491 25,019 24,319 24,412 25,099 24,402 21,476 

防災行政無線運営協議会負

担金 

地域振興部 

消防防災課 

三重県防災行政無線の円滑な管理運営を図り、電

波管理の万全を期する。 

三重県防災行

政無線運営協

議会 

昭和 49 8,712 8,712 47,655 67,275 67,275 67,275 99,726 109,620 111,042 98,158 

 

 

 

５． 現地視察を実施してないもの 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

三重県漁業無線局負担金 
農林水産商工部

漁政課 
漁業無線局の運営 

三重県鰹鮪漁

協 

三重県超短波

無線漁協 

不明 不明 不明 24,173 22,491 25,019 24,319 24,412 25,099 24,402 21,476 

運輸事業振興助成交付金 
農林水産商工部

産業政策課 

（社）三重県トラック協会等が行う輸送サービス

の改善、安全運転の確保等に資する事業に対して

助成する 

（社）三重県

トラック協会

他１先 

昭和 51 不明 不明 不明 不明 不明 375,753 372,017 388,308 406,375 419,421 

日本貿易振興会三重貿易情

報センター負担金 

農林水産商工部

商工振興課 

県内企業の国際化への対応と貿易の振興を図るた

め、日本貿易振興会三重貿易情報センターが行う

情報提供、貿易相談事業等に要する経費の一部を

負担する。 

日本貿易振興

会三重貿易情

報センター 

昭和 48 10,297 10,592 10,877 11,087 11,302 11,521 11,745 11,996 11,500 11,514 



 付録 6 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

伊勢志摩コンベンション推

進機構運営補助金 

農林水産商工部

新産業創造課 

コンベンション誘致を図る同機構に対する（財）

三重ビジターズ推進機構の負担金 

（財）三重ビ

ジターズ推進

機構 

平成 6 － － 不明 不明 不明 10,000 10,000 8,000 10,000 10,000 

第３種生活路線維持費補助

金 

地域振興部 

交通政策課 

第３種生活路線（平均乗車密度５人未満のバス路

線）に対して、運行欠損額の 1/2 はバス事業者負
担、残り 1/2 は市町村が負担。県は市町村負担額

の 1/2 を補助する。（県は全体の 1/4 を補助するこ

ととなる） 

市町村 昭和 63 不明 不明 不明 不明 不明 不明 84,726 89,748 82,359 57,791 

市町村自主運行バス維持費

補助金 

地域振興部 

交通政策課 

市町村が廃止代替バスを運行する場合に運行欠損

額の 1/2 を補助、さらに運行欠損と「実車走行キ

ロ数×県内 3 種路線キロあたり平均欠損」との差

額の 1/3 を補助 

市町村 平成 7 － － － 不明 不明 不明 71,146 100,194 146,884 183,500 

過疎地域等防災まちづくり

事業費補助金 

地域振興部 

市町村課 

過疎及び準過疎地域の活性化のため、防災まちづ

くりのための公共施設の整備に対して補助を行

う。 

市町村 平成 7 － － － 25,148 21,879 55,053 31,639 67,807 39,942 36,804 

特例処理事務交付金 
地域振興部 

市町村課 

三重県の事務処理の特例に関する条例に基づき市

町村が処理することとする事務につき必要な経費
を交付金として交付するもの。 

各市町村 平成 12 － － － － － － － － 142,740 117,730 

就職支度費助成補助金 
生活部 

雇用支援担当 

同和地区の新規学校卒業者などに市町村が支給す

る就職支度費に対して助成する。 
市町村 昭和 62 28,359 28,246 25,569 24,075 23,139 25,799 22,590 16,578 21,724 29,910 

自動車運転免許習得費補助

金 
生活部同和担当 

同和地区低所得世帯の者が自動車学校で運転免許

を取得する費用を補助 
個人 昭和 42 54,523 49,489 39,430 42,433 39,711 31,817 30,882 24,782 22,745 40,821 

専修学校又は各種学校入校

者補助金 
生活部同和担当 

同和地区低所得世帯の者が専修学校等で修学する

費用を補助 
個人 昭和 48 131,596 138,721 120,205 134,097 148,667 137,202 127,318 106,882 106,228 92,350 



