
令和２年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費
三重県災害ボランティア支援及び特定非
営利活動促進基金積立金

4 0

三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金に係る積立を
行う。 災害から地域を守る自助・共助の推

進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 災害ボランティア支援等事業費 8,284 284

災害時に備え、関係団体との連携を強化するとともに、「みえ災害ボラン
ティアセンター」の迅速な活動や、市町における受援体制の整備を支援
し、県内外からのボランティア、専門性や知見のあるＮＰＯ等が円滑かつ
効果的な支援を展開できるよう、活動環境の充実を図る。

災害から地域を守る自助・共助の推
進

環境生活部 安全安心まちづくり事業費 安全安心まちづくり事業費 817 817

○犯罪のない安全で安心な社会の実現のため、自主防犯意識の醸成や
住民が主体となった取組への支援を行う。    ○「安全で安心な三重のまち
づくりアクションプログラム・第２弾」の着実な実施に取り組む。

犯罪に強いまちづくり

環境生活部 安全安心まちづくり事業費 犯罪被害者等支援事業費 10,380 10,380

「三重県犯罪被害者等支援推進計画」に基づき、見舞金の支給、市町との
連携強化など、犯罪被害者等への支援体制の充実を図るとともに犯罪被
害者等への県民の理解を促進する。 犯罪に強いまちづくり

環境生活部 交通安全総合対策推進事業費 交通安全企画調整費 754 90

国が示す新たな５か年計画案に基づき、より実効性の高い三重県らしい
「第１１次三重県交通安全計画」を策定するため、関係機関・団体や有識
者を交え検討を行う。また、交通安全の取組を総合的に推進していくため、
「交通安全の保持に関する条例」の改正を行う。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全総合対策推進事業費 交通事故相談事業費 2,441 2,360

交通事故が複雑・多様化する中で交通事故により問題を抱えている方に
対し、中立的な立場で交通事故相談を実施することにより交通事故の被
害者、加害者及びその家族の救済支援を図る。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全運動展開事業費 交通安全運動推進事業費 5,847 174

関係機関・団体と連携して、四季の交通安全運動をはじめ年間を通じて、
チラシ・啓発物品の配布等による広報啓発などの交通安全啓発活動を行
い、交通事故防止を図る。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全運動展開事業費 交通安全地域活動育成費 615 0

家庭から交通安全意識の高揚を図るため、家族で交通安全について話し
合ってもらう取組として交通安全メッセージ交換運動を推進する。 交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を

めざす安全なまちづくり

環境生活部
飲酒運転０をめざす推進運動
事業費

飲酒運転０をめざす推進運動事業費 3,106 2,520

「第２次三重県飲酒運転０(ゼロ)をめざす基本計画」をふまえ、飲酒運転の
根絶に向けた教育、普及啓発を行うとともに、次期計画の策定に向けた検
討を行う。 また、飲酒運転違反者に対して、アルコール依存症に関する受
診義務の通知を行うとともに、相談窓口を運営する。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
交通安全教育・学習推進事業
費

交通安全研修センター管理運営費 41,056 41,056

県交通安全研修センターにおいて、幼児から高齢者までの幅広い県民を
対象にした参加・体験・実践型の交通安全教育を効果的に実施するととも
に、交通安全教育指導者の養成・資質向上に取り組む。また、令和２（２０
２０）年度は次期指定管理者の選定を行う。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
交通弱者の交通事故防止事業
費

交通弱者の交通事故防止事業費 1,002 0
高齢者の交通事故を抑止するため、地域の高齢者等に対して、直接的な
交通安全知識の普及啓発を行う。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
交通弱者の交通事故防止事業
費

高齢運転者交通安全緊急対策事業費 18,050 18,050

高齢者の安全運転を支援する対策として、後付け安全運転支援装置の購
入者に助成を行う市町への補助を実施する。また、安全運転サポート車へ
の買い替え促進や、運転免許証自主返納制度、運転免許証自主返納サ
ポートみえの周知を図るための啓発を実施する。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり
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環境生活部 消費者啓発事業費 生活設計普及推進事業費 1,700 0
三重県金融広報委員会と連携して、複雑多様化する金融商品に関する知
識の普及・啓発など金融教育を実施し、消費者トラブルを未然に防止す
る。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費者啓発事業費 消費者啓発事業費 16,335 20

消費者団体、事業者団体、教育機関、市町等さまざまな主体と連携して啓
発活動を行う。また、地域における啓発活動を促進し、消費者トラブルの
未然防止、拡大防止を図る。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費生活総務費 1,369 1,369

消費者行政を効果的に推進するため、国、他県、市町、関係機関、関係団
体等と情報共有し、連携を図るとともに、三重県消費生活対策審議会にお
いて消費者行政の基本的施策に対する意見を聞く。また、県内消費者行
政の中核センターとして県消費生活センターを運営する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費者行政推進事業費 25,103 0

地域の消費者の安全で安心な消費生活の実現のため、県内消費者行政
の中核センターとしての役割を担う県消費生活センターの体制を充実する
とともに、市町の相談体制充実や消費者啓発等の消費者行政推進の取組
を支援する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費者行政活性化基金積立金 7 0 消費者行政活性化基金にかかる積立を行う。 消費生活の安全の確保

環境生活部 事業者指導・相談対応強化費 事業者指導事業費 5,782 5,768

適正な商取引、表示の適正化、商品の安全性等を確保するため、関係機
関と連携し、法令等に基づいて事業者を指導するとともに、必要に応じて
立入検査、監督指導等を行う。 消費生活の安全の確保

環境生活部 事業者指導・相談対応強化費 相談対応強化費 23,577 23,292
県消費者生活センターに消費生活相談員を配置するとともにその資質の
向上を図り、消費者からの相談に対して迅速かつ適切に対応する。 消費生活の安全の確保

