
（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

元気１ 若年者雇用支援プログラム 生活部 「おしごと広場みえ」充実事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
255,786 751,358

（主担当部局：生活部） 生活部 産業人材育成事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
144,667 373,667

生活部 若年者早期就職支援事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
10,000 30,000

生活部 大学生等職業意識啓発事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
2,000 6,000

生活部 インターンシップ総合サポート事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
6,500 20,000

教育委員会 キャリア教育総合推進事業 122 学校教育の充実 51,634 167,394

農林水産商工部
農林水産業版ハロープロジェクト事

業
223

農林水産業を支える生産・

経営基盤の充実
9,000 26,000

479,587 1,374,419

元気２ 中高年者雇用・安定 生活部 短期職場実践訓練事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
104,898 330,694

プログラム 生活部 キャリアカウンセリング事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
15,000 45,000

（主担当部局：生活部） 生活部 求職者資格取得サポート事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
50,000 150,000

生活部
がんばれ離職者！就職活動サポート

事業
212

職業能力の開発と勤労者生

活の支援
10,102 30,306

生活部 地域雇用対策推進サポート事業 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援
40,500 79,500

生活部
ライフ・ワークサポート三重推進事

業
212

職業能力の開発と勤労者生

活の支援
21,204 66,802

241,704 702,302

元気３ 基礎・基本の学力定着 教育委員会 30人学級等少人数教育推進事業 122 学校教育の充実 13,129 53,902

プログラム 教育委員会 信頼される教職員人材育成事業 122 学校教育の充実 84,650 268,788

（主担当部局：教育委員会）
教育委員会 自ら創る学校支援事業 122 学校教育の充実 30,515 86,833

128,294 409,523

元気４

戦略的な企業誘致推進プログラ

ム

（主担当部局：農林水産商工部）

農林水産商工部 企業立地促進補助事業 231 自律的産業集積の推進 18,366 24,033

18,366 24,033

元気５ 中小企業支援プログラム 農林水産商工部 中小企業金融対策事業 232
既存産業の高度化・高付加

価値化の促進
261,873 1,002,759

（主担当部局：農林水産商工部） 農林水産商工部 商工団体強化支援事業 232
既存産業の高度化・高付加

価値化の促進
25,356 73,375

農林水産商工部
中小企業経営改革チャレンジ支援事

業
232

既存産業の高度化・高付加

価値化の促進
281,880 825,832

農林水産商工部 経営革新販路開拓支援事業 232
既存産業の高度化・高付加

価値化の促進
29,699 89,097

環境部 小規模事業者向けEMS導入支援事業 431 環境経営の推進 5,250 15,250

科学技術振興セ

ンター
知的財産権活用支援事業 234 技術の高度化の促進 3,451 10,353

607,509 2,016,666

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

元気６ 地産地消定着による 農林水産商工部
６次産業化・アグリビジネス支援事

業（農商分）
222

戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
13,163 39,489

地域産業活性化プログラム
科学技術振興セ

ンター

６次産業化・アグリビジネス支援事

業（科技分）
224

農林水産業を支える技術開

発の推進
9,000 25,000

（主担当部局：農林水産商工部） 農林水産商工部
地域が支持する農林水産経営育成事

業
222

戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
25,000 75,000

農林水産商工部 心豊かな里づくり支援事業 532
快適で豊かな農山漁村づく

り
7,000 16,000

農林水産商工部 地産地消情報基盤整備事業 222
戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
30,000 40,000

農林水産商工部
地産地消暮らしの魅力発見事業（農

商分）
222

戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
73,204 217,512

健康福祉部
地産地消暮らしの魅力発見事業（健

福分）
331 健康づくりの推進 13,724 41,724

農林水産商工部
地産地消子どもの元気づくり事業

（農商分）
222

戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
6,000 18,500

健康福祉部
地産地消子どもの元気づくり事業

（健福分）
331 健康づくりの推進 4,976 14,876

教育委員会
地産地消子どもの元気づくり事業

（教育分）
122 学校教育の充実 4,600 15,650

186,667 503,751

元気７ 競争力のある 農林水産商工部 新「三重ブランド」推進事業 222
戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
37,000 111,000

三重の農林水産物創出 農林水産商工部 「三重の顔」商品力強化支援事業 222
戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開
59,100 179,100