 付録 7 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

生活相談員設置費補助金 生活部同和担当 
同和地区住民の生活上の相談に応じるため、生活

相談員を設置する事業に対して補助を行う。 
市町村 不明 不明 不明 13,860 13,552 14,098 12,343 10,700 9,861 10,942 9,919 

青少年等福祉対策事業補助

金 
生活部同和担当 

地域における青少年及び老人の健全育成及び健康

増進を図るために隣保館、集会所等の公共施設に
設備等を設置する事業 

津市ほか 16

市町村 
昭和 36 不明 不明 不明 不明 不明 5,824 8,048 8,601 6,158 7,091 

地域改善対策関連公共事業

補助金 

県土整備部 

まちづくり推進

課 

三重県同和対策総合計画・第二次推進計画に計上

された街路事業の未施行箇所で、計画に計上され

た範囲の中で市町村が実施する街路事業に対して

その 1/6 を補助する。 

伊勢市 平成 13 － － － － － － － － － 5,000 

地域改善対策関連公共事業

補助金 

県土整備部 

道路保全課 

三重県同和対策総合計画・第二次推進計画に計上

された道路事業の未施行箇所で、計画に計上され

た範囲の中で市町村が実施する道路事業に対して

その 1/6 を補助する。 

明和町 平成 12 － － － － － － － － 28,750 62,500 

地域児童館活動事業費補助

金 

健康福祉部 

こども家庭課 

同和地区に設置されている児童館が地域との交流

事業や自然とのふれあい事業を実施した場合補助

する。 

津市他6 市町

村 
平成 5 － 不明 不明 1,444 1,424 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

放課後児童クラブ活動事業

費補助金 

健康福祉部 

こども家庭課 

国補対象とならない小規模の放課後児童クラブに

対して、その運営にかかる経費を補助し、児童の

健全育成を図ります。 

市町村 平成 9 － － － － － 3,493 4,611 5,590 9,875 13,170 

保育所子育て対策事業費補

助金 

健康福祉部 

こども家庭課 

就労形態の多様化等によりますます高まっている

保育所の低年齢児保育のニーズに応える事業を推

進し、女性の仕事と子育ての両立支援を図る。 

津市他 36 市

町村 
平成 6 － － 不明 88,432 104,445 105,222 98,926 116,069 99,859 113,031 



 付録 8 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

子育て支援推進保育事業費

補助金 

健康福祉部 

こども家庭課 

市町村が保育に欠けると認め、認可保育所での保

育が受け入れられない児童の保育を実施する一定

の基準を満たす認可外保育施設に対し補助を行

い、保育所待機児童の解消を図る。 

市町村 平成 10 － － － － － － 5,244 7,223 7,265 6,378 

公衆衛生普及推進事業補助

金 

健康福祉部 

医療政策課 
医師会が行う公衆衛生普及事業経費の一部補助 医師会 平成 10 － － － － － － 7,875 6,750 6,750 6,750 

救急医療機関活動補助金 
健康福祉部 

医療政策課 
医師会が行う救急活動事業経費の一部補助 医師会 昭和 42 不明 不明 不明 不明 不明 不明 9,000 9,000 9,000 9,000 

心身障害者医療費補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

心身障害児（者）の経済的負担の軽減と保健の向

上に寄与することを目的とし、心身障害者医療費

公費負担制度を実施する市町村に対して県費補助

する。 

県下 69 市町

村 
昭和 48 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 

1,246,16

9 

1,255,0

4

1,483,43

8 

老人医療費補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

68、69 歳の老人に対して、その健康の保持及び増

進を図ることを目的とし、老人医療費公費負担制
度を実施する市町村に対して県費補助する。 

県下 69 市町

村 
昭和 55 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 294,288 304,680 211,234 

乳幼児医療費補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目

的とし、乳幼児医療費公費負担制度を実施する市

町村に対して県費補助する。 

県下 69 市町

村 
昭和 48 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 633,866 639,228 723,409 

母子医療費補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

一人親家庭等並びに父母のいない児童を扶養して

いる家庭の経済的負担の軽減と、母子及び父子福

祉の増進を図ることを目的とし、一人親家庭等医

療費公費負担制度を実施する市町村に対し県費補
助する。 

県下 69 市町

村 
昭和 52 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 225,223 245,838 290,824 

