


 
 
 

                   「次代を担う子ども・若者の県民力を 

          高める仕組みづくり」に挑戦します！ 
 

 県民力養成の視点から、次代を担う子ども・若者の能力発揮のた
めの支援や参画を促進するための仕組みづくりに取り組みます。 

 
 （１）高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり 
  
【主な事業】 

 
① （新）高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり推進事業 

 （戦略企画部） 
【基本事業名：40103 高等教育機関との連携の推進】 
（第２款 総務費  第２項 企画費 ３ 企画費） 
当初予算額：（23） － 千円 → （24）２，８０２千円 
事業概要：地域の課題解決に向けて、県内高等教育機関と地域と

の一層の連携や教職員・学生の地域活動への積極的な参画を
促進するために、地域のさまざまな主体との交流の場づくり
や、地域の課題解決に向けた事業提案募集などに取り組むと
ともに、県民の皆さんに成果をお伝えします。 

 
（２）子どもたちと取り組む農村の地域資源保全活動  
 
【主な事業】 
 
① （新）地域コミュニティ向上型農地・水・環境保全向上対策事

業（農林水産部） 
【基本事業名：25404 農業の多面的機能の維持増進】 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ２ 土地改良費） 
当初予算額：（23）－ 千円 →  （24）９１，５００千円 
事業概要：農業・農村の持つ多面的機能を十分に発揮させるとと 

もに、将来の地域の担い手となる子どもたちの農村における 
地域活動への参画を促進するため、活動組織が、地域住民や 
学校、ＮＰＯなどさまざまな主体とともに取り組む農業用施 
設や豊かな自然、美しい景観など地域資源の保全活動に対し 
て支援します。（２３０集落実施予定） 

 
（３）若者が参画する犯罪に強いまちづくり 
 
【主な事業】 

 
① （新）みんなで進める犯罪に強いまちづくりの推進事業 

（警察本部） 
【基本事業名：13101 みんなで進める犯罪に強いまちづくりの推

進】 
（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 
当初予算額：（23） － 千円 → （24）８４３千円 
事業概要：犯罪に強いまちづくりを推進するため、非行少年や被 

害少年等の居場所づくりなどを通じて、既存のボランティ 
ア等を含めたさまざまな主体による少年の非行防止活動の 
拡大を図ります。（大学生ボランティア 40人委嘱、居場所 
づくり８回開催） 
 

② （新）犯罪被害者等支援対策の充実事業（警察本部） 
 
【基本事業名：13104 犯罪被害者等支援対策の充実】 
（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ２ 警察本部費） 
当初予算額：（23） － 千円 → （24）１，４３２千円 
事業概要：社会全体で犯罪被害者等を支える機運を醸成するため、 

学生等のボランティアと一体となった広報啓発活動等を通 
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じて、県民の被害者支援活動への参加を促進します。（「命の 
大切さを学ぶ教室」15回開催、広報啓発イベント１回開催） 

 
 

                   「さまざまな事情で支援が必要な県民の皆さん 

          の能力発揮・参画の支援」に挑戦します！ 

 
県民力養成の視点から、外国人住民や障がい者など、必要なサポー

トがあればその能力を発揮し、地域社会で活躍できる県民の皆さんを
支援します。 

 
（１）外国人住民の地域社会への参画の促進 
 
【主な事業】 
 
① （一部新）コミュニケーション施策推進事業（環境生活部）   
【基本事業名：21301 外国人住民との円滑なコミュニケーション
支援】 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 
当初予算額：（23）６，５９３千円 → （24）１３，２３１千円 
事業概要：防災等の地域社会で生活する上で必要な情報を、多言 

語ホームページ上で、映像も含めてわかりやすく提供すると 
ともに、日本語指導ボランティアの育成等により、外国人住 
民のコミュニケーション能力の向上と人材育成を図ります。 
（日本語指導ボランティア研修 ２回開催予定） 

 
② （一部新）外国人住民総合サポート推進事業（環境生活部） 
【基本事業名：21302 外国人住民の地域社会参画支援】 
（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 
当初予算額：（23）１１，２３４千円 →（24）３４，６５９千円 
事業概要：地域と連携した防災研修や災害に備えた相談体制の整 

備、医療・防災ボランティアの育成、外国人の子どもが将来 
に夢を持てるよう、先輩の成功例を紹介する「キャリアガ 
イドＤＶＤ」の普及・啓発等により、外国人住民が地域で安 
心して暮らせる環境づくりを進めます。（外国人向け防災セミ 
ナー ２回開催予定、医療通訳ボランティア養成研修 ４回 
開催予定） 

   
③ （一部新）多文化共生社会の担い手をつくる外国人児童生徒教

育推進事業（教育委員会） 
【基本事業名：21302  外国人住民の地域社会参画支援】 
（第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 
当初予算額：（23）３５，５８０千円 →（24）４０，６５１千円 

 
（新）社会的自立を目指す外国人生徒支援事業（教育委員会） 

【基本事業名：21302  外国人住民の地域社会参画支援】 
（第１０款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 
当初予算額：（23） － 千円 →（24）３，４４６千円 
事業概要：小中学校における外国人児童生徒の受入体制整備の取

