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令和4年度当初予算部君IJ要求額一覧(一般会計)

【事業費ベース】 (単位億円、%)

令和4年度 令和3年度
増減額

部 名 要求額 当初予算額
(A)ー(B)= (C) 

(A) (B) 

防災対策部 33 27 5 

戦略企画部 16 16 。
総務部 2，507 2，320 187 

l医療保健部 1.367 1.350 17 

子ども・福祉部 442 431 12 

環境生活部 201 209 企 8

地域連携部 101 185 企 84

農林水産部 416 359 57 

雇用経済部 211 201 10 

県土整備部 1，059 813 246 

デジタル社会推進局 27 17 11 

部外 25 24 

警察本部 393 385 8 

教育委員会 1.570 1.546 24 

A口、 計 8.368 7.882 486 

(注1)要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

(;主2) 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。
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令和4年度当初予算部別要求額一覧(一般会計)

【一般財源ベース]

令和4年度 令和3年度
増減額

部 名 要求額 当初予算額
(A)ー(8)= (C) 

(A) (8) 

防災対策部 19 16 3 

戦略企画部 13 12 

総務部 2，486 2，303 184 

医療保健部 866 868 . 2  

子ども・福祉部 364 356 8 

環境生活部 106 105 

地域連携部 69 52 17 

農林水産部 123 118 5 

雇用経済部 134 86 48 

県土整備部 159 156 2 

デジタル社会推進局 21 12 9 

部外 24 23 

警察本部 336 337 .1 

教育委員会 1，196 1，191 5 

ぷE』コ 言十 5，917 5.637 281 

()主1)要求額は、闘の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

0.主2) 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があ世ます。

(注3) 一般財源には、財政調整基金や宝くじ収入などを含んでいます。
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令和4年度当初予算款別要求額一覧(一般会計)

(単位.億円、%)

令和4年度 令手:[]3年度
款 名 要求額 当初予算額

増減額

(A) (8) 
(A)一(8)= (C) 

1 議会費 15 14 

2 総務費 402 509 ~ 107 

3 民生費 1.156 1.133 22 

4 衛生費 712 716 ~3 

5 労働費 17 16 

6 農林水産業費 392 335 57 

7 商工費 179 173 6 

8 土木費 1.019 769 250 

9 警察費 393 385 8 

10教育費 1.669 1.642 27 

11 災害復旧費 80 83 ~3 

12 公債費 1.151 1.113 38 

13諸支出金 1.182 994 188 

14予備費 。
iロ』 計 8，368 7.882 486 

(注1)要求額は、聞の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。
(注2) 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。
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令和4年度当初予算会計別要求額一覧

令和4年度
当令初和予3年算度額

会計名 要求額
(A) (B) 

一般会計 7，882 

県信管理
(1，214) (1，176) 
1，723 1，470 

総合医療センター資金 33 18 貸付

国民健康保険事業 1，614 1，615 

母子及び父子並びに寡 3 3 婦福祉資金貸付事業

子ども心身発達医療セ
24 23 ンター事業

就農施設等資金貸付事
業等

地方卸売市場事業 2 3 

林業改善資金貸付事業 6 6 

沿岸漁業改善資金貸付 2 2 事業

中小企業者等支援資金 4 4 貸付事業等

港湾整備事業 2 2 

特別会計小計
(2，906) (2，852) 
3，415 3，146 

病院事業 77 72 

水道事業 161 165 

工業用水道事業 124 120 

霞気事業 13 14 

流域下水道事業 255 238 

企業会計小計 630 609 

£口ミh 言十
(11，904) (11，343) 
12，413 11，637 

(注1) ( )向は、惜換慣を除いた額です。

{在2) 要求額は、匝回予算編成や地方財政計画、景気動向等により藍動するものです固

(i主3)四捨五入のため合計織と 勤しない場合があります。

4 

増減額

(A)-(B) = (C) 

486 

(37) 

252 

16 

~1 

~O 

企 0

~O 

~O 

企 0

。
(54) 
269 

5 

企 4

4 

企 1

17 

21 

(561 ) 
776 

(単佼億肉、%)

伸び率
(O)/(B) 

6.21 

3.2 
17.1 

89.6 

~ 0.0 

32.5 

5.6 

~ 16.9 

~ 5.9 

企 2.8

企 1.7

~ 7.8 

13.2 

1.9 
8.5 

7.4 

企 2.2

3.1 

~ 7.6 

7.0 

3.4 

4.9 
6.7 



主な事業一覧

{部別1

1 防災対策部

2 戦略企画部

3 総務部

4 医療保健部

5 子ども・福祉部

6 1.景境生活部

7 地域連携部

8 農林水産部

9 雇用経済部

10 県土整備部

11 デジタル社会推進局

12 出納局

13 警察本部

14 教育委員会

15 企業庁

16 病院事業庁
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【参考資料1

1 新規事業一覧

2 重点施策枠事業一覧

貰qu 
nu 

-・・. .・. . 9 7頁

3 新型コロナウイルス感染症対策枠事業一覧・・・・・・ 1 0 1頁

4 県民提案枠事業一覧 ・・・・・・・・・・・・・ 1 0 7頁

5 大規模臨時的経費事業一覧 ・・・・・・・・・・・・ 1 0 8頁

6 事業の見直し一覧 ・・・・・・・・・・・・・ 115頁
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1 駒災対策部

i要求額(事業費ベース〉

(単位:千円)

i主な事業 ¥ I 
①「みえ防災・減災セン亨 J事業

予算額 :(R3)25，361千円 → (R4)29， 225千円

事業概要 「みえ防災・滅災センター」において、市町や企業、大学の参画を進めるとともに、

他県や匿の研究機関等とも連携し、県内外の活用できるリソースを集結することでシ

ンクタンク機能を担い、市町や企業などの地域の防災力を高めます。また、若年層の

防災意識の向上を図るため、地域の紡災活動に主体的に取り組む「みえ学生防災啓発

サボーターJとして県内の学生を育成するとともに、サポーターが自らの活動を情報

発信することにより、地域の防災活動への若者の参画を促進します。

②防災活動参加促進事業

予算額 (R 3) 千円 → (R4)8， 284千円

事業概要:若年層に対して消防，防災訓練等に体験参加する機会を提供することで、若年層の防

災への関心を高め、地域や職場の防災活動への参加を促進します。

③地域防災力向上支援事業

予算額:(R3)13， 052千円 → (R4)50， 685千円

事業概要:地震の揺れを体験できる防災啓発車の更新を行い、より機動的に防災啓発を実施する

とともに、地区妨災計画の作成促進や自主防災組織の活動支援などにより、地域防災

力の向上を進めます。

④地域減災対策推進事業

予算額・ (R3)80，353千円 → (R4)60， 837千円

事業概要頻発化・激甚化している風水害に対し、 「住民の適切な避難行動につなげ、命を守る」

取組を緊急的に支援するとともに、 「三蓑県妨災減災対策行動計画jで進捗を図る

べき f避難行動要支援者の避難体制づくりJ I自主防災組織と消防団との連携J I避

難者の多機性に配慮した避難所運営J I地区防災計画の促進Jに関する取総に加え、

新型コロナウイルス感染症への取組iこ対しても支援を行います。また、南海トラフ特

措法における特別強化地域の指定から外れた県北部の海抜ぜロメートル地帯を有す

る市町を対象とし、津波避難に関する課題に対応するため、避難施設避難経路等の

整備に対する支援を行います。
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⑤防災情報プラットフオーム事業

予算額 :(R3)68，210千円 → (R4)61. 652千円

事業概要田県民にわかりやすい防災情報を提供するため、防災情報プラットフォ ムについて適

切に維持管理を行うとともに、多言語対応をさらに進めます。

⑥災害即応力強化推進事業

予算額:(R3)1 0， 822千円 → (R4)44， 715千円

事業概要.いつ大規模災害が発生しても迅速かつ的確に対応することができるよう、組織体制の

強化や実践的な大規模防災訓練の実施等、訓練の充実を図り、災害に即応できる人材

育成に取り組むとともに、情報収集、分析・対策立案をより効果的に実施するための

機器整備等を行います。また、市町Tや国、防災関係機関等と連携した災害対応が迅速

に実施できるよう、災害対策活動のオベレーション機能の強化に向けた調査等を実施

します。

⑦災害対策管理費

予算額 (R3)40， 664千円 → (R 4) 4 8， 538千円

事業概要:局地的豪雨や台風、地震をはじめとする大規模災害に備えるため、発災初期に必要と

なる携帯・簡易トイレの確保を行います。また、市町における受援計画やタイムライ

ンの作成を支援するほか、南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応について普及啓

発を図るなど、災害対応力を強化します。

⑧広域防災拠点維持管理費

予算額・ (R3)13，896千円 → (R4)54，722千円

事業概要:大規模災害発生時の県内への広域的な応援・受援体制の拠点としての役割lを扱う広域

防災拠点の適切な維持管理を行います。

⑨防災行政無線整備事業

予算額:(R3)1， 054， 418千円 → (R4)1， 299， 012千円

事業概要 E 地震、台風などの非常災害時にも必要な通信を確保するため、防災通信ネットワーク

における地上系紡災行政無線設備および有線系通信設備、衛星系防災行政無線設備等

について、より信頼性の高い設備への更新を計画的に行います。

⑩消防行政指導事業

予算額:(R3)17， 212千円 → (R4)12， 152千円

事業概要.地域防災力の向上のため、消妨体制の充実とともに、消防学校と連携した消防職団員

の教育訓練等の充実強化を密ります。また、市町及び三重県消防協会等と連携し、消

防団員の確保や消防団の活性化のための取組を進め、消!坊団の充実強化を図ります。

8 



⑪高圧力、ス指導事業

予算額:(R3)1 7， 840千円吋 (R4)1 7，346千円

事業概要，高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガス事業所等の保安管理に関する指導を徹

底するとともに、許認可申請に対する審査および保安検査、完成検査により安全を確

保します。また、企業による自主保安の推進を白的とした研修を行います。

⑫防災ヘリコプター運航管理費

予算額:(R3)360， 236千円 → (R4)497， 776千円

事業概要・妨災ヘリコプターの適正な運航により被災者、要救助者、救急患者等の救助、救急搬

送等を迅速かつ的確に行います。また、運航の安全性向上のため、二人操縦士体制へ

の移行を行います。

⑬消防職団員教育訓練費

予算額 (R3)8，654千円 → (R4)16，705千円

事業概要:消防学校において、県内消防防災体制の充実・強化を図るため、消防職団員等に対し

各種教育訓練を実施し、知識・技術の習得を図ります。また、映像やデータなどデジ

タル教材を活用したより高度な座学や実技等の教育訓練を実施します。

⑬国民保護対策費

予算額:(R3)761千円 → (R4)1，239千円

事業概要有事への対応を迅速かっ的確に行うため、三重県国民保護計画の所要の見直しを行う

とともに、菌及び関係機関と連携した国民保護訓練を実施し、緊急対処事態等におけ

る対応力の強化を図ります。
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2 戦略企画部

|要求額{事業費ベース)

(単位:千円)

|主な害事業

①高等教育機関連携推進事業

予算額 (R3)22，756千円 → (R4)21，484千円

事業概要大学進学時における学びの選択肢を拡大し、若者の県内定着を図るため、具体的な大

学像を検討し、それをもとに県民や事業者等を対象としたアンケートを実施するとと

もに、県立大学設置に係る費用や木県にもたらす効果等を調査します。そのうえで、

県内各関係団体の代表者等で構成する検討会議において設置の可否についての議論

を進め、県としての方針を総合的に判断します。また、県内高等教育機関が新型コロ

ナウイルス感染症の拡大に伴う環境変化をふまえて行う県内入学者や県内就職者の

増加につながる取組に対し継続的な支援を行います。

②地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業

予算額 (R3)23，652千円 → (R4)21，376千円

事業概要:若者の県内定着を促進するため、 「過疎地域などの指定地域への居住Jや「県内での

居住および県内産業への就業」などを満たした場合、奨学金返還額の一部を助成しま

す。

③行動計甑遂行管理事業

予算額:(R3)3， 964千円 → (R4)16，024千円

事業概要:今後の県政運営の基本となる「強じんな美し国ビジョンみえ(仮称)J及び「みえ元

気プラン(仮称)Jを策定し、進行管理を行います。また、地方創生の取組の進捗状

況を把握し、的確な進行管理等を行います。

④計画推進諸費

予算額 (R3)6， 708千円 → (R4)7， 187千円

事業概要:県民の皆さんの意識を把握し、県政の運営に活用するため、広〈県民を対象としたア

ンケ ト調査を行います。

⑤未来につなぐ平和発信事業

予算額 (R3)7 8 5千円 → (R4)600千円

事業概要戦争の悲惨な記憶と教訓が風化することのないよう、未来を担う若い世代をはじめと

する多くの県民の皆さんに、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える機会づくりに取り

組みます。
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⑥広域連携推進費

予算額 :(R3)12，159千円 → (R4)11，054千円

事業概要.全国知事会等に参画し、地域課題や県境を越えて取り組むべき広域的課題解決に向!ナ、

他の自治体等と連携した取組を実施します。

⑦中部圏・近畿圏連携強化費

予算額 :(R3)2，891千円 → (R4)2， 900千円

事業概要中部圏・近畿圏の知事会等に参画し、地域課題や県境を越えて取り組むべき広域的課

題解決に向け、他の自治体等と連携した取組を実施します。

⑧県政情報発信事業

予算額 :(R3)108，805千円 → (R4)108，129千円

事業概要・県民の皆さんが利用しやすい方法でより確実に情報が入手できるよう、広報紙「県政

だよりみえj をさまざまな媒体でお届けします。また、併せて定期刊行物(フリー

ペーパー)等も活用し、県の情報を発信します。

⑨電波広報事業

予算額:(R3)59， 956千円 → (R4)59， 947千円

事業概要県政の震要課題に関する情報、防災なと、県民の安全安心に関する情報及び三重の食や

景観など県の魅力に関する情報をより多くの県民の皆さんに届けるため、テレビ=ラ

ジオの番組で発信じます。

⑩広聴広報アクシヨンプラン推進事業

予算額:(R3)14， 676千円 → (R4)12， 547千円

事業概要:三重崇が魅力的な地域として認知され、県外の方々に観光や移住先の候補地として選

定されるよう、テレビ、雑誌等のマスメディアに対する取材誘致や、ウェブメディア

を活用した情報発信を行います。また、さらなる県の認知度向上・イメージアップに

向けて、ソ…シャルメディアの活用や県プロモーションサイトの運営を行います。

⑪インタ ネット情報提供推進事業

予算額:(R3)29， 242千円 → (R4)29，482千円

事業概要.県民の皆さんが、県の情報を確実に入手できるよう、ウェブサイトや動闘を活用し、

効果的・効率的な情報提供を行います。

⑫広聴体制充実事業

予算額 (R3)13，505千円 → (R4)20， 169千円

事業概要:県民の皆さんの声を県政へ反映できるよう、 「県民の声相談」を実施するとともに、

「みえ出前トークJ I巴ーモニタ j等を活用した広聴活動を行います。また、県庁

を訪れる方への庁舎案内や県庁代表電話の案内業務を適切に行います。
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⑬報道等事業

予算額:(R3)8， 876千円 → (R4)13， 702千円

事業概要.県政情報を迅速かつ幅広く周知していくため、ニュ ス性のあるタイムリ な情報を

報道機関に提供し、マスメディアを活用した情報発信を積極的に行います。また、知

事定例記者会完における手話通訳を実施するとともに、会見内容のテキスト公開を行

うなど、より多くの方に情報が届くよう発信を行います。

⑬就業構造基本調査費

予算額・ (R3) 一千円→ (R4)44，629千円

事業概要因民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する慕礎資料

を得ることを目的として調査を実施します。

⑬統計情報編集費

予算額・(R3)822千円 → (R4)711千円

事業概要:県民の皆さんや自治体・企業・教青研究機関等が統計情報を利活用できるよう、統計

情報を編集し、県統計情報のインターネット上の総合窓口である fみえDataBo

XJや刊行物で提供します。

⑬情報公開・個人情報保護制度運営費

予算額・ (R3)4，628千円 → (R4)4， 634千円

事業概要 i清報公開・個人情報保護制度の適正な運用をするために、情報公開・個人情報保護審

査会や総合窓口を適切に運営します。
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3 総務部

i要求額(事業費ベース)

250， 694， 698 

|主な事業ペ ヘ ~I

①行政改革推進事業

予算額 (R3)2， 157千円吋 (R4)2， 157千円

事業概要・三重県行財政改革取組における各取組を進めるとともに、職員が「ライフJと「ワー

ク」をコントロールできるよう取り組みます。また、法令等を遵守しつつ、適正に業

務を執行するため、内部統制制度を運用します。

②人事管理事務費

予算額:(R3)40， 538千円 → (R4)81，475千円

事業概要: I三葉県磯員人づくり基本方針」に基づき、自ら考え、未来を切り開くための取紐に

も果敢に挑戦できる人材育成を進めます。また、コンブライアンスの推進に継続的に

取り組むことにより、職員のコンブライアンス意識の向上を図ります。

③文書管理事務費

予算額 (R3)24，678千円 → (R4)24， 277千円

事業概要.三重県公文書等管理条例!こ基づき、文書の引継ぎ、保存及び廃棄等、文書の適正管理

の徹底に取り組みます。また、公印の適正な管理、文書収発の円滑な処理並びに保存

文書の整理及び適正管理についての庖知や研修を実施します。

④職員健康管理運営費

予算額ー (R3)96，087千円 → (R4)97， 009千円

事業概要:健康診断等の健康管理事業や総合的なメンタルヘルス対策事業などを実施し、職員自

らがこころと体の健康づくりに取り組むことができるよう支援します。

⑤予算調整事務費

予算額 (R3)1， 232， 167千円 → (R4)201， 212千円

事業概要予算編成、提出議案の作成等を行うとともに、財務会計・予算編成支援システムの運

用を行います。また、企業会計への元利償還金相当額の繰出しを行います。

⑥電算管理費

予算額:(R3)500， 500千円 → (R4)723，911千円

事業概要目黒税事務を適正、迅速かつ効率的に行うための総合税システムの運用を行うとともに、

税制改正に対応するための必要な改修を行います。
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⑦滞納整理事務費

予算額 (尺 3)42，917千円 → (R4)44，801千円

事業概要.滞納件数の大部分を占める自動車税種別留iや高額滞納事案等について、累税事務所が

税収確保諜とも連携して積極的に滞納整現を行うとともにインターネット公売も活

用することで、収入未済額を縮減し税収の確保を図ります。また、預貯金調査の電子

化を活用し、滞納処分の早期着手を図り、収入未済額を縮減します。

⑧察庁舎等維持修繕費

予算額:(R 3) 1， 01 6， 1 77千円 → (R4)1， 248， 597千円

事業概要.庁舎や職員公舎等の計画的な維持修繕を行います。
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4 医療保健部

