
（単位：千円）

施策 基本事業 平成２２年度 平成２３年度

番号 番 号 当初予算額Ａ 当初予算額Ｂ Ｂ－Ａ

   【１２１  生涯にわたり学び続けることができる環境づくり】…… 資料（１）の頁（Ｐ．５）

121 12101 図書館関連緊急雇用創出事業費 4,889 16,674 11,785 図書館関連の緊急雇用創出事業のうち、一事
業を新規事業として実施する。

生活･文化
部

121 12101 博物館関連緊急雇用創出事業費 7,361 9,500 2,139
博物館関連の緊急雇用創出事業のうち一事
業を廃止する。

生活･文化
部

121 12101
美術館管理運営費
※旧美術館活性化事業費の一部 149,649 178,800 29,151

美術館で実施する事業を整理し、管理運営経
費を一事業にする。

生活･文化
部

121 12101
美術館展示等事業費
※旧美術館活性化事業費の一部

75,789 75,629 -160
美術館で実施する事業を整理し、展示等の経
費を一事業にする。

生活･文化
部

   【１２２  学校教育の充実】…… 資料（１）の頁（Ｐ．７）

122 12201

学校経営品質向上活動推進事業
費
（旧自ら創る学校支援事業費）
（旧学校評価システム構築事業費）
（旧活力ある学校づくり推進事業費
の一部）

37,747 42,516 4,769

学校経営品質向上活動にかかる事業を統合
し、中核人材養成、学校関係者評価に基づく
改善支援等について、重点的・効果的に取り
組むこととした。

教育委員
会事務局

122 12201
みえの「学校」活性化推進事業費
（旧高校再編活性化推進事業費）

4,545 12,906 8,361

次期教育振興ビジョンを踏まえた学校の再編
活性化について、重点的・効果的に取り組め
るよう見直し、また、三重県型経営品質の考え
方をふまえた「三重県型コミュニティ・スクール」
の研究を行う。

教育委員
会事務局

122 12202
外国人児童生徒教育推進事業費
（旧外国人児童生徒教育支援事業
費）

15,793 35,580 19,787

外国人児童生徒への日本語指導や学校生活
への適応指導の充実をはかり、多文化共生の
教育の推進を行ってきたが、今後は就学年齢
にある外国人の子どもに対する就学促進を図
るなど受け入れ体制にかかる取り組みを支援
する。

教育委員
会事務局

122 12203

キャリア教育バージョンアップ事業
費
（旧学校・地域との協働によるキャリ
ア教育実践事業費）

32,696 41,560 8,864

校種間の連携によるキャリア教育を推進する
地域の拡大に取り組むとともに、各県立高校の
特色に応じた多様なキャリア教育の充実を図
る。また、雇用状況が厳しい中、高校生の就職
支援を拡充する。

教育委員
会事務局

☆ 122 12207
子どもの心サポート事業費
（旧子どもいきいきバックアップ事業
費）

38,078 46,407 8,329

臨床心理相談専門員による子どもたちの心の
問題に対する相談支援や子どもに接する教員
を支援するため教育相談専門研修講座等を
実施してきたが、今後はさらに効果的な相談
体制とするため、臨床心理相談専門員とス
クールカウンセラーとのネットワークづくり等を
推進する。

教育委員
会事務局

   【１２３  子どもの育ちを支える地域づくり】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１１）

123 12301

みえのこども応援プロジェクト事業
（旧ささえあいのしくみづくり事業、
旧こどもが主役の未来づくり事業、
旧安心こども基金緊急子育ち支援
推進事業、
旧安心こども基金こどもと大人の絆
づくり事業、
旧親学推進事業）

41,695 37,507 -4,188

県民、地域団体・ＮＰＯ、企業等多様な主体が
連携･協働し、子どもや子育て家庭を見守り、
支えることができる地域社会づくりをめざす「み
えのこども応援プロジェクト」等の取組を統合し
た。

健康福祉
部

123 12301
子ども条例普及啓発事業
（旧こどもが主役の未来づくり事業、
旧子育て情報交流センター事業）

22,089 20,960 -1,129

三重県子ども条例（仮称）の推進に向けて、子
どもの育ちを社会全体で見守り、支えるという
気運醸成のため、情報発信や普及啓発にか
かる事業を統合した。

健康福祉
部

123 12301 企業の次世代育成支援推進事業 3,673 1,001 -2,672

次世代育成支援対策推進法の改正により、行
動計画の策定、届出が従業員101人以上に拡
大されることにより、国の啓発等の取組が強化
されることが考えられることから県の取組を縮
小する。

健康福祉
部

   【１３１  文化にふれ親しむことができる環境づくり】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１３）

131 13101

文化交流機能強化事業
＊旧：次世代の文化体験活動推進
事業費を統合
＊旧：新博物館の開館に向けての
資産整備活用事業費を統合

16,232 26,680 10,448
みえの舞台づくりプログラムの構成事業をリ
ニューアルし、文化交流ゾーンの形成に向け
た事業を展開する。

生活･文化
部

131 13101
文化振興関連緊急雇用創出事業
費 24,449 90,554 66,105

文化振興関連の緊急雇用創出事業のうち、７
事業を新規事業として実施する。

生活･文化
部

事 業 名 区   分

事 業 の 見 直 し 調 書  〔 リ フ ォ ー ム 事 業 〕

説       明 部局名
差   引
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   【２１２  職業能力の開発と勤労者生活の支援】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１９）