環境生活部 特定建築物監視指導費 特定建築物維持管理指導事業費 397 -763

特定建築物の届出の受理及び環境衛生的維持管理に関して立入検査を
行い監視指導を行うとともに、特定建築物衛生管理業者の登録業務を行
い、登録業者の指導・育成を図ります。

医薬品等の安全・安心の確保と動物
愛護の推進

環境生活部 環境保全総務費 環境保全総務費 52,531 47,756

①環境保全分野（地域環境室を含む）の運営等に係る経費②環境審議会
等に係る経費 環境への負荷が少ない持続可能な

社会づくり

環境生活部 環境保全総務費 環境保全基金積立金 432,404 431,451

環境保全基金への積立を行います。
①法人県民税超過課税分の２％の積立
②基金運用益（利子収入）の積立
③産業廃棄物税（徴税経費を除く）の積立

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境総合情報システム運営費 環境総合情報システム運営費 6,182 4,500

環境総合情報システムとして、インターネットにより広く県民に環境に関す
る情報を発信するホームページ「三重の環境」、および行政事務の効率
化、合理的な環境政策立案の支援を行う行政事務処理システムの運用管
理を行います。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境経営促進事業費 環境経営促進事業費 673 530

環境と経済が両立する持続可能な循環型社会の構築に向けて、環境マネ
ジメントシステムやグリーン購入などの普及拡大を図ることにより、県内事
業者の自主的な環境経営の取組を促進し、温室効果ガスの排出削減を図
ります。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境行動促進事業費 環境行動促進事業費 4,773 736

地球温暖化防止活動推進センターを拠点に地球温暖化防止活動推進員
を活用した普及啓発活動を進めます。 また 、「キッズISO14000プログラ
ム」を学校や企業と 連携して実施することにより、家庭部門における温室
効果ガスの排出削減等、脱炭素社会に向けた取組や環境保全活動を広
げます。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり
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環境生活部 環境学習情報センター運営費 環境学習情報センター運営費 40,905 35,624

県民一人ひとりが環境に関する正しい理解と知識を深め、環境に配慮した
行動を主体的に実践できるようにするため、環境学習情報センターを拠点
として、環境講座や環境保全に関するイベント等を開催し、普及啓発を進
めるとともに、指導者の養成や情報提供等を行います。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境影響・公害審査事業費 環境影響・公害審査事業費 664 654

大規模な開発事業や工作物の新設等は環境に大きな影響を与えるおそ
れがあることから、事業者が開発事業等に係る環境影響評価を実施し、適
正な環境配慮を行うことにより、環境に与える負荷をできる限り低減させる
ことを目的とします。また、工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止
を図るため、公害事前審査を実施するとともに、公害紛争に関しては、公
害紛争処理制度（調停等）により、解決を図ります。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 地球温暖化対策普及事業費 地球温暖化対策普及事業費 13,476 3,692

温室効果ガスの排出削減を進めるため、県民や事業者等の効率的な省エ
ネ機器への転換や再生可能エネルギーの活用等の取組を進めます。
また、地球温暖化による本県の気候変動やその影響について県民の理解
を深めるとともに、気候変動適応法に基づき気候変動影響への適応の取
組を促進します。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 脱炭素社会推進事業費 脱炭素社会推進事業費 16,013 1,659

脱炭素社会の実現を目指し、知事をトップとする推進体制を構築し、課題
等の共有や意見交換、推進施策の検討を行うほか、キックオフイベントの
開催等を通して機運醸成を図ります。また、市町と連携し、県民の皆さん
や事業者を対象に省エネ等に関する情報提供や優良事例共有を目的とし
たセミナー等を開催し、地域における温室効果ガス削減の取組を推進しま
す。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部
「ごみゼロ社会」実現推進事業
費

「ごみゼロ社会」実現推進事業費 24,779 326

市町等が設置する一般廃棄物処理施設の円滑な整備及び適正な維持管
理を図るための助言・支援や循環型社会の形成に向けた地域計画の策定
の支援等、廃棄物の適正処理を推進します。
また、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市町のごみ処理が滞ることなく新たな
ごみ処理体制に円滑に移行できるよう、各製造団体がポストＲＤＦに向け
て必要となる施設整備等に対し財政支援します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
認定リサイクル製品普及等事
業費

認定リサイクル製品普及等事業費 5,770 0

三重県リサイクル製品利用促進条例に基づき、リサイクル製品の利用を推
進し、もって、リサイクル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用
され、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に寄与します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
災害廃棄物適正処理促進事業
費

災害廃棄物適正処理促進事業費 1,618 0

県と市町が策定した災害廃棄物処理計画が、災害時に有効に機能するよ
う災害廃棄物処理システムの強靭化を図り、研修会や図上訓練等を通し
て災害対応能力の向上を図ります。 廃棄物総合対策の推進

環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 産業廃棄物適正処理推進事業費 106,874 -82,886

産業廃棄物処理業及び施設設置に係る許可申請等の厳正な審査、法令
及び要綱の厳格な運用並びに立入検査により産業廃棄物の適正処理の
推進を図り、またその処理実績を把握・分析し、発生抑制、リサイクル及び
適正処理推進のための施策を進めます。また、管理型産業廃棄物最終処
分場の周辺地域において、住みよいまちづくりのための基盤を整備するた
め、周辺地域の生活環境整備を支援し、環境改善を行います。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 ＰＣＢ廃棄物適正管理推進事業費 27,765 0

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」）廃棄物の適正な処理を推進するため
に、ＰＣＢ廃棄物の保管状況及びＰＣＢ使用製品の使用状況を把握し、把
握したＰＣＢ廃棄物保管事業者等へ適正処理及び処理するまでの間の保
管を指導するとともに、ＰＣＢ特別措置法に定める期限内に処理が完了す
るよう指導及び取り組みを行います。