型空塑a事業費ベース) 人

135，018，653 136，738，693 

竺空空整. 三 三 ~三 -ー ソ : 三三 I 
①防疫対策事業

予算額:(R3)39， 566，496千円 → (R4)40， 010， 628千門

事業概要:新型コロナウイルス感染症患者等にかかる病床の確保や臨持応急処置施設、宿泊療養

施設の運営に取り組むとともに、自宅療養者へのフォローアップ等にも対応していき

ます。また、検査需要に対応できるよう、医療機関、民間検査機関などさまざまな関

係機関と連携・協力し、検査体制を確保するとともに、新型コロナウイルスワクチン

の追加接種(3回日接種)について、今後の状況を見据えつつ、市町と連携し円滑に

進めていきます。

さらに、発生すると社会的に影響の大きい感染症の発生に備え、引き続き、感染症指

定医療機関の運営への支援など連携体制lの充実を図ります。

②災害医療体制強化推進事業

予算額 (R3)10， 456千円 → (R4)38，301千円

事業概要 災害時においても全ての病続で病院機能が維持され、必要な医療が提供できるよう、

研修会の開催により BCPの考え方に基づく病院災害対応マニュアルの整備促進と

定着化を図るとともに、災害医療コ…ディネ ター研修や災害看護研修等を実施する

ことにより、災害医療に精通した人材の育成を進めます。また、北勢地域に広域搬送

拠点臨時医療施設 (8C U)の整備を行い、大規模災害時の医療体制を強化します。

また、 DHEATの体制強化のため、専門研修へ参加するとともに、研修会を開催し

ます。

③三次救急医療体制強化推進事業

予算額・ (R3)479，079千円 → (R4)482， 184千円

事業概要:重篤な救急患者の医療を確保するため、救命救急セン告ーの運営、ドクターへリの運

航に必要な経費を支援します。また、高度救命救急センタ の整備に向けて検討しま

す。

④小児 E 周産期医療体制強化推進事業

予算額・ (R3)356，367千円 → (R4)316，164千門

事業概要:周産期母子医療センターや小児医療機関の運営および設備整備を支援するとともに、

周産期死亡率のさらなる改善に向け、属産期医療に係るネットワーク体制jの構築や多

職種連携のための研修会等を開催し、安心して産み育てることができる環境づくりを

推進します。

17 



⑤医療審議会費

予算豊富: (R3)5， 760千円 → (R4)5，709千円

事業概要:地域医療構想の達成に向けて、県内8地域に設置する地域医療構想調整会議において

各医療機関の令和7年に向けた具体的対応方針に係る協議を行います。また、三重県

地域医療介護総合確保懇話会を開催し、地域医療介護総合確保基金に係る令和4年度

県計画を策定します。

⑥病床機能分化推進基盤整備事業

予算額 (R3)213，264千円 → (R4)1 34，801千円

事業概要.地域医療構想の達成に向け、地域で不足する医療機能への転換や病床規模の適正化に

必要となる施設の整備を支援し、病床の機能分化・連携を促進します。

⑦医師確保対策事業

予算額 (R3)589，949千円 → (R4)559，868千円

事業概要・医師の不足・偏在の解消を図るため、医師修学資金貸与制度の運用、臨床研修医の定

着支援、若手医舗の定着につながる指導医の確保・育成等に取り紐むとともに、 「女

性が働きやすい医療機関J認証制度等により医療機関の勤務環境改善の促進を図りま

す。

③医師等キャリア形成支援事業

予算額 (R3)59，059千円 → (R4)59，034千円

事業概要: i三重県医釘確保計画Jに基づき、医師の偏在解消を図るため、三票燥地域医療支援

セン骨ーにおいて、地域枠医師および医師修学資金貸与者等に対するキャリア支援や

医師不足地域への医師派遣調整に取り組みます。

⑨ナースセンタ一事業

予算額 (R3)39， 789千円 → (R4)39， 790千円

事業概要・未就業の看護師等に対して、無料就業斡旋等による再就業支援を行うとともに、看護

の魅力の発信を通じて、医療機関等の看護織員不足の解消を図ります。また、免許保

持者の届出制度に基づき把握した情報をもとに、再就業に向けた取総を進めます。

⑩看護職員確保対策事業

予算額:(R3)1 64， 203千円 → (R4)1 65， 989千円

事業概要・病院内保育所に対する運営支援を行うとともに、医療勤務環境改善支援センターにお

ける医療機関への助言・支援等の取組を通じて、医療従事者の離職防止、復織支援を

図ります。また、訪問看護等在宅医療を担う看護職員の育成や、感染管理認定看護師

の養成に取り総みます。

⑪脳卒中等循環器疾患対策事業

予算額:(R3)2， 503千円 → (R4)3，217千円

事業概要・令和3年度に策定する「三重県循環器病対策推進計画(仮称)Jに基づき、循環器病

の予防や正しい知識の普及啓発に取り組むなど、循環器病対策を総合的かつ計画的に

推進します。
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⑫がん予防・早期発見事業

予算額:(R3)14， 386千円 → (R4)8， 558千円

事業概要:がん検診および精密検査の受診率向上のため、がん検診精度管理調査における結果の

情報共有等を行うとともに、各種がん検診において受診勧奨等に取り組む市町に対す

る支援を行います。また、がんに対する県民の理解を深めるため、企業、関係機関・

団体等と連携し、がん検診やがんに隣する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、

小・中 高等学校の児童生徒を対象としたがん教育を支援します。

⑬がん患者支援事業

予算額:(R3)42， 013千円 → (R4)41，761千円

事業概要がん診療連携拠点病院等におけるがん相談支援セン亨ーの運営や、緩和ケアに関する

知識・技能を持った医療従事者等を養成するための研修等の事業実施を支援します。

また、三重県がん相談支援センタ一等の相談窓口を局知するとともに、がん患者とそ

の家族等のための相談を実施します。さらに、がん患者が治療と仕事を荷立できるよ

う、就労等の社会生活への支援や、企業への訪問、説明会の開催等を通じて、がんに

関する正しい知識の普及啓発を進め、治療と仕事が両立できる環境の整備に取り組み

ます。

⑬結核・感染症発生動向調査事業

予算額・ (R3)15， 543千円 → (R4)15， 104千円

事業概要:感染症の予防や感染拡大防止については、その知識の普及啓発や流行状況に応じた惰

報発信が必要であることから、感染予防に関する研修会の開催や感染症発生動向調査

システム等を活周した情報発信等に取り組みます。

⑬エイズ等対策費

予算額:(R3)12， 893千円 → (R4)14，572千円

事業概要・エイズや肝炎等の無料検査の実施、正しい知識の普及啓発、相談 a 指導体制の充実等

により、感染拡大防止を図ります。また、肝炎ウイルス検査陽性者等のフォローアッ

プ事業や検査費用の助成を行い、重症化予防を図ります。

⑬結核対策事業

予算額:(只 3)8，258千円 → (R4)8，251千円

事業概要.結核の早期発見につなげるため啓発活動と健康診断の助成制度を継続ι、患者が治療

を完遂出来るよう訪問指導等でD0 T S C直接服薬確認療法)を実施します。また、

結核医療に従事する医師や医療従事者の確保を図るため、人材育成や研修に取り組み

ます。

⑪国民健康保険事業特別会計繰出金

予算額 (R3)9， 990， 687千円 → (R4)9， 894， 300千円

事業概要国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険運営事業に必要な経費について、

国民健康保険法等で定め白れた額を県鹿民健康保険事業特別会計に繰り入れたうえ

で市町等へ交付します。
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⑬子ども医療費補助金

予算額 :(R3)2，153， 551千円吋 (R4)2， 047， 457千円

事業概要:子どもが必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費助成

事業に要する経費について補助を行います。

⑬一人親家庭等医療費補助金

予算額 (R3)411，149千円 → (R4)402， 886千円

事業概要:一人親家庭等が必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療

費助成事業に要する経費について補助を行います。

⑫障がい者医療費補助金

予算額:(R3)2， 242， 974千円 → (R4)2， 211， 795千円

事業概要・障がい者が必要な医療を安心して受けることができるよヨ、市町が実施する医療費助

成事業に要する経費について補助を行います。

@介護保険サービス事業者冒施設指定事業

予算額 :(R3)83，012千円 → (R4)1 60，076千円

事業概要 介護保険法に基づき、介護保険サービス事業者の指定(許可)を行います。また、新

型コロナウイルス感染症が発生した介護保険事業所・施設等に対し、介護報酬の対象

とならないかかり増し経費の支援等を行います。

@介護サービス施設・設備整備等推進事業

予算額 :(R3)741，444千円 → (R4)1， 178， 156千円

事業概要:高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスが受けられるよう、地域医療介護総合確保

基金を活用し、地域密着型サービスの整備や療養病床から介護医療続への円滑な転換

等を支援します。

また、介護施設等における防災・減災対策を推進するために、高齢者施設等の非常用

自家発電設備等の整備に必要な経費等を支援します。

新型コロナウイルスの感染防止対策についても介護施設等へ配布する衛生用品等の

購入や備蓄を進めるとともに、介護施設等における多床室の個室化や生活空間の区分

けや簡易陰圧装置の設置等の支援を行います。

⑫介護サービス基盤整備補助金

予算額 (R3)337，665千円 → (R4)396，418千円

事業概要・施設サービスを必要とする高齢者が、できるだけ円滑に入所できるよう、特別養護老

人ホーム等の整備を支援します。

⑫介護支援専門員資質向上事業

予算額:(R3)30， 167千円 → (R4)27，777千円

事業概要.高齢者が要介護伏態となっても、できる限り住み慣れた地域で自立した白常生活を営

むことができるよう、その中核を担う介護支援専門員の資質向上の研修と資格管理を

行います。
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⑮福祉人材センタ 運営事業

予算額‘ (R3)44，114千円 → (R4)44， 123千円

事業概要:福祉人材センターに福祉・介護職場に係る求人 求職情報を集約し、無料職業紹介や

福祉職場説明会の実施に取り組むとともに、法人向け研修会の実施や介護助手の導入

支援など、福祉・介護職場での就労を希望する人や事業者への支援を行います。また、

介護職員の悩み相談窓口を設置し、離職防止を図ります。

⑮福祉・介護人材確保対策事業

予算額 :(R3)104，375千円 → (R4)124，314千円

事業概要 若者や離職者等に対する介護職員初任者研修の実施と就労支援、学生等に対する福祉

-介護の魅力発信や介護フェアの凋催、小規模事業所等に対する人材確保と定着のた

めの支援、潜在的有資格者の介護職場への再就業促進、働きやすい介護職場の応援制

度の運用や、介護未経験者のための入門的研修の実施に取り組みます。

⑫外国人介護人材確保対策事業

予算額 (R3)20， 503千円 → (R4)38， 247千円

事業概要，外国人技能実習生等を対象とした介護技術の向上を図るための集合研修を行います。

また、外国人留学生の就労先の介護施設等が実施する奨学金制度を支援します。

⑮三重県介護従事者確保事業費補助金

予算額 :(R3)145，633千円 → (R4)447， 161千円

事業概要:地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者確保のため、 「参入促進j、 「資質

向上」、 「労働環境目処遇の改善Jに取り組む市町や介護関係団体等を支援します。

また、介護施設等が行う介護ロボットや ICTの導入等を支援します。

⑫認知症地域生活安心サポート事業

予算額:(R3)16， 165千円 → (R4)15，249千円

事業概要:認知症サボータ の養成を行うとともに、その活動の促進に向け、サポ一世ーを組織

化して認知疲の人や家族への支援につなげる仕組み(チ ムオレンジ)の構築に取り

組む市町を支援します。また、市町における成年後見制度に係る中核機関の設置の取

組を促進するため、アドバイザーの派遣、研修会 報告会の開催に取り組みます。

⑩認知症ケア医療介護連携事業

予算額 (R3)41，909千円 → (R4)58， 749千円

事業概要・認知症の早期からの適切な診断や対応ができるよう、認知症疾患医療センヲーの更新、

診断後支援等の強化、認知症サポート医の養成等を行います。また、三重大学医学部

附属病院が行う rI Tスクリ ニング」や、レセプトデ タの調査・分析の取組等を

支援しますロ
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@在宅医療体制整備推進事業

予算額・ (R3)23，572千円 → (R4)24，117千円

事業概要.地域における在宅医療体制の構築に向け、在宅医療 介護連携アドバイザーの派遣、

住民への普及啓発、人材育成等の事業に取り紐みます。また、在宅医療・介護連携の

推進にかかる研修等を行うとともに、訪問看護ステーションの運営の安定化・効率化

を図るための相談窓口の設置、アドバイザーの派遣等に取り組みます。

⑨三重とこわか健康推進事業

予算額 (R3)32， 505千円 → (R4)26， 230千円

事業概要:新しい生活様式に対応した健康づくりの取組を進めるため、県民が主体約かつ継続的

に健康づくりに取り組めるよう、デジタルを活用した「三重とこわか健康マイレージ

事業」の実施に向けて市町を支援するとともに、 「三重とこわか健康経営カンパ二一」

の認定や表彰、取組事例の水平展開等を通じて、企業における主体的な健康経営の推

進を促進します。

⑬三重の健康づくり推進事業

予算額・ (R3)22，837千円 → (R4)20， 428千円

事業概要:受動喫煙の防止や生活習慣病の予防、食育活動の取組が各地域で促進されるよう関係

機関と連携を図り、地域に応じた健康づくりを推進します。

また、 「三重の健康づくり基本計画j の最終評価および次期計額策定の基礎資料を得

るため、県民の健康づくりに関する意識調査を実施します。

⑪国民健康・栄養調査費

予算綴 (R3)8，480千円 → (R4)10， 264千円

事業概要 県民の健康増進を図る「三重の健康づくり基本計商jの最終評価及び次期計画策定の

基礎資料を得るため、県民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣状況に関する調査を

実施します。

⑧歯科保健推進事業

予算額 (R3)93， 994千円 → (R4)94， 147千円

事業概要: rみえ歯と口腔の健康づくり条例」をふまえ、各地域の在宅口腔ケアや歯科治療の充

実、介護予防、医科歯科連携に取り組むため、地域口腔ケアステーションの機能充実

を図るとともに、歯科口腔保健に関する啓発やフッ化物洗口の実施施設数の拡大に向

けて、市町、関係機関・団体等と連携して取り組みます。

また、 「みえ歯と口腔の健康づくり基本計画」などの最終評価および次期計画策定の

基礎資料を得るため、歯科疾患実態調査を実施します。

⑮薬事審査指導費

予算額:(R3)1 7，493千円 → (R4)16，425千円

事業概要.医薬品等の品質、有効性および安全性を確保するための歎視等を行うとともに、察民

に対して医薬品等の正しい知識を提供し、適正使用の推進に取り組みます。
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⑨薬事経済調査費

予算額:(R 3) 1 5， 91 6千円 → (R4)5，597千円

事業概要:医薬品、医療機器等の安定供給と、適切な価格設定等に貢献するため、薬価調査、医

薬品需給状況調査を実施するとともに、医薬品製造業等の許認可事務を通じて、医薬

品等の品質確保をすすめます。また、後発医薬品の品質確保や適正使用の推進に取り

組みます。

⑮薬物乱用防止対策事業

予算額・ (R3)8，843千円 → (R4)9， 390千円

事業概要 警察本部等の関係機関と連携し、若年層を対象とした薬物乱用防止教室等による啓発

活動、違法薬物等の取締りや薬物依存症者等に対する回復支援を中心とした再乱用妨

止に取り組みます。

⑩薬局機能強化事業

予算額:(R3)7， 500千円 → (R4)8，146千円

事業概要・ 「かかりつけ薬剤師・薬局」を推進するため、在宅医療への参簡や多職種との連携等

に取り組む薬剤師 薬局を支援します。また、復職・転職の支援や、中・高校生への

啓発等の薬剤師への魅力を高める取組により、薬剤師の確保を図ります。

⑩血液事業推進費

予算額 (R3)2，439千円 → (R4)2，424千円

事業概要:将来的に安定して血液を供給するためには、若年層の協力が必要不可欠であることか

ら、高等学校における献血セミナーの開催や高校生、大学生等の献血ボランティアと

の連携を推進するとともに、献血セミナーの受講者等が実際に献血者に結び付く取組

の充実を図ります。また、医療機演における血液製剤使用の適正化を図ります。

@骨髄パンク事業

予算額 (R3)1， 138千円 → (R4)1， 109千円

事業概要:骨髄提供希望者(ドナ )登録を推進するボランティア団体や三重県赤十字血液セン

タ一、市町等の関係機関と連携を図りながら、若年層を中心とした骨髄パンクに関す

る正しい知識の普及啓発やドナーの確保に取り組むとともに、 「三重漂骨髄等移植ド

ナー効成事業補助金」により、 ドナー助成を実施する市町を支援します。

⑫食の安全総合監視指導事業

予算額 (R3)93，534千円 → (R4)98，821千円

事業概要:食の安全，安心を確保するため、 「三重県食品監視指導計画JIこ基づき、食品関係施

設の監視指導や食品中の残留農薬-微生物等の検査、食品表示の適正化等に取り組み

ます。また、関係団体と連携し、食品事業者の HACCPに沿った衛生管理の取組を

支援するとともに、営業許可制度の見直しに係る法改正について、食品事業者が適切

に対応できるよう助言、指導を行います。
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⑬生活衛生関係営業指導費

予算額・ (R3)28，278千円 → (R4)31，410千円

事業概要:生活衛生営業施設等の監視指導や講習会等を行います。また、三重県生活衛生営業指

導センターと連携し、生活衛生営業施設等における自主的な衛生管理の推進を図りま

す。

⑩動物愛護管理推進事業

予算額ー (R3)128，992千円 → (R4)122，631千円

事業概要・動物愛護推進セン安一「あすまいる」を動物愛護管理の拠点、として、 「第3次三重県

動物愛護管理推進計画j に基づき、関係団体等と連携した動物愛護週間行事等の普及

啓発活動に取り組むとともに、クラウドファンディングを活用した餌い主のいない猫

の不妊・去勢手術や子猫の育成、犬・猫の譲渡等の殺処分数ゼロに向けた取組等を推

進します。

⑩地域自殺対策緊急強化事業

予算額:(R3)76， 978千円 → (R4)81，642千円

事業概要:自殺対策を推進するため、こころの健康問題に対する正しい知識の普及や人材育成に

取り組むとともに、関係機関・団体と連携し、各課題の解決に向けた取組を行います。

また、インターネット検索連動型広告を活用した棺談窓口の案内を実施するとともに、

若者を重点的な対象として、 SNSを活用した相談体制の整備など効果的な自殺対策

に取り組みます。さらに、令和4年度末までが計翻期間である「三重県自殺対策行動

計酒」について、次期計画を策定します。

⑩こころの健康センタ一指導事業

予算額:(R3)4， 455千円 → (R4)14， 195千円

事業概要 ひきこもり地域支援センターにおいて、本人や家族への専門相談や家族教室を開催す

るとともに、ひきこもりに対する支援や介入の必要性の判断が困難で、より高い専門

性が求められる事例に対応するため、医療的な支援を中心とした多職種の連携による

訪問支援等を実施します。

@精神障がい者保健福祉相談指導事業

予算額:(R3)34， 459千円 → (R4)33，006千円

事業概要:アウトリーチ事業、ピアサポーターを活用した取組および地域住民への磐発により、

精神科病院入院患者の退院後の支援体制づくりを進めます。また、令和3年度内に策

定予定の「三重県アルコール健康障害対策推進計画(第2期)Jおよび「三重県ギャ

ンブ)1..-等依存症対策推進計画(仮称)Jに基づき、依存症対策を推進します。

⑩みえライフイノベーション総合特区促進プロジェクト事業

予算額:(R3)12， 308千円 → (R4)16， 099千円

事業概要・医療-福祉機器の製品開発・市場開拓に関心を持つ企業等が、開発からマーケテイン

グに向けた企業力を向上させられるよう、セミナーや研究会の開催、専門家による支

援、開発の取組に対する補助金交付を実施するとともに、展示会への出展等を通じて

医療機器メーカ一等との商談機会を提供していきます。
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5 子ども・福祉部

|妥ti額1事業費ベース♂ ι I 

44， 244， 287 

i主な事業マ ヘ ¥ 日勺三-ご L へ三川三三日三 .1
①重層的支援体制整備事業交付金

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)162，900千円

事業概要:地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を構築するため、 「重層的支援体制整備事業Jに取り絡む市町に対

して、交付金を交付します。

②相談支援包括化推進員等養成事業

予算額 :(R3)4，001千円 → (R4)4，001千円

事業概要.市町が包括的な支援体制を整備するために必要な人員を確保できるよう、複合的な課

題を抱える相談者等の把握や適切な相談支援機関等との連絡調整、相談支援機関に対

する指導・援助等を行う相談支援包括化推進員等の人材養成を行います。

③社会福祉法人等指導監査費

予算額 :(R3)1，079千円 → (R4)1，323千円

事業概要:社会福祉法人の適正な運営や社会福祉施設等による適切なサービス提供の確保に向け

て、法人や施設等に対して、指導監査や実地指導等を行います。

④災害援護事業

予算額:(R3)8， 403千円 → (R4)9，384千円

事業概要:災害時における避難所等での要配慮者支援を行うため、 「三重県災害派遣福祉チーム

(三重県DWAT) Jの体制強化や県外からの介護職員等の受援体制の整備に取り組

むとともに、災害時にあっても継続したサ ビス提供が可能となるよう、社会福祉施

設等の事業継続計商 (8C P)の策定を支援します。

⑤民生委員一斉改選事務費

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)5，254千円

事業概要 :3年に 1度の民生委員・児童委員の一斉改選に伴い、市町の委員推薦等に係る経費へ

の補助や新任委員への研修等を行います。
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⑤ひきこもり対策推進事業

予算額:(R3)7， 573千円 → (R4)13，908千円

事業概要:市町における相談支援機能の強化に向けて、市町のひきこもり支援担当者等が地域別

に集まり、事例検討等を行う機会を提供するとともに、ひきこもり当事者が社会参加

の最初のステップにつながるための「居場所jづくりに関する検討を行います。また、

ひきこもり支援に関する社会全体の機運醸成を図るため、フォーラムの開催や支援ハ

ンドブ、ツクの作成等、積極的な情報発信や普及啓発に取り組みます。

⑦生活困窮者自立支援事業

予算額・ (R3)60，516千円 → (R4)44， 547千円

事業概要:新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により増加した生活困窮者からの相談へ

の対応について、三重県生活相談支援センターにおいて、関係機関と連携して引き続

き丁寧な相談支援を行います。また、ひきこもり等、社会的孤立状態にある方に対し

て、アウトリーチ手法(訪問支援)等を用いた支援に取り組むとともに、福祉事務所

設置自治体の支援員等の資質向上に向けて、研修や取組事例の情報提供等を実施し、

県全体における生活困窮者支援の取組の充実・強化につなげます。

⑧生活保護扶助費

予算額:(R3)2， 000， 638千円 → (R4)2， 023， 498千円

事業概要生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保樟するため、生活保

護法に基づいて必要な扶助費を給付するとともに、被保護者の状況に応じ、就労、健

康、生活面等の自立に向けた支援を行います。

⑨ユニバーサルデザインのまちづくり推進事業

予算額:(R3)2， 238千円 → (R4)2.， 450千円

事業概要ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例及び条例に基づく第4次ユニバ サルデ

ザインのまちづくり推進計画 (2019-2022)に沿って、ヘルプマークの普及啓発や UD

に配慮された施設整備が進むよう「県有施設のための UDガイドライン」の周知等に

取り組みます。そして、これまで取り組んできた成果を踏まえて、次期(計箇期間:

令和 5 (2023)年度~令和8 (2026)年度)計画の策定に取り組みます。

⑩地域公共交通バリア解消促進事業

予算額:(R3)29， 706千円 → (R 4)45， 740千円

事業概要喜 公共交通機関を利用する際に、誰もが安全で自由に移動できるよう、鉄道事業者が

行う駅舎のバリアフリー化(段差解消、内方線整備等)やタクシ一事業者等による UD

タクシー・福祉タクシーへの導入支援を行います。

⑪戦没者慰霊事業

予算額:(R3)2， 240千円 → (R4)2， 242千円

事業概要 戦没者等の冥福を祈り、平和の誓いを新たにする機会として三霊祭戦没者追悼式を

開催するとともに、沖縄「三重の塔Jにおける慰霊式を開催するなど、戦争の悲惨さ

と平和の尊さを次の世代に伝える取組を実施します。
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⑫医療的ケアが必要な障がい児 E 者の受け服整備事業