212 21201

公共職業訓練費
（旧 外国人訓練生支援緊急雇用
創出事業費）
(旧 訓練生就職支援緊急雇用創
出事業費）を統合

314,436 412,705 98,269
外国人訓練生支援と訓練生就職支援を公共
職業訓練費に統合して実施する。

生活･文化
部

212 21202
若者ワーキングサポート事業費
（旧 若手人材ステップアップ支援
事業）を統合

14,144 14,400 256

これから就職を目指そうとする若者が職業意
識を高め、ステップアップが図られるよう、途切
れのない就労支援を行うため事業を統合す
る。

生活･文化
部

● 212 21202

勤労者ライフサポート促進事業費
（旧 勤労者による地域づくり促進
事業費）
（旧 勤労者地域安心緊急サポート
事業費）を統合

10,586 8,068 -2,518
勤労者の地域や家庭等でのワーク・ライフ・バ
ランスの推進・定着を図るため、事業を統合し
て新たな支援事業を実施する。

生活･文化
部

   【３１１  防災対策の推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．４３）

●◎ 311 31101
地域減災対策推進事業費
（旧いのちを守る減災対策推進事
業費）

104,700 100,000 -4,700

「いのちを守る減災対策推進事業費」の成果を
検証し、残された課題、新たな課題に対応す
るため「地域減災対策推進事業費」へリフォー
ムを行う。

防災危機
管理部

●◎ 311 31105 災害対応力強化事業費 36,741 1,373 -35,368

・第３次三重地震対策アクションプログラムの
策定については平成22年度で完了する。
・消防広域化への支援については新たに「消
防広域化等推進事業費」へリフォームを行う。
・新たに、市町の災害対策本部及び業務継続
計画作成、復旧・復興マニュアルの作成支援
を行う。

防災危機
管理部

●◎ 311 31108 消防広域化等推進事業費 0 24,200 24,200
消防広域化への支援について、「災害対応力
強化事業費」からリフォームを行う。

防災危機
管理部

   【３３１  健康対策の推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．５７）

331 33103

指導事業費[こころの健康センター
費]
（旧指導事業費[こころの健康セン
ター費]
旧ひきこもる若者の自立支援事業

費）

2,665 848 -1,817

「ひきこもり」をメンタルヘルスの観点からとら
え、精神疾患への早期対応等の支援を図るた
め、こころの健康センターの指導事業費に統
合する。

健康福祉
部

   【３３２  子育て環境の整備】…… 資料（１）の頁（Ｐ．５９）

332 33201
保育専門研修・人材確保事業
(保育士等人材育成事業費)

18,105 16,260 -1,845

子どもの豊かな発達を保障し、専門性の高い
保育士の養成、確保を図るため、潜在保育士
の再就職のための研修実施や保育現場での
専門的な相談技術に関する指導・助言を行う
大学教員等を派遣するなど研修体制の充実を
行う。

健康福祉
部

332 33201

0歳児からの虐待予防・保育母子保
健連携事業
（地域子育て支援エリアモデル事業
費）

成果検証 1,260 7,595 6,335

身近な保育所を「かかりつけ保育所」として位
置づけ、保育所が子育ての相談・助言等の援
助を行うとともに、母子保健や虐待防止等との
関係機関と連携するなど子育て支援のための
ソーシャルワークの機能を果たす取組を支援
する。

健康福祉
部

332 33204 発達障がい児への支援事業
（発達障がい児支援モデル事業）

成果検証 6,253 (12,206) 5,953

モデル事業としては、一定の成果をあげたこと
から終了する。しかし、市町における個々 の事
例への対応力を向上するためのさらなる支援
を行う必要であることから、引き続き、市町から
の研修生の受け入れ等の人材育成を行うなど
あすなろ学園の専門性を活かした発達障がい
児への細やかな対応を実施する。

健康福祉
部

   【４１１  廃棄物対策の推進】…… 資料（１）の頁（Ｐ．７５）

411 41101 「ごみゼロ社会」実現推進事業費 29,276 41,604 12,328

これまでの成果等を踏まえ、「生ごみ等」を核と
した資源化や「もったいない」の考え方を生か
した取組への組み替えなど、事業の構成等を
発展的に見直した。

環境森林
部



（単位：千円）
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411 41102 産業廃棄物適正処理推進事業費 265,410 36,988 -228,422
行政代執行事案における労働安全衛生管理
体制の強化経費等を統合するなど、円滑な執
行が可能となるよう事業の構成等を見直した。

環境森林
部

   【４１３  水環境の保全】…… 資料（１）の頁（Ｐ．８１）

● ◎ 413 41302 浄化槽設置促進事業補助金 83,943 433,860 349,917
同種の他事業を統合することで事業の構成等
を見直した。

環境森林
部

   【５３１  地域の特性を生かした地域づくり】…… 資料（１）の頁（Ｐ．１１３）

◎ 531 53103

地域・集落の再生・活性化支援事
業費
（旧:過疎市町等地域づくり支援事
業費）

成果検証 24,000 47,203 23,203
従来の事業に条件不利地域対策もふくめ事業
内容を拡充する。

政策部

531 53105

宮川流域圏づくり推進事業費
（旧：流域圏づくり推進事業費）
（旧：日本一の宮川をみんなで守ろ
う！推進事業費）
（旧：｢宮川流域をメジャーに！｣推
進事業費）
（旧：宮川流域エコミュージアム推
進事業費）
（旧：宮川流域案内人等支援事業
費）

成果検証 12,993 9,633 -3,360
宮川流域ルネッサンスの取組が地域に定着し
てきたことをふまえ、これまでの取組の成果を
生かした地域主体の地域づくりを促進する。

政策部

1,399,197 1,803,217 404,020合 計