廃棄物総合対策の推進
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環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 産業廃棄物処理責任の徹底促進事業費 32,106 0

不適正処理の未然防止という観点から廃棄物処理法に基づく排出事業者
責任の周知徹底を図り、排出事業者のより積極的な産業廃棄物の適正処
理に向けた取組を促進していきます。県内の排出事業者等に対し、電子マ
ニフェストと優良認定業者の活用、委託基準の遵守等、排出事業者の処
理責任に関する事項について普及啓発を行う等、総合的に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
産業廃棄物適正管理推進事業
費

産業廃棄物適正管理推進事業費 6,213 0

廃棄物処理法及び県が策定した「産業廃棄物の処理計画の策定等に関
するマニュアル」に基づき、産業廃棄物多量排出事業者等に対して、産業
廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正処理に関する計画と実績の作成を
促進します。また、排出事業者に対する廃棄物減量化、リサイクルに関す
る技術の情報提供や支援を行います。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費 地域循環高度化促進事業費 26,183 4,356

県民、事業者、市町、研究機関など、さまざまな主体と連携し、地域で廃棄
物を資源として最適な規模で循環させる地域循環圏の形成を促進します。
また、各種リサイクル法の的確な運用や事業者、県民といった多様な主体
のリサイクルに対する意識の醸成等に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費 食品ロス削減推進事業費 5,020 3,406

食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、食べ物を無駄にしない意
識の醸成・定着や未利用食品の活用に向けて多様な主体と連携し、食品
ロスの削減に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費 プラスチック対策等推進事業費 16,793 3,406

海洋プラスチックごみを含むプラスチックごみ対策として、ワンウェイプラス
チックの削減など多様な主体と連携した効果的な事業を総合的に展開す
る「みえプラスチックスマートプロジェクト」を構築し、プラスチックごみの発
生抑制や資源循環を推進します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費
県民参加・体験型食品ロスゼロ啓発プロ
ジェクト事業費

7,355 7,355

食品ロス削減への関心を高めるため、食品関連事業者、フードバンク団
体、社会福祉協議会、行政、県民など、さまざまな主体が参画する食品ロ
スをテーマにした県民参加・体験型イベント（食品ロスの削減、未利用食品
の活用など）を、開催する。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 産業廃棄物監視指導事業費 産業廃棄物監視指導事業費 6,702 1,969

産業廃棄物が適正に処理されるよう排出事業者、処理業者に対する監視
指導を行い、不適正な処理を防止します。 また、実効性を高めるため生
活環境保全上の影響を見る分析検査の他、廃棄物ダイヤル１１０番等によ
り、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理の未然防止を図ります。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
不法投棄等の未然防止・是正
の推進事業費

不法投棄等の未然防止・早期発見推進
事業費

59,759 0

不法投棄を許さない社会づくりを推進するため、県民、市町、事業者など、
多様な主体と連携することにより、不適正処理の早期発見や未然防止を
図ります。 不法投棄の 早期発見の機会を広げるため、市町立入検査員
協定、事業者等との情報提供協定、地域のパトロール活動団体の支援の
ほか、不法投棄監視カメラ・ドローンの活用、休日及び早朝における民間
警備会社への監視パトロール委託、県民向け広報啓発を実施することに
より、職員による監視活動を補完します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 環境修復事業費 環境修復事業費 1,629,708 176,708

産業廃棄物の不適正処理事案のうち、生活環境保全上の支障等が認め
られ、原因者による是正が困難な事案について、産廃特措法による国の
支援を得て、令和４年度末までに対策を完了するよう工事を実施するとと
もに、その他の事案も含め、周辺環境のモニタリングを継続実施するなど
して、住民の安全・安心を確保します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環技術開発費 廃棄物試験研究費 9,332 0

廃棄物のリサイクル率が低い理由やリサイクルする上で課題の把握、有
効利用方法の方向性、不適正処理・不法投棄を覚知し周辺への影響を迅
速、継続的に把握するための調査研究を行い、これらを利用、公表、提供
して、廃棄物の発生・排出の極力抑制、不適正な処理の影響把握、より質
の高いリサイクルを進めます。

廃棄物総合対策の推進



令和２年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部
不法投棄等の未然防止・是正
の推進事業費

土砂条例監視・指導事業費 4,943 3,243

令和２年４月１日に施行される「三重県土砂等の埋立て 等の規制に関す
る条例」の効果的・効率的な運用を行い、条例の目的達成を図ります。埋
立場所のみならず、県外発生場所も含めた各地への高頻度の立入検査
及び行政分析、監視カメラの活用、スカイパトロール等により、幅広く間隙
のない監視体制を構築します。また、県民、市町と連携し、無許可埋立等
の早期発見や未然防止を図ります。さらに悪質な土砂等埋立業者に対し
ては、告発等の法的措置を前提に厳しく指導し、不適正事案の早期是正
に取り組みます。

生活環境保全の確保

環境生活部 大気環境保全対策費 工場・事業場大気規制費 7,747 7,747

ばい煙発生施設等を設置する規制対象工場に立入検査を行い、施設の
適正な維持管理を指導することで、大気環境の保全に取り組みます。
光化学スモッグによる健康被害を未然に防止するため、緊急時の措置を
講じます。
また、有害大気汚染物質の県内の状況を把握するため、調査等を実施し
ます。

生活環境保全の確保

環境生活部 騒音、振動、悪臭等対策費 騒音、振動、悪臭等対策費 4,550 4,550
工場・事業場に対する立入検査、自動車交通騒音及び航空機騒音の常時
監視を実施します。 生活環境保全の確保

