
Ⅰ 緊急課題解決プロジェクト
（単位：千円）

H24年度

事業費

1 111 防災対策部 緊急避難体制整備
事業費

 東日本大震災等で明らかとなった避難所
における課題（要援護者への対応、男女共
同参画の促進等）を解決するため、新たな避
難所運営マニュアル策定指針を作成する。
また、地域の特性をふまえた避難を促進す
るため、津波到達時間、人口密度、道路状
況等を考慮した避難計画モデルを作成す
る。

8,752

2 111 防災対策部
地域防災広報事業
費

 東日本大震災や紀伊半島大水害を契機と
した防災意識の高まりを実際の行動へとつ
なげるため、「備える・逃げる」に重点を置い
たメディアによる広報活動を実施するととも
に、県民との対話を重視した防災フォーラム
を開催する。

23,823

3 221 環境生活部 私立学校校舎等耐
震化整備費補助金

  私立学校の児童生徒が、安心して学習でき
る環境を整備するため、私立学校の校舎等
の耐震化を進める。

48,752

4 111 防災対策部
大規模災害対応広
域支援・受援体制緊
急整備事業費

 大規模災害発生時の広域的な支援・受援
体制の整備を行うため、広域防災拠点及び
緊急消防援助隊活動支援拠点のあり方を検
討するとともに、防災ヘリコプター運航基地
の現況評価調査を実施する。

18,164

5 112 農林水産部 海岸保全施設整備
事業費(公共事業）

海岸堤防の大半は、築後約50年が経過し
ており、部材の経年変化による施設の機能
低下が進行している。大規模地震発生によ
る破損や、津波による破堤被害の拡大が懸
念されることから、海岸保全施設の機能強化
(耐震対策)や堤防補強対策を実施し、背後
住民の安心・安全を確保する。

42,660

6 112 農林水産部 県営漁港海岸保全
事業費(公共事業）

避難時間の確保及び津波被害の軽減を図
るため、堤防・防潮扉等の改良を行う。 250,745

7 112 県土整備部

災害時要援護者関
連施設対策事業(公
共事業）

・国補通常砂防費
ほか

計 ２事業

土砂災害警戒区域内に立地する災害時要
援護者関連施設の保全（砂防堰堤、擁壁等
の設置）

210,980

選択・集中プログラム特別枠事業一覧表

担当部 事業名施策
番号

① 命を守る緊急減災プロジェクト

No. 事業概要

別紙１



H24年度
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8 112 県土整備部

水防情報提供事業
(公共事業）

・河川総合流域
防災事業費ほか

計 ３事業

水位計、潮位計、ライブカメラの設置及び
情報提供

183,500

787,376

9 351 県土整備部

地域を支える道づく
り事業（公共事業）

・直轄道路事業
負担金 ほか

計 ５事業

集積する産業や魅力ある観光など、地域
の今ある力を生かした三重づくりを支える基
盤として、産業・観光活動に伴い増加する交
通需要に対応し、交通渋滞の解消に資する
幹線道路及びこれらにアクセスする道路の
整備を進める。

7,309,720

7,309,720

10 121 健康福祉部
（医療対策局）

医師確保対策事業
費

指導医の育成、女性医師等の子育て・復
帰支援などの取組を通じて、救急医療を中
心的に担う若手医師等の県内定着を進め、
医師の不足・偏在の解消を図る。

11,887

11 121 健康福祉部
（医療対策局）

医師等キャリア形成
支援事業費

医師のキャリア形成支援と一体的に医師
不足病院の医師確保支援等を行う仕組みづ
くりとその運用を行う「三重県地域医療支援
センター（仮称）」を運営する。
また、へき地等の地域医療の担い手を育

成するため、「三重県地域医療研修セン
ター」において引き続き実践的・特徴的な研
修等を実施するとともに、研修を受け入れる
医療機関の拡充を図る。

51,980

12 121 健康福祉部
（医療対策局）

救急医療体制再整
備・医療情報提供充
実事業費

三重県救急医療情報システムに参加し、時
間外の診療応需を行う初期救急医療機関に
新たな支援を行う。

3,510

13 122
健康福祉部

（医療対策局）
がん予防・早期発見
事業費

がんの予防と早期発見に関し、先進的に実
施されている事例に取り組む市町や市町独
自の新たな取組を支援する。
また、肝臓がん予防のため、検診の受診促

進や医療機関への受診勧奨等を行うコー
ディネーターを養成する。

8,442

75,819

合 計 １１事業

② 命と地域を支える道づくりプロジェクト

③ 命と健康を守る医療体制の確保プロジェクト

合 計 ４事業

合 計 ５事業



H24年度

事業費
担当部 事業名

施策
番号No. 事業概要

14 312 農林水産部 農業版就職支援事
業費

 農業への就業・就職に関する情報を収集・
整理し､就農相談機能を強化するとともに、
「新規就農サポートリーダー制度」として就農
希望者の地域への受入体制を構築すること
で、新規就農者の確保・定着を図る。