プログラム
科学技術振興セ

ンター

「三重のマハタ」高品質・早期安定

種苗生産技術開発事業
224

農林水産業を支える技術開

発の推進
12,000 36,000

（主担当部局：農林水産商工部）
科学技術振興セ

ンター

肉牛の産地間競争力の賦与技術の開

発費
224

農林水産業を支える技術開

発の推進
5,000 11,000

地域振興部 海洋深層水事業 534
過疎・離島・半島地域の振

興
179,946 560,221

農林水産商工部
栽培漁業センター海洋深層水利用施

設整備事業
221

安全で安心な農林水産物の

安定的な供給
0 37,852

293,046 935,173

元気８ 自律的産業集積基盤の 農林水産商工部
燃料電池実証試験等を活用したモデ

ル地域づくり事業
231 自律的産業集積の推進 358,002 1,066,497

整備推進プログラム 農林水産商工部 知的ネットワーク形成事業 231 自律的産業集積の推進 47,902 134,246

（主担当部局：農林水産商工部） 農林水産商工部
燃料電池技術等革新的技術を活かす

設備設置支援事業
231 自律的産業集積の推進 1,532 4,596

農林水産商工部 ベンチャー企業創出促進事業 231 自律的産業集積の推進 239,683 729,049

科学技術振興セ

ンター

積層組立の容易な固体高分子型燃料

電池用セパレータの開発事業
234 技術の高度化の促進 15,500 25,000

科学技術振興セ

ンター
低コスト太陽電池開発促進事業 234 技術の高度化の促進 2,975 4,875

665,594 1,964,263

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

くらし

１
地震に備えみんなでつくる 地域振興部 緊急地震津波啓発事業 311 防災対策の推進 75,000 225,000

安全・安心プログラム 地域振興部 緊急地域総合防災推進事業 311 防災対策の推進 250,000 750,000

（津波対策）（耐震対策） 地域振興部 緊急津波ステーション整備事業 311 防災対策の推進 49,000 147,000

（輸送路・避難路整備） 農林水産商工部 県営漁港海岸保全事業 312
治山・治水・海岸保全対策

の推進
126,000 184,000

（主担当部局：地域振興部） 農林水産商工部
県単耕地施設管理事業（緊急津波対

策水門改修）
312

治山・治水・海岸保全対策

の推進
24,800 37,800

県土整備部 緊急津波対策海岸保全事業 312
治山・治水・海岸保全対策

の推進
480,000 1,800,000

地域振興部 緊急避難路整備事業 311 防災対策の推進 100,000 300,000

農林水産商工部 県営中山間地域総合整備事業 532
快適で豊かな農山漁村づく

り
98,700 297,150

農林水産商工部 団体営農村総合整備事業 532
快適で豊かな農山漁村づく

り
95,200 285,600

健康福祉部 災害時要援護者避難体制整備事業 311 防災対策の推進 3,216 10,006

環境部
地震に伴う沿岸地域林地崩壊防止等

緊急対策事業
312

治山・治水・海岸保全対策

の推進
443,000 1,285,200

県土整備部 急傾斜地崩壊対策事業 312
治山・治水・海岸保全対策

の推進
30,000 130,000

地域振興部
緊急避難所（公共的施設）耐震化促

進整備事業
311 防災対策の推進 100,000 300,000

健康福祉部
医療施設・避難所耐震化整備促進事

業
311 防災対策の推進 61,779 827,555

県土整備部 住まいの耐震化等推進事業 542 ゆとりある住まいづくり 11,160 28,480

県土整備部 待ったなし！耐震化プロジェクト 542 ゆとりある住まいづくり 121,000 391,250

県土整備部 密集市街地整備事業 541 快適な都市環境の整備 20,900 223,800

県土整備部 街路事業（緊急輸送道路） 541 快適な都市環境の整備 2,775,000 7,859,000

県土整備部 緊急輸送道路整備事業 552 道路網の整備 1,667,001 5,617,001

県土整備部 災害防除事業（緊急輸送道路） 552 道路網の整備 490,000 1,907,000

農林水産商工部
揮発油税財源身替農道整備事業（緊

急輸送路関連道路）
532

快適で豊かな農山漁村づく

り
51,500 72,500

農林水産商工部
広域農道整備事業（緊急輸送路関連

道路）
532

快適で豊かな農山漁村づく

り
1,627,500 5,302,500

8,700,756 27,980,842

くらし

２

災害に備える情報共有プログラ

ム
県土整備部 浸水想定区域図作成事業 312

治山・治水・海岸保全対策

の推進
30,000 90,000

（主担当部局：県土整備部） 県土整備部
土砂災害情報相互通報システム整備

事業
312

治山・治水・海岸保全対策

の推進
270,000 800,000

300,000 890,000

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

