
◎部局別取組状況 （単位：件、千円、人）

地域人材育成事業 震災等緊急雇用対応事業 合 計

件数 事業費 新規
雇用 件数 事業費 新規

雇用 件数 事業費 新規
雇用

防災対策部 2 6,380 3 2 6,380 3
戦略企画部 1 5,119 2 1 5,119 2
総務部 1 10,724 5 1 10,724 5
健康福祉部 1 253,838 82 12 195,316 79 13 449,154 161
環境生活部 10 75,809 23 10 75,809 23
地域連携部 5 49,635 17 5 49,635 17
農林水産部 2 74,620 27 9 239,006 68 11 313,626 95
雇用経済部 11 310,790 184 22 329,844 137 33 640,634 321
県土整備部 3 40,753 20 3 40,753 20
出納局
教育委員会 7 89,678 39 7 89,678 39
警察本部 4 153,236 61 4 153,236 61

計 14 639,248 293 76 1,195,500 454 90 1,834,748 747

◎分野別取組状況

①地域人材育成事業

分野区分 件数 事業費 新規
雇用

介護 1 253,838 82
医療
観光 2 15,000 4
環境・エネルギー
農林水産 3 100,281 37
地域社会雇用 6 227,723 148
教育・研究
ものづくり産業振興 2 42,406 22
安全・安心

計 14 639,248 293

②震災等緊急雇用対応事業

分野区分 件数 事業費 新規
雇用

介護・福祉 4 120,293 47
子育て 4 9,227 4
医療 4 65,796 28
産業振興 9 101,508 30
情報通信 3 20,133 9
観光 11 127,347 31
環境 5 41,844 14
農林漁業 9 239,006 68
治安・防災 7 191,789 79
教育・文化 11 110,131 47
その他 9 168,426 97

計 76 1,195,500 454

緊急雇用創出事業一覧表

部局名
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番号 部局名 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
（千円）

新規
雇用
予定
人数

分野

1 健康福祉部 介護雇用プログラム
緊急雇用創出事業

介護分野での人材の育成・確保を図るため、介
護事業所に委託し、介護補助業務に従事しなが
ら介護資格の取得をめざす事業を行う。

委託 253,838 82 介護

2 農林水産部 農業版地域人材育成
緊急雇用創出事業

地域を代表するモデル的な農業経営を実践して
いる農業経営体において、新規雇用者が農業就
業に必要な知識・技術を習得するための研修を
実施し、農業分野での人材を育成する。

委託 72,989 25 農林水産

3 農林水産部 産地卸売市場人材育
成緊急雇用創出事業

品質保持や衛生管理に積極的に取り組んでいる
産地市場又は直販所や加工施設を運営している
漁協において、新規雇用者に対し、水産物の鮮
度保持及び衛生管理、直販所や加工処理に関す
る知識及び技術を習熟させる。

委託 1,631 2 農林水産

4 雇用経済部 若年無業者支援地域
人材育成事業

若年無業者の就労支援を行うＮＰＯ等におい
て、若年無業者向けの講座やセミナーの運営
等、職場における実践的な研修（ＯＪＴ）や派
遣研修等を通して、若年無業者の就労支援のた
めに必要な人材を育成する。

委託 12,000 4 地域社会
雇用

5 雇用経済部 新卒未就職者地域人
材育成事業

就職先が決まらないまま高等学校や大学等を卒
業した新卒者等が、社会人として必要となる基
礎的な知識を高める研修や企業での実地研修な
どを通して、就職に結びつくよう人材育成を行
う。

委託 77,951 60 地域社会
雇用

6 雇用経済部 介護分野における外
国人地域人材育成事
業

ＮＰＯ法人等において、地域の外国人離職者を
雇用し、ホームヘルパー２級の資格取得や介護
現場で働くために必要な知識・技能を身に付け
るための研修を行うことにより、介護分野にお
ける外国人の人材育成を行う。

委託 43,326 30 地域社会
雇用

7 雇用経済部 農業分野における障
がい者地域人材育成
事業

今後の成長分野に位置づけられている農業分野
において、障がい者雇用の取組を進めるため、
働きながら就業するためのノウハウや知識の習
得をめざす人材育成を行う。

委託 25,661 10 農林水産

8 雇用経済部 就業のための障がい
者地域人材育成事業

民間企業等において、求職中の障がい者を雇用
し、ビジネスマナーの習得等を目的とした職業
人養成研修、職場で必要な基本的な技術の習得
を目的とした人材養成研修及びインターンシッ
プを実施する。