5,400

15 331 雇用経済部
地域若者サポートス
テーション・ステップ
アップ事業費

若年無業者の職業的自立に向け、県内４
箇所の「地域若者サポートステーション」が相
談、自立訓練、就労体験などを一体的に実
施できるよう支援する。

9,564

14,964

16 231
健康福祉部
（子ども・家庭

局）

家族の絆強化事業
費

家族が互いの理解を深める機会として、企
業、団体、大学などさまざまな主体と連携し、
家族が一緒に参加し、家族の絆が深まるよう
なフェスティバルを開催する。

15,078

17 231
健康福祉部
（子ども・家庭

局）

企業の次世代育成
支援事業費

企業が行う従業員の家族の絆を深めるた
め、「家庭の日」等の取組を促進するなど、
子どもが育つ場としての家庭の重要性を再
認識する気運の醸成を図る。

2,822

19 232
健康福祉部
（子ども・家庭

局）

不妊相談・治療支援
事業費

特定不妊治療費の一部助成に係る県単独
補助事業の所得制限を300万円未満から400
万円未満に緩和し、支援を充実する。

18,453

40,945

20 142 健康福祉部 障がい者就労支援
事業費

障がいのある人とない人が対等な立場で
働く、全国でも先進的な取組である社会的事
業所に対して支援を行う。

5,000

21 312 農林水産部 農福連携・障がい者
雇用推進事業費

 福祉事業所の農業参入や農作業受託、障
がい者の就農の可能性の検証、農業者に対
する意識啓発、受入・支援体制の確立により
農業分野での雇用の定着・拡大を支援す
る。

3,389

18

⑥ 「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト

合 計 ４事業

健康福祉部
（子ども・家庭

局）
233 4,592

④ 働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト

若者層における虐
待予防事業費

⑤ 家族の絆再生と子育てのための安心プロジェクト

合 計         ２事業

医療、保健、教育等関係団体と連携し、若
者に対して家族観の醸成を図るとともに、若
者の抱える性の悩みや望まない妊娠等に対
応するため、「妊娠ＳＯＳダイヤル(仮称)」の
設置や思春期ピアサポーターの養成に取り
組む。



H24年度

事業費
担当部 事業名

施策
番号No. 事業概要

22 331 雇用経済部 障がい者の「就労の
場」開拓事業費

障がい者の雇用促進を図るため、業種ごと
の雇用モデルを創出し、就労支援や定着支
援を強化するとともに、障がい者雇用アドバ
イザー等を通じて、雇用モデルの県内の事
業所への普及を図る。
また、特例子会社設立補助金を創設し、障

がい者の雇用に特別に配慮した特例子会社
の設立を支援する。

21,762

23 331 雇用経済部 障がい者就労アプ
ローチ支援事業費

   障がい者の就労支援のため、障がい者
個々 の適性に応じた短期職場実習を行う。 5,324

24 331 雇用経済部 障がい生徒職域開
発促進事業費

   特別支援学校等の障がいのある生徒の職
業意識を醸成し、卒業後の職業選択がス
ムーズに行えるよう、地域の事業所等におい
て職場実習を実施する。

5,344

25 223 教育委員会
早期からの一貫した
教育支援体制整備
事業費

 就学から卒業までの学校教育段階におけ
る、発達障がいを含むすべての障がいのあ
る幼児児童生徒の支援情報を円滑に引き継
ぐため、「パーソナルカルテ」の作成を促進す
るとともに、特別支援学校のセンター的機能
の発揮と外部の専門家等の積極的な活用に
より、相談・支援体制の充実を図る。