高額医療費共同事業補助金
健康福祉部 

医療政策課 

高額な医療給付の発生による国保の財政運営の不

安定性を緩和するために各保険者が拠出金を出

し、国保連合会が行う高額医療費共同事業に対し

て、助成し充実強化を図る。 

国保連合会 昭和 63 263,337 285,649 288,393 342,517 411,415 395,569 415,305 420,770 437,782 443,994 



 付録 9 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

国民健康保険保険者負担軽

減補助金 

健康福祉部 

医療政策課 

県単独福祉医療制度の実施により増大している保

険者の負担を軽減する。 

市町村、国保

組合 
昭和 48 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

市町村健康相談員設置事業

補助金 

健康福祉部 

健康対策課 

隣保館等に専任の看護職を設置し、対象地区住民

に対し、健康相談・家庭訪問等の事業を実施し、
住民の健康水準の向上を図る。 

市町村 平成 6 － － 1,377 2,433 3,009 3,784 4,803 4,145 5,106 5,064 

北勢健康増進センター整備

事業費補助金 

健康福祉部 

健康対策課 

四日市地域住民にもたらされた公害による健康被

害の克服を念頭に、健康の回復と増進をコンセプ

トに設置された、北勢健康増進センターの建設等

に対する経費。 

四日市市 平成 7 － － － 11,528 18,474 65,143 488,013 21,843 36,284 49,563 

民間社会福祉施設整備費利

子補給補助金 

健康福祉部 

健康福祉政策課 

社会福祉・医療事業団業務方法書（昭和 29年規程

第 3 号）第 4 条1 項の規定により社会福祉・医療

事業団から借り入れた資金に係る利子（社会福

祉・医療事業団福祉貸付事務取扱要領（昭和60 年

細則第 16 号）第 6章第 2節第10 項の規定により

繰上償還する場合の当該資金に係る利子を除く。）
の支払いに要する経費を補助する。 

社会福祉法人

和順会  

他 107 件 

昭和 48 不明 不明 不明 152,316 181,456 197,188 218,479 228,182 232,799 241,745 

社会福祉施設職員等退職手

当共済事業給付費補助金 

健康福祉部 

健康福祉政策課 

社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給

される、民間社会福祉施設等の職員の退職手当金
の支給に要する費用の一部を、社会福祉・医療事

業団に対して助成する。 

社会福祉・医

療事業団 
昭和 36 不明 不明 不明 157,241 173,508 200,203 226,099 244,132 253,052 297,100 

民間社会福祉施設職員福利

厚生事業推進費補助金 

健康福祉部 

健康福祉政策課 

民間社会福祉施設職員の福利厚生を充実させ、も

って福祉マンパワーの確保・定着を図るため、民

間社会福祉事業従事者の福利厚生を全国組織で実

施する福利厚生センターへの掛け金を社会福祉法
人等に助成する。 

社会福祉法人

等 
平成 7 － － － 36,800 41,780 43,870 45,520 45,520 48,240 51,730 

援護事業補助金 
健康福祉部 

長寿社会課 

戦争の犠牲となった軍人、戦没者遺族等の団体の

慰霊事業等に助成する。 

（財）三重県

遺族会他 1 
昭和 41 5,456 5,456 5,456 15,113 5,387 5,793 5,800 5,200 5,200 4,130 



 付録 10 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

教育関係団体補助金 
教育委員会 

同和教育課 

同和教育に関する教育研究団体である三重県同和

教育研究協議会の育成とその研究活動を促進する

とともに、同和教育研究大会の開催等に補助する

ことにより、県内の同和教育の一層の進展を図る。

三重県人権・

同和教育研究

協議会 

平成 8 － － － － 5,600 6,600 8,600 8,600 8,657 6,600 

社会同和教育関係補助金 