委託 44,636 40 地域社会
雇用

9 雇用経済部 障がい者地域人材育
成事業

民間企業、社会福祉法人等において、地域の障
がい者を雇用し、就業をするうえでのノウハウ
の習得を図るＯＪＴや、売上管理に必要なパソ
コン知識などを習得するためのＯＦＦ－ＪＴを
組み合わせた人材育成を行う。

委託 30,792 10 地域社会
雇用

10 雇用経済部 コミュニティビジネ
ス支援人材育成事業

コミュニティビジネスの中間支援機能を担う意
欲のあるNPO、企業等に委託して、委託先が構築
しようとする支援システムに必要な専門能力を
持った人材を、OJTとOff-JTを効果的に組み合わ
せた研修により育成する。

委託 19,018 4 地域社会
雇用

11 雇用経済部 研究人材育成緊急雇
用創出事業

県内研究機関で実施されている研究プロジェク
トに参加し、研究開発の現場でスキルを高める
とともに、プロジェクト参画企業との連絡・調
整業務等を行うことで、プロジェクトの推進・
管理ができる人材の育成を行う。

委託 7,286 2 ものづく
り産業振
興

12 雇用経済部 中小企業向け若年人
材育成緊急雇用創出
事業

求職者及び学卒未就業者を主な対象に能力開発
支援を行い、新たな需要が期待できる産業分野
や事業分野への就業を促進すると共に、有為な
人材を世に送り出すことで、県内の新産業や新
ビジネスの創出に資する。

委託 35,120 20 ものづく
り産業振
興

①平成24年度当初予算 緊急雇用創出事業（地域人材育成事業）一覧表
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①平成24年度当初予算 緊急雇用創出事業（地域人材育成事業）一覧表

13 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（おもてなし
向上人材育成事業）

平成25年の式年遷宮を契機として、全国から多
くの観光客を「おもてなし」の心をもってお迎
えするため、「おもてなし向上」に資する人材
を育成する。

委託 7,000 2 観光

14 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（外客誘致人
材育成事業）

外客誘致における営業活動ノウハウや効果的な
広報宣伝、観光に関する資格取得、おもてなし
など接客の研修等を行い、地域ニーズを的確に
捉えた人材を育成する。

委託 8,000 2 観光

639,248 293合 計



番号 部局名 事業名 事業内容
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1 防災対策部 危機管理新体制整備
緊急雇用創出事業

東日本大震災の発生をふまえ、地震による災害
等の危機に対し、強力かつ的確な対応を図るた
めの新しい危機管理体制の整備に向け、危機管
理計画改定等作業を行う。

直営 2,127 1 治安・防
災

2 防災対策部 新地震対策行動計画
（仮称）策定事業

地震被害想定調査及び新地震対策行動計画（仮
称）に係る専門部会の運営業務、基礎資料の整
理、分類等を行う。

直営 4,253 2 治安・防
災

3 戦略企画部 個人情報保護制度等
普及啓発地域人材育
成事業

個人情報保護・情報公開制度の普及啓発を推進
するため、情報公開室での勤務や個人情報保護
士等の資格取得を目指すことによって、個人情
報保護制度等に精通した人材を育成する。

直営 5,119 2 情報通信

4 総務部 税収確保対策緊急雇
用創出事業

県税収入確保のために調査・収集した各種資料
の整理、文書作成、発送等の業務を行う。

直営 10,724 5 情報通信

5 健康福祉部 パーキングパーミッ
ト制度定着事業

身体に障がいのある方などに利用証を交付する
ことにより、車いす使用者用駐車区画を利用し
やすくすることを目的としたパーキングパー
ミット制度を導入するにあたり、利用証の申請
受付などの窓口業務等を行う。

直営 16,973 10 介護・福
祉

6 健康福祉部 感染症予防・相談体
制強化事業
（直営分）

学校・保育所等が感染症早期探知システムによ
り入力する欠席状況等のデータを監視し、その
分析の結果流行の兆候がある場合に、感染情報
や適切な予防法の情報提供を行う事で、感染症
を未然に防ぐ拡大防止対策を行う。

