
重 点 プ ロ グ ラ ム ・ 予 算 総 括 表
（単位：千円）

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 ３ヵ年合計

(217,992) (201,484) (191,000) (610,476)
223,987 211,008 201,000 635,995

(169,699) (97,140) (98,000) (364,839)
172,023 99,728 100,000 371,751

(834,732) (981,704) (991,000) (2,807,436)
1,037,106 1,330,595 1,345,000 3,712,701

(96,467) (96,325) (0) (192,792)
96,467 96,325 0 192,792

(190,613) (37,399) (150,000) (378,012)
463,616 494,370 488,000 1,445,986

(104,741) (77,024) (72,000) (253,765)
126,541 101,087 98,000 325,628

(382,005) (374,564) (76,000) (832,569)
382,005 374,564 76,000 832,569

(493,359) (245,265) (324,000) (1,062,624)
528,160 466,067 329,000 1,323,227

(2,489,608) (2,110,905) (1,902,000) (6,502,513)
3,029,905 3,173,744 2,637,000 8,840,649

(1,580,064) (2,643,012) (2,756,000) (6,979,076)
8,733,770 9,534,255 9,378,000 27,646,025
(165,000) (165,000) (160,000) (490,000)
300,000 300,000 290,000 890,000

(170,648) (233,250) (235,000) (638,898)
646,735 353,250 375,000 1,374,985

(191,005) (320,588) (269,000) (780,593)
637,141 335,588 483,000 1,455,729

(245,204) (198,414) (177,000) (620,618)
626,984 677,424 661,000 1,965,408

(304,496) (807,174) (808,000) (1,919,670)
967,012 2,418,607 2,442,000 5,827,619

(293,253) (364,774) (388,000) (1,046,027)
436,717 549,843 594,000 1,580,560
(46,943) (114,993) (124,000) (285,936)
50,053 147,295 169,000 366,348

(566,914) (880,944) (1,008,000) (2,455,858)
1,022,124 1,734,925 1,591,000 4,348,049
(147,001) (33,649) (47,000) (227,650)
421,818 54,114 115,000 590,932

(164,591) (319,159) (302,000) (785,750)
346,590 474,854 458,000 1,279,444
(57,139) (29,320) (29,000) (115,459)
57,139 29,320 29,000 115,459

(147,890) (189,705) (190,000) (527,595)
147,890 189,705 190,000 527,595

(556,005) (589,270) (555,000) (1,700,275)
1,128,877 939,882 731,000 2,799,759

(40,128) (301,204) (313,000) (654,332)
175,999 336,274 348,000 860,273

(4,676,281) (7,190,456) (7,361,000) (19,227,737)
15,698,849 18,075,336 17,854,000 51,628,185

(234,037) (630,072) (771,000) (1,635,109)
490,202 630,072 771,000 1,891,274
(26,898) (15,269) (17,000) (59,167)
26,898 15,269 17,000 59,167

(196,315) (801,342) (806,000) (1,803,657)
411,512 1,337,193 1,846,000 3,594,705

(566,733) (1,131,583) (3,622,000) (5,320,316)
12,753,970 12,874,202 13,160,000 38,788,172

(62,309) (54,420) (55,000) (171,729)
62,568 54,679 55,000 172,247

(53,448) (67,664) (68,000) (189,112)
53,448 67,664 68,000 189,112

(953,652) (1,181,257) (1,484,000) (3,618,909)
953,652 1,181,257 1,484,000 3,618,909

(2,093,392) (3,881,607) (6,823,000) (12,797,999)
14,752,250 16,160,336 17,401,000 48,313,586
(9,259,281) (13,182,968) (16,086,000) (38,528,249)
33,481,004 37,409,416 37,892,000 108,782,420

※平成１６年度欄については１２月補正後をベースに今後の増減を加味したものである。

絆 合 計

総 合 計

絆６ 国際貢献・外国人との共生社会推進プログラム

絆７ 分権・自治推進プログラム

絆４ 高速道路と市町村合併を支援する道路整備プロ
グラム

絆５ 県民との協働でつくる一人ひとりが尊重され誰も
が参加できる社会づくりプログラム

絆２ 歴史的・文化的遺産を活かした三重の魅力づくり
プログラム

絆３ 熊野古道の保存と活用による地域活性化プログ
ラム

くらし１５ みんなで取り組むCO2排出削減プログラム

く ら し 合 計

絆１ 観光みえの魅力増進プログラム

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

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）

くらし１１ 子ども達が安心できる学習プログラム

くらし１２ ごみゼロ社会実現プログラム

くらし９ 少子化対策のための子育て家庭応援プログラム

くらし１０ 児童虐待緊急対応プログラム

くらし７ 障害者の地域生活支援プログラム

くらし８ 医療体制緊急整備プログラム

くらし５ 食の安全・安心確保プログラム

くらし６ 高齢者の安心確保緊急支援プログラム

くらし３ 身近な犯罪抑止プログラム

くらし４ 交通事故抑止プログラム

元 気 合 計

くらし１ 地震に備えみんなでつくる安全安心プログラム
（津波対策）（耐震対策）（輸送路・避難路整備）

くらし２ 災害に備える情報共有プログラム

元気７ 競争力のある三重の農林水産物創出プログラム

元気８ 自律的産業集積基盤の整備推進プログラム

元気５ 中小企業支援プログラム

元気６ 地産地消定着による地域産業活性化プログラム

元気３ 基礎・基本の学力定着プログラム

元気４ 戦略的な企業誘致推進プログラム

元気１ 若年者雇用支援プログラム

元気２ 中高年者雇用・安定プログラム

番号 重 点 プ ロ グ ラ ム 名

できあがり額
上段（ ）書きは県費・下段は事業費

（四捨五入のため合計にあわない場合があります。）