くらし

３
身近な犯罪抑止 警察本部

県民が安心して歩ける防犯まちづく

り事業
322 地域安全対策の推進 182,756 272,510

プログラム 警察本部
県民が安心して暮らせる防犯サポー

ト事業
211

地域の実情に応じた多様な

雇用支援
218,020 452,632

（主担当部局：警察本部） 生活部
犯罪が発生しにくいまちづくり支援

事業
322 地域安全対策の推進 15,355 38,705

生活部 消費生活パワーアップ地域支援事業 325 安心な消費生活の確保 10,838 32,514

警察本部
犯罪多発地区における治安拠点整

備・パトロール等強化事業
322 地域安全対策の推進 272,763 664,960

699,732 1,461,321

くらし

４
交通事故抑止 警察本部 交通事故分析等の高度化推進事業 321 交通安全対策の推進 93,845 327,357

プログラム 生活部
高齢者の交通安全活動総合サポート

事業
321 交通安全対策の推進 26,802 70,386

（主担当部局：生活部） 警察本部
交通弱者等に対する交通安全教育推

進事業
211

地域の実情に応じた多様な

雇用支援
249,908 324,013

警察本部 安全・安心交通環境整備事業 321 交通安全対策の推進 91,566 231,955

県土整備部 交通安全施設等整備事業 321 交通安全対策の推進 190,000 657,000

652,121 1,610,711

くらし

５
食の安全・安心確保 健康福祉部 食品衛生監視・指導推進事業 323

食の安全とくらしの衛生の

確保
269,246 777,752

プログラム 農林水産商工部
安全な食品を生産する農畜水産物生

産資材等監視事業
221

安全で安心な農林水産物の

安定的な供給
81,986 185,846

（主担当部局：農林水産商工部） 221
安全で安心な農林水産物の

安定的な供給

222
戦略的なマーケティングプ

ロジェクトの展開

223
農林水産業を支える生産・

経営基盤の充実

323
食の安全とくらしの衛生の

確保

科学技術振興セ

ンター

農畜水産物の安全安心確保に関する

研究開発事業
323

食の安全とくらしの衛生の

確保
19,712 45,202

579,522 2,059,570

くらし

６
高齢者の安心確保 健康福祉部

特別養護老人ホーム整備事業費補助

金
344 高齢者保健福祉の推進 1,883,496 5,759,862

緊急支援プログラム 健康福祉部
高齢者小規模多機能施設設置推進事

業費
344 高齢者保健福祉の推進 25,700 68,900

（主担当部局：健康福祉部） 健康福祉部
介護予防・地域支え合い事業費補助

金
344 高齢者保健福祉の推進 900,177 2,757,338

健康福祉部 地域高齢者のための協働支援事業費 344 高齢者保健福祉の推進 50,268 162,804

健康福祉部
安心して利用できる介護サービスづ

くり事業費
334

利用者本位の福祉サービス

の確保
33,904 82,668

2,893,545 8,831,572

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

1,050,770

（プログラム 計）

（プログラム 計）

農林水産商工部 自主衛生管理強化促進事業 208,578

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

くらし

７
障害者の地域生活支援 健康福祉部

障害者の多様な暮らしの場づくり支

援事業
345 障害者保健福祉の推進 50,094 159,834

プログラム 健康福祉部 障害者のチヤレンジ支援事業 345 障害者保健福祉の推進 14,068 42,204

（主担当部局：健康福祉部） 教育委員会 障害児者地域連携・自立支援事業 122 学校教育の充実 14,422 38,354

健康福祉部
障害者地域生活支援センター運営事

業
345 障害者保健福祉の推進 116,738 354,473

健康福祉部 高次脳機能障害者生活支援事業 345 障害者保健福祉の推進 41,349 124,047

健康福祉部
自閉症・発達障害支援センター運営

事業
345 障害者保健福祉の推進 25,124 74,220

健康福祉部
精神障害者地域生活支援センター運

営事業
345 障害者保健福祉の推進 150,019 576,994

健康福祉部 精神科救急医療システム運用事業 345 障害者保健福祉の推進 30,113 158,961

健康福祉部
新たな精神保健分野に対応する相談

支援事業
345 障害者保健福祉の推進 1,383 93,137

443,310 1,622,224

くらし

８
医療体制緊急整備 健康福祉部 医師確保対策事業 341 医療提供体制の整備 23,432 96,072

プログラム 健康福祉部 救急医療機能分担促進事業 341 医療提供体制の整備 724 56,930

（主担当部局：健康福祉部） 健康福祉部 こどもの救急医療整備充実事業 341 医療提供体制の整備 3,500 140,327

