
平成２１年度緊急雇用創出事業 県実施事業一覧表 １２月補正予算事業
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1 政策部 地域情報化データ作成支援
緊急雇用創出事業
（当初予算の増額）

地域情報化に資するため、主に地理情報システムで利用可能な地理空間情報の整
備、住所情報と地理座標のマッチング作業の支援を行う。

直営 704 1 情報通信

2 政策部 「美し国おこし・三重」先
進的取組調査事業
（５月補正予算の増額）

伊勢・志摩地域で実施中の「美し国おこし・三重」のモデルとなる先進事例調査
は、対象となる地域が広く、座談会も多く開催されていることから、地域での活
動に関する継続したヒアリング等の調査を実施する。

直営 415 1 産業振興

3 政策部 地域づくり調整事業費 既存の地域づくり業務の新たなステージに向けた検討を行うために生じる市町と
の連絡協議や会議の開催、資料の作成等の業務量の増大に対応するため、臨時職
員を雇用する。

直営 704 1 臨時職員雇用

4 総務部 総務事務集中化移行データ
整備事業
（５月補正予算の増額）

平成２２年４月に総務事務センターを設置し、集中事務処理体制に移行するため
の諸準備に係る業務を行う。

直営 1,036 3 情報通信

5 防災危機管理部 防災対策施設管理整備緊急
雇用創出事業

防災拠点及び防災倉庫内の備蓄品の入れ替え及び施設周辺の維持管理を目的とし
た草刈等や総合防災訓練会場の草刈等の会場準備を行う。

直営 704 1 治安・防災

6 生活・文化部 企画調整費（緊急雇用創出
分）
（当初予算の増額）

交通安全計画や男女共同参画基本計画の改定等に伴って必要となる各種資料の収
集・整理や統計分析等を行うほか、所管団体の活動実績のデータ入力や情報発
信、新博物館整備に向けた業務量の増大に対応するため、臨時職員を雇用する。

直営 4,614 5 臨時職員雇用

7 生活・文化部 県民主体の地域文化祭実現
に向けた環境整備事業

今後の県民文化祭の実施方法を検討するため、県内の文化団体の実態や活動状況
に関する基礎データを調査・整理するとともに、市町や市町の文化協会などの考
え方や意向を把握する。

委託 1,482 1 教育・文化

8 生活・文化部 新県立博物館づくりのため
の広聴広報事業

新県立博物館の整備状況について県民に広く周知し、意見等を集約して今後の活
動に生かすため、多様な機会を活用した広報活動やアンケートなどによる意見集
約を行う。

委託 6,884 4 教育・文化

9 生活・文化部 技能士台帳電子化緊急雇用
創出事業

技能検定合格者の原簿となる技能士台帳の管理を簡素化するため、技能士台帳の
電子データ化を行う。

直営 1,416 2 産業振興
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10 生活・文化部 安全で安心な三重のまちづ
くり・暮らしづくり緊急雇
用創出事業

犯罪や交通事故のない安全で安心なまちづくりを目指すために、車両による広報
活動や、駅・大型商業施設・金融機関等における広報文書や啓発物品の配布、街
頭における高齢者や子どもの交通事故防止活動等を行う。

委託 88,222 45 治安・防災

11 生活・文化部 多文化共生啓発巡回緊急雇
用創出事業

多文化共生啓発巡回員を国際室に配置し、公共施設や企業等においてパネル展示
や研修会の開催等をはじめとする方法で一般県民向けの啓発を行い、また、県が
実施する県民向け啓発イベントにおける企画立案に係る業務を行う。

直営 1,281 2 教育・文化

12 生活・文化部 外国人住民のための防災情
報等理解促進緊急雇用促進
事業

外国人住民の防災に関する意識調査や避難所等の情報把握状況の聞き取り調査を
行い、調査結果を市町や県の防災事業に反映させるとともに、外国人住民に必要
な防災に関する情報を周知する。

委託 2,461 2 治安・防災

13 生活・文化部 旅券発給コンシェルジェ緊
急雇用創出事業

旅券の申請や受取りがスムーズに行われるように、旅券センターの窓口に案内人
（コンシェルジェ）を配置し、来所者に手続きの手順について適切な案内をする
ほか、必要書類の確認や記載のしかた等の相談業務を行う。

直営 524 1 教育・文化

14 健康福祉部 車いす使用者用駐車区画等
利用実態調査

車いす使用者用駐車区画等の適正利用を推進するため、公共機関・スーパーマー
ケット、大型量販店など関係機関の協力を得て、車いす使用者用駐車区画等の利
用状況を調査する。