直営 21,594 10 医療

7 健康福祉部 感染症予防・相談体
制強化事業
（委託分）

外国人向け相談窓口を設置することにより、感
染症の疑いが生じた場合は、早期に相談や受診
ができるよう周知徹底を図り、感染拡大防止を
図る。また、外国人向けパンフレットの作成や
情報誌への掲載を行い、感染予防対策の啓発を
行う。

委託 2,524 1 医療

8 健康福祉部 特定疾患受給者証更
新事業

厚生労働省が難病対策の対象として定めた特定
疾患の患者に対する受給者証の更新業務を円滑
に行う。

直営 9,887 9 医療

9 健康福祉部 歯科保健推進緊急雇
用創出事業

歯科口腔保健の推進に関する法律の制定を受
け、効果的な歯科保健施策を推進していく必要
があるため、県内の歯科保健の現状把握をする
とともに、県民に対して口腔保健の重要性につ
いての啓発や歯科保健指導等を行う。

委託 31,791 8 医療

10 健康福祉部 介護雇用プログラム
緊急雇用創出事業
（震災等緊急雇用対
応事業）

介護分野での人材の育成・確保を図るため、介
護事業所に委託し、介護補助業務に従事しなが
ら介護資格の取得をめざす事業を行う。

委託 98,875 35 介護・福
祉

11 健康福祉部 介護人材確保推進事
業

求人ニ－ズの高い介護分野での人材の育成・確
保を図るために実施する介護雇用プログラム事
業に係る進捗管理や支払い事務等を行う。

直営 2,155 1 介護・福
祉

12 健康福祉部 認知症サポーター養
成講座運営支援緊急
雇用創出事業

認知症に対する正しい理解を一人でも多くの方
に持っていただくため、企業や団体の職員研修
として、また、小中学校の授業の一環としての
認知症サポーターの養成講座の開催を推進して
いく。

直営 2,290 1 介護・福
祉

②平成24年度当初予算 緊急雇用創出事業（震災等緊急雇用対応事業）一覧表
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13 健康福祉部 子育て家庭支援制度
情報発信事業

子育て家庭支援制度をＨＰを使って、わかりや
すく県民に向け情報発信することで、県の施策
に対する県民の主体的な行動の促進を図る。

直営 2,155 1 子育て

14 健康福祉部 インターネット・携
帯電話の安全・安心
な利用の普及啓発緊
急雇用創出事業

インターネット・携帯電話の安全・安心な利用
のあり方についての啓発リーフレットを作成す
る。

直営 2,460 1 子育て

15 健康福祉部 子育ちサポート推進
緊急雇用創出事業

みえの子育ちサポーターの養成、管理、活用促
進を行う。

直営 2,467 1 子育て

16 健康福祉部 子育て家庭応援事業
緊急雇用創出事業

子育て家庭応援事業の利用登録の受け付け、
クーポンの発行、協賛企業のサービス情報の更
新等を行う。

直営 2,145 1 子育て

17 環境生活部 歴史的保存公文書選
別整理作業事業

歴史的公文書の選別保存作業、選別作業後の廃
棄処理及びそれらの簿冊・文書名のデータ入力
等を行う。

直営 3,090 1 教育・文
化

18 環境生活部 図書館業務充実強化
事業

データ入力や会議資料作成業務の補助などを行
うとともに、煩雑時の窓口業務を補助すること
で県立図書館の機能強化を図る。

直営 9,880 4 教育・文
化

19 環境生活部 美術館業務充実強化
事業

美術資料データ整理、教育普及事業、広報事業
等の運営補助を実施することで美術館業務の充
実強化を図る。

直営 5,253 2 教育・文
化

20 環境生活部 企業等人権活動支援
人材育成事業

ＣＳＲに関する深い理解とともに、指導的技能
を身に付けることを目的とした研修を実施し、
企業や団体等においてスタッフを牽引していく
人材を育成し、人権のまちづくりの推進を図
る。

委託 9,576 2 その他

21 環境生活部 女性の就労継続支援
事業

女性の就労継続の取組促進のため、応募企業等
に対して実情調査やアドバイスを行うととも
に、育児休業中の女性等に対するセミナーを実
施する。

委託 8,226 2 その他

22 環境生活部 旅券発給窓口地域人
材育成事業

旅券発給窓口のサービス向上を図るとともに、
旅券センターでの勤務やサービス接遇検定試験
の資格取得を目指すことによって、サービス業
務の基本的技術を身につけた人材を育成する。