組への支援を行うとともに、高等学校においては、飯野高等
学校を拠点として地域・保護者・大学等と連携した学習支援
の取組を行います。また、小学校から高等学校までの各段階
において、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラムの
実践研究を行い、「三重県モデル」の確立をめざします。 

 
（２）障がい者等の地域社会への参画の促進  
 
【主な事業】 
 
① （新）障がい者の持つ県民力を発揮する事業（健康福祉部） 
【基本事業名：14205 障がい者の社会参加環境づくり】 
（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 
当初予算額：（23） － 千円 → （24）５，１２０千円 
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事業概要：障がい者団体や福祉施設、ボランティア、行政機関等 
が協働して「障がい者芸術文化祭（仮称）」を開催します。 

また、補助犬使用者や事業者との協働により、宿泊施設、 
飲食店等における補助犬の受入啓発勉強会等を行います。
（「障がい者芸術文化際（仮称）」 ２日間実施予定、補助犬の
受入啓発勉強会等 ３回実施予定） 

  
② （新）パーキングパーミット制度展開事業（健康福祉部） 
【基本事業名：14304 ユニバーサルデザインのネットワークづく
りの推進】 
（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 
当初予算額：（23） － 千円 → （24）３９，８３８千円 
事業概要：身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困 

難な方の外出を支援するため、車いす使用者用駐車区画等を 
利用できる方に利用証を交付するパーキングパーミット制 
度を導入し、さまざまな主体と連携して制度の定着に向けた 
普及啓発活動を実施します。 
（普及啓発活動：50箇所実施予定） 

 

 

「『美し国おこし・三重』の新たな展開」 

          に挑戦します！ 

 
県民力拡大の視点から、これまでの「美し国おこし・三重」の取組

をさらに深化させ、人と人、人と地域、人と自然の絆づくりを深める
とともに、特色ある地域資源を生かした自立・持続可能で元気な地域
づくりを進めます。 
 

（１）パートナーグループの活動支援 
  
 

【主な事業】 
 
 ① パートナーグループ活動支援事業（地域連携部）   

【基本事業名：25301「地域での美し国おこし」の推進】 
（第２款 総務費  第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 
当初予算額：（23）２３０，７７４千円  → 

(24）１３７，６０１千円 
事業概要：県や市町をはじめさまざまな主体で構成する実行委員

会において、地域をよりよくしていこうとする住民の皆さん
の活動が、平成 26（2014）年の取組終了後も自立・持続して
いくように、プロデューサーの助言や専門家派遣、財政的支
援、ネットワーク化の支援などを行います。 

 
 （２）イベント手法を活用した情報発信力のある取組の展開 
  
【主な事業】 
 
① （一部新）イベント手法展開事業（地域連携部） 
【基本事業名：25302 イベント手法を活用した情報発信力のある
取組の展開】 
（第２款 総務費  第６項 地域振興費 １  地域振興費） 
当初予算額：(23)  － 千円 → （24）３８，４８９千円 
事業概要：「テーマに基づき全県的に取り組む美し国おこし」や、 

県民力拡大プロジェクトに向けた取組により、県民の皆さん 
の地域づくり活動を加速させ、取組終了後の自立・持続可能 
で元気な地域づくりにつなげていきます。 
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「ＮＰＯの活動を支える仕組みづくり」 
に挑戦します！ 

 
県民力発揮の視点から、ＮＰＯの活動を支える仕組みを整備すると

ともに、ＮＰＯと他のさまざまな主体との連携を促進します。 
 

 （１）ＮＰＯの自立した活動を支える基盤づくり 
  
【主な事業】 
 
 ① ＮＰＯの自立した活動を支える基盤づくり事業（環境生活部）   

【基本事業名：21402 ＮＰＯが活発に活動できる環境の充実】 
（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費 ） 
 当初予算額：（23）４０，１５９千円→（24）６０，０８０千円 
事業概要：県民や企業等のＮＰＯに対する理解を深め、ＮＰＯの 

活動に必要な資源（資金・人材・情報など）が提供される基 
盤づくりを行います（９箇所）。また、ＮＰＯとさまざまな 
主体が、長期的な視点からめざす姿を共有する指針を策定し 
ます。 

 
（２）ＮＰＯとさまざまな主体との協創の推進  
 
【主な事業】 
 
 ① （新）協創の地域づくり推進事業（環境生活部） 

【基本事業名：21403 ＮＰＯとさまざまな主体との「協創」の推
進】 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 
当初予算額：（23）－ 千円 → （24）３，６８７千円 
事業概要：「協創」の地域づくりを進めていくうえで、行政職員 

やＮＰＯなどが「協創」の必要性を理解し、展開していくた 

めに必要なノウハウ・スキルを身につけることを支援します。 
 

 ② （新）ＮＰＯと企業等のパートナーシップ促進事業 
（環境生活部） 

【基本事業名：21403 ＮＰＯとさまざまな主体との「協創」の推
進】 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 
当初予算額：（23）－ 千円 → （24）５，８２６千円 
事業概要：ＮＰＯと企業の「協創」による新たな地域づくりを拡 

げていくため、両者が出会い、ともに課題に取り組むパート 
ナーシップの構築を図ることができるよう支援します。 
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