環境生活部 観測調査費 大気テレメータ維持管理費 138,282 93,275

大気テレメータシステムにより、環境及び発生源の常時監視を行い、環境
基準の達成状況を把握及び総量規制に係る排出負荷量の監視を行いま
す。また、ＰＭ２．５や光化学スモッグによる健康被害の未然防止を図るた
め、注意喚起や予報等の発令を行います。

生活環境保全の確保

環境生活部 アスベスト飛散対策事業費 アスベスト飛散対策事業費 728 365
アスベストによる健康被害の発生を未然に防止するため、建物の解体現
場等の監視を行います。 生活環境保全の確保

環境生活部
ダイオキシン類等化学物質対
策推進事業費

ダイオキシン類等環境調査事業費 15,556 15,549

ダイオキシン類に係る大気・水質等の環境調査を実施するとともに、法令
に基づく規制工場等への立入調査を実施します。
事業所からの化学物質の排出・移動量を把握し、事業者による化学物質
の適正な管理を進めることにより、化学物質による環境保全上の支障が
生じることを未然に防ぎます。

生活環境保全の確保

環境生活部 自動車環境対策費 自動車ＮＯｘ等対策推進事業費 6,147 880
自動車排出窒素酸化物等総量削減計画に基づく施策の進行管理に関す
る調査を実施します。また、オフロード自動車の規制事務を行います。 生活環境保全の確保

環境生活部 水質規制費 工場・事業場排水規制費 1,666 1,666

水質汚濁防止法に基づく特定施設を有する事業場（特定事業場）を対象
に、立入検査を実施し、排水基準の遵守状況及び処理施設の維持管理状
況を把握するとともに、必要な指導を行い、公共用水域の水質汚濁を防止
します。
また、ゴルフ場における農薬の適正な利用、環境保全及び災害防止を図
るため、関係機関と連携し、適正な維持管理を指導します。

生活環境保全の確保

環境生活部 水環境保全対策費 河川等公共用水域水質監視費 34,083 29,761

水質汚濁防止法に基づく河川・海域等の水質常時監視を実施するととも
に、海水浴場等を安心して利用してもらえるよう、水浴場開設前の水質調
査を実施します。
伊勢湾の水質汚濁の実態を把握するための「伊勢湾広域総合水質調
査」、工場・事業場等からの汚濁負荷量の実態を把握するための「発生負
荷量管理等調査」を実施します。身近な川の水質に関心を持ってもらえる
よう、市民参加による簡易水質調査を実施します。

生活環境保全の確保
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単位（千円）

部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 水環境保全対策費 伊勢湾行動計画推進事業費 70,185 541

国と三県一市等で組織する「伊勢湾再生推進会議」において策定した「伊
勢湾再生行動計画」を着実に進めるため、大学、研究機関など多様な主
体との連携による調査・研究を行うとともに、県内で伊勢湾再生に向けた
取組が広がるよう、普及啓発に取り組みます。
また、海洋生物、海岸の景観や漁業等へ影響を与える海岸漂着物等につ
いて、その対策の推進を図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 土壌汚染対策費 土壌汚染対策推進事業費 534 334

土壌汚染対策法に基づき、一定規模以上の土地の形質変更の届出が
あった土地等に対し立入調査等を実施し、土壌汚染の有無の把握及び土
壌汚染による人の健康被害の防止に努めます。また、汚染土壌処理業の
許可事務を行うとともに、事業者の適正処理の確保を指導します。
三重県生活環境の保全に関する条例に基づく、土壌・地下水汚染発見等
の届出のあった事案について、立入調査を行う等、汚染の拡散防止措置
等について指導を行うとともに、届出事案の中で、人の健康被害の恐れの
ある事案について、土壌汚染対策法で定められた調査命令の要否の判断
をするための予備調査を行います。

生活環境保全の確保

環境生活部 地盤沈下対策費 地盤沈下対策費 11,911 7,826

「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、関係機関と連携し、地盤
沈下、地下水位の状況の監視・調査を行い、地盤沈下の防止に向けた総
合的な対策を推進します。
また、工業用水法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、地
盤沈下の原因となる地下水の過剰揚水を規制します。

生活環境保全の確保

環境生活部 温泉法施行費 温泉法施行費 1,635 0

温泉法に基づき、温泉の掘削、増掘、動力装置による汲み上げ、公共の
利用に関する許可等の事務を実施するとともに、源泉等への立ち入り調
査を行い、温泉の保護と利用の適正化を図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 生活排水対策費 生活排水総合対策指導事業費 1,779 -460

生活排水対策の総合的な推進のため、「生活排水処理アクションプログラ
ム」（三重県生活排水処理施設整備計画）」に基づき、関係部局と連携を
図り進行管理を行うとともに、市町への事業相談を実施します。あわせて、
浄化槽の適正な維持管理や管理体制の整備、業界関係者の育成・指導
監督により公共用水域の水質保全を図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 生活排水対策費 浄化槽設置促進事業補助金 137,481 137,481

下水道の終末処理施設と同等の処理能力を有する浄化槽について、設置
者に補助を行う市町及び浄化槽を設置し維持管理を行う市町に対し助成
を行い、生活排水処理施設の整備率の向上、水環境の保全を図ります。 生活環境保全の確保

環境生活部 環境試験研究管理費 環境試験研究管理費 48,425 39,873

保健環境研究所の環境に関する科学的・技術的中核施設機関としての基
本的機能を維持・充実するため、施設・設備、公用車、機器の管理、点検・
修理、更新を行い、検査分析の精度維持を図ります。また、研究・検査結
果の公表、国等の環境行政の動向や新たな技術情報の把握、技術の取
得に努めて、必要な研究・検査機能や技術支援機能を継続的に確保しま
す。

生活環境保全の確保

環境生活部 化学物質環境実態調査費 化学物質環境実態調査費 2,325 0

環境省からの委託を受け、県内の環境中の化学物質濃度を把握し、化学
物質対策の資料とすることで既存化学物質による環境汚染の未然防止を
図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 環境保全調査研究費 環境保全調査研究費 534 534