直営 2,230 1 教育・文
化

23 環境生活部 不法投棄等対策推進
事業

特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会の
運営支援のほか、各事案の書類整理及び資料作
成並びに用地測量支援を行う。

直営 4,540 2 環境

24 環境生活部 産業廃棄物排出事業
者の処理責任徹底促
進に係る緊急雇用創
出事業

産業廃棄物の排出量が少ない事業所（年間排出
量５００ｔ未満）に対し、電子マニフェストの
活用、優良産廃業者への処理委託等による適正
処理に向けた取組が進むよう普及・啓発を行
う。

委託 28,724 7 環境
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25 環境生活部 産業廃棄物処理施設
データ整理緊急雇用
創出事業

産業廃棄物処理施設の書類整理やデータ及び情
報の事務処理等を行う。

直営 2,145 1 環境

26 環境生活部 微小粒子状物質環境
調査事業

環境基準が定められた微小粒子状物質（PM2.5）
による県内の汚染状況を把握するため、質量濃
度及び炭素成分等内容成分調査にかかるデータ
整理、事務処理等を行う。

直営 2,145 1 環境

27 地域連携部 熊野古道伊勢路情報
発信及び踏破支援緊
急雇用創出事業

県のホームページ「熊野古道伊勢路」の外国語
版を作成し、様々な情報を国内外に発信すると
ともに、熊野古道伊勢路を伊勢から熊野まで自
然や文化にふれながら歩くことができるよう、
情報収集や課題整理を行う。

直営 2,932 1 観光

28 地域連携部 熊野古道関連地域資
源の研究及び情報発
信緊急雇用創出事業

熊野古道および周辺の地域資源の調査研究を行
い、その成果を熊野古道センターに蓄積すると
ともに、情報発信拠点としての機能を向上させ
る。

委託 3,306 1 観光

29 地域連携部 南三重地域広域観光
推進緊急雇用創出事
業

南三重地域（奥伊勢・東紀州）の豊富な観光資
源を生かした広域観光プランやモデルコースの
開発と地域内外への効果的な情報発信を行う。

委託 6,300 2 観光

30 地域連携部 パートナーグループ
活動支援事業

県民力拡大プロジェクト（平成26年）に向けた
テーマプロジェクトの実施、取組終了後も活動
が継続するためのパートナーグループへの支
援、情報発信力の強化等を行う。

直営 7,326 3 産業振興

31 地域連携部 地域資源活用型雇用
創出事業

県南部地域において、農林水産物などの地域資
源を活用した取組や、地域の課題解決に向けた
取組などを行い、将来的に安定した雇用が見込
まれる新規の事業展開を進める事業者等を支援
する。

委託 29,771 10 産業振興

32 農林水産部 バンブーバスターズ
事業

県内２０００haの竹林を対象に、スギやヒノキ
林に侵入した竹を駆遂するほか、放置竹林を適
正な状態に誘導・再生し、防災上、景観上の問
題を解決する。

委託 164,912 31 農林漁業

33 農林水産部 食や農の関連企業が
望む地域人材育成緊
急雇用創出事業

未就業の農業系大学等の卒業者を、農業研究所
が研究開発事業における研究補助を行う業務補
助職員として採用し、現場OJTや外部でのOFF-JT
により、食や農に関連する企業等で活躍できる
技術人材を育成する。

直営 20,784 7 農林漁業

34 農林水産部 農業研究課題対応緊
急雇用創出事業

農業研究所において緊急に取り組む必要がある
県内農業の研究開発課題について、緊急雇用に
よる研究業務補助作業員の活用を通じ、迅速か
つ効率的に行う。

直営 15,940 6 農林漁業

35 農林水産部 家畜防疫動線情報集
積緊急雇用創出事業

家畜伝染病発生時に実施する防疫作業動線に関
する情報を農場現場で農場主と協議決定し、資
料の電子データ管理を進めることで、有事に個
別農場防疫カルテとして活用できる体制の整備
を進める。

直営 3,383 1 農林漁業

36 農林水産部 愛玩家畜種飼育情報
収集及び衛生水準確
認緊急雇用創出事業

100羽未満の小規模家禽飼育者やペットとしての
家畜の飼育者を雇用者が訪問し、飼育羽数や導
入・流通経路等の疫学情報を収集、集約するこ
とで県が行う防疫監視の方針設定の貴重な参考
情報とする。