予算額 (R3)2， 880千円 → (R4)19，751千円

事業概要: r医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、新たに医療的ケ

ア児支援センターを指定し、医療的ケア児・者や保護者等からの相談に応じ、情報提

供や助言を行います。また、地域の関係機関からの専門性の高い相談に対して、多職

種からなるスーパーバイズチームにより助言等を行います。さらに、医療的ケア児

者コ ディネータ 養成研修をはじめ、障害福祉サービス事業者、保斉所、学校等の

看護師等への研修を実施し、人材の育成を図ります。

⑬障がい者の地域移行受け皿整備事業

予算額 (R3)569， 762千円 → (R4)250， 016千円

事業概要・揮がい児・者の地域生活を支援するため、重度心身障害児者の日中活動の場の地域

の中核となる施設や、重度・高齢の障がい者に対応できるグル プホームなどを整備

し、障がい者の施設等からの地域移行の促進に取り組みます。

⑭揮がい者就労支援事業

予算額 :(R3)17，769千円 → (R4)17，439千円

事業概要:工賃向上に向けて、福祉事業所に対する研修会の開催やコンサルタントの派遣を行う

とともに、共伺受注窓口への運営支援等を行います。

⑮障がい者権利擁護推進事業

予算額:(R3)5， 486千円 → (R4)5， 336千円

事業概要障がい者の権利擁護を推進するため、障がい者差別に関する相談への適切な対応に努

め、相談事例や合理的配慮の好事例等について情報共有や検証を行うとともに、セミ

ナ の開催などにより差別解消に向けた啓発活動に取り組みます。また、研修会の実

施や専門家チームの活用により、障がい者の虐待防止や対応力の向上を図ります。

⑬障がい者スポーツ推進事業

予算額 (R3)99， 744千円 → (R4)56， 378千円

事業概要・障がい者スポーツの裾野拡大及び共生社会の実現をめざし、 「三重県障がい者スポ

ーツ支援センター(仮称)Jを設置し、合同練習の実施やフォーラムの開催、相談窓口

を調設しコンシェルジュを設置するなど、障がい者スポーツを「する」機会や「みる」

機会の創出、 「支える」体制の拡充にかかる取組を総合的に推進します。
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⑪児童虐待法的対応推進事業

予算額田 (R3)122，913千円 → (R4)188，652千円

事業概要:A I技術を活用した児童虐待対応支援システムにより、一時保護等にかかる意思決定

の迅速化を図り、児童の安全を確保するとともに、児童相談所に外国人支援員を配置

し、定期的な家庭訪問を行うなど、外障につながる子どもの虐待防止等!こ努めます。

また、児童桔談所において SNSを活用した全国一元的な相談支援が調始されるた

め、その対応に向けた体制整備等を行います。さらに、ヤングケアラーを適切な支援

につなげるため、実態調査を実施するとともに、要保護児童対策地域協議会の構成機

関職員に対する研修を行います。加えて、ヤングケアラーーコーディネーターを配置

し、適切な福祉サービス等につなぎます。

⑬家庭的養護推進事業

予算額:(R3)76， 945千円 → (R4)86， 578千円

事業概要:三重県社会的養育推進計画lこ基づき、塁親・ファミ 1)ーホームへの委託を推進します。

なお、塁親委託の推進にあたっては、里親の普及啓発や研修、塁親養育への支援など

里親業務を包括的に実施するフオスタリング機関の整備を推進します。

⑬家族再生・自立支援事業

予算額 (R3)11， 745千円 → (R4)26，039千円

事業概要:児童養護施設等を退所した児童が円滑な自立を実現するため、就職支度費や大学進学

等自立生活支度費を支給するとともに、自立支援資金の貸付事業や、措置解除後も必

婆な支援を行う社会的養護自立支援事業を実施します。施設等で生活する児童に対し

て、退所前及び迭所後の支援を行うため、自立支援コ ディネータ を配置し、自立

支援計冨に基づき支援状況を確認、見直します。さらに、生活相談支援担当職員を配

置し、退所を控えた児童や退所児童等についても生活上の相談に応じ、就職活動など

の支援を行います。

⑫子どもの育ちの推進事業

予算額:(R3)1 8， 646千円 → (R4)13，132千円

事業概要 fみえ次世代育成応援ネットワーク」参加企業 団体をはじめとするさまざまな主体

と連携し、地域社会において子どもの豊かな育ちを支えるための仕組みを構築しま

す。さらに、子どもの声を直接受け止め、子ども自身が解決に向かうよう支える相談

電話「こどもほっとダイヤルJを実施します。

@男性の育児参箇普及啓発事業

予算額:(R3)4， 046千円 → (R4)3，493千円

事業概要・男性が育児休業を取りやすい環境づくりを進めるため、企業を対象としたオンライ

ンセミナーを実施するとともに、育児に取り組む男性の表彰.，情報発信を行います。

また、男性の育児参画の促進!こ向けて、ノウハウ習得やパ トナーとのコミュニケー

ジョンの充実に向けた気運醸成を行うとともに、これから親になる世代を対象とした

ワークショップ等を開催し、普及啓発に取り組みます。
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⑫親の学び応援事業

予算額 (R3)3， 736千円 → (R4)3， 694千円

事業概要家庭を取り巻く環境の変化を捉え、コロナ後を見据えて、これからの家庭教育のあり

方を検討します。また、引き続き市IBTや調係団体等と連携し、保護者同士のつながり

を作るためのワークショップを開催するとともに、保護者が子青てについてヒントを

得ることができるWeb講座の充実を図ります。

⑮みえの出逢い支援事業

予算額 (R3)8，659千円 → (R4)8，492千円

事業概要・みえ出逢いサポートセン告ーを中心に、結婚を望む人のニーズに応じたきめ級かな

情報提供や棺談対応を行うとともに、市町や出会い応援団体による出会いに関するイ

ベント等の開催を支援します。また、結婚支援に取り組む市町と連携し、地域におけ

る広域的な出会いの機会の創出を図るとともに、結婚や子育でに適した地域の魅力を

発信し、これから結婚する方に選ばれる三重県づくりに取り組みます。

⑫不妊相談・治療支援事業

予算額:(只 3)713，594千円 → (R4)495，291千円

事業概要不妊や不育症に関する悩み等に対応するため、 「不妊専門相談センター」において相

談や治療に関する情報提供を行います。また、不妊ピアサポーターを活用して、身近

な地域での当事者同士の交流会を開催します。不妊治療と仕事の両立に向けて、企業

に対し、不妊治療への理解を深めるためのセミナーを開催するとともに、専門的な知

識を持つアドバイザーを派遣して体制整備を図り、仕事をしながら不妊治療が受けや

すい環境づくりを推進します。不妊治療や不育症治療に係る経済的支援について、保

険適用へ向けた国の動向を注視しながら、必要な支援を行います。

⑮出産・育児まるっとサポートみえ推進事業

予算額・ (R3)12， 157千円 → (R4)21，558千円

事業概要:各市町において妊娠・出産から育児に至るまでの問、切れ目なく母子保健サービスが

提供されるよう、母子保健コーディネーターを養成するとともに、関係機関の連携を

強化して支援体制の充実に取り組みます。また、 「子育て世代包括支援センターjの

運営機能の充実や各市町の実情に応じた母子保健体制lの構築に向けた支援を行いま

す。新型コロナウイルス感染症等に対して不安を抱える妊産婦等が気軽に相談できる

よう、電話及びSNSを活用した相談窓口を設置するとともに、妊娠・出産且子育て

期にわたり適切な技術と知識を身につけられるよう、専門職の賞修による応援サイト

を整備します。
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⑧保育対策総合支援事業

予算額 (R3)142，232千円 → (R4)438，419千円

事業概要保育士を確保するため、保育所において保育業務の負担軽減を図りつつ、現場で保育

士を宵成する取組を支援するとともに、保育士を呂指す学生や現役保育土への調査を

行い、保育土や保育所の魅力発信に取り組みます。また、保育土・保育所支援センタ

ーにおいて、新任保育士の離職妨止、潜在保育士の就労支援、保育土を目指す学生や

保育補助者の震上げを行う保育所への貸付などを行います。さらに、保管土の負担軽

減、保育所の環境改善、医療的ケア児の受入などに取り組む保育所への支援を行いま

す。

⑫放課後児童対策事業費補助金

予算額 :(R3)1，241， 030千円 → (R4)1， 394， 843千円

事業概要保護者が昼間家庭にいない小学生の適切な遊びゃ生活の場を確保し、その健全な育成

を図るため、放課後児童クラブの運営や育成支援体制の強化、施設整備等に対して補

助を行います。また、ひとり殺家庭の負担軽減のため、放課後児童クラブの利用料lこ

対する補助を行います。

⑫放課後子ども教室推進事業

予算額 (R3)38， 094千円 → (R4)37， 892千円

事業概要:子どもたちが安全・安心に放課後を過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域住

民等の参画を得て、学習や体験・交流活動等を行う放課後子ども教室を設霊する市町

に対して、運営費等を補助します。

⑮私立幼稚園等振興補助金

予算額 (R3)1， 158， 898千円 → (R4)1， 130，853千門

事業概要:私立幼稚園や認定こども園を設置・経営する学校法人が、特色ある個性豊かな幼児教

育を安定して行えるよう、運営に係る経費を補助します。また、幼稚園教諭の処遇改

善に取り組む学校法人に対して、補助を行います。

⑧子どもの貧困対策推進事業

予算額 (R3)1 6，078千円 → (R4)23， 284千円

事業概要:身近な地域での支援体制を強化し、貧困の連鎖を解消するため、子ども食堂等の居場

所の継続運営に必要な支援を行うとともに、子どもの居場所を拠点とした学習支援や

体験機会の充実などの取組を支援します。また、市町、関係盟休等で構成する子ども

の貧困対策推進会議を環催し、貧困対策の好事例の収集や情報共有することで、対策

に関する気運醸成等を行います。
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@ひとり親家庭自立支援事業

予算額 :(R3)53， 116千円 → (只 4)65，151千円

事業概要.ひとり親家庭の母又は父が、安定した雇用と収入を確保できるよう、就職に有利な資

格を取得するための給付金の給付等の就業支援を行うとともに、安心して子育てがで

きるよう、家庭支援員の派遣による日常生活支援やひとり親家庭の子どもの学習支援

を行う市町への支援を行います。また、効果的な情報発信に取り組みます。

⑨医療支援事業

予算額 (R3)22， 587千円 → (R4)31，607千円

事業概要身近な地域における途切れのない発達支援体制の構築に向けて、市町の総合支援窓口

との連携を強化するとともに、市町職員を子ども心身発達医療センターで受け入れ、

専門的な人材を育成します。また、発達樟がい児の早期診断・早期支援のため、地域

の医療機関への実践研修等の技術的支援を行うとともに、市町、療育機関等とのネッ

トワークの構築を進めます。

⑬DV対策基本計画推進事業

予算額:(R3)29， 665千円 → (R4)35， 172千円

事業概要・多様な相談に対応する体制の充実を図るため、 SNS等を活用した相談窓口の整備や

相談員等の対応力強化に向けた研修等を実施します。また、児童相談所との連携を強

化し、 DV被害者と同伴する子どもへの支援の充実を図るため、 「児叢虐待防止対応

コーディネータ-Jを女性相談所に配覆します。
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6 環境生活部

|要求額(箱事業愛ベ一ス幻 ι 弓Iで-全三I三I

20， 869， 070 

|主1Il言語 一一一→ぐ-一一….万
(1)環境生活部

①安全安心まちづくり事業

予算額 :(R3)728千円 → (R4)723千円

事業概要: ，安全で安心な三重のまちづくりアクシヨンプログラム・第2弾Jに基づき、市町

との連携強化を図るとともに、県民の皆さんや事業者等さまざまな主体と協創しな

がら、犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり実現に向けた取組を進めます。

②犯罪被害者等支援事業

予算額 (R3)8，591千円 → (R4l7， 276千円

事業概要 「三重県犯罪被害者等支援推進計商」に基づき、犯罪被害者等に寄り添った各種支

援施策を推進するとともに、関係機関・団体が相互に連携する総合的な支援体制を

整備します。また、犯罪被害者等が二次被害を受けることがないよう、県民の皆さ

んの理解促進を図ります。

③性犯罪・性暴力被害者支援事業

予算額:(R3)1 2，029千円 → (R4)22，597千円

事業概要 「みえ性暴力被害者支援センター よりこJにおいて、相談件数の急増等に対応す

るため相談体制の強化を図るほか、引き続き電話相談、 SNS相談、付き添い支援

等に取り組むとともに、関係機関等と連携しながら被害者の心身の負担軽減と早期

回復を図ります。また、認知度向上のための広報啓発を行います。

④孤独・孤立な立場!こある子どもの性被害対応強化事業

予算額:(R 3) 千円 → (R4)5， 303千円

事業概要・「学校における性被害jに関する課題把握・論点整理等を行い、抽出した課題・論点

を基に関係機関が参加する検討委員会により対応マニュアルを作成し、公立・私立学

校を始め関係機関へ配付・運用することで、学校と関係機関の双方が連携しながら被

害者に対してアウトリ チ裂の支援が行える体制を整備します。
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⑤交通安全企画調整事業

予算額 (R3)1，460千円 → (R4)1，465千円

事業概要令和3年7月に策定した「第 11次三葉県交通安全計画」に基づき、市町や関係機関

と連絡調整を~りながら効果的な交通安全対策を推進するとともに、令平日 3 年 3 月

に制定した「三重県交通安全条例」について、 Web広告を活用して効果的 効率

的に周知し、県民の皆さんの交通安全意識や交通マナーの向上、自転車損害賠償責

任保険等の加入促進を図ります。

⑥交通安全運動推進事業

予算額 (R3)5，876千円 → (R4)5， 138千円

事業概要・関係機関 団体と連携して、四季の交通安全運動等における年聞を通じた交通安全

啓発活動(ポス9ーの掲示、チラシ 啓発物品の配布、交通安全イベントの開催、

ラジオ等による広報啓発等)を行い、交通事故防止の徹底に向けた取組を推進しま

す。

⑦交通安全研修センター管理運営事業

予算額:(R3)39， 355千円 → (R4)39， 355千円

事業概要・県交通安全研修センタ において、幼児から高齢者まで幅広い県民の皆さんを対象

にした参加・体験・実践裂の交通安全教育を実施するとともに、地域や職域で活動

する交通安全教育指導者の養成・資質向上を図ります。

③飲酒運転o(ゼロ)をめざす推進運動事業

予算額 :(R3)3，268千円 → (R4)3，31.4千円

事業概要令和3年度に策定した「第3次三重県欽酒運転o(ゼ口)をめざす基本計画」をふま

え、飲酒運転の根絶に関する教育および知識の普及冒啓発を行います。また、飲酒

運転違反者に対して、アルコ ル依存症に関する診断を受けるよう通知、勧告、再

勧告を行うことにより再発防止につなげ、飲酒運転とアルコール問題に関する相談

窓口を運営し、飲酒運転の根絶を図ります。

⑨消費者行政推進事業

予算額:(R3)24， 359千円 → (R4)20， 599千円

事業概要:弁護士等との連携により県消費生活センターの専門性を確保するとともに、県、市

町の相談員等を対象とした研修会を開催し、県全体の相談対応能力の向上を図りま

す。また、消費者啓発地域リーダーを生かした啓発活動や見守り活動を促進すると

ともに、市町における消費者行政の推進を支援します。
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⑬消費者啓発事業

予算額 (R3)16， 087千円 → (R4)20， 556千円

事業概要‘消費者トラブルの未然防止、拡大防止に向けて、若年者や高齢者を中心に幅広い世

代を対象とした消費生活出前講座等を開催するとともに、市町、消費者団体、事業

者団体、関係機関、消費者啓発地域リ ダ一等のさまざまな主体と連携した啓発活

動や多様な情報媒体の活用等により消費者啓発・消費者教育に取り組みます。また、

人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシ力ル消費に対する理解が深まるよう、

消費者を対象としたセミナ一等の実施や教育機関等と連携した若年者への普及啓発

を行います。

⑪相談対応強化事業

予算額:(R3)24， 733千円 → (R4)24， 392千円

事業概要 県消費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します。また、多重債務に関する相談

に対して関係機関と連携して、適切に対応します。

⑫事業者指導事業

予算額:(R3)6， 222千円 → (R4)6， 172千円

事業概要事業者指導の実効性を高めるため、不当荷取引指導専門員を配置するとともに、園、

近鱗察、警察、関係機関、関係部局等と連携して、悪質な取引や商品・サービスに

係る不適正な表示について事業者の監視・指導を行います。また、適正な商取引や

高品等の表示に向けた事業者の自主的な取組を支援します。

⑬人権施策総合推進事業

予算額:(R3)1， 796千円 → (R4)1，975千円

事業概要 人権が尊重される社会を実現していくため、 「第四次人権が尊重される三重をつく

る行動プラン」に基づき、人権施策の進捗管理を行い、人権尊重の視点!こ立った行

政を推進します。

⑬人権文化のまちづくり創造事業

予算額 :(R3)815千円 → (R4)787千円

事業概要:人権が尊重されるまちづくりの取組が県内全域において展開されるよう、地域の団

体等が主体的に開催する研修会等への講釘派遣による支援を行います。

⑬隣保館運営費等補助金

予算額 :(R3)250，042子円 → (R4)249， 597千円

事業概要:市町が設置する隣保館において、相談事業、啓発および広報活動、地域交流などの

隣保事業が推進されるよう支援します。
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⑬人権啓発事業

予算額:(R3)23， 499千円 → (R4)22，366千円

事業概要 県民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、講演会等の開催やスポーツ組織との

連携による啓発等を行うとともに、地域の実情に応じた啓発活動を展開することが

できるよう、市町の取組に対する支援を行います。また、インターネット上の差別

について、 SNS広告を活用した効果的な人権啓発を実施し、ネット差別の発生防

止を図ります。

⑪同和問題等啓発事業

予算額:(R3)1 5，263千円 → (R4)1 5，255千円

事業概要目同和問題や新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害等あらゆる人権課題に対す

る県民の皆さんの理解と認識を深め差別の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、さまざまな手法による啓発を実施します。

⑬人権相談、調査・研究事業

予算額 (R3)8，095千円 → (R4)8，070千円

事業概要 人権柏談窓口において相談対応を行うとともに、関係相談機関とのネットワークを

活用した連携対応を行います。また、新型コロナウイルス感染症に関連する重大な

人権侵害について、的確に対応していく相談者に寄り添った支援を行います。

⑬インタ ネット人権モニタ一事業

予算額:(R3)2， 919千円 → (R4)2， 919千門

事業概要 イン亨ーネット上の差別的な書き込みを早期に発見し、削除要請を行うとともに、

差別事象の分析を行います。また、モニタリング活動等に協力いただく「インヲー

ネット人権ソーシャルウォッチヤー」を養成する講座を開催します。

⑫男女共同参画連絡調整事業

予算額:(R3)2， 550千円 → (R4)4， 132千円

事業概要.男女共同参画社会の実現に向けて、県男女共同参画審議会による外部評価を実施し、

施策の総合的な推進につなげます。また、市町に対しては、 「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律J (以下「女性活躍推進法Jという。)に基づく推進

計画の策定等の取組が進むよう、働きかけや支援を行います。

⑫男女共同参画センタ 事業

予算額:(R3)8， 588千円 → (R4)8， 588千円

事業概要.県男女共同参画センター「フレンテみえj において、フォーラムやセミナ一等によ

る参画・研修機会の提供や情報誌等による情報発信、人材育成、電話相談や調査研

究事業等を実施し、男女共同参画意識の普及を図ります。
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⑫みえの輝く女子プロジェクト事業

予算額:(R3)4， 308千円 → (R4)3，446千円

事業概要: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た「女性の大活躍推進三三重県会議Jを運営するとともに、女性

活媛推進法に基づ〈一般事業主行動計画の策定支援やグループワークを通じた取組

改善の支援を行います。

⑫広げようダイバーシティみえ推進事業

予算額:(R3)3， 738千円 → (尺 4)2，957千円

事業概要 誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け、 fダイバーシティみえ

推進方針Jに基づき、県民の皆さんのダイバーシティに係る理解や行動が拡がるよ

う講座等を実施します。

@性の多様性を認め合う社会推進事業

予算額 (R3)11，080千円吋 (R4)8，864千円

事業概要 「性の多様性を認め合い、設もが安心して暮らせる三重県づくり条例j を踏まえ、

県民の皆さんを対象としたイベントや企業向け研修など、性の多様性に関する理解

促進に向けた取組を行います。また、性の多様性に関する相談窓口の運営や相談人

材育成講穫、当事者等の交流会を行います。

@外国人住民に対する情報や学習機会の提供事業

予算額・ (R3)19，853千円 → (R4)27，493千円

事業概婆‘災害等の緊急時や危機に備え、外国人住民とつながりのある関係機関とのネットワ

クを強化するとともに、オンラインによる呂本語教室のモデル事業に取り組むな

ど、県内の呂本語教育環境を整備します。また、多言語ホ ムページにより行政・

生活情報を提供するとともに、多文化共生への県民の皆さんの理解促進に取り組み

ます。

⑮外国人住民の安全で安心な生活への支援事業

予算額・ (R3)43， 188千円 → (R4)39， 378千円

事業概要・「みえ外国人相談サポートセンタ (MieCo)Jにおいて、関係機関と連携し、

外国入住民の生活全般に関わる相談の対応を行うとともに、必要な情報を提供しま

す。また、医療通訳者の育成など、医療機関における多言語対応の促進や、消費者被

害の紡止!こ係る啓発に取り組みます。

⑫みえ県民交流センタ一指定管理事業

予算額ー (R3)31，338千円 → (R4)26，483千円

事業概要・県民一人ひとりが自らを社会の担い手として認識し、 NPO活動への理解、参画が

促進され、さまざまな主体との協創による地域課題の解決に向けた取組が 層進む

よう、 「みえ県民交流センター」を拠点とした情報発信、 NPOや中間支援組織の

基盤，機能強化に取り組みます。
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⑫災害ボランティア支援等事業