13,845

54,664

⑦ 三重の食を拓く「みえフードイノベーション」～もうかる農林水産業の展開プロジェクト

26 314 農林水産部

三重の未来を紡ぎ
繋げる漁業振興事
業費（モデル構築支
援水産基盤整備）
（公共事業）

生産物の品質向上と量的確保によって、
フードイノベーションにかかるブランド化及び
商品化を図るため、浚渫等により、漁場生産
力の向上を図る。

325,000

27 311 農林水産部 みえフードイノベー
ション運営事業費

 農林水産資源を活用して、産学官の知恵
や技術を結集し融合することにより、新たな
商品やサービスを革新的に生み出す仕組み
づくりを推進する。

12,000

28 311 農林水産部
産学官連携「みえの
リーディング農産商
品等」開発事業費

 産学官のさまざまな主体の知識や技術等
を結集し、消費者のニーズに対応した農産
商品や農的サービスの開発を行うとともに、
農業者等への開発技術等の移転・普及を図
る。

5,977

29 314 農林水産部
産学官連携「みえの
リーディング水産商
品等」開発事業費

 三重県を代表する水産物について、産学
官連携により、フードイノベーションを通じた
すごい商品の創出、新たなフードイノベー
ションを生み出すためのシーズの発掘及び
ネットワークの構築を図る。

4,314

30 312 農林水産部
三重のリーディング
産品を支える人材
育成事業費

農業大学校において､農業者のマーケティ
ングスキルを向上するための研修を実施す
る。

2,668

合 計 ６事業



H24年度

事業費
担当部 事業名

施策
番号No. 事業概要

31 341 雇用経済部 三重県営業本部情
報発信事業費

三重県営業本部の活動を通じて国内外に
おける三重の認知度向上等につながるよう、
効果的な情報発信と様々 な主体との連携に
よるＰＲ活動に取り組む。

4,000

32 311 農林水産部
三重県産品営業拡
大支援事業費

大都市圏等において、県産品の認知度向
上を図り、販売の拡大をめざす取組を支援
する。

24,000

33 313 農林水産部
エコブランド「あかね
材」等販売促進事業
費

  「あかね材」利用を進める工務店などの
「パートナー企業」を創出し、モデルとなる住
宅や商業施設等を用いたＰＲを支援すること
により、利用拡大を図る。

9,972

387,931

34 322 雇用経済部
海外展開拠点づくり
事業費

成長する海外市場への県内企業の事業展
開を支援するために、海外ビジネスサポート
拠点を設置する。

21,500

35 322 雇用経済部 海外展開拠点活用
促進事業費

海外展開支援拠点機能を有効に生かせる
よう、拠点を設置した現地におけるネットワー
クを構築するとともに、見本市等を活用した
総合的な三重県産業の情報発信、販路開拓
を進める。

4,350

36 322 雇用経済部 ものづくり技術高度
化支援事業費

世界に通用する基盤技術の開発、新市場
開拓につながる改良開発型の技術開発を、
県・研究機関が中心となった支援ネットワー
クを構築し、課題の抽出、研究・技術開発等
を一環して支援する。

80,000

37 323 雇用経済部
グローカルビジネス
創出促進事業費

伝統産業や地域資源活用産業のブランド
化や新たな需要創造の取組により、グローカ
ルビジネスの創出を促進するとともに、県内
事業者のネットワーク化や全国のキーパーソ
ンとの連携による新たな販路開拓等の取組
を促進する。

11,686

117,536

⑧ 日本をリードする「メイド・イン・三重」～ものづくり推進プロジェクト

合 計      ８事業

合 計    ４事業



H24年度

事業費
担当部 事業名

施策
番号No. 事業概要

38 254 農林水産部
みえの獣肉等付加
価値向上促進事業
費

野生獣のさらなる利活用促進にあたり、品
質や量の確保、美味な高級食材としての認
知度向上等を進め、今後、経済活動の仕組
みとして独立するようにビジネス展開の基礎
となる取組を行う。

4,386

39 313 農林水産部

森林再生による野
生鳥獣の生息環境
創出事業費(公共事
業）

   かつて野生鳥獣の住処であった森林を再
生し、野生鳥獣の生息しやすい環境を創出
するとともに、集落周辺の里山などにおいて
強度間伐等を行い、野生鳥獣の隠れ場所の
解消を進め、獣害が発生している地域での
出没機会の減少を図る。