委託 7,017 12 介護・福祉

15 健康福祉部 ユニバーサルデザイン（Ｕ
Ｄ）調査隊サポート事業
（当初予算の増額）

小中学校の児童・生徒が日常生活で発見したＵＤ事例を調査する「ＵＤ調査隊」
の取組に関して、事例データのパソコン入力やＵＤの普及啓発等を行う。

直営 702 1 介護・福祉

16 健康福祉部 サーベイランス体制強化緊
急雇用創出事業
（９月補正予算の増額）

新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、発生状況にかかる情報収集を行
うとともに、インフルエンザサーベイランス（発生動向調査）システムへの入力
及び資料作成等を行う。

直営 1,406 2 医療

17 健康福祉部 薬局機能情報提供制度ホー
ムページ整備事業

県民による薬局の選択が適切に行われることを支援するため、県のホームページ
での情報提供に必要な薬局の所在地、開局時間など薬局機能情報について、デー
タの収集及び入力を行う。

直営 990 1 医療

18 健康福祉部 巡回生活相談員設置事業 失業者や低所得者等の就業、自立を効果的に支援するため、生活福祉資金貸付制
度等の各種貸付制度の案内や相談等を行う巡回相談員を県社会福祉協議会に配置
し、地域における生活困窮者の支援を行う。

委託 6,875 5 介護・福祉
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19 健康福祉部 介護雇用プログラム緊急雇
用創出事業

求人ニーズの高い介護分野での介護人材の養成・確保を図るため、介護施設にお
いて離職失業者等を有期雇用契約労働者として雇い入れ、介護福祉サービスに従
事させるとともに、介護資格取得のための養成講座を受講させる。

委託 80,352 80 介護・福祉

20 健康福祉部 障害者手帳（肝機能障害
等）認定・交付円滑化促進
事業

平成22年4月1日から新たに肝臓機能障害が障害者手帳等の交付対象となることに
伴い円滑な認定事務を推進するため、臨時職員を雇用し、広報や問い合わせ対
応、申請受付業務を行う。

直営 528 1 臨時職員雇用

21 健康福祉部 保育所サービス等実態調査
事業
（当初予算の増額）

保護者等に対するニーズ調査を行うとともに、保育実践上の課題に対する調査を
実施し、今後の保育施策に反映させる。

委託 1,066 1 子育て

22 環境森林部 廃棄物処理計画策定等推進
事業

廃棄物処理計画策定等に係る業務量の増大に対応するため、臨時職員を雇用す
る。

直営 704 1 臨時職員雇用

23 環境森林部 産業廃棄物不法投棄監視パ
トロール事業

産業廃棄物にかかる不法投棄の未然防止をはかるため、夜間・休日に監視ポイン
トの巡回パトロールを行う。

委託 4,712 2 環境

24 環境森林部 伊勢湾全域海岸漂着ゴミ等
実態調査事業
（５月補正予算の増額）

海岸漂着ゴミの実態把握及び対策検討の内容充実を図るため、伊勢湾全域海岸漂
着ゴミ等実態調査事業で実施している海底ゴミ調査について、追加調査を実施す
る。

委託 6,985 3 環境

25 環境森林部 三重県民の森荒廃復旧緊急
雇用創出事業

台風18号で三重県民の森が被害を受けたことから、利用者の安全と満足度を高め
るため、林内や路面の修復などの維持管理を行う。

委託 5,138 3 環境

26 環境森林部 緑化推進関係事業 森林吸収源対策等に係る業務量の増大に対応するため、臨時職員を雇用する。 直営 864 1 臨時職員雇用

27 環境森林部 自然公園等施設小規模修繕
緊急雇用創出事業

台風18号で県有の自然公園等施設が被害を受けたことから、利用者の安全と満足
度を高めるため、倒木の処理や歩道の修復など小規模な修繕を行う。

委託 5,138 3 環境
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28 環境森林部 ニホンジカ糞粒調査事業 ニホンジカの適正な保護管理を行うため、ニホンジカの生息密度調査業務を実施
する。

委託 3,203 8 環境

29 環境森林部 川口育種林整備事業 津市白山町川口に県が所有する育種林について、適正な管理を推進するため下層
の草木の刈り払いなどを行う。

委託 1,720 2 農林漁業

30 農水商工部 農業関係業務補助緊急雇用
創出事業

農業関連業務の増加に対応するため、臨時職員を雇用する。 直営 1,406 2 臨時職員雇用

31 農水商工部 休眠法人等調査緊急雇用創
出事業

 休眠状況にある農事組合法人等に関して違法行為が疑われる事象が全国的に発生
しているため、１年以上活動実績がないと思われる法人に対して調査を実施し、
行政手続き等の指導を行う。

直営 1,597 1 農林漁業

32 農水商工部 放流用アワビ種苗冬季成長
促進試験緊急雇用創出事業

害敵生物の多い浅い海域においても放流後の生残率が高いとされる大型のアワビ
種苗の効率的な生産技術を確立するため、水温が高い地下海水を活用した種苗の
成長促進試験を行う。