直営 3,548 1 農林漁業
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37 農林水産部 栽培・養殖漁業技術
開発緊急雇用創出事
業

栽培技術や種苗生産技術の課題等に対応するた
め、紫外線殺菌海水及び海洋深層水を用いたア
ワビ種苗生産試験や稚ナマコの効率的飼育技術
開発試験などを実施する。

委託 18,762 16 農林漁業

38 農林水産部 津波、台風等による
魚病発生状況疫学調
査緊急雇用創出事業

マダイ養殖は三重県南部の基幹産業となってい
るが、経営状態は厳しいものとなっている。本
事業では、被害の大きい魚病について発生状況
を調査・分析し、予防方策を漁業者に提案す
る。

直営 3,055 2 農林漁業

39 農林水産部 養殖及び放流水産物
の安全・安心調査緊
急雇用創出事業

近年、新たな疾病や食中毒原因寄生虫等の出現
により消費者の養殖および放流水産物に対する
安全・安心感が低下している。そこで、本事業
により、県内産養殖および放流水産物の安全・
安心にかかる調査体制を強化する。

直営 2,675 1 農林漁業

40 農林水産部 県産水産物消費流通
実態把握調査緊急雇
用創出事業

県内で水揚げされた水産物が漁業生産現場から
どのような流通経路によって、消費者まで到達
するのかを追跡し、消費者が容易に県産水産物
を入手可能となる仕組み作りのため基礎的知見
を得る。

委託 5,947 3 農林漁業

41 雇用経済部 中高年齢者雇用支援
事業

再就職を希望する求職者の情報をデーターベー
スとして登録し、コーディネーターが企業訪問
を行って情報提供することで、求職者と県内企
業とのマッチングを進めるなど、中高年齢者の
雇用の促進を図る。

委託 10,184 2 その他

42 雇用経済部 若年者キャリアサ
ポート推進緊急雇用
創出事業

民間団体等に委託し、高校生等が職場見学でき
る企業、企業での若手職員に対する研修や相談
窓口の設置など早期離職の取組状況等の情報の
収集･提供を通じて、高校や企業等での若者の職
場定着に向けた取組を支援する。

委託 6,575 2 その他

43 雇用経済部 障がい者雇用企業情
報コーディネート緊
急雇用創出事業

障がい者の雇用を支援している団体、及び機関
の持つ障がい者雇用等に関する事業所の情報の
収集と、新たな障がい者の求人開拓を行い、福
祉圏域ごとに体系的な事業所情報を構築する。

委託 37,684 8 その他

44 雇用経済部 障がい者就業支援緊
急雇用創出事業

社会的課題に取り組むＮＰＯ、民間企業等にお
いて、障がい者の就業に取り組んでいる活動の
中からコンペ方式で優れた提案を採択し、その
活動を支援することにより、障がい者の就業を
図る。

委託 9,970 2 その他

45 雇用経済部 若年求職者人材育成
事業

フリーター等の不安定な就労状況にある若年者
を対象にビジネスマナーなどの基礎的な研修や
パソコンなどのスキルアップ研修、企業での実
地研修などを通して、就職に結びつくような人
材育成を行う。

委託 75,315 75 その他

46 雇用経済部 社会的企業における
若年無業者訓練事業

社会問題の解決を目的とする社会的企業やＮＰ
Ｏ等を、一般企業での就労体験が困難な若年無
業者の就労体験先として確保し、就労体験に支
障となる初期段階を支援する。

委託 8,643 3 その他

47 雇用経済部 障がい者雇用アドバ
イザー緊急雇用創出
事業

障がい者雇用アドバイザーが企業を訪問し、求
人情報の収集、障がい者雇用促進にかかる啓
発、障がい者雇用にかかる制度活用への助言な
どを行う。

直営 2,253 1 その他

48 雇用経済部 中小企業等地域産業
の魅力再発見支援緊
急雇用育成事業

中小企業等自身が自らの強みや魅力を発見して
もらえるよう県内中小企業紹介や地域活性化の
ためのＰＲ映像を作成するとともに、若年者に
中小企業等地域産業の魅力を再発見してもらえ
るよう情報発信を行う。