79,052

83,438

0

8,872,393

合 計     ０事業

緊急課題解決プロジェクト【特別枠】 合計 ４６事業

合 計     ２事業

⑩ 地域を守る産業廃棄物の不適正処理是正プロジェクト

⑨ 暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト

該当事業なし



Ⅱ 新しい豊かさ協創プロジェクト

（単位：千円）

H24年度

事業費

1 221 教育委員会 学力向上県民運動
推進事業費

 「学力向上県民会議（仮称）」を新たに設
置し、学校・家庭・地域などさまざまな主体に
よる県民総参加の学力向上県民運動を実施
する。

1,584

2 221 教育委員会 「確かな学力」を育
む総合支援事業費

児童生徒の学力向上を図るため、全ての
公立小中学校において全国学力・学習状況
調査の実施・活用を促進し、調査結果の分
析に基づく授業方法の工夫改善への支援を
行う。

30,377

3 221 教育委員会
「志」と「匠」の育成
推進事業費

英語教育の中核的拠点として、Mie SELHi
(Super English Language High School)に７高
校を指定し、英語コミュニケーション能力を高
め、グローバル社会で活躍できる人材を育
成するとともに、科学技術分野のリーダーと
して活躍できる人材や専門性の高い知識・
技術を習得した地域産業を担う人材を育成
する。

20,496

4 222 教育委員会
地域による学力向
上支援事業費

   児童生徒の学力向上を図るため、大学生
や教員経験者等の地域人材を活用して、学
習活動の補助等を行う。

11,626

5 221 教育委員会 学びの環境づくり支
援事業費

いじめや暴力行為、不登校等の課題を解
決し、子どもたちの学びの環境づくりを進め
るため、従来の取組に加え、中学校区を単
位として重点的に取り組む地域（15中学校
区）にスクールカウンセラーを新たに配置し、
小中学校間の円滑な連携と継続的な支援を
行う。

25,213

6 221 教育委員会
学びを保障するネッ
トワークづくり事業
費

いじめ、不登校など子どもたちを取り巻くさ
まざまな課題の解決や未然防止を図るた
め、新たな仕組みとして、学校、保護者、地
域住民等が一体となって取り組む「子ども支
援ネットワーク」を中学校区の単位で構築
し、子どもたちの自尊感情や学習意欲の向
上を支える。

8,600

97,896

7 241
地域連携部

（スポーツ推進
局）

みえのスポーツ応
援事業費

   「みえのスポーツ・まちづくり会議（仮称）」
を設置し、スポーツを通した地域活性化につ
いて検討するとともに、県民が広くスポーツ
を支える仕組みを構築するため、スポーツボ
ランティアバンクを創設するとともに、財源等
の確保に向けた取組を行う。

4,670

No.
施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

① 未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト

合 計          ６事業

② 夢と感動のスポーツ推進協創プロジェクト



H24年度

事業費
No.

施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

8 241
地域連携部

（スポーツ推進
局）

みえのスポーツ地
域づくり推進事業費

「スポーツコミッション」の推進に向けた市
町の取組を支援するため、市町にアドバイ
ザーを派遣するとともに、スポーツ大会など
において県内医療系大学生や専門学校生
等を活用したメディカルサポートの実施や県
内トップチームが地域に定着するための取
組を行う。

2,730

9 242
地域連携部

（スポーツ推進
局）

競技スポーツジュニ
ア育成事業費

将来有望なジュニア選手を「チームみえ
ジュニア」として育成するとともに、県内トップ
レベルの高等学校運動部活動を強化指定す
るなど、将来、オリンピック等国内外の大会
で活躍する選手を育成する。

40,211

10 142 健康福祉部
障がい者スポーツ
環境整備促進事業
費

  障がい者スポーツ団体の育成・支援を行
い、障がい者スポーツへの参加意欲の向上
と機会の充実を図るとともに、全国大会等で
活躍できるアスリートを育てられる環境づくり
を進める。

10,000

57,611

11 321 雇用経済部 クリーンエネルギー
研究推進事業費

創エネ・蓄エネ・省エネ・システム等をテー
マとした研究会を開催する。また、燃料電池
等に関する新たなコンソーシアムの形成など
に取り組むとともに、工業研究所における試
作開発の評価などの技術支援を行うことで、
県内中小企業の、成長分野である環境・エ
ネルギー関連分野への進出を促進する。