健康福祉部 質の高いがん医療の推進事業 342 多様化する疾病への対応 76,570 247,126

健康福祉部 乳がん対策推進事業 331 健康づくりの推進 8,292 21,754

健康福祉部 医療情報提供システム整備事業 341 医療提供体制の整備 565 96,363

113,083 658,572

くらし

９
少子化対策のための 健康福祉部 保育所整備費負担（補助）金 332 子育て環境の整備 917,626 2,675,804

子育て家庭応援プログラム 健康福祉部 放課後児童対策事業 332 子育て環境の整備 296,392 904,392

（主担当部局：健康福祉部） 生活部
ファミリー・サポート・ｾﾝﾀｰ設置促

進事業
212

職業能力の開発と勤労者生

活の支援
13,398 43,508

健康福祉部 地域子育て支援ｾﾝﾀｰ事業費補助金 332 子育て環境の整備 237,011 941,011

教育委員会 いきいき親子サポートプラン事業 121 生涯学習の推進 18,301 36,103

教育委員会 障害児就学前支援事業 122 学校教育の充実 7,749 22,647

健康福祉部 子育て情報交流センター事業 332 子育て環境の整備 10,507 31,521

1,500,984 4,654,986

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

くらし

１０
児童虐待緊急対応 健康福祉部

育児不安の早期解消・軽減援助事業

費
332 子育て環境の整備 17,121 84,041

プログラム 健康福祉部 児童虐待防止地域体制推進事業費 332 子育て環境の整備 15,505 43,541

（主担当部局：健康福祉部） 健康福祉部 家族再生支援推進事業費 332 子育て環境の整備 7,996 36,434

健康福祉部 児童虐待防止拠点整備事業 332 子育て環境の整備 288,767 425,523

329,389 589,539

くらし

１１
子どもたちが安心できる 教育委員会 生徒指導対策事業 122 学校教育の充実 25,218 61,054

学習プログラム 122 学校教育の充実

（主担当部局：教育委員会） 132 スポーツの振興

教育委員会 心の相談体制整備事業 122 学校教育の充実 191,450 1,105,283

教育委員会 不登校対策事業 122 学校教育の充実 3,060 13,500

生活部 非行防止地域ネットワーク推進事業 123 青少年の健全育成 7,000 25,050

357,811 1,587,436

くらし

１２
ごみゼロ社会実現プログラム 環境部

「ごみゼロ社会」実現プラン策定事

業
411 資源循環の推進 58,261 73,217

（主担当部局：環境部） 環境部 モデル事業の実施
411

資源循環の推進 0 36,000

58,261 109,217

くらし

１３

不法投棄のない安全な循環型社

会実現プログラム
環境部 不法投棄等の是正推進事業

411
資源循環の推進 164,667 565,330

（主担当部局：環境部） 環境部 産業廃棄物監視指導事業 411 資源循環の推進 4,845 12,263

169,512 577,593

くらし

１４

海・山・川身近な自然の保全プ

ログラム（生活排水処理緊急対

策）

環境部 合併処理浄化槽整備重点促進事業 413 水環境の保全 513,168 1,738,024

（主担当部局：環境部） 農林水産商工部 農業集落排水整備重点促進事業 413 水環境の保全 705,424 1,834,376

1,218,592 3,572,400

くらし

１５
みんなで取り組む 環境部

三重県地球温暖化防止活動推進セン

ター事業
412 大気環境の保全 1,606 38,732

ＣＯ２排出削減 環境部 地球温暖化対策地域協議会支援事業 412 大気環境の保全 13,483 111,399

プログラム 環境部
県民総参加によるエコポイント推進

事業
432

環境を守り育てる活動への

参加と協働の促進
19,397 72,072

（主担当部局：環境部） 環境部 地球温暖化防止手法検討事業 412 大気環境の保全 11,935 16,825

総合企画局
地球にやさしい新エネルギー導入推

進事業
443 エネルギー対策の推進 139,650 433,350

186,071 672,378

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）

382,549

（プログラム 計）

（プログラム 計）

教育委員会 総合型地域スポーツクラブ育成事業 131,083

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

絆１ 観光みえの魅力増進 農林水産商工部 観光商品づくり推進事業 233 観光・交流産業の振興 40,992 122,976

プログラム 農林水産商工部 観光客誘客推進事業 233 観光・交流産業の振興 148,320 338,640

（主担当部局：農林水産商工部） 農林水産商工部 外客誘致推進事業 233 観光・交流産業の振興 64,542 148,942

県土整備部 伊勢志摩快適空間創造事業 523