予算額:(R3)8， 270千円 → (R4)8， 533千円

事業概婆 コロナ禍においても、大規模災害時において県内外からの災害ボランティアを円滑に

受け入れられるよう、 「みえ災害ボランティア支援センター」の運営に参画します。

また、研修会等を通じ、市町'社会福祉協議会・ NPO等と連携して受援体制の整備

に取り組みます。

⑫文化活動逮携事業

予算額‘ (R3)17，895千円 → (R4)16， 813千円

事業概要・ 「人材育成」など「新しいみえの文化振興方針j で定める 5つの方向性に係る各種

取組について、専門的な視点から評価を行います。また、三重県文化賞の実施や県

内各地域の文化活動等の情報を収集し発信することにより、さまざまな主体の文化

活動を促進します。

⑩文化活動再開支援事業

予算額 (R3)18，519 千円 → (R4)16，OOO千円

事業概要'文化罰体等が感染症対策を講じながら活動再開できるよう、総合文化センターのホ

ール等を利用する際の施設および付属設備の利用料、広報や委託等の経費のほか、

新たにキャンセル料等も対象経費に加え支援を行います。

@文化会館事業

予算額 (R3)72，554千円 → (R4)70，758千円

事業概要:芸術性の高いオペラ、バレエ等から高い人気を誇る歌舞伎等の伝統芸能まで、多彩

で魅力的な文化芸術公演やアウトリーチ活動、人材育成に取り組みます。

@生涯学習センタ 事業

予算額:(R3)9， 701千円 → (R4)9，701千円

事業概要:多様化 高度化する県民の皆さんの生涯学習ニーズに応えるため、県内の高等教育

機関、各種団体等との連携により、三重の歴史・文化など多様で持貨を得たテーマ

による学習機会を提供するとともに、地域において生涯学習分野で活動する方々を

支援するための研修会を開催します。

⑬総合簿物館展示等事業

予算額 (R3)45， 102千円 → (R4)51，533千円

事業概要 三重の多種多様で豊かな自然や歴史・文化を紹介する企画展等を潤催するとともに、

学校や地域と連携して、出張講座やアウトリーチキットの活用等のアウトリーチ活

動を展開し、人材育成と本県の魅力発信に取り組みます。
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@美術館展示等事業

予算額 :(R3)66，719千円 → (R4)81， 172千円

事業概要 開館 40周年を記念し、本県にゆかりの深い画家を紹介する大規模な企画展を開催す

るとともに、文化 教育関係機関をはじめとする多様な主体と連携した教育普及活

動等に取り組むなど、県民の皆さんが美術にふれ親しむ機会を提供します。

⑮斎宮歴史博物館展示・普及事業

予算額 :(R3)11，057千円 → (R4)12，492千円

事業概要:古典文学である「伊勢物語J と斎宮との関係を伝える特別展や地域文化について親

しみやすいテーマで紹介する展覧会を開催するとともに、さいくう平安の杜等を活

用した震史講座等を実施し、史跡斎宮跡の魅力発信に取り組みます。

⑮図書館管理運営事業

予算額:(R3)246， 142千円 → (R4)170，927千円

事業概要 市町立図書館等と構築した図書館総合情報ネットワークや図書の相互貸借に係る物

流ネットワ クを適切に運用するとともに、図書館職員向けの研修会の開催や市町

立図書館等に対して取組事例を紹介するなどの支援を行います。

@私立高等学校等振興補助金

予算額 (R3)4， 928， 522千円 → (R4)5， 048，321千門

事業概要:公教育の一翼を担う私立学校(小学校・中学校・中等教育学校・高等学校)におい

て、建学の精神に基づく個性豊かで多様な教育が推進されるよう経常的経費への支

援を行います。

⑮私立高等学校等就学支援金交付事業

予算額 (R3)2， 673， 614千円 → (R4)2， 769， 106千円

事業概要:私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、就学支援金等の支給を行うこと

により、保護者等の経済的負担の軽減を図ります。

⑧私立高等学校等教育費負担軽減事業

予算額:(R3)1 70，080千円 → (R4)1 84，623千円

事業概要 私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、奨学給付金の支給や授業料減免

を行った学校法人に対する助成等を行うことにより、保護者等の経済約負担の軽減

を図ります。

⑩環境学習情報センター運営事業

予算額 (R3)32，074千円 → (R4)32，068千円

事業概要.県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卜の開

催等を通じて、環境教育・環境学習を進めるとともに、指導者の育成や情報提供等

を行います。
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⑪環境影響・公害審査事業

予算額:(R3)838千円 → (R4)919千円

事業概要.環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業等について、事業者において適切な環

境配慮が符われるよう、環境影響評価の取組を促進します。また、公害事前審査や

公害紛争処理に係る制度を適切に運用します。

⑫脱炭素社会推進事業

予算額・ (R3)18，801千円 → (R4)34， 130千円

事業概要:税炭素室言「ミッシヨンゼ臼 2050みえ」の異現化に向けた取組をオール三重で進め

るため、 「ミッションゼ口 2050みえ推進チーム」の枠組みを活用して、再生可能エ

ネルギーの利用促進、脱炭素経営の促進、 COOL CHOICEの推進等に取り

組みます。

⑬地球温緩化対策普及事業

予算額:(R3)1 2， 500千円 → (R4)11，834千円

事業概要 温室効果ガスの排出削減に向けた取組の普及を図るとともに、 f三重県気候変動適

応セン?z-Jと連携し、気候変動適応j去に基づく気候変動影響への適応の取組を促

進します。また、令和3年3月に策定した「三重県地球温媛化対策総合計画」を推

進するため、 「三重県地球温緩化対策総合計画推進委員会(仮称)Jを設置して計

蘭の進行管理を行います。

⑩環境行動促進事業

予算額:(R3)4， 740千円 → (R4)4，624千円

事業概要 「三重県地球温緩化防止活動推進センターj を拠点とした地球温暖化防止活動推進

員による活動や、学校、企業と連携した啓発活動を遥じて、家庭における温室効果

ガスの排出削減に取り組みます。

⑮大気テレメータ維持管理事業

予算額 :(R3)65，219千円 → (R4)1 54，055千円

事業概要:大気環境)JlIJ定局の自動測定機器等の保守および更新を行い、大気汚染の状況をモニ

タリングするほか、排出ガス量が多い工場の常時監視をします。また、濃度上昇の

際は予報等の発令を行い、大気環境の保全を図ります。令和4年度には、大気汚染

の状況をモニタリングしている三重県環境総合監視システムの更新を行います。

⑩自動車NOx等対策推進事業

予算額 (R3)5，829千円 → (R4)5， 980千円

事業概要 :NOx'PM法対策地域内において、自動車から排出される二酸化窒素および浮遊

粒子状物質の排出量調査ならびに沿道の NOx調査を実施し、総量削減計画の進行

管理等を行います。
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⑪騒音、振動、悪臭等対策事業

予算額:(R3)2， 240千円 → (R4)4，458千円

事業概要 i三重県生活環境の保全に関する条例J (騒音・振動)に基づき、工場 e 事業場に

遵守指導を行います。また、 「悪臭紡止法Jに基づき、町の区域において規制地域

の指定および規制基準の検討を行います。令和4年度は、老朽化した低周波騒音計、

騒音計等の更新を行います。

⑩河J11等公共用水域水質監視事業

予算額 :(R3)33，414千円 → (R4)38，263千円

事業概要:公共用水域および地下水の水質常持監視を行うほか、伊勢湾に流入する汚濁負荷量

(C 0 D、窒業、りん)の管理を図る水質総量規制を実施するとともに、伊勢湾の

水質汚濁の実態を把握するための調査等を実施し、河川、海域等の水質保全を図り

ます。

⑩浄化槽設置促進事業

予算額 (R3)118，814千円 → (R4)116，123千円

事業概要:下水道と同等の処理能力を有する浄化槽や高度処理裂浄化槽について、設置者!こ補

助を行う市町および公営事業として高度処理浄化槽を設置し、維持管理を行う市町

に対し助成し生活排水処理施設の整備率向上を図ります。

⑮土砂条例監視・指導事業

予算額:(R3)5， 650千円 → (R4)5，600千円

事業概要・県内において、土砂等の埋立て等が適正に行われるよう、 f三重県土砂等の埋立て

等の規制に関する条例」に基づき厳正に審査するとともに、土砂等のま里立て等を行

う者などへの監視-指導活動を実施します。

@伊勢湾行動計画推進事業

予算額:(R3)76， 535千円 → (R4)85， 136千円

事業概要 海岸漂着物対策として、市町等が取り組む回収・処理および発生抑制対策事業に助

成します。また、 f伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」等の発生抑制対

策を広域的に展開するとともに、 fきれいで豊かな海Jの観点を取り入れた調査研

究を実施します。

@水道事業等指導事業

予算額・ (R3)13， 589千円 → (R4)6，802千円

事業概要 県民に対し安心して飲める氷が安定的に供給されるよう、水道の施設整備や事業経

営および施設の維持管理についての指導監督を行います。また、関係個体と連携し

て、水道水質検査の精度管理や水道にかかる知識の普及を行います。
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@生活基盤施設耐震化等補助金

予算額:(R3)1， 053， 897千円 → (R4)1， 151，657千円

事業概要 市町等が行う水道施設の耐震化の取組や老朽化対策およ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、もって公衆衛生の向上と生活環

境の改善を図ります。

@水道事業会計支出金

予算額‘ (R3)339，930千円 → (只 4)147，420千円

事業概要 地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤の強化を図るとともに建設に

伴う資本費増嵩に対処するため、一般会計より水道事業会計に補助=出資を行いま

す。

(2)廃棄物対策局

①地域循環高度化促進事業

予算額 :(R3)117，885千円 → (R4)143，384千円

事業概要 地域の廃棄物を資源としてとらえ、地域での一層の有効活用と高度化を促進するた

め、産業廃棄物税を活用し、産業廃棄物の発生抑制、循環利用、環境負荷低減等に

取り組む県内事業者に対して、その経費の一部を補助します。また、地域循環共生

箇の形成を促進するため、事業者、研究機関、行政などさまざまな主体と連携しま

す。

②循環関連産業振興事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)36， 500千円

事業概要:循環関連産業(製造、流通、叛売等の事業者や廃棄物処理業者など、資源循環に関わ

る事業者)の振興を図り、環境産業立黒に向けた資源循環と経済の好循環を生み出

すよう、経営層や担当者といった階層ごとの人材育成、 DXの推進、新規事業支援

に取り組みます。

③プラスチック対策等推進事業

予算額 :(R3)37，713千円 → (R4).27， 419千円

事業概要・プラスチック資源循環の高度化に向け、事業者等と連携し、混合プラスチックのマ

テリアルリサイクルに係る実証事業を行います。また、海洋ごみ対策として、事業

者とのパートナーシップによるごみ回収の促進や、楽しみながらごみ拾いできるア

プリ導入に取り組みます。

④食品口ス削減推進事業

予算額:(R3)1 7， 076千円 → (R4)16，675千円

事業概要:食品ロス削減に向け、市町や小売j古舗等と連携し、情報発信等を行います。また、

まだ食べられる食品の活用により生活困窮者等を支援するため、三重票食品提供シ

ステム「みえ~るJの参加企業 団体を拡大するよう取り組みます。さらに、市町

や小売庖舗等の食品ロス削減の取組を支援するため、 ICTの活用手法について検

討していきます。
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⑤ PCB廃棄物適正管理推進事業

予算額 (R3)49，965千円 → (R4)48， 865千円

事業概要 :PCB廃棄物の適正な処理を推進するため、事業者等に対し、廃棄物処理法に基づ

き適正保管するよう指導するとともに、 PCB特別措置法に定める処分期間内に適

正処理されるよう、必要に応じ改善命令を行うなど、法に基づく措置や指導を行い

ます。また、改善命令に従わない事業者等の PCB廃棄物に対しては、代執行によ

り計画的処理完了期限までに適正処理を行います。

⑤不法投棄等の未然防止・早期発見推進事業

予算額 (R3)72，388千円 → (R4)T7， 152千円

事業概要=不法投棄の妨止および早期発見のため、市町、事業者、地域の活動団体等と連携し

た取組を進めるとともに、監視カメラや無人航空機(ドロ←ン)等の積極的な活用

や、 ICTをはじめとした新しい技術を用いた的確かつ効率的な監視・指導を行い

ます。特に建設系廃棄物については、排出事業者責任の意識向上を図る研修会を開

催するとともに、産業廃棄物条例等に基づき的確な指導を行います。

⑦環境修復事業

予算額 (R3)4， 152，966千円 → (R4)3， 140， 898千円

事業概要 生活環境保全上の支障等がある 3つの産業廃棄物不適正処理事案(泊岡市市大矢知

-平津、桑名市j原十郎新岡、桑名市五反田)の行政代執行について、産廃特措j去に

基づく国の支援を得て、事業計画に基づき着実に対策工事を実施し、令和4年度末

までに対策を完了させます。また、西日布市内山事案については、その効果が継続

していることを確認するため、モニタリングを実施します。
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7 地域連携部

「長駅季語不ーでア一一一一一一十一十1

企8，431，559

ヨ互蚕豆三竺=三三:一三
( 1 )地域連携部

①木曽岬干拓地整備事業

予算額 :(R3)1，417， 441千円 → (R4)458， 557千円

事業概要排水機場等を適切に維持管理するとともに、土地の利活用を促進していくため、道路

等の基盤整備を行うなど取組を着実に進めます。

②特定振興地域推進事業

予算額 :(R3)26.627千円 → (R4)26，717千円

事業概要:大仏山地域に整備した散策路等を適切に維持管理し利用促進に取り組むとともに、将

来の多様な主体の参酪に向けた検討を進めます。また、関係部局と連携して宮)11ダム

直下から三瀬谷ダム閣のより良い流況に向けた検討を行います。

③工業用水道事業会計出資金

予算額 :(R3)318，102千円 → (R4)290， 296千円

事業概要:県勢振興のため先行的に確保している水源の工業用水に係る管理費等について、一般

会計から工業用水道事業会計に出資します。

④地籍調査費負担金

予算額・ (R3)235.119千円 → (R4)392， 889千円

事業概要:土地取引の円滑化や土地資産の保全、災害復旧の迅速化等に資するため、地籍の明確

化を図ることとし、地籍調査を実施する市町に対して、その取組を支援します。

⑤新型コロナウイルス感染症に対する交通事業者支援事業

予算額:(R3)242， 664千円 → (R4)750， 880千円

事業概要・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化の様相を見せる中で、公共交通の維持確

保を図るため、引き続き、県内交通事業者が行う安定的な運行の維持や、感染症拡大

防止などにかかる取組を支援します。
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⑥地方パス路線維持確保事業

予算額:(R3)344， 874千円 → (R4)361，400千円

事業概要.地域聞を結ぶ幹線パスの運行経費等に固と協調して補助するほか、県の生活交通確保

対策協議会、市町の地域公共交通会議等において、地域公共交通の維持・活性化に取

り組みます。

⑦鉄道利便性・安全性確保等対策事業

予算額:(R3)1 07，405千円 → (R4)1 03，624千円

事業概要:地方自治体を含む中小鉄道事業者が行う鉄遂の安全性，手Ij使性の向上を図るための施

設整備等や、鉄道事業者が行う施設の耐震対策について、国や沿線市町等と協識して

支援します。

⑧伊勢鉄道基盤強化等対策事業

予算額:(R3)380， 809千円 → (R4)274，810千円

事業概要・新型コロナウイルス感染症の影響による伊勢鉄道株式会社の厳しい経営を関係市町と

支援します。また、同社が行う鉄道の安全性・利便性の向上を図るための施設整備等

について、固と協調するなどにより支援します。

⑨次世代モビリティ等を活用した円滑な移動手段確保事業

予算額 (R3)14， 200千円 → (R4)24， 728千円

事業概要:車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、次世代モビリティ等の活用や

福祉分野等との連携などによる取組を市町と連携しモデル的に実施するとともに、こ

うした取組を核としながら新たな移動手段を導入する地域の拡大を図ります。また、

移動手段確保に向けて取り組むうえで必要となる、地域の公共交通の現状 課題、利

用者の移動特性を把握し、向かうべき将来像などを得るための調査を実施します。

⑩航空関係費

予算額:(R3)1 6， 392千円 → (R4)16，669千円

事業概要，新型コロナウイルス感染症の収束後の展開を見据えて、「中部国際空港利用促進協議

会jや「関西国際空港全体構想促進協議会」等の活動を通じ、本県へのインバウンド

の増加等に資する雨空港の利用促進や機能の充実などに取り組みます。

⑪リニア中央新幹線関係費

予算額:(R3)9， 000千円 → (R4) 13; 5，43千円

事業概要.名古屋大阪聞の環境アセスメントの着手時期が近づいてきたニとから、県同盟会に

おいて、市町等との意見交換をふまえ県内駅候補地を決議のうえ JR東海に要望しま

す。また、環境アセスメン卜の円滑な義手やルートおよび駅位置の早期確定に向け、

関係府県、経済団体等と連携した取組や、 JR東海との協議を進めます。さらに、若

い世代をはじめ県民の皆さんの気運醸成に積極的に取り組みます。
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⑫持続可能な地域コミュニティづくり推進事業

予算額 :(R3)3，471千円 → (R4)3， 120千円

事業概要: i県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の仕組みを活用し、住民が主体となった

地域のコミュニティづくりがより多くの地域に広がるよう取り組むとともに、若者の

力を地域コミュニティの活性化に生かすための取組を進めます。

⑬ええとこやんか三重移住促進事業

予算額:(R3)37， 062千円 → (R4)44， 115千円

事業概要県外の若者と地域づくりに取り組む人々との交流の促進や、受け入れ態勢を充実しま

す。また、大阪・関西万博、リニア中央新幹線等により注目される「関西圏・中京圏」

の人や仕事の流れを取り込むための情報発信等の充実、 「転職なき移住Jという新た

な動きに対するアプローチとして企業へ働きかけるなど、戦略的・集中的に取り組み

ます。あわせて「ええとこゃんか三蓑 移住相談センター」を中心としたきめ細かな

相談対応、全国フェアへの出展や他県と連携した移住プロモーシヨン、 HP等での情

報発信を行うとともに「三重暮らし魅力発信サボ ターズスクヱア」の取絶をさらに

進めます。

⑬移住促進のための市町支援事業

予算額:(尺 3)28，435千円 → (R4)28，471千円

事業概要:県と市町の連携を深め、移住希望者のニーズや移住促進に向けた課題や効果的な手法

等について情報共有する担当者会議や研修会を実施します。また、東京 23区の在住

者又は東京圏在住で 23区への通勤者で、三重県に移住・就職した人等を対象に、市

町と連携して移住支援金を支給します。

⑬市町振興事務費

予算額:(R3)6; 968千円 → (R4)6，669千円

事業概要市町が行政事務を適正かつ的確に処理するとともに、市町の行財政改革を支援し、安

定的な財政運営を行うことができるよう、適切な助言や支援を行います。

(2)国体・全国障害者スポーツ大会局

①レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業

予算額:(R 3) 千円 → (R4)100， 000千円

事業概要三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて積み上げたレガシーの活用によ

るスポーツの振興や地域の活性化をめざして、大規模大会の誘致開催、各地域で競

技を根付かせるスポーツイベントの開催、それらを支える競技役員・ボランティア等

の人材の育成などについて、市町や競技団体とともに取り組みます。
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②地域スポーツ推進事業

予算額 :(R3)39，715千円 → (R4)47，706千円

事業概要運動・スポーツ実施率の向上を図るため、実施率の低い女性やビジネスパーソンを蒙

点的に、運動と認識されにくい「階段利用」や「自転車利用」などの簡単な取組も運

動であることを引き続き周知していきます。また、総合型地域スポーツクラブの育成

支援については、関係団体と連携し、研修会等の開催や先進事例の情報発信など各ク

ラブの質的充実が図られるよう取り組みます。

③地域スポーツイベント開催事業

予算額:(R3)1 6， 084千円 → (R4)1 6，084千円

事業概要:煽広い層の県民の皆さんにさまざまなスポーツをする場を提供し、地域スポーツを推

進するため、推進月間である 9月、 10月を中心に、 (一社)三葉県レクリヱーショ

ン協会や各競技団体等と連携して「みえスポーツフェスティバル」を各地域で開催し

ます。また、ジュニア世代の発掘・育成や市町相互の交流・連携を図るため、市町等

と連携し「第 16回美し国三重市町対抗駅伝」を開催します。

④三重県スポーツ推進計額推進事業

予算額:(R3)766千円 → (R4)3， 228千円

事業概要現行の第2次三重県スポーツ推進計画が改定時期を迎えるため、三重県スポ ツ推進

条例がめざす「県民力を結集した元気なみえ」の実現に向けで、第3次スポーツ推進

計画を策定します。

⑤競技力向上対策事業

予算額:(R3)867， 694千円 → (R4)672，984千円

事業概要:栃木国体での天皇杯 10位以内をめざすため、三重とこわか国体に向けて培ったノウ

ハウを生かして選手やチームへの強化支援を行います。また、本県の将来の競技スポ

ーツを支えるジュニア・少年選手の発掘・育成や指導者の養成、ふるさと選手の強化

支援等を行い、今後の安定的な競技力を確保します。さらに、パラリンピック等の国

際大会や全国大会で活躍する障がい者アスリートの育成・強化に取り組みます。

⑥三重交通G スポーツの社鈴鹿事業

予算額 (R3)455，631千円 → (R4)456，617千円

事業概要:指定管理者制度に基づいて、利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営や魅

力的な自主事業の実施により利用者数の回復を図るとともに、体育館床面の改修工事

など、安全・安心に利用できる環境の整備を行います。

⑦三重交通G スポーツの杜伊勢事業

予算額・ (R3)166，071千円 → (R4)110， 895千円

事業概要:指定管理者制度に基づいて、利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営や魅

力的な自主事業の実施により利用者数の回復を図るとともに、卜レ ニング機器の更

新など、安全・安心に利用できる環境の整備を行います。
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⑧ドリームオーシャンスヲジアム事業