教育委員会 

同和教育課 

同和地区の児童、生徒に対する校外における生活

指導の充実を図る。同和地区における教育集会所
事業の充実を図る。市町村における社会教育関係

団体（対象地区の団体に限る）の育成、諸集会の

開催事業に必要な経費の一部を補助することによ

り、社会同和教育の振興を図る。市町村における

社会同和教育指導員の設置に必要な経費の一部を

補助することにより、社会同和教育の指導層の充
実を図る。 

35 市町村教

育委員会 
平成 9 － － － － － 68,059 86,642 88,005 90,078 89,226 

同和地区地域し尿処理施設
に係る水洗化促進事業補助

金 

環境部 
廃棄物対策課 

同和地区の生活環境の改善、公衆衛生の向上を図
るため、コミュニティプラントへ接続する同和地

区内の居宅の宅内配管工事費用を補助する市町村

に対し助成する。 

市町村 不明 不明 不明 不明 不明 不明 10,337 9,754 35,567 11,425 19,000 

資源循環型処理施設整備費

等補助金 

環境部 

廃棄物対策課 

国庫補助を受けて資源循環型の廃棄物処理施設を

整備する市町村に対し、補助対象事業の市町村実

負担額の 1/2 を限度に、補助事業実施翌年度から 7
年間にわたり起債償還に係る費用を補助する 

市町村 平成 9 － － － － － 61,675 27,958 22,411 9,152 28,774 

ダイオキシン緊急対策施設
整備事業補助金 

環境部 
廃棄物対策課 

国庫補助を受けてごみ処理施設のダイオキシン対
策に係る改造を行う市町村に対し、補助対象事業

の市町村実負担額の１／２を限度に、補助事業実

施翌年度から７年間にわたり起債償還に係る費用

を補助する 

市町村 平成 10 － － － － － － 13,353 39,072 31,445 37,297 



 付録 11 

          （単位：千円） 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成 1 0  平成 1 1  平成 1 2  平成 1 3  

同和地区合併処理浄化槽に

係る水洗化促進事業補助金

環境部 

大気水質課 

同和地区における合併処理浄化槽の整備を促進す

るため、合併処理浄化槽設置者へ宅内配管工事費

用を補助する市町村に対し助成する。 

市町村 不明 不明 不明 不明 不明 不明 8,451 7,200 8,479 11,745 22,416 

合併処理浄化槽設置促進付

帯工事事業補助金 

環境部 

大気水質課 

地理的要件により面的な合併処理浄化槽の整備が

妨げられている地域において、放流先確保のため
流末配水管設置工事を行う市町村に対し、助成す

る。 

市町村 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 30,000 30,000 15,300 

簡易水道布設事業補助金 
環境部 

大気水質課 

国庫補助対象外の簡易水道の新設、拡張、又は改

良工事を実施する市町村に対し助成する。 
市町村 昭和 59 不明 不明 不明 不明 85,000 100,000 100,000 90,000 62,000 55,800 

川上ダム建設に伴うダム関

連支援事業補助金 

環境部 

大気水質課 

水源地周辺の水道施設の整備を促進するため、川

上ダム水源地域整備計画に基づき青山町が実施す

る南部簡易水道施設整備事業に対し、国庫補助対

象外事業費の一部を助成する。 

青山町 平成 12 － － － － － － － － 14,359 8,511 

市町村ISO14001認証取得事

業補助金 

環境部 

環境政策課 

市町村・一部事務組合等の「環境マネージメント

システム ISO14001」認証取得にかかる経費に対す

る補助事業 

市町村、一部

事務組合等 
平成 10 － － － － － － 4,242 12,023 17,361 65,018 

海辺の森林公有林化支援事

業費補助金 

環境部 

森林保全課 

海岸防災林や防風保安林の公有林化を進める市町

村に対し財政支援する 
二見町 平成 10 － － － － － － 6,422 6,422 6,422 6,166 
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７． 増加傾向になっているもの 