委託 1,628 4 農林漁業

33 農水商工部 水産物低未利用資源実態把
握緊急雇用創出事業

県内の漁業生産が行われている地区毎に、水揚げされるものの市場流通に乗らな
い低・未利用水産資源の実態を明らかにし、その有効活用を図るための調査を行
う。

委託 8,160 5 農林漁業

34 農水商工部 三重県産水産物ＰＲ促進緊
急雇用創出事業

三重県産水産物の消費を拡大するために、県内各量販店内や漁業団体のイベント
会場において、キャラバン隊による魚食PR活動を展開し、消費者に対する県産水
産物情報の提供を行う。

委託 13,005 9 農林漁業

35 農水商工部 「がんばる商店街応援隊」
派遣緊急雇用創出事業

自ら活性化のためのイベント、社会貢献活動等を計画する商店街等に対し、人的
支援を行うことにより商店街等の活性化を目指す。また、新たな集客を促進する
モデル事業や消費動向調査を行う。

委託 26,510 18 産業振興

36 農水商工部 食品関連企業事業動向調査
緊急雇用創出事業

地域資源の活用や農商工連携を促進するため、県内の食品関連企業（加工・流
通・小売企業等）を対象に、県内農林水産物の利用状況等に関するヒヤリング調
査を実施する。

委託 3,158 3 産業振興
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37 農水商工部 観光関連緊急雇用創出事業 観光関連業務の増加に対応するため、臨時職員を雇用する。 直営 528 1 臨時職員雇用

38 県土整備部 設計図書等整理保存事業
（５月補正予算の増額）

建設事務所等が所有する過去の工事関係書類の適切な管理及び有効活用を図るた
め、設計書や図面等の整理・保存を集中的に行う。

直営 6,682 16 治安・防災

39 県土整備部 港湾施設台帳図面等電子化
事業

港湾施設台帳の付図が経年劣化しているため、破損や散逸を防止し、保管及び維
持管理の確実性を高めるため電子化する。

直営 703 1 産業振興

40 県土整備部 海岸事業各種報告書電子化
委託事業

海岸施設の管理上不可欠な構造設計計算書が経年劣化しているため、破損や散逸
を防止し、保管及び利用の確実性を高めるため電子化する。

委託 12,062 12 治安・防災

41 県土整備部 下水道事業データ整理事業
（当初予算、５月補正予算
の増額）

流域下水道事業における経営状況の透明性の向上等を図るため、資産情報を過去
の工事台帳等から抽出し、データベース化する。

直営 1,055 2 環境

42 県土整備部 建築資料等整理保存事業
（９月補正予算の増額）

県有建築物の設計に必要な図面等資料の整理、分類、目録の作成等をおこなう。 直営 703 1 産業振興

43 出納局 物件等電子調達システムヘ
ルプデスク補助事業

平成２２年２月１６日からの物件等電子調達システムの運用開始に伴い、運用初
期に予想される多くの問い合わせに対し、ヘルプデスクの一時的拡充を行うこと
で事業者等への迅速な対応を行う。

直営 353 1 情報通信

44 出納局 物件関係仕様書作成サポー
ト事業
（５月補正予算の増額）

小規模修繕等の適正な仕様書、積算書等を作成するため、専門知識のある職員を
必要とする所属へ派遣するほか、仕様書等の事例集を作成することにより公平・
公正・透明な契約事務を進める。

直営 1,092 1 情報通信

45 出納局 電子調達システム県内登録
者情報データベース化事業
（当初予算の増額）

県が行う電子調達システムの構築にあたり、登録希望者リストを作成するととも
に、県内事業者への発注に資するため、県内事業者の取扱種目等のデータベース
化を行う。

直営 421 1 情報通信
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46 教育委員会 県立学校環境整備等緊急雇
用創出事業
（６月補正予算の増額）

県立学校の校舎内外環境整備、庭木の剪定作業及び塗装などの業務を行う。 直営 6,717 10 教育・文化

47 教育委員会 総合教育センター蔵書デー
タ化緊急雇用創出事業

総合教育センター所蔵の貴重な文化的資料である堀口文庫及び分館の蔵書を整理
するとともに電子データ化し、今後の活用に資する。

直営 1,055 2 教育・文化

48 教育委員会 特別支援学校スクールバス
添乗員緊急雇用創出事業

特別支援学校のスクールバス車中での児童生徒の安全指導及び乗降時の介助等を
行う。

直営 566 1 教育・文化

49 警察本部 駐輪場等防犯対策事業
（５月補正予算の増額）

県民の身近で発生する自転車盗等が多発している昼間から夜間の時間帯・地域に
おいて、顕示性のある駐留警戒やパトロール活動を強化するとともに、広報啓発
等を実施し、これら犯罪の発生の抑止を図る。

委託 33,240 36 治安・防災

合計 358,488 322

6 /7