予算額 (R3)30， 540千円 → (R4)119，596千円

事業概要:指定管理者制度に基づいて、利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営や魅

力的な自主事業の実施により利用者数の回復を図るとともに、スタンド防水ヱ事な

ど、安全・安心に利用できる環境の整備を行います。

⑨県営ライフル射撃場事業

予算額 (R3)1. 034千円 → (R4)7， 046千円

事業概要:指定管理者制度に基づいて、利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営や魅

力的な自主事業の実施により、一層の利用者数の拡大を図るとともに、管理棟の改修

に向けた設計業務委託を行い、安全 安心に利用できる環境を整備します。

(3 )南部地域活性化局

①南部地域活性化基金支援事業

予算額 (R3)10， 979千円 → (R4)9，647千円

事業概要若者の定着のため、市町が行う若者の働く場の確保に向けた取組や、若者に地域の魅

カや仕事を知ってもらう取組を支援します。

②豊かな自然の中で安心して楽しめる南部地域魅力発信事業

予算額 :(R3)101，690千円 → (R4)1 00， 900千円

事業概要:南部地域への教育旅行を実施する県内学校の支援を行うとともに、今後の教育旅行受

入に向けたプログラムの開発・改善や受入体制iの整備等への支援、県内外の学校並び

に旅行会社等に対する南部地域への教育旅行誘致活動の促進を行い、教育旅行の目的

地として南部地域が継続的に選ばれるよう取り組みます。

③地域づくり人材支援事業

予算額 :(R3)1，496千円 → (R4)1，979千円

事業概要:地域おこし協力隊OB・OGを含む隊員同士が支え合う仕組みを構築するため、地域

おこし協力隊のネットワークの活用を進めるとともに、隊員の定住・定着を促進しま

す。また、関係人口の力を借りて持続可能な地域づくりを実現するため、関係人口の

裾野拡大と、地域と関係人口との関わりの深化に取り組みます。

④地域活性化支援事業

予算額 (R3)2，659千円 → (R4)3，025千円

事業概要・過疎地域、離島地域、辺地の存する市町および東紀州地域の市町が実施する、住民の

身近な生活課題を解決するための取組や地域活性化への取組に対し、補助対象経費の

1/2以内の範商で補助金を交付します。

⑤離島航路船舶新造事業補助金

予算額:(R 3) 一 千 円 → (R4)554千円

事業概要.島民の生活基盤の安定化と離島の自立的発展を促すため、離島航路事業者に対し、新

船建造費の一部を補助し離島航路の維持確保を図ります。
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⑥東紀州地域振興推進事業

予算額:(R3)1 0，255千円 → (R4)10， 255千円

事業概要:持続可能な地域社会づくりに向けた基盤を整えるため、地域のコーディネ ターの役

割を担う(一社)東紀州地域振興公社と連携し、地域が一体となり、観光振興を中心

に、産業振興、まちづくりを推進する取組を進めます。

⑦地域の誇ザ次世代継承プロジェクト事業

予算額:(R3)2， 660千円 → (R4)2， 656千円

事業概要:熊野吉道や周辺地域の豊かな自然、歴史、文化等の価値を次世代に継承するため、東

紀州地域の子どもや若者が、熊野古道やその周辺の自然・歴史・文化等を体験し、地

域の「本物Jに触れることにより、地域への関心や理解を深める取組を実施します。

⑧Easy Access to東紀州 1プロジヱクト推進事業

予算額:(R3)6， 288千円 → (R4)5，315千円

事業概要.地域の魅力の発信や旅行者の受入環境整備について、 ( 社)東紀州地域振興公社等

と連携して取り組みます。また、他県も含めた広域連携による誘客促進に取り組み、

東紀州地域における旅行者の周遊性・滞在性を高めます。

⑨熊野古道活用促進事業

予算額 :(R3)5，158千円 → (R4)6， 625千円

事業概要:世界遺産登録 15周年の成果を 20周年につなげるため、熊野古遂の価値や魅力を思内

外に発信することなどにより誘客促進を図るとともに、スペイン・バスク自治!仲!との

交流を継続します。また、伊勢から熊野まで熊野古道を結ぶ環境整備等に取り組むこ

とにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ります。

⑬東紀州地域集客交流推進事業

予算額・ (R3)71，911千円 → (R4)70， 912千円

事業概要熊野古道センターを通じて、熊野古道をはじめとした東紀州地域の歴史文化、自然

等を地域内外に発信するとともに、集客交流を促進します。

⑪さあ出かけよう、熊野古道再発見旅事業

予算額凶 (R3)11，390千円 → (R4)5， 223千円

事業概要子ども連れ家族などの来訪意欲を喚起するため、古道歩きが具体的に思い描ける映像

や、来訪時にさまざまな楽しみや学びを提供できる動画等を作成します。

さらに、リピーターなどの再訪を訴求するため、古道周辺のこれまであまり紹介され

ていない隠れた魅力を映像により紹介します。

⑫選ばれる東紀州地域を目指して産業活性化支援事業

予算額・ (R3)11，259千円 → (R4)11，259千円

事業概要.東紀州地域の市町や関係団体が連携して行う地域産品の高付加価値化や販路拡大、観

光サービスのブラッシュアップ等の取組を支援し、地域産業・雇用の活性化を図るこ

とにより、東紀州地域の持続的な発援につなげます。
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8 農林水産部

哩埜塑(事業資料幻三 ι .に い ι I 

35， 888， 937 41，609，249 

|主な事業勺 引:日引 に三一九三万ι-ぺ γ ι γI 

①県営ため池等整備事業

予算額 (R3)823，648千円 → (R4)1， 616， 838千円

事業概要ー農業用ため池の決壊等による被害を防止するため、耐震性能不足や老朽化した農業用

ため池等の整備に取り組みます。

②治山事業

予算額 :(R3)1，465， 478千円 → (R4)1， 874， 698千円

事業概要.災害に強い森林づ、くりに向け、こと砂災害の防止を図る治山施設を整備するとともに、

公益的機能が低下した保安林の整備を進めます。

③みえ森と緑の県民税市町交付金事業

予算額・ (R3)556，511千円 → (R4)629， 570千円

事業概要 「みえ森と緑の県民税Jを活用し、市町が創意工夫した森林づくりの施策を展開す

るとともに、面的な森林整備や横栽地の獣害防止等の流域の防災機能を強化する対

策、ライフライン沿いの危険木を事前伐採する対策に、県と市町が連携して取り組

めるよう交付金を交付じます。

④県営水産生産基盤整備事業

予算額:(R3)449，. 750千円 → (R4)795， 500千円

事業概要，水産物の生産機能の強化および防災減災対策を図るため、防波堤の耐震耐津波対

策や老朽化した岸壁の改修に取り組みます。

⑤東京オリバラへの取組を生かした「みえのブランド」強化事業

予算額 :(R3)1，472千円 → (R4)3， 334千円

事業概要研修会や交流会を通じて、ブランド化をめざす事業者を支援し、三重県を代表するブ

ランドを創出するとともに、 SDGsに配慮した県産食材等の PRイベントおよび商

談会を開催し、大都市圏の飲食庖等事業者や消費者の認知度を高め、販路拡大を図り

ます。
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⑤戦略的ブランド化推進事業

予算額 :(R3)7，411千円 → (R4)10，818千円

事業概要:特に優れた県産品およびその生産者を「三重ブランド」として認定して情報発信する

ほか、地域の食に関する多様な関係者が参画する地域食品産業連携プ口ジヱクト (L

F P)への支援を通して、県産農林水産物等のブランド力向上と三重県のイメージア

ップを図ります。

⑦アンバサダーマーケティングによる県産米振興総合対策事業

予算額:(R 3) 一千 円 → (R4)5，200千円

事業概要 県産米の販売回復・拡大に向けて、県内の外食事業者や宿泊事業者等を通じ、それぞ

れの顧客に対して県産米のPRを促進する「アンバサダ マーケティング」を活用し

た販路の開拓を行います。

⑧農業のスマート化促進事業

予算額:(R3)6， 000千円 → CR 4) 6， 000千円

事業概要 労働力の確保や生産性の維持・向上に向l字、茶および施設園芸について、農薬の削減

など環境に配慮した栽培や技術習得の円滑化、省力化につながる ICT等を活用した

取組を促進します。

⑨ LPWAN等を活用したスマート林業推進事業

予算額:(R3)1 5， 747千円 → (R4)11，809千円

事業概要:県内に低消費電力かつ長距離通信技術であるし PWAN透信環境を構築したモデル地

区を設定し、当該地区内において労働安全性や、生産性の向上!こ向けたスマート技術

の導入に取り組む事業者を支援するとともに、その成果の普及に取り組みます。

⑬次世代型海藻養殖による豊かな伊勢湾再生事業

予算額・ (R3)3，155千円 → (R4)2，500千円

事業概要 伊勢湾地区の冬季の基幹産業であるノリ養殖業の収益の向上と生産の安定化に向け、

ICTセンサーによる水温データなど各種海況情報をクラウド上に集約し、養殖業者

に配信するプラットフオームを構築するとともに、その情報を活用したノリ適正養殖

管理技術の開発を行います。

。伊勢茶を愛する県民運動展開事業

予算額ー (R3) 一千円→ (R4)8，000千円

事業概要 y 伊勢茶の県内消費の拡大を図るため、民間事業者の伊勢茶を活用した多様な高品や新

たなサービス開発を支援するとともに、茶生産者の所得向上に向け、産地課題の解決

に取り組む活動を支援します。

⑫海外に拠点を持つ旅行事業者等と連携した販路開拓事業

予算額:(R3)2， 745千円 → (R4)3，068千円

事業概要伊勢茶およびみかんを戦略商材と位置付け、旅行事業者等との連携により、多様な商

品開発による市場開拓や、輸出相手先と一体となった販路拡大!こ取り組みます。
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⑬農業環境価値創出事業

予算額 :(R3)21，327千円 → (R 4) 2.1， 8 6 2千円

事業概要・国が進める「みどりの食料システム戦略」に対応し、有機農業や IPM (総合的病害

虫・雑草管理)の実践、堆肥など有機物の農地への施用といった、環境に配慮した取

組を促進するとともに、有機JAS制度に関する指導者の育成など、有機農業の拡大

に向けた環境整備に取り組みます。

⑬三重の農業若き匠の里プロジェクト総合対策事業

予算額 :(R3)7，831千円 → (R4)6，801千円

事業概要.県農業大学校に設置した「みえ農業版MBA養成塾Jにおいて、農業法人等での雇用

型インタ ンシップや食品産業事業者と連携したフードマネジメント講座など、産学

官連携による人材育成プログラムを実施し、農業ビジネス人材を育成します。

⑮林福連携におけるコーディネ ト人材の育成・活動支援事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)2，OOO千円

事業概要:林業への憶がい者の就労拡大に向け、キノコや苗木生産事業における施設外就労な

どを促進するため、コーディネーターの育成や事業者と福祉事業所のマッチング活動

支援に取り組みます。

⑬7]<福連携におけるコーテ、イネ ト人材の育成・活動支援事業

予算額 (R 3) 千円 → (R4)2， OOO千円

事業概要.漁業への障がい者の就労拡大に向け、水産関係者と福祉事業所等のマッチングに取り

組む水産業施設外就労コ ディネータ の育成と活動支援に取り組みます。

⑪農福連携による青果物のスマート流通体制整備事業

予算額 (R 3) 一千円→ (R4)5， OOO千円

事業概要:県内の障がい者就労施設等で生産された農産物を需要に応じてタイムリ に出荷・管

理する仕組みを構築するため、アプリ等を活用ιた市場の出入荷情報の見える化など

の実証!こ取り組みます。

⑬農福連携におけるスマート技術環境改善実証事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)3，OOO千円

事業概要.農福連携の現場へのスマート技術の導入促進により、障がい者の働く場の創出や、農

業における多様な担い手の育成を図り、農福連携実践者の経営発展の取組を進めるこ

とで、地域の活性化につなげます。

⑬農福連携「福Jの広がり創出促進事業

予算額:(R3)4， 053千円 → (R4)3， 453千円

事業概要・農業への障がい者の就労拡大に向け、特例子会社設立に向けた企業等への啓発を実施

するとともに、生きづらさや働きづらさを感じている若者等の社会的自立を支援する

ため、農業の多様な作業内容を生かしたイン亨ーンシップに取り組みます。また、ノ

ウフク JASの認証取得推進を通じて、ノウフク商品の発信などに取り組みます。
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⑫高収益型畜産連携体育成事業

予算額田 (R3)619，917千円 → (R4)487，095千円

事業概要:畜産経営の競争力強化を図るため、生産性向上なと、のために必要な畜産施設等の整備

を支援することで、高収益型畜産連携体の育成につなげます。

@家畜衛生危機管理体制維持事業

予算額・ (R3)234，027千円 → (R4)302，449千円

事業概要.家資保健衛生所の設備・備品について、更新およびメンテナンス等を行うことにより、

豚熱、高病原性鳥インフルエンザ発生等の危機管理に円滑に対応できる体制を維持で

きるよう、整備を行います。また、野生いのししの捕獲、検査を行うことで、野生い

のししの豚熱感染状況を把握し、飼養豚における豚熱の発生防止を図ります。

⑫野生イノシシ捕獲強化事業

予算額 (R3)60， 000千円 → (R4)60， 000千円

事業概要:豚熱の感染拡大を防止するため、豚熱の感染源の一つである野生イノシシの捕獲を県

が主体となって行い、捕獲力強化に取り組みます。

⑮高度水利機能確保基盤整備事業

予算額:(R3)1， 299， 685千円 → (R4)2， 658， 923千円

事業概要.農地を集積し大規模経蛍に取り組む意欲のある農業経営体の効率的な営農の実現に向

け、ほ場の大区薗化や用水路のパイプライン化など農業生産基盤の整備に計画的に取

り組みます。

⑫豊かな暮らしを自jる身近な「三重の木づかい」推進事業

予算額・ (R3) 一千円→ (R4)12，000千円

事業概要，令和3年 10月に施行した「みえ木材利用方針Jに基づき、さまざまな形で暮らしの

中に木を取り入れていくため、 「身のまわりの生活用品」の新製品の募集や、子ども

たちなどからの夢のある木製品のアイデア募集に取り組みます。

⑮新たな森林経営管理体制支援事業

予算額 (R3)43，493千円 → (R4)47，022千円

事業概要市町が行う森林整備の促進を図るため、 「みえ森林経営管理支援センタ ~J を通じた

「新たな森林経営管理制度Jの円滑な業務推進への支援に取り組むとともに、林業の

担い手の確保や、少花粉スギ・ヒノキの種子の生産体制の強化を行います。

⑫造林事業

予算額・ (R3)394，732千円 → (R4)384，708千円

事業概要:森林の有する多面的機能の維持 増進や持続的林業生産活動の推進を図るため、横

栽、下メIJ、保育間伐、搬出間伐、枝打ちといった森林整備や獣害防護柵、森林作業道

の整備を支援します。
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⑫森を育む人づくりサポート体制整備事業

予算額:(R3)84， 908千円 → (R4)73， 396千円

事業概要目子どもから大人までの森林教育を進めるため、プログラムの作成や、各種講座、シン

ポジウムの開催に取り組みます。また、学校や地域で実施される森林教育や森づくり

活動にかかる相談窓口となる fみえ森づくりサポートセンタ 」を運営し、指導者の

育成を行うほか、既存施設を活用した森林教育の場づくりを行います。

⑫みえ森林・林業アカデミー運営事業

予算額:(尺 3)47，702千円 → (R4)42， 798千円

事業概要 iみえ森林・林業アカヂミ Jにおいて、主に既就業者を対象とした基本コース、市

lIlT職員向け講座を実施するとともに、高校生等の就業希望者を対象とした林業現場の

体験のほか、中大規模の木造建築物の設計講座など、専門的、実践的な知識や技術を

学べる選択講座を運営することで、次代を担う林業の人材育成を行います。

⑫気候変動に適応する強靭な新養獄事業

予算額 (R 3) 一千円→ (R4)1 6， 000千円

事業概要.気候変動に伴う高水温化による養殖被害を防止し、高水jE化に適応する新しい養殖業

を確立することで、安定的な水産物の生産・供給を可能にし、効率的かつ持続的に発

展できる強靭な養瀬業を実現します。

⑩漁場生産力向上対策事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)23， 195千円

事業概要・伊勢湾における漁業生産力の強化に向けて、栄養塩調査の充実を図るとともに、シミ

ュレーション解析により、持続的な生物生産に必要な対応策を検討します。

@海女による豊かな海づくり事業

予算額・ (R3)2，928千円 → (R4)2，342千円

事業概要: i海女による豊かな海づくりJのため、関係機関と連携し、海女による藻場管理の仕

組みづくりやアワビの実証飼育への支援、海の環境変化に対応したアワビ穫苗生産、

サスティナブルな海女漁業の魅力発信に取り組みます。

⑫地域水産業担い手確保事業

予算額:(R3)6， 735千円 → (R4)5，052千円

事業概要既存の漁姉塾を補完するオンライン漁師育成機関を構築、運営し、都市部の若者など

の円滑な着業・定着を支援するとともに、法人化等に取り組む若手・中堅漁業者の育

成を進めます。

⑮家族農業プロジェク卜生産技術向上推進事業

予算額 (R3)3， 307千円 → (R4)2， 645千円

事業概要:漂産米の生産安定と品質向上に向け、小規模な家族農業が実践できる栽培技術体系を

確立するため、スマート技術を取り入れた栽培実証に取り組みます。
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⑩農業におけるワンヂイワーク等多様な人材活用推進事業

予算額:(R3)4， 828千円 → (R4)2，662千円

事業概要ー小規模な家族農業等の働き手として、商業・兼業などワンデイワークの働き方をした

いと考える多様な人材を受入・定着させるため、求人アプリの活用といったDXにも

対応できる家族農業と多様な人材のマッチング体制を構築します。

⑧獣害につよい地域づくり推進事業

予算額:(R3)320， 934千円 → (R4)316，747千円

事業概要.集落ぐるみの被害防止対策や有害鳥獣捕獲の取組を推進するため、鳥獣被害防止設備

の整備や捕獲活動等への支援を行い、被害軽減を図ります。

⑬みえアウトドア・ヤングサポ ター育成事業

予算額 (R3)6，671千円 → (R4)q， 003千円

事業概要 産学官が連携して、アウトドアを好むバイ告リティあふれる若者と包容力ある偲性豊

かな農山漁村地域をつなぐ新たなサポータ一帯IJ度を構築し、これまでに装備した受入

環境を最大限生かしながら、より長期の滞在や関係人ロの増加、ひいては地域活性化

につなげます。

⑨多面的機能支払事業

予算額:(R3)1， 103，864千円 → (R4)1， 103， 864千円

事業概要農業・農村の有する多面的機能の維持・発擦を図るため、農地目農道‘水路等の地域資源

の保全や景観形成などに向けた地域の共同活動を支援するとともに、農村の地域資源

を保全していく体制の整備に取り組みます。

⑩野生生物保護事業

予算額:(R3)5， 894千円 → (R4) 1 9， 410千円

事業概要，希少性の高い野生動植物種の現況を調査・再評価し、既存のデータを整理すること

で三重県レッドリストの改定を進めます。また、開発行為に対して自然環境の保全へ

の配慮を求めることで、県内の自然環境と生物多様性保全を図ります。さらに、生物

多様性を推進する活動団体と支援企業とのマッチングを進めるとともに、自然観察会

や調査体験会、環境学習講座を行い、生物多様性の保全や野生生物の保護に係る普及

啓発を行います。

⑩自然公歯車j用促進事業

予算額 :(R3)27，084千円 → (R4)26，870千円

事業概要.県内の優れた自然の風景地を県民の資産として継承するため、自然公園施設の適正な

維持管理を行うとともに自然公国施設を活用した森林教育や、自然公園内における地

域資源の保全・活用に取り組みます。
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⑩内水蛮水産資源の回復促進事業

予算額 (R3)20， 000千円 → (R4)20， 000千円

事業概要.内水面地域において、遊漁者の増加を図るとともに、大きな被害が続いているカワウ

によるアユ等の県内内水面水産資源の食害防止対策を強化し、内水面水産資源の早期

回復、漁場環境の再生を図ります。
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9 雇用経済部

|要 求 額 〈 事業費ベース-日 ¥γ  • ト 自
(単位:千円)

21，114; 417 

|;主な毒事業 ; ート二.. ぺ ぺ 三

( 1 )雇用経済部

①小規模事業支援費補助金

予算額 :(R3)1，440， 219千円 → (R4)1， 439， 743千円

事業概要:小規模事業者等の振興と安定を図るため、商工会・商工会議所等の行う小規模事業者

等の経営・技術の改善・発達に向けた伴走型支援の充実を図ります。また、小規模事

業者等に対する支援体制を強化するため、商工会・商工会議所等の経営支援機能の強

化に取り組みます。

②経営向上ステップアップ促進事業

予算額 :(R3)23，868千円 → (R4)20， 441千円

事業概要.中小企業・小規模企業の経営力向上を後押しするため、商工団体等関係機関と一体に

なって、三重県版経営向上計霞及び経営革新計画の策定支援を行うとともに、計画の

実現に向けて専門家派遣を行うなど、フォロ アッフ支援を行います。特仁、サービ

ス産業における生産性向上を図るため、 DXの推進に取り組みます。

③事業承継支援総合対策事業

予算額:(R3)1 0， 702千円 → (R4)13， 570千円

事業概要:中小企業小規模企業の後継者難による廃業を食い止めるため、関係機関によるネッ

トワ…ク構築、小規模事業者等を対象とした事業承継マッチング支援、事業承継を予

定している事業者への資金繰り支援を行います。

④中小企業防災・減災対策推進事業

予算額・ (R3)5，322千円 → (R4)4，458千円

事業概要.自然災害や感染拡大等による中小企業小規模企業の事業活動への影響を軽減するた

め、事業継続力強化計画等の策定支援を行うとともに、計画の実現に向けた取組に必

要な資金の調達を支援します。

⑤生産性向上・業態転換支援補助金

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)314，364千円

事業概要・中小企業・小規模企業がコ口ナ禍の影響を乗り越え、継続的に発展するため、さらな

る生産性向上や新商品・サービスによる業態転換など、アフターコロナを見据えた経

営計画を立て、これを実現するための取組を支援します。
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⑤みえ安心おもてなし施設認証制度運営事業