環境試料の調査分析技術、評価方法の開発改善、地域環境の状態の把
握、環境汚染に至るプロセスの解明、環境保全技術の評価等を行い、これ
らを利用、公表、提供することで、県民の安全で安心な生活の確保に寄与
します。

生活環境保全の確保
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環境生活部 研究交流費 産業技術高度化研究開発推進事業費 900 0

環境に関する科学的・技術的中核施設機関としての役割を一層強化し、県
内の高等教育機関、県民、事業者等の環境に関する自発的活動、教育、
学習を振興するため、外部資金を獲得して、大気・水の環境保全に係る調
査研究、廃棄物のリサイクル、適正処理に係る調査研究等をより充実させ
ます。

生活環境保全の確保

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

人権施策総合推進事業費 2,152 2,152
三重県人権施策基本方針に基づく事業の進行管理を行う。また、人権問
題の解決に向けて、市町や企業、ＮＰＯ・団体等と連携・協力した取組を進
めるとともに、さまざまな取組を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

人権文化のまちづくり創造事業費 815 815
人権文化の定着した社会の実現に向けた「人権が尊重されるまちづくり」
の普及、取組の促進を目的として、地域が自主的に開催する研修会に対
し、その課題意識やニーズに応じた専門的な講師の派遣等の支援を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

地方改善事業事務費 5,038 2,663
市町が国庫補助金を受けて実施する地方改善事業が円滑に実施されるよ
う市町に助言等を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館整備費補助金 35,062 688
隣保館を整備（創設、改築、増築、増改築、大規模修繕）する市町に、経費
の一部を国と県が補助する。 人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館運営費等補助金 253,635 84,857

市町が設置している隣保館における相談事業、啓発及び広報活動、地域
保健・福祉の推進に関する事業、教養文化及びその他の実施事業に国県
協調補助事業として補助し、隣保館事業を推進する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館事業費補助金 12,814 12,814

市町が設置している隣保館における相談事業、啓発及び広報活動、地域
保健・福祉の推進に関する事業、教養文化及びその他の実施事業に県単
独補助を行い、隣保館事業を推進する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

企画調整費 1,135 1,135

同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決に向けた施策を推進
するため、人権問題等に関する調査・研究、関係機関への要請・提案や相
互の情報交換・情報共有を図るなど、他の都道府県等との連携した取組を
進める。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

団体指導助成費 3,184 3,184
同和問題の早期解決をめざし、各種団体が行う啓発・調査研究等の自主
的な活動を支援する。 人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権センター管理運営費 人権センター管理運営費 43,608 41,145
人権センターがさまざまな人権問題に関しての啓発・研修等の拠点施設と
しての機能を発揮するための管理・運営を行う。 人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

人権啓発事業費 19,878 12,856
人権フォトコンテストや移動人権啓発事業の実施のほか、スポーツ組織と
連携した啓発や市町が実施する啓発の取組支援等により県民の人権尊
重の意識を高める。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

同和問題等啓発事業費 10,357 3,640

同和問題をはじめとするあらゆる人権課題に対する県民の理解と認識を
深め、差別を｢しない、させない、許さない｣社会を実現するため、マスメディ
アの活用やポスターなど、様々な手法による啓発を実施する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

同和問題等研修事業費 1,000 521
同和問題等の正しい理解と認識を深め、あらゆる差別を許さない社会を実
現するため、県民等を対象とした講座等を実施する。 人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権擁護の推進費 人権相談、調査・研究事業費 7,631 7,625

人権相談に的確に対応するため、人権相談ネットワーク機関との連携した
相談対応や、弁護士による法律相談を実施するとともに、社会現場で発生
した差別事象について調査を行い、再発防止に向けた取組を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権擁護の推進費 地域人権相談支援事業費 243 243

地域住民の身近なところで人権に係る相談対応ができる環境づくりを推進
するため、地域で広く相談に関わる担当者の人権感覚、意識向上を図る
講座を開催するとともに、人権に関わる相談機関によるネットワークを構築
し連携を図る。

人権が尊重される社会づくり
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環境生活部 人権擁護の推進費 インターネット人権モニター事業費 2,120 2,120

インターネット上にある、三重県内の人権課題に関する掲示板等への悪質
な書き込みを早期に発見し、早期の削除活動を行うとともに差別事象の分
析を行う。また、モニタリングでは把握できないＳＮＳ環境におけるいじめや
個人への誹謗中傷などの被害を未然に防止するため、子どもたちを見守
る地域住民への啓発のための講座を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

男女共同参画連絡調整事業費 3,369 3,369

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画施策の総合的な推進
を図るとともに、会議・研修会の開催等を通じて市町との連携・支援を図
る。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

広げようダイバーシティみえ推進事業費 4,530 2,330

多様な人々が社会参画し、活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け
て、「ダイバーシティみえ推進方針」に基づき、県民の皆さんの理解や行動
につなげられるようダイバーシティに関する講座等を実施する。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

ＬＧＢＴ等理解促進事業費 1,440 720

ＬＧＢＴをはじめとする多様な性的指向・性自認に関する社会の理解を促
進するための県民向け講演会を実施する。 あらゆる分野における女性活躍とダ

イバーシティの推進

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

ＬＧＢＴ等相談事業費 2,992 1,565

ＬＧＢＴをはじめとする多様な性的指向・性自認について、県内における相
談対応にかかる取組を行う。 あらゆる分野における女性活躍とダ

イバーシティの推進

環境生活部
男女共同参画に関する意識の
普及と教育の推進費

男女共同参画センター事業費 8,588 8,588

男女共同参画センターにおいて、情報誌等による情報発信、各種セミナー
等による研修・学習、人材育成、フォーラム等による参画・交流、電話相談
や調査研究などを行い、男女共同参画意識の普及等を図る。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
性別に基づく暴力等への取組
費