7,844

12 325 雇用経済部
新エネルギー導入
促進事業費

産学官連携の協議会を運営し地域資源を
生かした太陽光発電、風力発電、木質バイ
オマス利用等の地域エネルギー創出や新た
なビジネスモデルの発掘をするとともに、メガ
ソーラーなど大規模な新エネルギー施設の
立地に対して施設を活用した地域貢献策等
を支援する。また、地域コミュニティ単位での
新エネルギー創出を促進するため、さまざま
な主体が参画する仕組みづくりなどを支援す
る。

53,037

13 325 雇用経済部
次世代エネルギー
等調査研究事業費

将来実用化が期待されている洋上風力や
メタンハイドレートなどのエネルギー資源等
に関連する地域活性化策等を調査研究す
る。

1,500

14 313 農林水産部
木質バイオマスエ
ネルギー利用促進
事業費

   豊富な森林資源を生かし、木質バイオマス
のエネルギー利用を促進するため、木質チッ
プ原料を供給する事業者設備等への支援
や、関係事業者による協議会の設置により、
木質バイオマスの安定供給体制を構築す
る。

19,088

合 計    ４事業

③ スマートライフ推進協創プロジェクト



H24年度

事業費
No.

施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

15 151 環境生活部

地域と共に創る電
気自動車等を活用
した低炭素社会モ
デル事業費

 電気自動車（ＥＶ）等を活用した低炭素社
会づくりを進めるため、協議会を設立し、ＥＶ
等を地域で使う環境づくりや観光地において
ＥＶ等で観光できる環境づくりに取り組む。

6,025

87,494

16 342
雇用経済部
（観光・国際

局）

三重を楽しむ旅の
予感創出事業費

トップセールスをはじめとする商談会等を
開催し、本県の認知度を高めるとともに、具
体的なモデルコース提案や現地での観光展
を活用した誘客を図る。

11,239

17 343
雇用経済部
（観光・国際

局）

海外自治体等と連
携した誘客戦略事
業費

中国河南省等海外の自治体等と連携・協
力して、三重県観光展や観光説明会による
ＰＲを行うとともに、旅行会社やメディア等を
招聘して誘客に繋げる。

9,849

18 343
雇用経済部
（観光・国際

局）

国際ネットワーク強
化推進事業費

これまでの文化交流に加え、産業・観光等
の経済分野での事業者の活動を支援するた
め、今後、結びつきを強めたい地域の在日
大使館、領事館等とのネットワークを構築
し、三重の魅力を海外に向けて情報発信し
認知度アップを図る。

3,057

19 342
雇用経済部
（観光・国際

局）

世界に誇れる三重
県観光モデル構築
事業費

海女・忍者など本県が誇る観光資源を活用
して、新しい三重県観光のモデルを構築す
る。

5,000

29,145

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、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
成果を伝える。

2,802

プロジェクトの成果を幅広く県民と共有する
ため、成果発表・交流会を開催する。また、
「新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議（仮
称）」を設置し、プロジェクトの取組実績を確
認するとともに、課題や成果を県民の視点か
ら取りまとめる。

1,085

21 254 農林水産部

地域コミュニティ向
上型農地・水・環境
保全向上対策費
（公共事業）

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、活動組織等が、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
援する。

91,500

合 計       ５事業

④ 世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト

合 計        ４事業

⑤ 県民力を高める絆づくり協創プロジェクト

20 行１ 戦略企画部
高等教育機関と地
域との連携の仕組
みづくり推進事業費



H24年度

事業費
No.

施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

22 131 警察本部
犯罪被害者等支援
対策の充実事業費

  犯罪に巻き込まれた被害者やその家族・遺
族を社会全体で支えるため、犯罪被害者等
に対する理解を深める広報啓発活動を推進
する。

1,432

23 131 警察本部
みんなで進める犯
罪に強いまちづくり
の推進事業費

 大学生を少年警察ボランティアに委嘱し、
居場所づくりを推進するほか、非行防止教室
の開催、少年への声かけ運動等を推進す
る。

843

24 213 教育委員会

多文化共生社会の
担い手をつくる外国
人児童生徒推進事
業費

16,651

25 213 教育委員会
社会的自立を目指
す外国人生徒支援
事業費

3,446

26 213 環境生活部 コミュニケーション
施策推進事業費

地域社会で生活する上で必要となる、防災
等の情報を、多言語ホームページ上で映像
も含めわかりやすく提供する。

11,810

27 213 環境生活部 外国人住民総合サ
ポート推進事業費

災害時に備えた相談体制の整備や地域と
連携した避難所訓練を実施するとともに、外
国人生徒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・啓発を行い、地域の外国人住民の生
活を総合的に支援する。