住民参画によるまちづくり

の推進
4,925 9,068

県土整備部 松阪・東紀州地域交流空間創造事業 523
住民参画によるまちづくり

の推進
16,538 47,514

県土整備部 まちづくりプロジェクト事業 523
住民参画によるまちづくり

の推進
252,000 1,052,000

527,317 1,719,140

絆２ 歴史的・文化的遺産を 生活部
歴史的・文化的遺産を活かした風情

あるまちづくり推進事業
131

文化が身近に感じられる環

境づくり
15,935 37,146

活かした三重の魅力づくり 生活部
歴史ロマン追跡プロジェクト推進事

業費
131

文化が身近に感じられる環

境づくり
9,283 44,856

プログラム 生活部
歴史的・文化的遺産を活かした県事

業等の推進環境づくり事業
131

文化が身近に感じられる環

境づくり
2,594 6,115

（主担当部局：生活部） 生活部 歴史資料の保存活用環境づくり事業 131
文化が身近に感じられる環

境づくり
1,076 5,649

28,888 93,766

絆３ 熊野古道の保存と活用による 地域振興部 世界遺産（熊野古道）対策推進事業 534
過疎・離島・半島地域の振

興
167,780 248,140

地域活性化プログラム 地域振興部 熊野古道集客交流推進事業 534
過疎・離島・半島地域の振

興
1,209,269 3,119,779

（主担当部局：地域振興部） 教育委員会 熊野古道中学生等交流事業 122 学校教育の充実 1,727 6,026

1,378,776 3,373,945

絆４ 高速道路と市町村合併を 県土整備部
市町村合併支援道路整備事業（県管

理道路）
552 道路網の整備 6,602,000 20,152,000

支援する道路整備 県土整備部 市町村合併を支援する直轄道路事業 552 道路網の整備 3,738,885 11,216,655

プログラム 県土整備部 高速道路に関連する用地取得対策費 551 高速交通網の整備 105,053 325,053

（主担当部局：県土整備部） 県土整備部 高速道路に関連する施設整備事業費 551 高速交通網の整備 100,000 270,000

県土整備部 高速道路に関連する市町村補助金 551 高速交通網の整備 170,000 460,000

県土整備部 高速道路網に関連する直轄道路事業 551 高速交通網の整備 2,123,333 6,369,999

12,839,271 38,793,707

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）

（プログラム 計）



（単位：千円）

番号 重点プログラム名 事業担当部局名 事 業 名 施策番号 施策名
平成16年度

事業費

３年間の

事業費

平成１6年度 重点プログラム要求事業一覧

絆５ 県民との協働でつくる 生活部 ひとにやさしいまちづくり支援事業 111 人権尊重社会の実現 4,500 22,500

一人ひとりが尊重され、 教育委員会
子ども一人ひとりが尊重される学校

づくり事業
111 人権尊重社会の実現 34,673 103,673

誰もが参画できる 生活部 人権相談体制充実支援事業 111 人権尊重社会の実現 8,000 14,000

社会づくりプログラム 生活部
男女共同参画の視点で進める地域づ

くり事業
112 男女共同参画社会の実現 7,979 23,937

（主担当部局：生活部） 生活部
男女共同参画地域エンパワメント支

援事業
112 男女共同参画社会の実現 5,115 13,823

健康福祉部
ユニバーサルデザインアドバイザー

地域展開支援事業
333

地域とともに進める福祉社

会づくり
4,462 17,429

健康福祉部
地域住民や市町村によるＤＶ防止取

組支援事業費
112 男女共同参画社会の実現 1,610 6,020

66,339 201,382

絆６ 国際貢献・外国人との 211
地域の実情に応じた多様な

雇用支援

共生社会推進 511

在住外国人との共生社会づ

くりと国際交流・貢献の推

進

プログラム 教育委員会 外国人児童生徒教育支援事業 122 学校教育の充実 18,054 58,962

（主担当部局：生活部） 生活部 やってみよう国際貢献事業 511

在住外国人との共生社会づ

くりと国際交流・貢献の推

進

5,637 21,743

生活部 国際協力支援事業 511

在住外国人との共生社会づ

くりと国際交流・貢献の推

進

27,848 82,716

78,020 232,990

絆７ 分権・自治推進プログラム 地域振興部 地方分権推進事業 522 分権型社会の実現 11,435 100,625

（主担当部局：地域振興部） 地域振興部 市町村合併推進事業 522 分権型社会の実現 918,000 3,473,000

929,435 3,573,625

36,671,502 112,797,046

※平成１６年度事業費については、予算見積書の額であり、「県民しあわせプラン」中間案とは異なる場合があります。

26,481 69,569

（プログラム 計）

（プログラム 計）

合 計

（プログラム 計）

生活部 共生社会推進緊急プロジェクト事業