女性に対する暴力防止総合推進事業費 641 641

あらゆる「女性に対する暴力」を根絶するために、暴力を生まないための
予防教育・防止啓発をはじめ、女性に対する暴力の認識向上、相談・支援
機関の周知等を通じて、女性に対する暴力を許さない社会意識の形成を
進める。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
性別に基づく暴力等への取組
費

性犯罪・性暴力被害者支援事業費 10,788 6,751
性犯罪・性暴力被害者を支援するために「みえ性暴力被害者支援センター
よりこ」を運営する。 あらゆる分野における女性活躍とダ

イバーシティの推進

環境生活部
職業生活等における女性活躍
の推進費

みえの輝く女子プロジェクト事業費 3,939 1,970

女性が活躍できる環境整備に向けて、企業、国（労働局）、大学、地域経
済団体等、多様な主体と連携し、「女性の大活躍推進三重県会議」の取組
を進めるとともに、本会議会員の増加に向けて働きかけを行う。 あらゆる分野における女性活躍とダ

イバーシティの推進

環境生活部 共生社会の形成費 多文化共生がもつ力の活用事業費 13,467 3,556

多様な主体を委員とする「三重県多文化共生推進会議」を開催し、多文化
共生社会づくりに向けた取組に反映するとともに、外国人住民等の意見を
取組に反映させるために「三重県外国人住民会議」を開催する。 また、県
内から海外の大学へ留学する私費留学生や県内の大学等に在籍する私
費外国人留学生を対象に、授業料相当額を奨学金として給付する。 「み
え多文化共生地域協議会（仮称）」を設置し、名古屋出入国在留管理局、
市町、教育機関、経済団体などと連携・情報共有を行っていく。

多文化共生社会づくり
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環境生活部 共生社会の形成費
外国人住民に対する情報や学習機会の
提供事業費

15,064 5,078

外国人住民が地域で安心して暮らせる環境を整備するため、多言語で行
政・生活情報を提供するとともに、多文化共生社会づくりに向けた啓発等
を行う。
地域における日本語教育の実態・課題を把握するための調査を実施する
とともに、日本語教育を実施するための計画を策定する。

多文化共生社会づくり

環境生活部 共生社会の形成費
外国人住民の安全で安心な生活への支
援事業費

17,087 2,014

外国人住民が地域社会の一員として、安全・安心な生活ができるようにす
るため、適切な医療に導く医療通訳人材の育成・利用促進、災害時におけ
る外国人住民への支援を行うための人材育成や体制の整備、消費者被害
防止などに取り組む。 外国人からの相談等を受け付ける一元的窓口であ
る「みえ外国人相談サポートセンター（ＭｉｅＣｏ）」を運営する。

多文化共生社会づくり

環境生活部 共生社会の形成費 昭和学寮顕彰人材育成基金積立金 22 0 昭和学寮顕彰人材育成基金に係る積立を行う。 多文化共生社会づくり

環境生活部 共生社会の形成費
映画で知ろう！「みえで活躍する外国人
住民」事業費

9,800 9,800

県内の様々な分野で活躍している外国人住民を紹介する映画を制作し、
多文化共生に関するシンポジウムで発表するとともに、市町や教育機関等
で上映して、多文化共生への理解促進を図る。

多文化共生社会づくり

環境生活部 国際交流活動の支援費 外国青年招致事業費 25,317 0

外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）により国際交流員（ＣＩＲ）を招致し、
国際理解や地域の国際化を促進する。また、県や市町で招致する国際交
流員や外国語指導助手のとりまとめを行う。

多文化共生社会づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,877,407 4,212,664

私立高等学校等における教育に係る経常的経費に対して助成を行うこと
により、私立高等学校等における教育の振興を図り、私立高等学校等の
健全な発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校教育改革推進特別補助金 3,300 1,650

私立高等学校における教育改革推進に係る経費（スクールカウンセラーの
雇用）に対して助成を行うことにより、私立高等学校における教育の振興を
図り、私立高等学校の健全な発展に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 188,643 188,643

私立特別支援学校における教育に係る経常的経費に対して助成を行うこ
とにより、私立特別支援学校における教育の振興を図り、私立特別支援学
校の健全な発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費
私立高等学校教育国際化推進事業費補
助金

3,300 0
私立高等学校の外国人語学指導助手の雇用に要する経費に対して助成
を行うことにより、私立高等学校における国際教育の充実を図る。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立学校人権教育推進補助金 2,387 2,387
私立学校にかかる人権教育・学習の充実を図るため、教職員や児童・生
徒を対象に実施する人権研修等に助成を行い、人権感覚あふれる学校づ
くりを推進する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 49,402 49,402
私立専修学校における教育に係る経常的経費に対して助成を行うことに
より、私立専修学校における教育の振興を図り、私立専修学校の健全な
発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立外国人学校振興補助金 9,000 0
学校法人立各種学校のうち一定基準以上の外国人学校における教育に
係る経常的経費に対して助成を行うことにより、教育の振興を図り、健全な
発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立専修学校研修等事業費補助金 1,000 1,000
私立専修学校の教職員等の資質向上を図ることを目的として、その研修
事業等に要する経費に対し助成を行う。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立学校振興等事務費 4,283 3,817 私立学校振興のための事務費 地域との協働と信頼される学校づく
り
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環境生活部 文化創造活動支援事業費 文化活動連携事業費 17,602 5,993