予算額田 (R3) 千円→ (R4)68， 642千円

事業概要:新型コロナウイルスの感染拡大を防止しながら、飲食庖等を安心して利用できる環境

づくりを進めて経済の再生につなげるため、 「みえ安心おもてなし施設認証制度(通

称:あんしんみえリア)Jを運営します。

¥l新型コロナウイルス克服・地域経済活性化支援事業

予算額:(R 3) 一 千 円 → (R4) 449，331千円

事業概要:新型コロナウイルスの感染防止対策と経済活動の両立が地域経済の持続的発展にと

って大きな課題となっていることから、感染防止対策と経済活動の両立を図る地域ぐ

るみの取組について、アドバイザ一派遣などの支援を行います。

⑧中小企業金融対策事業

予算額 :(R3)7， 539， 752千円 → (R4)5， 386， 565千円

事業概要:中小企業・小規模企業の資金調遠の円滑化を図るため、地域金融機関の協力を得て三

重県中小企業融資制度を運用し、 fセーフテイネット資金j等にかかる事業者負担を

軽減するための信用保証協会への保証料補助と金融機関への利子補給補助を行うと

ともに、市町が独自の金融支援を行う場合、県がその一定割合を補助します。また、

地域経済の核となる中小企業の財務基盤を強化するため、官民一体となったプラット

フオームによる資本力強化や経営改善の支援を行います。

⑨三重県中小企業支援ネットワーク推進事業

予算額:(R3)111， 442千円 → (R4) 1 1 0， 514千円

事業概要 「新型コロナウイルス感染症対応資金J等を利用している中小企業・小規模企業が、

順調に借入を返済し、事業を発展的に継続できるよう支援を行う経営改善コーディネ

ーターを、三重県中小企業支援ネットワークの事務局である三重県信用保証協会に配

置し、経営課題を抱える事業者を商工会・商工会議所、金融機関などの関係機関と連

携して支援します。

⑬みえセレクション運営・叛路創出支援事業

予算額:(R3)9， 455千円 → (R4)9，331千円

事業概要 県内の特徴ある優れた産品を「みえセレクションjとして選定するとともに、首都圏

で開催される食品見本市への出展、量販j苫等パイヤ を招聴した選定事業所への現地

視察の実施など、 「みえの食」の販路拡大の機会を創出します。

⑪食のローカル・プランディング推進事業

予算額・ (R3)9，840千円 → (R4)10， 155千円

事業概要県産品の販路開拓支援および県内事業者の商品企画力 E 販売力の強化を図るため、ク

リエイティブ人材等との多様な連携を推進し、洗練された商品やサービスの創出を図

ります。また、通販ポータルサイト「三重のお宝マーケットJの運営およびマッチン

グ商談会の開催等に取り組みます。
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⑫w i t hコロナ社会に適応した販路開拓モデル構築事業

予算額・(尺 3) 千円 → (R4)27.481千円

事業概要・商社機能を有する県内事業者および当該事業者のネットワークを活用し、新たな商流

の開拓が可能な県産品の掘り起こしゃ効率的な販路拡大を支援するとともに、県内地

域商社の育成を図ります。

⑬食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業

予算額・ (R3)250.000千円 → (R4)700.000千円

事業概要:海外への販路拡大に取り組む事業者等に対して、輸出先国のニ ズに対応したHACC

P等の基準を満たすための施設改修および機器導入等を支援します。

⑭「ゼロエミッシヨンみえj駆動 成長産業育成・競争力強化事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)58. 250千円

事業概要 県内ものづくり企業が世界的競争に乗り遅れることなく、デジタル技術を活用した

カーボンニュートラル実現に向けて前向きに取り組み、新たな産業や雇用を生み出す

グリーン成長につなげていくため、デ タに基づき経営資源の最適化を判断し、生産

性向上に向けた経営変革を行える企業を支援していきます。また、本察における再生

可能エネルギー導入の可能性について検討を行うとともに、再生可能エネルギーに関

わる成長産業の育成を図っていきます。

⑬次世代自動車開発支援事業

予算額:(R3)5. 409千円 → (R4)5. 525千円

事業概要 自動車関連企業等をはじめとする県内ものづくり中小企業・小規模企業等それぞれ

が有する「司有技術J(技術や製品における自社の強み)や、試作から流通・検査の各

工程の強みを棚卸し、「固有技術」の磨上げと自社の強みを売り込む「提案力の向上j

を支援し、安全で安定した経営と他分野 新たな業種への開拓を図ります。

⑬圏内販路開拓支援事業

予算額 :(R3)7.888千円 → (R4)9. 158千円

事業概要 ものづくり中小企業・小規模企業の販路拡大の機会を創出し、新たな取引先の調拓

を支援するとともに、 J11下企業のニ ズの把握や、ネットワ クの構築・強化を図る

ため、川下企業等との技術交流会(展示会 個別商談等)を開催します。

⑫脱炭素社会実現に向けたまちづくり支援事業

予算額:(R 3) 一 千 円 → (R4)6.000千円

事業概要・地方における脱炭素社会の実現や地域内経済循環による地域活性化を図るにあたり、

地域のエネルギーを活用した再生可能エネルギーの最大限の導入を促進するため、産

学官連携による脱炭素社会構築に向けたまちづくりプロジェク卜の設立、運営を支援

します。
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⑬県内中小企業医際展開促進事業

予算額 :(R3)14.695千円 → (R4)19.867千円

事業概要・県内企業の国際競争力向上を図り、成長著しいアジアをはじめ海外市場の獲得を本県産

業の発展につなげるためお日本貿易振興機構 (JETRO)等の関係機関と連携し、県

内中小企業の国際展開を支援します。

⑬海外ビジネス展開支援事業

予算額田 (R3) 一千円→ (R4)55.236千円

事業概要 全世界でワクチン接穫が進み、今後、海外ビジネスの本格的な再開が見込まれることか

ら、コロナ禍からの反転攻勢に向けて、県内中小企業の海外販路拡大等の取組を支援し

ます。

⑫国際ネツドワーク強化推進事業

予算額 (R3)18.045千円 → (R4)16.571千円

事業概要:姉妹・友好提携先や駐日大使館、領事館とのネットワークの維持強化を図ります。特に、

パラオ共和国とは農業分野での交流、中国河南省は友好ウィーク活動訪問団の受入等に

よる交流を行うとともに、太平洋島しょ国と日本の自治体の共通課題に関する研修や情

報交換による交流を行います。

@グローカル人材育成推進事業

予算額:(R 3) 一千円_; (R4)2. 556千円

事業概要・三震の未来を担う若者をグローカル人材として育成するため、友好・姉妹提携先をはじ

めとする海外との交流機会を積極的に提供するとともに、高校生や大学生を対象とした

連続講座の開催や定期的なオンライン交流を行います。

⑫戦略的営業活動展開推進事業

予算額:(R3)7. 354千円 → (R4)6.010千円

事業概要・地域のブランドカの向上、販路拡大や県内への誘客を図るため、三重テラスを中心に、

岡本橋エリアの関係団体や他県アンテナショップ等の企画・イベント等と連携し、首

都留でのさらなるネットワ クの強化と拡大に取り組むとともに、国内外で観光物産

展を開催することで、三重の魅力を強力に情報発信する営業活動を展荷します。

⑫首都商営業拠点推進事業

予算額 :(R3)96.213千円 → CR 4) 1 3 7. 7 5 6千円

事業概要:首都圏における三重県の認知度の向上につなげるため、首都圏における営業活動の拠

点であり、三重の魅力を発信する首都圏営業拠点「三重テラス」の効果的な管理'運

営を行い、県産品の販路拡大や県内への誘客に取り組みます。
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⑫みえモデルワーケーション推進事業

予算額:(R3)25， 447千円 → (R 4) 1 8， 922千円

事業概要・ワーケーションの“みえモデル"を県内外に水平展関するため、受け入れる地域の人材

育成やネットワーク醸成の場づくりに取り経むとともに、企業向けのSDGsワーケー

ションプログラムの造成やウェブサイト・ SNSによるプロモーション等に市町や調達

団体と連携しながら取り組みます。

⑧関西閤営業基盤構築事業

予算額:(R3)5， 305千円 → (R4)4， 762千円

事業概要，関西鴎営業戦略に墓づき、 DXに対応する新たな営業活動手法を取り入れながら、県産

品等の販路拡大、観光誘客の促進、 UIタ ン就職及び移住の促進・企業誘致、関西額

のネットワークの充実・強化などに取り組みます。

⑧伝統産業・地場産業の新たな市場開拓促進事業

予算額 (R3)4， 110千円 → (R4)6， 258千円

事業概要:伝統産業・地場産業の魅力を改めて認識し、現代のライフスタイルや消費者ニーズに

沿った新たな価値を創出するため、異業種等との多様な連携による付加価値の高い商品

開発や販路開拓 魅力発信に取り組みます。

⑫県内投資促進事業

予算額:(R3)1， 800， 570千円 → (R4)1， 819， 719千円

事業概要:地域経済の活性化や雇用機会の創出を図るため、マイレージ制度を取り入れた企業投

資促進制度を活用し、成長産業、マザ工場化、スマ ト工場化、研究開発施設及び

外資系企業の拠点などに演する県内投資への支援を行います。

⑫企業操業環境向上事業

予算額 :(R3)467千円 → (R4)50， 463千円

事業概要ー企業の操業環境の向上を図るため、市町等と連携して、規制の合理化及び法手続きの

迅速化に向けた検討を行うとともに、不足が見込まれる北勢地域の工場適地の把握、

公的工業団地の整備や民間開発の喚起を進めるための調査を行います。

⑮四日市港振興事業

予算額 :(R3)1，516， 538千円 → (R4)1， 680， 206千円

事業概要:四日市港の振興と物流を強化するため、コンテナ耐震強化岸壁(W81)の整備促進、四呂

市港管理組合による港湾施設等の改修、客船の誘致・受け入れにかかる取組等を支援す

るとともに、港湾におけるカーボンニュートラルの実現に向けた計画策定等の取組を支

援します。
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⑩おしごと広場みえ運営事業

予算額 :(R3)28，982千円 → (R4)28，832千円

事業概要:若年求職者、大学生等の安定した就労や職場定鷲を図るため、三重労働局等と連携

し、 「おしごと広場みえ」を拠点としたオンラインによる就職相談や各種セミナーの開

催に取り組むとともに、県内企業の人材確保ニーズと若者の就労ニーズとのマッチング

を図るなど、ワンスドップで総合的な就労支援を実施します。

@就職氷河期世代再チャレンジ応援緊急対策事業

予算額 (R3)21，140千円 → (R4)22，011千円

事業概要 就職氷河期世代の安定した就労につなげるため、関係機関と連携しながら栢談から就職

に至る切れ目ない支援を実施するとともに、就労体験や訓練の受入先となる企業等の開

拓に取り組みます。また、支援対象者やその家族に対する情報のアウトリーチに取り組

み各種支援策の利用を促進します。

⑨公共職業訓練費

予算額 (R3)435， 995千円吋 (R4)497，005千円

事業概要:県内産業の担い手となる人材を育成するため、津高等技術学校において、求職者側、

求人側双方のニーズに応じた訓練カリキュラムを作成し、学卒者等を対象とした施設内

訓練を実施するとともに、離転職者を対象とした委託訓練を実施します。

⑧若者の地域還流・定着促進支援事業

予算額:(R 3) 千円 → (R4)24，.210千円

事業概要 若者の県内定着を図るため、県内外の学生やUIターン就職を検討している求職者等

を対象として、若者のネットワ クを活用しながら、県内企業の情報や地域で働く魅力

を発信するとともに、地域を挙げた採用活動や人材育成を推進します。

⑧労働力需給調整事業

予算額 (R3)55， 177千円 → (R4)30， 462千円

事業概要‘新型コロナウイルス感染症の影響により雇用維持に悩む企業と労働力不足に悩む企業

等の問での「雇用シェアJが活用されるよう、周知啓発を行います。また、災害等の非

常時において、即時的に「襲用シェア」のマッチングを行うための企業問ネットワーク

を構築します。

⑧テレワーク活用による働き方改革促進事業

予算額 :(R3)3，395千円 → (R4)2，716千円

事業概要 場所や時間にとらわれない働き方の実現に有効なテレワークの導入促進を図るため、

三重県オリジナルのテレワーク導入ガイドを活用した入門研修を実施するとともに、導

入をサポートする企業との交流会の開催などにより、異体的な導入イメージの形成につ

なげ、導入に向けた環境づくりを進めます。
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⑨テレワークによる障がい者雇用促進事業

予算額:(R 3) 一 千 円 → (R4)30，040千円

事業概要 テレワークによる障がい者の雇用機会拡大と法定雇用率達成企業の増加につなげるた

め、県内中小企業が障がい者雇用の場として共向利用できるテレワーク拠点を設置しま

す。

@障がい者ステップアップ推進事業

予算額:(R3)6， 252千円 → (R4)9，113千円

事業概要ー県内企業の障がい者雇用を促進するため、優良事例の普及 啓発、支援制度の周知、

職場定着の推進に向けた企業の人材育成、雇用や定着の状況に罰する調査などの取絡を

進めます。また、ステッブアップカヲェを活用した障がい者雇用に関する意識醸成や、

障がい者雇用に関する企業開ネットワークの支援などに取り組みます。

⑩多様な人材の県内就労総合推進事業

予算額 (R3) 一千円→ (R4)11，953千円

事業概要 非正規雇用が多い女性や外国人労働者が能力を発揮し、安心して働き続けることがで

きるよう、スキルアップや資格取得、インターンシップ等の体験を通して求職者の能力

開発を図るとともに、マッチングイベントの開催による出会いの場の創出や、 SNSに

よる様々な女性活躍事例の発信等を行います。

⑩女性の就労支援事業

予算額 :(R3)4，627千円 → (R4)2，867千円

事業概要 働く意欲のある女性が希望する形で就労できるよう、一人ひとりのニーズに合わせて

再就職やキャリアアップにつながるよう支援するとともに、多様な事情を抱える女性の

就職に関する不安や悩みへの解消に取り組みます。

⑩外国人の受入環境整備促進等事業

予算額 :(R3)4，368千円 → (R4)4， 074千円

事業概要ー外国人材の受入を円滑に行うため、企業における受入体制の整備を促進するためのセ

ミナ一等を開催し、適切な労働環境の確保を図ります。また人外国人留学生等が安心し

て県内企業に就職することができるよう、県内企業との出会いと就職の機会を提供しま

す。

(2)観光局

①みえ観光の産業化推進事業

予算額:(R3)1， 141， 223千円 → (R4)1， 680， 085千円

事業概要:観光の産業化と持続可能な観光地域づくりを推進するため、県内の地域DMO等観光地

域づくりを行う団体に支援を行うとともに、県内周遊を促進するプロモーション等に取

り組みます。また、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けた県内観光関連

産業の早期再生に向け、旅行や体験施設等の割引クーポンの発行、県内学校による県内

での教育旅行の支援など、旅行需要や消費を喚起するための取組を実施します。
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②三重の観光資源を活かした拠点滞在型観光推進事業

予算額・ (R3) 千円 → (R4)97，356千円

事業概要・三重ならではの魅力を多くの方々のニーズにあわせて発信するとともに、 「三重に滞

在することでしか味わうことのできないJ魅力を発信し、拠点滞在型観光を推進するこ

とで、観光消費額を増加させ、 「賑わいのある三重」を実現します。また、旅行者に効

果的、効率的に訴求するために、令和3年度に構築する三重泉観光マーケティングプラ

ットフオームの顧客データを活用した取組を展開し、三重県への誘客に確実につなげて

いきます。

③みえの観光地づくり推進事業

予算額 (R3) 一千円→ (R4)385， 238千円

事業概要:県内の観光産業が、新型コロナウイルス感染症の影響から再生し、将来に向けて持続的

に発展していくために、多くの旅行者が三重の魅力を発見できるよう取り組み、周遊性

の向上を推進していきます。本事業では、県内観光地が受入環境を充実させ、魅力的な

観光地づくりを促進していくため、 DMO、市町、観光関連事業者が行う、将来を見据

えた前向きな取組を支援します。

④インバウンド誘客回復促進事業

予算額 (R 3) 千円 → (R4)8， 763千円

事業概要 白本政府観光局 (JNTO) と連携し、その知見や情報発信カを活用したプ口モーシ

ョンを展開するとともに、外国人旅行者のユーザーデータを活用し的確な情報発信につなげる

ことにより、訪日旅行再開後のインバウンド誘客の早期回復を回指します。

⑤観光デジタルファースト推進事業

予算額:(R3)1 9， 898千円 → (R4)28，087千円

事業概要 :SNSや動画、ウェブサイト等のオンラインを活用じ、海外に向けて外国人白線での

三E重県の魅力を発信することを通じて三重県の認知度の向上を図るとともに、 SNSの

フオロワ一等との関係を強化し、新たな三重県フ yンの獲得やファンとの交流を深める

ことにより、訪日旅行再開後の県内への誘客につなげます。

⑥海外誘客推進プロジェクト事業

予算額:(R3)1 3，094千円 → (R4)1 8，523千円

事業概要 コロナ収束後の新たな旅行ニーズに対応し、現地情勢を踏まえた適時適切なプロモーシ

ヨンを展開するため、現地へのレップ(営業代理人)設置やオンライン商談会の実施な

どを通じて、訪日旅行再開後の外国人旅行者の誘致を民ります。
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10 県土整備部

|要求額(事業費ベース ヘ ー

i主な事業

①河)11事業

予算額 :(R3)8， 508， 812千円 → (R4)16， 036， 647千円

事業概要 河川!改修等により治水安全度の向上を図るとともに、大型水門等の耐震対策や、長寿

命化計函に基づく計画的な施設の修繕・更新を進めます。避難に資するソフト対策と

しては、水位雨量情報システムの更新や簡易製河川監視カメラをはじめとする水害

リスク情報の発信など、 DXの推進に取り組みます。流域全体で水害を軽減させる治

水対策「流域治水」を計画的に推進するため、流域治水プロジェクトを着実に進めま

す。

②河)11堆積土砂対策事業

予算額・ (R3)2， 258， 112千円 → (R4)2， 735， 112千円

事業概要:河川堆積土砂の撤去および河川内の樹木の伐採を、関係市町と優先度を検討しながら、

連携して実施します。

③砂防事業

予算額 (R3)4， 135， 554千円 → (R4)6， 843， 117千円

事業概要:砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めます。また、熱海市での土石流

災害を踏まえ、砂防指定地等における違反行為への行政指導や住民からの通報対応等

を強化します。

④海岸改修事業

予算額:(R3)2， 194， 814千円 → (R4)4， 030， 963千円

事業概要 堤防等の高潮・侵食対策、耐震対策、海岸堤防強靭化対策を進めます。

⑤港湾事業

予算額‘ (R3)826，250千円 → (R4)1， 030， 300千円

事業概要・港湾施設の定期点検・補修を実施するとともに、岸壁等の老朽化対策を進めます。ま

た岸壁、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。

⑥緊急輸送道路機能確保事業

予算額冒 (R3)4，725， 404千円 → (R4)6， 186， 159千円

事業概要.災害対応力の充実・強化のため‘緊急輸送道路等の土砂災害対策や橋梁耐震対策を進

めます。
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⑦直轄道路事業

予算額・ (R3)9，453， 332千円 → (R4)12， 019， 332千円

事業概要:地方創生、国土強靭化に資する幹線道路ネットワーク構築・機能強化を促進します。

⑧道路調査事業

予算額:(R3)20， 550千円 → (R4)20， 550千円

事業概要‘地域の自立的発展や地域間の連携を支える高規格道路の予備設計を進めます。また、

駅周辺地域における道路空間の再編などによる賑わいの創出や、公共交通の利便性の

向上を社会実験も含めて具体化できるよう検討を進めます。

⑨道路改築事業

予算額 (R3)10， 142，620千円 → (R4)14， 614， 531千円

事業概要高規格道路や直轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワ クの形成、第二次

緊輸送道路等の整備や地域ニーズへの的確な対応!こ向けて、着実な道路整備を進めま

す。また、地域社会を支える生活道路で車両のすれ違いが困難な未改良区間の解消を

進めます。

⑩道路インフラメンテナンス事業

予算額 :(R3)2，525， 918千円 → (R4)4， 597， 195千円

事業概要:老朽化が進行する道路施設について計図的な点検や効集約な修繕、痛んだ舗装の修繕

を着実に進めます。

⑪道路維持管理事業

予算額・ (R3)6，617， 410千円 → (R4)6， 682， 688千円

事業概要:道路利用者が安全・安心，快適に利用できるよう葦IJ離が進行する道路の路面標示につ

いて、警察と連携しながら改善し、 定の水準の確保・定常化を進めます。また、道

路植栽の樹形管理や地域との協働による花植え、美化活動など空間のグリーン化やA

|技術等デジタル化による維持管理の高度化・省力化を進めます。

⑫交通安全事業

予算額 :(R3)918，987千円 → (R4)1， 400， 713千円

事業概要全国で実施した通学路の合同点検結果に基づ、き関係者と連携しながら、交通安全対策

についでスピード感をもって対応します。

⑬都市計画策定事業

予算額・ (R3)53，296千円 → (R4)42，639千円

事業概要.都市計画決定(変更)の基礎資料とするため、人口競模や土地利用等に関する現況お

よび将来の見通しについての基礎調査を行うとともに、都市計図区域マスタープラン

に沿った都市計画の策定を進めます。
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⑬無重量柱化事業

予算額・ (R3)463，OOO千円 → (R4)579， 166千円

事業概要: r三霊祭無電柱化推進計画」の方針に基づき、電柱倒壊の危険性の高い道路において

電線類の地中化を進めます。

⑬都市公園整備事業

予算額 (R3)1 67，475千円 → (R4)624， 750千円

事業概要:ワーケーション推進に必要な公園整備や新たな賑わいを創出するための Park-P
F I '手法による公闘整備を進めます。

⑬公営住宅建設事業

予算額:(R3)268， 005千円 → (R4)272， 996千円

事業概要:既存県営住宅の施設の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水改修工事等を行う

とともに、居住性を高めるため、バリアフリー改修や子育て世帯向けの住戸内の改

修工事を行います。

⑫住宅=建築物耐震促進事業

予算額 (尺 3)170，751千円 → (R4)168，042千円

事業概要木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却等を支援するほか、低コストの補強工法の普及

を図るため、設計者や施工者向けの講習会を開催します。また、避難路沿道建築物の

耐震診断や耐震改修等に対する支援を行います。

⑬空き家対策支援事業

予算額:(R3)4， 777千円 → (R4)5，273千円

事業概要:特定空家等の除却や移住定住のためのさEき家リフオームを支援します。また、県民等

を対象にした空き家の適正管理や活用に係る講習会を開催するほか、市町が実施する

空き家相談会の支援も行います。

69 



70 



11 デジタル社会推進局

直主墾三事業費ベース γ 』

十1，074，557

[主な事業人 〈 人口司
①三重DX推進事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)37，394千円