委託 17,880 4 産業振興
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49 雇用経済部 海外展開モデル構築
緊急雇用創出事業

海外販路開拓戦略の策定や海外市場でも通用す
るようブランド力を向上させる先導的な取組な
ど、海外販路開拓のモデルケースと認められる
事業の推進を支援する。

委託 15,895 3 産業振興

50 雇用経済部 萬古焼ブランド化推
進緊急雇用創出事業

伝統工芸品である萬古焼のブランド化向上と競
争力の維持・強化のため、研究補助員を雇用し
効率的に研究を推進するとともに、県内企業に
よるブランド化向上に向けた研究会を開催す
る。

直営 7,077 2 産業振興

51 雇用経済部 新たな産業振興プロ
ジェクト等業務推進
緊急雇用創出事業

新たな産業振興プロジェクトの検討等に必要な
各種データ等の収集・整理、研究会の運営調整
を行う。

直営 6,712 3 産業振興

52 雇用経済部 社会的企業人材支援
ビジネスモデル構築
緊急雇用創出事業

社会的企業に対し、学生・若者をインターン
シップとして派遣したり、職業上の専門スキル
を持った人材をプロボノとして紹介する事業の
ビジネスモデルを構築する。

委託 8,351 2 産業振興

53 雇用経済部 地域資源を活用した
食品産業振興緊急雇
用創出事業

地域資源を活用して開発された商品を持つ食品
関連事業者の活性化を図るため、販路開拓の支
援を行うとともに、地域資源活用事業者のイン
ターネット活用支援等に資することができる地
域人材の育成を行う。

委託 4,014 1 産業振興

54 雇用経済部 食発拠点を支援する
緊急雇用創出事業

「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠
点」で実施される、企業への技術支援や機器の
試験利用等について研究員の業務補助を行い、
業務の効率化をはかるとともに、雇用者の専門
的な技術のスキルアップに寄与する。

直営 4,482 2 産業振興

55 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（観光情報収
集データ整理事業）

観光関連の各種情報を収集するとともに、収集
した関連データや資料を整理、分類し、施策の
立案や事業展開に役立てる。

直営 5,097 2 観光

56 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（観光イン
フォメーション業務
等強化事業）

観光インフォメーションを充実するとともに、
観光情報の提供強化を行い、本県への誘客につ
なげる。

委託 18,305 4 観光

57 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（三重県観光
情報緊急発信事業
（大都市圏））

三重県への観光入込が見込まれる大都市圏の主
要駅、県外観光客の集客が見込まれる施設等
で、三重県の観光パンフレットを配布し、物産
販売等によるイベントを実施するなど、三重県
のイメージアップと誘客を図る。

委託 20,000 4 観光

58 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（伊勢志摩地
域コンベンション関
連誘致促進事業）

伊勢志摩地域のコンベンション施設の再調査及
びアフターコンベンションのモデルツアーコー
スの検討を取りまとめ、外部へのプロモーショ
ンなどを行い、伊勢志摩地域の魅力アと三重県
への誘客促進を図る。

委託 9,500 2 観光

59 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（ＩＣＴ活用
情報発信事業）

ＩＣＴを活用して三重県の観光魅力を海外に情
報発信する。

委託 13,907 3 観光

60 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（県民行動促
進提案事業）

民間企業・団体の創意工夫により、県民の観光
行動の向上に資する事業を募集し、当該事業に
おいて、県内の失業者を雇用する。

委託 30,000 6 観光
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61 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（三重県映画
ガイドブックによる
ロケ及び観光客誘致
促進事業）

各フィルムコミッションの取組や、撮影実績な
ど、映画（ＴＶ含む）情報を1冊のガイドブック
にまとめ、映像制作会社及び映画等に興味があ
る観光客の県内誘致を図る。

委託 9,000 3 観光

62 雇用経済部 観光関連緊急雇用創
出事業（三重県体験
ガイドブックによる
誘致促進事業）

三重県体験学習ガイドブックの内容を見直し、
修学旅行、社会科見学等の教育旅行だけでな
く、家族連れや小グループでの旅行でも活用で
きる魅力的な体験ガイドブックを制作する。