文化振興施策を着実に推進し、新しいみえの文化振興方針の具現化を図
るため、有識者による「評価・推進会議」等を開催し、専門的な視点からの
評価および改善に向けた助言を得るとともに、県民の文化芸術活動を顕
彰する「三重県文化賞」の授与、文化振興を担う専門人材の育成、映画の
偉人顕彰、県内各地域における文化情報の収集・提供を行うほか、他県、
県内市町、文化団体等と連携した取組を進める。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 文化にふれる機会提供事業費 9,995 0

県民が多様な文化にふれ親しみ、文化芸術活動に参画・参加できるととも
に、それぞれの文化の質を高めていけるよう県民総ぐるみの文化の祭典｢
みえ文化芸術祭｣を開催する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 創造活動サポート事業費 2,000 0

県内全域で多様で自立的な活動が継続して実施される状態を創出するた
め、芸術文化のほか地域や生活に関わる文化なども含めた幅広い文化事
業を対象に助成を行う。    ○みえ文化芸術祭におけるみえ県民文化祭地
域自主プログラム助成

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 三重県文化振興基金積立金 35 0 三重県文化振興基金に係る積立を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 宗教法人指導費 宗教法人指導費 141 141 宗教法人法にかかる認証事務等を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

文化交流機能強化事業費 3,129 2,598

文化交流ゾーンを構成する総合博物館、美術館、図書館及び総合文化セ
ンターが、三重の文化振興・生涯学習・人材育成・地域づくりに一層貢献す
る「学び・体験・交流の場」となることを目的とし、文化交流ゾーン連携・経
営推進会議において、各館の事業等に関する情報共有、連携・協力計画
を策定し、各施設の事業計画と目標達成に向けた連携・強化を図ってい
く。

文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

地域の文化資産活用促進事業費 946 0

地域住民が地域の資産を再認識し、愛着や誇りを持ってこれからの地域
づくりに取り組めるよう、地域の資産を活用した取り組みを行う。
○デジタル化データ活用事業（三重の「ちずぶらり」）

文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

豊かな体験活動推進事業費 6,997 0

市町や活動団体と連携し、次代を担う子ども等を対象に、文化・芸術や歴
史などに関する参加体験型の学習機会を提供する。
○文化体験パートナーシップ活動推進事業
○歴史体験事業
○美術体験事業

文化と生涯学習の振興

環境生活部 県史編さん事業費 資料収集整備費 27,953 27,260
県内外の三重県関連の歴史資料を収集・調査するとともに、県史編さんの
過程で収集した資料を整理し、県民共有の文化資産として保管・活用を図
り、地域の歴史・文化への県民等の関心を高める。

文化と生涯学習の振興

環境生活部
特定歴史公文書等保存・利用
事業費

特定歴史公文書等保存・利用事業費 8,890 8,281

歴史的資料として重要な公文書等（特定歴史公文書等）を総合博物館に
新たに設置する文化振興課歴史公文書班で保存し、県民の皆さんの利用
促進を図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費 総合文化センター管理運営費 699,307 680,252
総合文化センター文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センターの
適切な管理運営を行う。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費 総合文化センターＰＲ事業費 8,143 0
総合文化センター各施設が実施する事業等について、様々なメディアを通
じて情報提供を行うほか、集客イベントを実施し、施設利用の促進を図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費 総合文化センター施設保全事業費 41,619 1,619
経年劣化が進む建築物、備品等について、計画的に予防保全を実施す
る。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化会館事業費 文化会館事業費 72,554 0

文化会館の機能を活かし、芸術性の高い公演や本県の将来の文化を担う
人材を育成するための事業を実施するほか、県民に対し文化芸術に触れ
親しめる機会を提供するため、県内の文化施設や学校に出向いて、出張
コンサートやワークショップ等のアウトリーチ事業を実施し、県民が文化芸
術を享受できる機会を創出する。

文化と生涯学習の振興



令和２年度当初予算の各事業概要
単位（千円）
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環境生活部 生涯学習センター費 生涯学習センター費 9,701 0

県民の生涯学習ニーズに対応するため、学習情報の収集、学習機会の提
供を行う。
①生涯学習情報提供事業
②生涯学習機会提供事業

文化と生涯学習の振興

環境生活部 図書館費 図書館管理運営費 156,926 134,797
図書館の適切な管理運営を行うとともに、県立図書館と市町立図書館等
が連携し、県民が県内どこからでも図書館利用ができる広域的ネットワー
クを形成し、県内図書館の利用拡大を図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 図書館費 学びの拠点活用支援事業費 339 339

県立図書館改革実行計画に基づき、市町立図書館との連携による県内図
書館体制の充実を図るとともに、時宜を捉えたセミナー、展示等を実施す
ることにより、全県域・全関心層に向けて先進的で幅広い図書館サービス
を提供する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 博物館費 博物館管理運営費 1,986 1,986 旧県立博物館施設の適正な維持管理を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合博物館費 総合博物館管理運営費 177,676 176,531 総合博物館の適切な管理運営を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合博物館費 総合博物館展示等事業費 60,799 11,778

総合博物館の活動理念「ともに考え、活動し、成長する博物館」のもと、３
つの使命（三重の資産の保全・継承、人づくりへの貢献、地域づくりへの貢
献）を達成するため、3つの博物館活動(調査研究活動、収集保存活動、活
用発信活動）を進める。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 美術館費 美術館管理運営費 247,686 148,169
美術館の適切な管理運営を行い、美術館としての機能を確保し、環境を整
えることによって、県民により良い芸術文化鑑賞並びに生涯学習の場を提
供する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 美術館費 美術館展示等事業費 79,350 704

一般県民に、様々な美術分野で質の高い芸術分野の鑑賞機会を提供す
るとともに、より充実したサービスを提供するために、その基盤となる美術
及び美術館等に関する調査研究活動を継続して行う。
①展覧会推進事業
②研究活動推進費
③教育活動推進事業
④美術資料管理事業
⑤ミュージアムのアクセシビリィティ推進事業