29,717

28 213 環境生活部
多文化共生啓発・
国際理解推進事業
費

   海外から日本語教師を研修員として受け
入れ、日本語指導方法等の研修を実施し、
帰国後のネットワークを構築して、日本語教
育や文化の発展、三重県の情報発信等に貢
献する人材を育成する。

12,972

29 142 健康福祉部
障がい者の持つ県
民力を発揮する事
業費

障がい者が積極的に社会に出て持ってい
る力を発揮できるよう、芸術文化能力の発表
機会の場として「障がい者芸術文化祭（仮
称）」を開催するとともに、身体障害者補助犬
の使用による社会参加受入の普及啓発を行
う。

5,120

30 143 健康福祉部 パーキングパーミッ
ト制度展開事業費

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す
る。

39,838

31 253 地域連携部 イベント手法展開事
業費

「テーマに基づき全県的に取り組む美し国
おこし」の取組により、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る。

12,947

小中学校における外国人児童生徒の受入
体制整備の取組に対して支援を行うととも
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う。
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」の確立を目指す。



H24年度

事業費
No.

施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

32 214 環境生活部 協創の地域づくり推
進事業費

さまざまな主体との「協創」により地域の課
題解決につなげるため、ＮＰＯ、民間企業や
行政を対象とした研修、ワークショップを開
催する。

3,687

33 214 環境生活部
ＮＰＯと企業等の
パートナーシップ促
進事業費

   ＮＰＯと企業等の「協創」による新たな地域
づくりを促進していくため、ＣＳＲの視点を切
り口として、ＮＰＯと企業が具体的な連携の
可能性等について考える場を設定する。

1,500

235,350

507,496

合 計 １４事業

新しい豊かさ協創プロジェクト【特別枠】 合計 ３３事業



Ⅲ 南部地域活性化プログラム

（単位：千円）

H24年度

事業費

1 251
地域連携部
（南部地域活

性化局）

南部地域活性化基
金事業(市町のフレ
キシブルな連携事
業）費

南部地域の市町が、南部地域内外の市町
と連携して行う、若者の働く場を確保し、定住
を促進するための取組を支援したり、地域や
市町のニーズに応じた事業を実施するため、
基金を創設する。

55,000

2 251
地域連携部
（南部地域活

性化局）

南部地域活性化推
進事業(総合調整
事業）費

地域住民の皆さんの主体的な取組を支援
し、複数市町が連携した取組をコーディネー
トするための仕組みづくりを、市町や大学等
と連携して進める。また、地域外からの若者
の定住に向けた情報発信事業など、南部地
域全体での取組を進める。

9,000

3 251
地域連携部
（南部地域活

性化局）

集落支援モデルの
構築事業費

  外部との交流を通じた集落機能を維持する
ための取組等を、市町、大学等と連携してモ
デル的に進める。

5,000

4 252
地域連携部
（南部地域活

性化局）

東紀州観光プロ
ジェクト事業費

台風１２号等により被害を受けた東紀州地
域の復興に向け観光面の情報発信を行うと
ともに、熊野古道世界遺産登録10周年や高
速道路の概成などを契機としたイベントや観
光キャンペーンの実施に向け準備を進める。

3,500

5 252
地域連携部
（南部地域活

性化局）

東紀州産品販路拡
大支援事業費

東紀州地域の一次産品を使った加工品等
について、通信販売事業者等の商品メ
ニューへの掲載を働きかけるなど販路拡大
を支援する。

1,273

6 313 農林水産部
新たな木質バイオ
マス供給拠点づく
り事業費

   東紀州地域において、新たに木質バイオ
マスを安定供給できる体制を構築するため、
搬出事業者や運搬事業者に対して、収集・
運搬機械等の整備や流通支援を行う。

7,500

81,273

81,273

【特別枠】選択・集中プログラム選定事業 合計
（単位：千円）
H24年度

事業費

Ⅰ 緊急課題解決プロジェクト 8,872,393

Ⅱ 新しい豊かさ協創プロジェクト 507,496

Ⅲ 南部地域活性化プログラム 81,273

合計 9,461,162

南部地域活性化プログラム【特別枠】 合計 ６事業

プログラム名

No. 施策
番号 担当部 構成事業名 事業概要

合 計             ６事業