事業概要:デジタルの得意・不得意にかかわらず、それぞれが自分事としてDXを捉え、行動に

移してもらえるよう県民の皆さんや事業者、市町・県庁各部局がDXに取り組む「第

一歩」を踏み出すことを応援するため、 DXを牽引する専門家や企業と連携したワン

ストップ桔談窓口を運営し、 DXの推進につなげます。

②行政サーピス提供事業

予算額・ (R3.) 4 0， 8 8 8千円→ (R4)48，871千円

事業概要行政手続における県民の皆さんの利便性向上を図るため、オンライン化のi擦に手続所

管所属で課題となる業務フ口ーの見直し等の支援を行うなど、県が所管する各種行政

手続のオンライン化を推進します。また、 GIS(地理情報システム)の運用により、

事務の効率化や県民の皆さんにわかりやすい情報提供を行います。

③スマート自治体推進事業

予算額 (R3)1 65， 494千円 → (R4)1 26， 380千円

事業概要:県庁DXの推進に向け職員の人材育成に取り組むとともに、 A卜 RPA等の新たな

技術を活用した業務効率化を進めます。また、柔軟かつ弾力的な働き方の実現へ向け

τ、引き続き、在宅勤務やWeb会議システムの運用を行います。

@:青報システム基盤整備推進事業

予算額・ (R3)137，065千円 → (R4)350， 595千円

事業概要:職員の業務を支える一人一台パソコンの整備や運用管理、総合ヘルプデスクによる職

員の業務効率の向上等に向けた支援の充実を図ります。また、文書の起案、決裁、保

存、情報公開を経て廃棄に至るまでのライフサイクル全般を電子化した総合文書管理

システムにより、事務処理の効率化及び庁内のペーパーレス化を推進するとともに、

県民の皆さんに対する情報公開等を推進します。
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⑤情報ネットワ ク基盤維持管理費

予算額 :(R3)621，932千円 → (R4)1， 545， 570千円

事業概要'県情報ネットワークや自治体情報セキュリテイクラウド等の主要なネットワーク・シ

ステムの安定運用に努めます。また、個人番号系ネットワークやユーザ認証システム

の再構築に取り組みます。さらに、県庁DXの推進に向けて、業務の一層のデジタル

化と県民呂線の行政サービス創出をめざし、新たな基盤の整備に取り組みます。

⑥デジタル投資の効率化事業

予算額:(R3)16， 185千円 → (R4)16，185子門

事業概要各部局が取り組むDX関連事業の助言・支援を行うとともに、情報システムの適正化

を図るため、予算要求前審査、契約前審査、システム評価、各種支援を行います。

⑦スマート自治体促進事業

予算額:(尺 3)11，355千円 → (R4)21，098千円

事業概要:社会情勢の変化に対応した、市町のDX推進の礎となる情報基盤のあり方についての

検討を行うほか、国が求める情報システムの標準化への対応について、市町が適切に

移行できるようきめ細かな支援を行います。

⑧スタートアップ支援事業

予算額:(R3)188， 932千円 → (R4)58，535千円

事業概要:デジタル技術や新たなビジネスモデルによる倉i業・第二創業(スタートアップ)をめ

ざす者を主な対象に、県内外の起業家等のネットワ クを活用し、事業計画の磨き上

げやマッチング機会の創出等を支援することで、自律的・継続的なスタートアップの

育成を推進します。また、県内で発生している地域課題'社会諜題の克服のため、革

新的な技術やサービスの社会実装をめざす事業者等の支援に取り組みます。

⑨空の移動革命促進事業

予算額:(R3)20， 946千円 → (R4)20， 630千円

事業概要:三重県が抱える交通や観光、防災、生活等の様々な地域課題を解決し、地域における

生活の質の維持且向上と新たなビジネスの創出を図るため、ドローンや f空飛ぶクル

マ」を活用した民間事業者による実証実験を通じた事業化や県内事業者による将来的

なビジネスの展開を促進します。

⑬DX人材育成推進事業

予算額ー (R3)17，519千円 → (R4)23，500千円

事業概要.社会のヂジ5ル化を加速する人材育成を目的としたナレツジ研修や、求職者の IT企

業等への就労支援を目的としたデジタルスキル資格研修の開催などを通じ、デジタル

人材の育成に取り組みます。また、 「みえ ICT.データサイエンス推進協議会」を

中心とした産学官の連携により、地域課題の解決に取り組みます。
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12 出納局

|要求額(事業費ベー幻 ¥ょに 守三

(単位:千円)

|主な事業 ヘヘ γ 仁三 1
①会計支援費

予算額 :(R3)37，386千円 → (R4)37， 324千円

事業概要所属で処理する会計事務が適正に行われるよう、相談、検査、研修などの会計支援を

行います。

②電子調達システム管理費

予算額:(R3)34， 736千円 → (R4)79，884千円

事業概要 入札事務の執行を支援するため、電子調達システム(物件等)の安定稼働と円滑な運

用を行います。また、現行ブラウザのサポート終了に伴い、次期ブラウザへの変更に

対応するための改修を実施します。

③出納管理費

予算額・ (R3)94，944千円 → (R4)94，261千円

事業概要 県の収入支出に係る日々の出納事務を的篠に行うとともに、資金の安定的な確保や安

全かつ効率的な運用を行います。

④財務会計管理費

予算額 :(R3)72，025千円 → (R4)79，569千円

事業概要:会計事務の執行を支援するため、財務会計システムの安定稼働と円滑な運用を行うと

ともに、現行システムの運用期間が令和6年度中に満了することから、円滑に機器更

新するために検討を進めます。

73 



74 



13 警察本部

(蚕議題寸孟蚕蚕え円二二:わウ- パ I 
(単位:千円)

39，297，199 

住空整業 二三 --乙
①交通安全施設整備事業(園補・県単)

予算額:(R3)1， 485， 163千円一→ (R4)2， 426， 703千円

事業概要:摩耗した横断歩道、老朽化した信号制御機、その他の交通安全施設等を道新します。

②警察署庁舎整備事業

予算額 :(R3)128，856千円 → (R4)111，783千円

事業概要:南部地域の災害拠点としての役割を踏まえ、大台警察署の建替整備に向けて基本実

施設計を進めます。また、老朽化した尾鷲警察署の大規模改修を行うため、基本・実

施設計を進めるほか、仮設庁舎の整備を行います。

③庁舎等施設整備事業(科学捜査研究所整備事業)

予算額:(R3)3， 560千円 → (R4)28，075千円

事業概要 綴密かつ効率的な鑑定を可能とする科学捜査研究所の独立庁舎整備に向けて基本・実

施設計を行います。

④通信指令室機器維持管理事業

予算額:(R3)308， 102千円 → (R4)515，144千円

事業概要・通信指令システムの更新整備にあわせ、現場で活動する警察官と画像をリアルタイム

に共有できるようにするなどの機能強化を図ります。

⑤警察官駐在所等整備事業

予算額:(只 3)204，587千円 → (R4)327，713千円

事業概要.朝日町に交番を新設するほか、老朽化した交番・駐在所の建替整備を行います。

⑥サイバー犯罪対処能力向上事業

予算額 (R3)5，819千円 → (R4)5， 964千円

事業概要.サイバー犯罪の被害防止対策、取締りを推進するため、サイバー犯罪捜査に精通した

人材の育成を図りますロ

⑦災害警備対策事業

予算額・ (R3)8，456千円 → (R4)29，279千円

事業概要。災害等発生時における救出救助等の活動を迅速かっ的確に実施するために、移動指揮

車と高い情報収集機能を有するドローン等の装備資機材の整備を進めます。
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⑧情報化基盤運営事業

予算額:(R3)191， 989千円 → (R4)252， 144千円

事業概要警察における行政手続のオンライン化や事務の効率化を図るため、情報システムの開

発・運用に必要な人材の育成や機材整備などの環境構築に取り組みます。

⑨地域安全活動推進事業

予算額・ (R3)4，949千円 → (R4)1 5，897千円

事業概要犯罪の起きにくい社会を実現するため、ボランティア団体などの活動を活性化すると

ともに、防犯情報を県民に広く提供するなど各種犯罪の防止に向けた取組を推進しま

す。
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14 教育委員会

妥求額(事業費ベムス〕 ι I 

154， 643， 475 

:主?な事業三 ¥γ¥ぺ人守ヘ 圃
①学力向上推進事業

予算額 (R3)24， 544千円 → (R4)16， 589千円

事業概要:学習内容の理解・定着を図るため、学力向上アドバイザーの指導・助言を得ながら、

算数・数学の習熟度別指導において、学習端末を効果的に活用した指導方法をモデル

校で実践します。また、会留学力・学習状況調査や、みえスタディ・チェック等を活

用し、学力向上に向けて学校全体の計閥的な取組を推進します。

② ICTを活用した子ども一人ひとりの学びのつまずき克服事業

予算額 (R3)11， 706千円 → (R4)12，064千円

事業概要，みえスタデイ・チェックをCBT(Computer Based 丁目 s t i n g) 

で実施するとともに、題語、算数・数学の単元別ワークシートや、経年課題である「割

合J r図形J r読む力・伝える力」について学び直しができるワ クシ トを学習端

末に提供し、つまずきの克服につなげます。みえスタディ・チェックにおいて、学習

習慣や生活習慣に係る質問紙調査を実施し、その内容を分析して、早い段階からの課

題に対応した取組を進めます。

③みえの学力向上県民運動推進事業

予算額:(R3)644千円 → (R4)915千円

事業概要:学校・家庭 E 地域が一体となり、学力向上の取組を進めるため、みえの学力向上県民

運動推進委員による今後の方策についての協議を行うとともに、保護者・地域を対象

とした講演会を実施します。学習端末を活用して「生活習慣・読書習慣チェツクシ

トj を提供し、生活習慣・学習習慣・読書習慣の確立を図ります。

④小中学校指導運営費

予算額ー (R3)105，642千円 → (R4)103，436千円

事業概要・市町教育委員会および小中学校を訪問して、学習指導要領に基づく授業実践や、学力

向上の取組を支援します。子どもたちに応じたきめ細かな支援を行うため、補充的な

学習の支援や、授業で教員の補劫を行う学習指導員を引き続き配置します。学習端末

を活用した授業が効果的に実施できるよう、セキュリティやコンテンツに関するアド

バイザー等を小中学校や市町!こ派遣するとともに、 GIGAスクール運用支援セン告

ーにおいて、各学校における 1人1台端末環境の運用面での支援を行います。
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⑤多文化共生社会のための外国人児童生徒教育推進事業

予算額:(R3)32， 677千円 → (R4)34，098千円

事業概要市町における外国人児叢生徒の受入れや日本語指導・適応指導に係る取組への財政的

支援を行います。学習支援等を行う外国人児童生徒巡回相談員の派遣を行うとともに、

散在地域の小中学校において日本語指導が受けられるよう、オンラインを活用した日

本語指導に取り組みます。義務教育段階の学びを提供する夜間中学の体験教室を引き

続き実施し、実証研究を通して丁寧にニーズを確認し、公立夜間中学の方向性を定め

ます。

⑥社会的自立をめざす外国人生徒支援事業

予算額:(R3)21， 811千円 → (R4)16，152千円

事業概要・外国人生徒が社会的自立を果たし、社会の一員として活躍できるよう、学習支援や進

路相談を行う外国人生徒支援専門員(ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語等)

および日本語指導アドバイザーを県立高校に配置します。

⑦就学前教育の質向上事業

予算綴 (R3)3， 210千円 → (R4)106，513千円

事業概要.幼児教育の質の向上と保幼小の円滑な接続を進めるため、幼児教育スーパーバイザー

および幼児教育アドバイザーを市町や施設へ派遣し、研修支援等を行います。また、

公立幼稚園における新型コロナウイルスの感染症防止のための保健衛生物品の購入

や、 ICT環境の整備について、国事業を活用して市町!こ補助を行います。

⑧道徳教育総合支援事業

予算額 :(R3)4，554千円 → (R4)3， 323千円

事業概要.道徳教育の充実を図るため、学校へ道徳教育アドバイザーを派遣し、 「考え、議論す

る道徳j の効果的な指導方法等に係る具体的な指導・助言を行うとともに、三重県道

徳教育推進会議や公務授業をとおして、その成果を普及します。また、中学生が学校

や地域の課題について解決策を考え、提案する課題解決裂学習 CPBし)の手法を取り

入れた取組を支援するとともに、その成果を発表する実践発表会を実施します。

⑨人権感覚あふれる学校づくり事業

予算額 (R3)548千円 → (R4)605千円

事業概要子ども一人ひとりの存在や思いが大切にされる「人権感覚あふれる学校づくり Jが教

育活動全体を通じて進められるよう、人権学習指導資料の効果的な活用や人権教育カ

リキュラムに関する実践研究等を行い、その成果を報告書や研修等で、全ての県立学

校に広めていきます。

⑬人権教育研究推進事業

予算額 :(R3)3，356千円 → (R4)3，214千円

事業概要.三重県人権教育慕本方針に員IJした f人権感覚あふれる学校づくりJを実践するため、

学校や中学校区を指定し、 「子どもが権利の主体者である」という意識や差別解消に

向けた意欲を高め、実践行動ができる力を育む学習活動等の研究を行い、その取組手

法や指導内容等を普及し、活用します。
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⑪子ども支援ネットワ ク目アクシヨン事業

予算額:(R3)2， 477千円 → (R4)2，477千円

事業概要:教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情を高め、「人権尊重の地域づくり」

が促進されるよう、中学校区の「子ども支援ネットワークjの活動を推進します。

⑫子どもと本をつなぐ環境整備促進事業

予算額 :(R3)718千円 → (R4)493千円

事業概要.読書習t慣の形成!こ向けて、家庭、地域、学校等で読書活動が進められるよう、読書活

動関係者の研修'交流会、家読(うちどく)やビブリオバトルの普及啓発、読書活動

実践フォーラム等を行います。

⑬みえ子どもの元気アップ体力向上推進事業

予算額・ (R3)5，965千円 → (R4)4， 359千円

事業概要:発達段階に応じた運動習慣や生活習慣等の改善を図るため、各学校の状況に応じた 1

学校 1運動を進めるとともに、各校で作成した元気アップシートの取組を着実に実行

できるよう、教員対象の研修会や指導主事の学校訪問を通じて指導・助言を行い、子

どもたちの体力向上を留ります。

⑬みえ子どもの元気アップ部活動充実事業

予算額 (R3)48， 543千円 → (R4)61， 052千円

事業概要:専門的な指導の充実と教員の負担軽減を函るため、中学校・高校において、顧問とし

て単独で専門的な指導や引率を行える部活動指導員を増員します。また、高校の運動

部で技術指導を行う外部指導者(サボーター)を派遣します。休日の部活動を地域で

実施する場合における、地域の人材や受け皿などの課題への対応について、モデル地

域での研究を進めます。

⑬運動部活動支援事業

予算額 :(R3)93，215千円 → (R4)132，834千円

事業概要:中学校、高校の県体育大会や東海大会の開催経費の負担および全国大会等の参加に係

る旅費等の経費を負担します。

⑬学校保健総合支援事業

予算額:(R3)645千円 → (R4)645千円

事業概要 子どもたちが健康に関する正しい知識を身につけ、理解を深めることができるよう、

専門医等を学校に派遣するなど、学校における健康教育の充実を函ります。

⑪がんの教育総会推進事業

予算額:(R3)433千円 → (R4)437千円

事業概要:教職員が、がんに関する教育の意義を理解し、指導内容・方法等に係る専門的な知識

を習得できるよう、研修会等をとおして資質向上を図ります。
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⑬学校給食・食育推進事業

予算額 :(R3)174千円 → (R4)1，435千円

事業概要:朝食メニューコンクールの実施等を通じて食育を推進するとともに、学校給食の衛生

管理等の徹底を図ります。国事業を活用して、学校給食における食品ロスを削減し、

食への現解を深める取組を進めます。

⑬高等学校学力向上推進事業

予算額 :(R3)61， 101千円 → (R4)68， 820千円

事業概要:高校における教育内容が学習指導要領に沿った内容となるよう、学校への指導・助言

を行います。モデル校にコ ヂィネータ を配置し、現代社会における分野横断的な

課題に対応した学びや、地域社会の課題や魅力に着目した実践的な学びなど、これか

らの時代に応じた普通科の学びについて研究します。 AIドリル教材を活用した、一

人ひとりに応じた効果的な学びに係る授業改善のモデルを、全ての県立高校に展開し

ます。また、 GIGAスクール運用支援センターにおいて、各学校における 1人1台

端末環境の運用荷での支援を行うとともに、 ICTによる授業で必要となる著作権料

を負担します。

⑫オンラインとリアルによる学校の枠を越えた学び推進事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)6，597千円

事業概要:生徒の多様なニ ズに応じた学びを実現するため、通信制課程において、オンライン

での交流や探究活動など学びの充実に取り組みます。全目指j課程においては、遠隔授

業のモデル構築を進めるとともに、専門分野の放課後講座や大学進学講座など、学校

の枠や地域を越えて学べるよう取り組みます。また、これまでに小規模校で取り組ん

できた地域課題解決型学習を他校でも実施しま寸。

⑪未来へつなぐキャリア教育推進事業

予算額:(R3)27， 036千円 → (R4)22，921千円

事業概要:高校生一人ひとりの希望や特性に応じた就職を実現するため、新たな求人開拓や生徒

の就職相談等の就職支援を行う就職実現コーディネーターを引き続き配置します。外

国人生徒や樟がいのある生徒に対して、きめ細かな相談や求人間拓などの支援を行い

ます。

⑫地域とつなぐ職業教育充実支援事業

予算額:(R3)29， 542千円 → (R4)4，861千円

事業概要:職業学科における実習環境を整備するとともに、生徒がより高度な専門的知識冒技術

を習得できるよう、全国規模の競技会への参加や看護・介護の実習を支援します。ま

た、 GAPを生かした学習を通じ、農業に関する実践力を身につけ、経営者や地域の

リーダーとなる人材を育成します。
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⑫実習船建造事業

予算額:(R3)1 2， 606千円 → (R4)845，662千円

事業概要目水産高校の航海実習における生徒の安全確保や、最先端の航海技術を習得できる環境

を整えるため、令和5年度末の竣工に向けて、実習船「しろちどりJに代わる、新し

い実習船の設計と建造工事を行います。

⑫未来を創造するリーダー育成事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)24， 460千円

事業概要新たなグローバル・リーダー膏成プログラムに基づき、高校生が学校を超えて fMi 

e I abJ (ミヱラボ)を結成し、 SDGsに係る学習やデ ヲサイエンテイスト養

成講座に取り組むとともに、フィールドワークや海外との交流、研究成果の発表等の

探究的な学びを通して、これからの時代に求められる創造的な資質・能力を青みます。

また、地域の魅力ある企業や仕事内容など、多様な情報を得られるポ-)1ルサイトを

構築し、企業と学校をつなぐ人材を配置して、入学後の早い段階から地域の企業を題

材としたキャリア教育に取り組みます。

⑧世界へはばたく高校生育成支援事業

予算額:(R3)11， 803千円 → (R4)4，664千円

事業概要:高校生の留学を支援するとともに、高校生を対象にした fレベル別英語ヂィベートセ

ミナー」を開催し、英語での発信力や論理的思考力の向上を図ります。また、科学に

対する興味・関心を高めるため、三重県高等学校科学オリンピック大会を開催します。

⑧学びの STEAM化推進事業

予算額 (R3)2， 825千円 → (R4)2， 295千円

事業概要 Science(科学)、 Technology(技術)、 En g i n e e r i n g 

(工学)、 Art (s) (リベラルアーツ教養)、 Mathematics(数学)