              （単位：千円）

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 

補助金額

の上限の

定め 

平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

運輸事業振興助成交付金 
農林水産商工部

産業政策課 

（社）三重県トラック協会等が行う輸

送サービスの改善、安全運転の確保等
に資する事業に対して助成する 

（社）三重県

トラック協
会他１先 

昭和 51 無 不明 不明 不明 不明 不明 375,753 372,017 388,308 406,375 419,421

市町村自主運行バス維持費

補助金 

地域振興部 

交通政策課 

市町村が廃止代替バスを運行する場

合に運行欠損額の 1/2 を補助、さらに

運行欠損と「実車走行キロ数×県内3

種路線キロあたり平均欠損」との差額
の 1/3 を補助 

市町村 平成 7 無 － － － 不明 不明 不明 71,146 100,194 146,884 183,500

東紀州地域活性化推進施策

支援事業補助金 

地域振興部 

地域振興課 

東紀州地域の活性化を図るため、人材

育成事業、交流促進事業などの東紀州

地域活性化事業推進協議会の事業に

対して支援する。 

東紀州地域

活性化事業

協議会 

平成 6 無 － － 42,580 44,300 55,658 29,556 29,366 29,606 61,914 64,441

(財)三重県国際交流財団管

理費補助金 
生活部国際担当 

（財）三重県国際交流財団の職員の給

与等に要する経費を補助する。 

（財）三重県

国際交流財

団 

平成 3 無 不明 不明 不明 不明 17,229 17,549 22,079 23,203 23,684 27,073

私立高等学校教育国際化推

進事業費補助金 

生活部 

私学振興担当 

外国人語学指導助手の雇用に要する

経費等 

小・中・高校

を設置する
学校法人 

平成元 

1/2 以内 

180 万円以
内 

不明 不明 不明 不明 11,675 11,475 11,326 11,325 12,901 13,645

私立学校教職員退職基金財

団補助金 

生活部 

私学振興担当 

私立学校教職員に係る退職手当支給

資金等に要する経費 

三重県私立

学校教職員

退職基金財

団 

昭和 51 無 不明 不明 不明 不明 103,617 105,648 104,403 105,578 105,957 106,084

放課後児童クラブ活動事業

費補助金 

健康福祉部 

こども家庭課 

国補対象とならない小規模の放課後

児童クラブに対して、その運営にかか

る経費を補助し、児童の健全育成を図

ります。 

市町村 平成 9 無 － － － － － 3,493 4,611 5,590 9,875 13,170



 付録 13 

              （単位：千円）

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 開始年度 

補助金額

の上限の

定め 

平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

高額医療費共同事業補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

高額な医療給付の発生による国保の

財政運営の不安定性を緩和するため

に各保険者が拠出金を出し、国保連合

会が行う高額医療費共同事業に対し

て、助成し充実強化を図る。 

国保連合会 昭和 63 無 263,337 285,649 288,393 342,517 411,415 395,569 415,305 420,770 437,782 443,994

三重県厚生事業団補助金 
健康福祉部 

健康福祉政策課 

厚生事業団の管理運営に関する経費

を補助する。当該年度は通常の運営費

に加え、事業団改革に要する経費、法

改正に伴う電算システムの導入経費

を追加補助した。 

（福）三重県

厚生事業団 
平成 7 無 － － － 不明 10,101 16,079 22,018 26,839 40,494 83,411

 

 

 

８． 毎年定額もしくはそれに準ずるもの 

            (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 
年度 

平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

伊勢志摩コンベンション推

進機構運営補助金 

農林水産商工部

新産業創造課 

コンベンション誘致を図る同機構に対す

る（財）三重ビジターズ推進機構の負担

金。 

（財）三重

ビジターズ

推進機構 

平成 6 － － 不明 不明 不明 10,000 10,000 8,000 10,000 10,000

公衆衛生普及推進事業補助

金 

健康福祉部 

医療政策課 

医師会が行う公衆衛生普及事業経費の一

部補助。 
医師会 平成 10 － － － － － － 7,875 6,750 6,750 6,750

救急医療機関活動補助金 
健康福祉部 

医療政策課 

医師会が行う救急活動事業経費の一部補

助。 
医師会 昭和 42 不明 不明 不明 不明 不明 不明 9,000 9,000 9,000 9,000



 付録 14 

            (単位：千円) 

事務事業名 担当部局課名 事 業 内 容 対象者 
開始 

年度 
平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成１０ 平成１１ 平成１２ 平成１3  

国民健康保険保険者負担軽

減補助金 

健康福祉部 

医療政策課 

県単独福祉医療制度の実施により増大し

ている保険者の負担を軽減する。 

市町村、 

国保組合 
昭和 48 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

海辺の森林公有林化支援事

業費補助金 

環境部 

森林保全課 

海岸防災林や防風保安林の公有林化を進

める市町村に対し財政支援する。 
二見町 平成 10 － － － － － － 6,422 6,422 6,422 6,166

 

 