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮歴史博物館管理運営費 154,532 124,922 斎宮歴史博物館の適切な管理運営を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮歴史博物館展示・普及事業費 10,330 0

斎宮跡の調査研究および関係資料の保存・収集を行うとともに、研究成果
をふまえた展示、教育普及活動を行い、三重県の地域文化の向上を図
る。
①斎宮展示公開事業
②研究機能基盤整備・普及事業
③知って、行って・斎宮事業

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮を核とした平安文化活用発信事業費 4,200 0

史跡斎宮跡発掘調査において解明された情報を、都市圏において公開講
座を開催することにより「斎宮」への関心を高め来訪の契機を作る。
また、古代の大型都市遺跡である地域と連携し、各遺跡と比較検討しなが
ら斎宮発掘の意義と課題を検討する場を設ける。史跡斎宮跡を中心に、
平安時代の文化や歴史を学び体感できる機会を提供し、斎宮の魅力向上
を図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費
みやこ斎宮を核とした観光コンテンツ拡充
事業費

26,333 13,168

斎宮への国内外の訪問者を増加させるため、①初期斎宮の発掘調査現
場の撮影および情報発信、②県内外の大学生による教育斎宮プログラム
の実施、③親しみやすいアニメを活用した多言語による情報発信を行い、
斎宮の魅力を発信する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮跡保存対策費 斎宮跡調査研究事業費 14,859 8,394

史跡斎宮跡について、継続的かつ計画的に学術発掘調査を行うほか、斎
宮跡出土品のうち国重要文化財に指定されたものについて修理・修復を
行い、史跡の解明を通して斎宮跡の保護と地域文化振興の向上に資す
る。

文化と生涯学習の振興
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環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等教育費負担軽減事業費 133,626 95,647

私立高等学校等に修学する低所得世帯等の生徒の教育経費に対して助
成を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減し、生徒の修学を支援す
る。
①私立高等学校等授業料減免補助金
②私立高等学校等入学金補助金
③私立高校生等奨学給付金
④私立小中学校等授業料減免補助金

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業費 2,513,460 1,941

私立高等学校等に通う生徒で、所得が一定額未満の世帯に属する生徒に
対して就学支援金の支給等を行う。
①私立高等学校等就学支援金交付金
②私立高等学校等就学支援金事務費交付金
③私立高等学校等学び直しへの支援事業補助金
④私立小中学校等就学支援事業補助金
⑤高等学校等専攻科支援事業補助金

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費
私立学校被災児童生徒等授業料等減免
補助金

606 0
東日本大震災により被災し、授業料等の納付が困難となった私立学校の
児童・生徒に係る授業料等の減免を行った学校法人に対して助成する。 子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 専修学校修業支援事業費 169 169

専修学校において、生徒の経済的負担軽減や将来の経済的自立につな
げるため、修業・修学する生徒に対し支援する。
①専修学校高等課程修業奨学金
②専修学校専門課程修業支援利子助成金

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立専門学校授業料等減免補助金 277,500 138,750

低所得世帯に属する学生に対し、授業料及び入学金の減免を行った、要
件確認を受けた私立専門学校が属する学校法人等に対して助成を行うこ
とにより、保護者の経済的負担を軽減し、学生の修学を支援する。

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 国際交流活動の支援費 渡航事務費 83,796 0 一般旅券発給に関する事務（旅券法施行令による受託事務）を行う。 世界から選ばれる三重の観光

環境生活部 水道指導監督費 水道事業等指導事業費 5,492 4,029
水道事業の水質管理強化の推進、許可等に係る指導監督を行います。ま
た、水道事業体が実施する交付金事業に係る指導監督を行います。

水資源の確保と土地の計画的な利
用

環境生活部 水道指導監督費 生活基盤施設耐震化等補助金 1,479,198 0

市町等が行う水道施設の耐震化の取組や老朽化対策及び水道事業の広
域化の取組を支援することにより、県民生活の基盤を強化し、公衆衛生の
向上と生活環境の改善を図ります。

水資源の確保と土地の計画的な利
用

環境生活部 水道事業会計支出金 水道事業会計支出金 689,154 102,154
公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、水道
広域化対策に対し、水道事業会計に繰り出しを行います。

水資源の確保と土地の計画的な利
用

環境生活部 ＮＰＯ推進事業費 ＮＰＯ活動支援推進事業費 5,622 5,609
ＮＰＯ法等に基づく認証・認定・相談業務等を行うなど、ＮＰＯ（ボランティ
ア・市民活動団体等）の活動を支援する環境整備を図る。 「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 みえ県民交流センター管理事業費 48,673 27,038
ＮＰＯ、ボランティアの活動支援と県民交流のための拠点である「みえ県民
交流センター」の管理を行う。 「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 みえ県民交流センター指定管理事業費 31,104 31,104

みえ県民交流センターの管理について、民間等が持つ創造的で柔軟な発
想や豊富な知識を活用することによりセンターの効用を最大限に発揮させ
るとともに、利用者サービスの向上と経費の節減を図るため、指定管理者
制度により運営する。

「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 給与費 人件費 1,289,583 1,268,313 環境生活部（生活文化関係分野）職員の人件費 人件費

環境生活部
外国青年招致事業費（ＪＥＴ青
年特別人件費）

ＪＥＴ青年特別人件費 17,454 0 国際交流員（ＣＩＲ）を招致し、地域の国際化や国際交流の支援を図る。 人件費

環境生活部 環境保全関係給与費 人件費 1,166,287 1,118,497 環境生活部（環境保全関係分野）職員の人件費 人件費
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環境生活部 企画調整費 企画調整費 26,488 26,445 部内及び地域機関（生活文化関係分野）の運営管理経費 その他

環境生活部 環境保全総務費 交際費 93 93 部局長交際費 その他