委託 9,000 3 観光

63 県土整備部 設計図書等整理保存
事業

設計書・図面など、建設事務所が所有する工事
関係書類の整理・保存、電子化等を行う。

直営 32,173 15 治安・防
災

64 県土整備部 ＣＡＬＳ／ＥＣ推進
事業

公共事業のＩＴ化推進による業務の効率化を図
るため、各種研修の実施及び各種システムの
データ整理等を行う。

直営 4,290 2 情報通信

65 県土整備部 違反屋外広告物対策
事業

良好な景観の形成及び住民等に対する危害の防
止を促進するため、違反屋外広告物の監視・指
導等を行う。

直営 4,290 3 環境

66 教育委員会 学校防災支援事業 学校における防災タウンウォッチング、防災
マップづくり、図上訓練、防災講話等の防災学
習の支援を行い、防災教育を促進する。

直営 6,099 2 教育・文
化

67 教育委員会 就業体験拡大充実緊
急雇用創出事業

中高生の就業体験の拡大・充実を図るため、就
業体験拡充支援員を配置し、就業体験受入事業
所の開拓や就業体験を効果的に行うための学校
等への支援を行う。

直営 5,837 2 教育・文
化

68 教育委員会 外国人生徒の日本語
習得支援緊急雇用創
出事業

日本語指導が必要な外国人生徒に対する日本語
指導をはじめとした学習指導の充実を図るた
め、日本語支援員を配置し、効果的な日本語指
導に係る指導方法等の研究や教育相談の充実を
図る。

直営 4,096 2 教育・文
化

69 教育委員会 特別支援学校企業就
労実現支援緊急雇用
創出事業

特別支援学校に職域開発支援員を配置し、生徒
の適性と職種・業務とのマッチング、職場開拓
のための企業交渉等を行うことにより、新たな
職域の開発を図るとともに、企業への就労を支
援する。

直営 26,408 9 教育・文
化

70 教育委員会 特別支援学校外国人
児童生徒支援員緊急
雇用創出事業

特別支援学校に在籍する外国人児童生徒及び保
護者への学習支援や生活支援等のため、通訳を
拠点校に配置し、巡回相談等を行う。

直営 5,125 2 教育・文
化

71 教育委員会 学校図書館環境整備
モデル緊急雇用創出
事業

小中学校に「学校図書館環境整備推進員」を配
置し、本等の受入れ、廃棄作業、データベース
化、配架や館内掲示の工夫、展示など、子ども
たちが利用しやすい学校図書館づくりに取り組
む。

直営 39,968 21 教育・文
化

72 教育委員会 みえの教職員授業力
向上実践研修緊急雇
用創出事業

教職員の授業力向上のための実践的な研修を行
うにあたり、効果的･効率的に研修を実施するた
めに必要となる事務作業等の支援を行う。

直営 2,145 1 教育・文
化



番号 部局名 事業名 事業内容
委託
直営
の別

事業費
（千円）

新規
雇用
予定
人数

分野

②平成24年度当初予算 緊急雇用創出事業（震災等緊急雇用対応事業）一覧表

73 警察本部 災害に備えた道路標
識・標示点検事業

災害時に有効に機能し、適切に避難誘導できる
交通流と有事の際の交通安全を確保するため、
道路標識・標示の現状点検(調査）を行い、同施
設の適正な管理に資する作業を行う。

委託 47,866 20 治安・防
災

74 警察本部 青色回転灯犯罪抑止
パトロール事業

青色回転灯装着車両を使用したパトロール等を
実施し、多発する侵入窃盗や乗り物盗、女性・
子どもに対する声掛け事案や振り込め詐欺のほ
か、深夜時間帯に発生するコンビニ強盗等を抑
止し、県民の安全・安心を図る。

委託 94,859 36 治安・防
災

75 警察本部 特殊詐欺撲滅対策事
業

振り込め詐欺を始めとした特殊詐欺は増加傾向
にあるため、犯行に使用される携帯電話等に警
告電話をかけ、犯行ツールを使用不能にするな
どし、特殊詐欺事案の撲滅を図る。

直営 5,993 3 治安・防
災

76 警察本部 「非行少年を生まな
い社会づくり」推進
事業

少年の非行防止と健全育成を図るため、警察本
部、少年サポートセンター及び各警察署と連携
して、広報啓発活動、非行少年等の立ち直り支
援活動及びボランティア等と連携した「少年へ
の声掛け運動」を実施する。

直営 4,518 2 治安・防
災

1,195,500 454合 計