を活用した文理融合・教科横断的な課題解決型の学びを通して、論理的思考力や探究

力を育成する STEAM教育の実践研究に取り組み、 S0 c i e t y 5. 0の時代を

生き抜く人材を育成します。

⑫情報教育充実支援事業

予算額 :(R3)275，334千円 → (R4)254，055千円

事業概要:県立学校において、教科「情報jで学ぶプログラミング教育や情報デザインなど、専

門的な実習に対応する学習用端末について、リースによる維持、更新を行います。

⑫入学者選抜事務費

予算額・ (R3)10，851千円 → (R4)1 8，058千円

事業概要'高等学校入学者選抜における学力検査問題が、中学校での学習lこ沿った適切な内容と

なるよう問題作成を行うとともに、入学者選抜が円滑に実施できるよう制度や手続き

に係る情報提供を行います。受検者や学校の負担軽減と利便性向上のため、令和5年

度入学者選抜から入学願書や調査書をデジタル化し、 Web出願とするための取組を

進めます。
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⑫高校芸術文化祭費

予算額田 (R3)3，867千円 → (R4)7， 379千円

事業概要:音楽、美術、演劇!など高校生の芸術文化の技術と創造力を磨き、芸術文化活動の活性

化を図るとともに、生徒相互の交流を深め、豊かな人間性を育成するため、みえ高文

祭の開催や全国および近畿高等学校総合文化祭等への生徒派遣を支援します。

⑩特別活動支援事業

予算額:(R3)6， 800千円 → (R4)6， 800千円

事業概要白新型コロナウイルス感染症の影響により、県立学校が修学旅行を中止または延期した

場合の企商料、学校の臨持休業によりやむを得ず中止した場合に発生するキャンセル

料について、その経費を負担します。

⑪高校生安心安全通学支援事業

予算額 (R3)173， 123千円 → (R4)163， 538千円

事業概要:県立高校の生徒の登下校時における「三つの密」を避け、安全で安心に通学できるよ

う、通学時における路線パス等の公共交通機関の乗車率が高く、さらに代替の交通手

段がない学校において、登校時間の調整等では混雑を回避できない公共交通機関の路

線に、スクールパスの増便等安行います。

⑨早期からの 賞した教育支援体制整備事業

予算額 (R3)18， 007千円 → (尺 4)19，910千円

事業概要:特別な支援を必要とする子ども 人ひとりの教育的ニ ズを約確にするため、パーソ

ナルファイルの活用を促進します。高校において、発達樟がいのある生徒への支援や

保護者への相談、教員への助言・指導を行う支援員を増員するとともに、特別支援学

校に在籍する外国人児童生徒および保護者を支援するため、通訳・翻訳を行う外国人

児童生徒支援員を配置します。通級による指導を担当する教員等の発達障がいに係る

専門性の向上を高める研修を行います。

⑧特別支援学校メデイカル・サポ ト事業

予算額 :(R3)5，501千円 → (R4)6，516千円

事業概要.医療的ケアの必要な子どもが身体的に安定した状態で教育活動に参加できるよう、看

護部免許を有する常勤講師等および教員が連携して医療的ケアを実施するとともに、

研修会の実施による専門性の向上や、指導医等の指導・助言を得ながら校内のサポー

ト体制の構築等に取り組みます。

⑩特別支援学校就労推進事業

予算額・ (R3).6，207千円 → (R4)4， 690千円

事業概要特別支援学校のキャリア教育プログラムに基づく計画的・組織的なキャリア教育を推

進するとともに、外部人材を活用した職場開拓や、企業等と連携した職場実習等を実

施することで、高等部生徒の進路希望の実現を図ります。
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@特別支援学校施設建築費

予算額 :(R3)272，016千円 → (R4)1， 467， 964千円

事業概要:特別支援学校の施設について、計画的な老朽化対策および施設の狭齢化等に対応する

ための整備を進めます。盲学校および聾学校については、老朽化対策・安全対策とし

て城山特別支援学校の隣地へ移転するため、令和4年度は寄宿舎の建築工事を実施す

るとともに、新たな校舎の建築に係る設計を行います。杉の子特別支援学校は、知的

障がいのある中学部生徒が令和5年4月から石薬師分校で学習できるよう、校舎の一

部改修を行います。稲葉特別支援学校は、寄宿舎棟を教室として活用する改修工事を

行います。

⑩特別支援学校学習環境等基盤整備事業

予算額:(R3)267千円 → (R4)57， 568千円

事業概要・稲葉特別支援学校や杉の子特別支援学校石薬師分校の改修に伴い、必要となる学習備

品や消耗品など、学習濠境の整備を進めます。特別支援学校小中学部に転入学する児

童生徒の増加!こ伴い、学習用端末の整備を行います。

@i特別支援学校スクールパス等運行委託事業

予算額 (尺 3)480，261千円 → (R4)502，375千円

事業概要・特別支援学校に在籍する子どもたちの通学に係る負担を軽減するため、スクールパス

を運行するとともに、登校時における「三つの密Jを避け、安全で安心に通学できる

よう、引き続きスクールパスを増便して運行します。

⑩いじめ対策推進事業

予算額 :(R3)13，040千円 → (R4)15，393千円

事業概要.インターネットや8N8でのいじめが増加していることから、高校生作成の教材によ

る小学生を対象とした 18N 8 ネットの上手な使い方講座Jや、いじめ防止応援サ

ボータ一等の外部人材によるいじめ妨止や情報モラルに係る出前授業を実施し、子ど

もたちのネットリテラシ の向上を関ります。著名人によるメッセージや、学校での

効果的な取組、いじめ相談窓口など、いじめに関するさまざまな情報を集約し、発信

するポ タルサイトを新たに構築します。また、ネットトラブルや新裂コロナウイル

ス感染症によるいじめ・人権侵害から児童生徒を守るため、引き続き、不適切な書き

込みを検索するネットパトロールを年間通して実施するとともに、不適切な書き込み

を発見した場合に、その内容を投稿できるアプリ「ネットみえ~る」を運用します。

⑩スクールカウンセラ一等活用事業

予算額・ (R3)361，973千円 → (R4)390， 783千円

事業概要:不登校やいじめの被害にあっている児童生徒、不安や悩みを抱える児童生徒からの相

談や心のケアに対応するため、スクール力ウンセラ の各学校への配置時閣を拡充す

るとともに、特別支援学校や教育支援センターにも引き続き配置します。また、スク

ールソ シャルワー力ーの配置時間も拡充し、各学校および教育支援センタ からの

婆請に応じた派遣、福祉や医療機関等の関係機関と連携した支援を行います。スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワー力一等の専門家とも連携して、児童生徒の

白常的な相談に対応する教育相談員を中学校と高校に引き続き配置します。
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⑩学校安全推進事業

予算額田 (R3)3，000子向 → (R4)2， 910千円

事業概要.学校における安全推進休帝1]を構築するため、学校安全アドバイザーを委嘱し、モデル

地域で通学路の安全点検や安全マップづくりを実施します。通学路における児童生徒

の安全確保のため、見守り活動の中心となるスクールガード・リーダーを育成すると

ともに、地域のスクールガードを養成します。また、県内の公立学校の教員を対象!こ

校種別の講習会を行い、交通安全および防犯対策の指導者を養成し、各学校での交通

安全教育・訪犯教育を進めます。

⑪不登校対策事業

予算額 :(R3)29， 258千円 → (R4}52，822千円

事業概要.高校生段階で不登校や休学、中途退学!こより学校と関わりが希薄となる子どもたちに

学習支援や自立支援を行うため、県立の教育支援センターの設置に向けた実証研究に

取り組みます。小中学校のモデル校を指定して、潜在的に支援が必要な児童生徒や家

庭に、学校での早期かつ組織的な対応ができるよう、共通の基準で課題を把握するス

クリーニングの取組を進めます。市町の教育支援センターにスクールカウンセラーと

スクールソ シャルワーカーを配置し、専門的な支援を行うとともに、不登校支援ア

ドバイザーの劫言を得ながら訪問型支援に取り組みます。

⑫オンラインを活用した不登校児童生徒の居場所づくり事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)7，040千円

事業概要:不登校児童生徒が社会につながるきっかけを得ることができるよう、ファシリテータ

ーの適切な管理のもと、オンライン上で安全で安心に交流できる居場所として、不登

校児童生徒が個別もしくはグループで対話や体験活動ができるコミュニティを創出し

ます。

@教育相談事業

予算額 :(R3)60，255千円 → (R4)61， 663千円

事業概要:臨床心理相談専門員を西日置して、子どもたちの心の問題の解決に向けた専門的教育相

談を行うとともに、学校での教育相談体制を支援するための派遣を行います。教職員

の教育相談に係る力量の向上を図る研修や、校内の教育相談体制づくりを推進する中

核的リーダーの育成をめざした教育相談研修を実施します。不登校児童生徒や保護者

へ適切な支援や対応ができるよう、教育支援センターの指導員やスクールカウンセラ

ーの実践力向上を図る研修を新たに実施します。さらに、いじめ電話相談や多言語で

も相談できる「子ども SNS相談みえJを引き続き実施します。

⑩高等学校等進学支援事業

予算額 (R3)140， 556千円 → (R4)129，383千円

事業概要.高等学校・高等専門学校の生徒に対する修学奨学金の貸与等により、経済的な理由で

修学がIE難な生徒を支援します。
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⑩高校生等教育費負担軽減事業

予算額 :(R3)3，669， 816千円 → (R4)3， 551， 863千円

事業概要:就学支援金や奨学給付金等を支給し、高等学校等における保護者等の教育費負担の軽

;威を図ります。また、奨学給付金においては、家庭でのオンライン学留に必要な通信

費に一定の支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による家計急変

世帯への支援を行います。

⑩学校妨災推進事業

予算額 :(R3)12，970千円 → (R4)21，738千円

事業概要防災ノートを新入生等に配付するとともに、体験型防災学習等の支援、学校防災リー

ダ一等教職員を対象とした防災研修、中高生による東日本大震災の被災地でのボラン

ティア活動や交流学習を実施します。また、災害時に孤立することが想定される地域

に立地する県立学校の児童生徒用備蓄食料を更新します。

⑪災害時学校支援事業

予算額 (R3)1，732千円 → (R4)1，390千円

事業概要:避難所の開設・運営や学校の再開準備、児童生徒の心のケアなど、災害時の学校運営

に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備えた教職員による「三重県災害時学校

支援チーム」において、大規模災害発生時には隊員を被災した学校に派遣して、学校

教育の早期再開を支援します。また、民間団体・企業等との連携による災害時の子ど

も支援の仕組みづくりを進め、市町との連携につなげます。

⑩校舎その他建築費

予算額‘ (R3)1，672， 323千円 → (R4)2， 588， 287千円

事業概要県立高校について、施設の安全性を維持するため、県立学校施設の長寿命化計画に基

づき、計闘的な老朽化対策に取り組むとともに、 トイレの洋式化など設備箇での機能

の向ょに取り絡みます。

⑩地域と学校の連携，協働体制構築事業

予算額 :(R3)6， 226千円 → (R4)5， 102千円

事業概要地域とともにある学校づくりを進めるため、地域学校協働本部の取組や、各市町のコ

ミュニティ・スクールの導入に向けた取組を支援します。また、地域未来塾など放課

後等に補充的な学習支援に取り組む市町に対して補助を行います。

⑮教育改革推進事業

予算額 :(R3)3，696千円 → (R4)3，826千円

事業概要:三重の教育の今後のあり方について、国の教育改革の動向をふまえ、幅広い視点から

検討する教育改革推進会議を開催します。また、地域協議会を開催し、各地域におけ

る高校の活性化や今後のあり方について協議を行います。

85 



⑪教職員研修事業

予算額:(R3)27， 765千円 → (Rヰ)39，307千円

事業概要.子どもたちが学習指導要領で求められる資質・能力を身につけられるよう、 f令和4

年度三重県教員研修計画jに基づき、主体的・対話的で深い学びの授業改善につなが

る研修を行うとともに、市町教育委員会や学校での状況をふまえ、 ICT活用指導力

の向上!こ向けた実践的な研修を実施します。また、不登校児叢生徒への早期支援や学

校での組織的支援を行うための研修を実施するとともに、インターネット .SNS上

でのいじめやトラブルの未然防止、安全に利用するための指導方法に係る研修を実施

します。

@学校における働き方改革推進事業

予算額 (R3)294，928千円 → (R4)330， 216千円

事業概要:限られた時間の中で子どもたちと向き合う時間を確保し、より効果的な教育活動を持

続的に行うため、感染症拡大防止のための業務や学習教材の準備など、教員の支援を

行うスク ル曹サポート・スタッフを、すべての公立学校に引き続き配置します。

⑬文化財保存管理事業

予算額 (R3)6， 171千円 → (R4)6，060千円

事業概要 「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、文化財保護審議会の審議等を通じ、察内の

貴重な文化財が適切に保存活用・継承等の措置が図られるよう、市町や文化財所有

者への支援を行います。また、国・県指定等文化財が持つ魅力の情報発信を行うとと

もに、適切に保存されるよう巡視を行います。

@地域文化財総合活性化事業

予算額ー (R3)90，000千円 → (只 4)117，969千円

事業概要.国 県指定等の文化財の所有者等が行う文化慰修復等の事業について、技術的な助言

および必要な経費に対する支援を行うとともに、所有者等による保存・活用・継承の

取組を促進します。

@世界遺産熊野参詣道 無形文化遺産保存管理推進費

予算額 :(R3)550千円 → (R4)538千円

事業概要:世界遺産 f紀伊山地の霊場と参詣道jの保存と活用のため、文化庁や奈良県・和歌山

県および関係市町と連携した取組を行うとともに、資産の保存 管理に多様な主体が

参画できるよう講習会・講演会等を開催します。また、 「鳥羽・志摩の海女漁の技術J

のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、関係県との連携強化に努めますo

⑬埋蔵文化財センタ 管理運営費

予算額 (R 3) 7， .667千円 → (R4)7，528千円

事業概要.埋蔵文化財に係る必要な発掘調査や適切な保存管浬を行うとともに、県民への公開・

普及を行います。また、子どもたちが郷土への愛着を持てるよう文化財を活用した出

前授業等を行います。
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@三重の文化 歴史を引き継ごう!新しい学びの機会創出事業

予算額:(R 3) 一千円→ (R4)2，392千円

事業概要，新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで以上に体験することが難しくなっ

た地域の文化や歴史を次の世代へつないでいけるよう、まつりや行事、遺跡等の文化

財を活用した歴史・文化イベントを開催し、その内容を広く発信するとともに、地域

の文化財を守り伝える人材の育成に取り組みます。

⑬社会教育推進体制整備事業

予算額 (R3)2，525千円 → (R4)1，334千円

事業概要・社会教育の振興を図るため、市町における社会教育委員や社会教育担当職員等を対象

に研修や情報交換を行います。公民館等の社会教湾施設において地域課題の解決に資

する学びの場が創出されるよう講習等を実施するとともに、地域と学校をつなぐコー

ディネーターの資質向上を図る講座を開催します。

⑮鈴鹿青少年センター聖堂

予算額・(尺 3)84，862千円 → (R4)66，478千円

事業概要:心身ともに健全な青少年を育成するため、鈴鹿青少年センヲーを指定管理により運蛍

し、施設利用者の増加や対象者の拡大および社会教育の普及・振興を図ります。また、

民間活力の導入による魅力ある施設整備と運営管理を行うため、令和3年度に締結予

定の基本協定に基づき、令和4年度は改修工事等に係る設計を行います。

⑬熊野少年自然の家費

予算額:(R3)43， 311千円 → (R4)47，975千円

事業概要 自然の中で心身ともに健全な少年を育成するため、熊野少年白然の家を指定管理によ

り運営し、施設利用者の増加および社会教育の普及・振興を図るとともに、効率的な

管理運営を行います。また、経年劣化に伴う施設の維持管理のため、給水管の改修工

事に係る設計を行います。
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15 企業庁

lu重喜求童話〈毒事業費ベース〉べ川-月三-仁川三γ いた三日目

三落語杭妻橋下

16， 089， 239 

言;三扇蚕張通蚕麗

12，048，564 12，419，312 

i注な事業双山川川--川イ11川川自民主医院-三百円三許可ロ川奈川l
①水道施設改良事業

予算額 :(R3)4，549， 559千円 → (R4)4， 658， 677千円

事業概要:水道用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北中勢および南勢志摩水道

用水供給事業の施設の更新や改良等を計画的に行います。

②工業用水道施設改良事業

予算額 :(R3)4，731， 973千円 → (R4)5， 106，676千門

事業概要:工業用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北伊勢、中伊勢および松阪

工業用水道事業の施設の更新や改良等を計閥的に行います。

③電気事業

予算額・ (R3)845，957千円 → (R4)1， 157，271千門

事業概要“ RDF焼却 E 発電事業の円滑な終了に向けて、施設撤去工事等の取組を進めます。
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16 病院事業庁

i要求額(事業費ベース) 一川 ベ 1 川三;三 - λ にトムペ人人千.ヘ 量

i主;な事業 会ヘ Lγ トト

①病続施設・設備整備事業

予算額 :(R3)228，001千円 → (R4)440， 402千円

事業概要:安全・安心な療養環境の整備 向上を図るため、黒立志摩病院の病棟屋上妨水・外壁

改修や空調機改修、県立こころの医療セン空ーのヱレベ ヲー改修を実施します。

②志摩病院管理運営事業

予算額 (R3)1， 205， 820千円 → (R4)1， 213， 437千円

事業概要.県立志摩病続の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費(指定

管理料)を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施するための資金の貸

付を行います。
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【参考資料1】令和4年度当初予算要求 新規事業一覧(一般会計)

事業名の前に付いている各記号の意味は、以下のとおりです。

「※」…一部新規を含むもの(事業費は新規分のみを計上)
f@J 'ー市町予算と関係があると患われるもの
fOJ ..，令和 4年度重点施策枠のもの

部局 名 事 業

防災対策部
※ 。Fみえ防災・減災セン告-J事業費

防災活動参加促進事業費

※ o 災害即応力強化推進事業費

※ 。消防職包員教育訓練費

防災対策部計

戦略企画部
※ o 品等教育機関連携推進事業費

住宅 E土地統計調査単位区設定費

就業構造基本訴査費

毅籍企画部計

医療保健部
※ 福祉人材セン?l一運営事業費

※ 福祉・介護人材確保対策事業費

※ 介護福祉士等修学資金貸付事業費

名 称

※ みえフイフイノベーション総合特区促進プロジェウト事業費

医療保健部計

子ども・福祉部
。 民生委員一斉改選事務費

※ 。ひきこもり対策推進事業費。 重層的支援体制整備事業父付金

※ UDのまちづくり推進事業費

※ 地域公共交通バリア解消促進事業費

※ 。障がい者スポーツ推進事業費

※ 医療的ケアが必要な憶がい児・者の受IID.整備事業

※ 。子どもの貧医対策推進事業費

※ ひとり親家庭自立支援事業費

※ o 児叢虐待法的対応推進事業費

※ 。家族再生・自立支援事業費

※ 出産・育児まるっとサポートみえ推進事業

※ 。く〉 保育対策総合支援事業費

※ 教育・保育給付事業費

※ 私立幼稚園教育関連事業費補助金

※ DV対策基本計画推進事業費

子ども・福祉部計

93 

(単位:千円)

事業費

8，483 

8，284 

34，510 

8，050 

59，327 

17，369 

10，855 

44，629 

72，853 

3，337 

21，978 

71，830 

5，072 

102，217 

5，254 

13，624 

162，900 

200 

12，000 

8，649 

9，358 

11，404 

11守400

56，880 

13，193 

9，089 

142，554 

29，987 

701 

3，013 

490，206 



昔日局名 事 業 名 称 事業費

環境生活部
※ 。鋭炭素社会推進事業費 15，609 

※ 。外回人住民に対する情報や学習機会の提供事業費 7，178 

<> 孤独・孤立な立場にある子どもの性被害対応強化事業費 5，303 。循環関連産業振興事業費 36，500 

※ 食品ロス削減推進事業費 5，000 

※ 。プフスチック対策等推進事業費 15，000 

※ 。不法投棄等の未然防止・是正の推進事業費 5，280 

環境生活部計 89，870 

土地利用調査諸費 691 
地域連携部

リニア中央新幹線療係費※ 。 9，300 

※ 。<> 次世代モピリTイ等を活用した円滑な移動手段確保事業費 23，877 

※ 新型コロナウイルス感染症に対する交通事業者支援事業費 730，880 

次世代モピ1)7'イ利用促進育成事業費 1，522 

※ 。ええとこゃんかニ震移住促進事業費 15，523 。 参議院議員選挙費 914，923 。 県議会議員選挙費 197，678 。。レガシーを活用したみえのスポ_l;J支援事業費 100，000 

※ 競技力向上対策事業費 8，700 。 離島航路船船新造事業補助金 554 

デジヲル学生パートナーと地域が育むf将来の担い手j脊成事業費 4，500 

f県外でみつけた度会県j事業費 2，125 

地域逮接部言t 2，010，273 

農林水産部
※ 東京オリパフへの取紐を生かした『みえのブランドj強化事業費 3，334 

農林水産ネット販売販路拡大支援事業費 14，000 

若者世代による県産品消費拡大啓発推進事業費 4，000 

※ 。 新規就農者総合支援事業費 122，144 。農福連携におけるスマート技術環境改善実証事業費 3，000 

<> 農福連携による青果物のスマート流通体制整備事業費 5，000 。アンハーサゲマーヤティンゲによる県産米振興総合対策事業費 5，200 。伊勢茶を愛する県民運動展隠事業費 8，000 

三重の元気な水田農業構築事業費 12，000 

デカフェ伊勢茶の海外展開事業費 4，000 

※ 二重の畜産物海外輸出ルート再構築支援事業費 14，000 

学校給食用牛乳供給停止緊急対策事業費 30，387 

長産畜産物学校給食提供推進事業費 56，442 。豊かな暮らしを創る身近なfニ重の木づかい」推進事業費 12，000 

<> 林福連携におけるコーディネート人材の育成・活動支援事業費 2，000 

森林情報利活用促進事業費 2，000 

※ fもっと県産材を使おうj推進事業費 1，153 
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部 局 名 事 業 名 称 事業費

現地一一ズに対応した水産物輸出体制構築事業費 2，150 
農林水産部

伊勢湾漁業の経営安定に向けた調査事業費つづき 2，719 

漁場生産力向上対策事業費 23，195 

環境変化に対応するノリ品種の作出・普及事業費 700 

藻類養殖の適正化対策事業費 1，500 

県度水産物学校給食提供推進事業費 65，000 

。気候変動に適応する強靭な新養殖事業費 16，000 

<> 水福連獲におけるコーディネート人材の育成・活動支媛事業費 2，00日

栽培漁業セン聖一整備費 42，988 

イカナゴ等重要資源調査・穂酋生産事業費 7，310 

アサリ等二枚艮類資源の回復対策事業費 6，600 

水産流通適正化支援事業費 367 

漁獲情報デジ告ル化推進事業費 2，473 

農林水産部計 471，662 

雇用経済部
※ 国際ネットワーク強化推進事業費 7，562 

グローカル人材育成推進事業費 2，556 

海外ビジネス展僚支援事業費 55，236 

※ 庭用対策調整事務費 44，980 

※ 労働力需給調整事業費 30，462 

<> 若者の地域還流・定着促進支援事業費 24，210 

テレワークによる障がい者雇用促進事業費 30，040 

く〉 多様な人材の県内就労総合推進事業費 11，953 

地場産業のエシカル商品販売促進事業費 21，343 。「ゼロエミッションみえj駆動成長産業育成・競争力強化事業費 58，250 。脱炭素社会実現に向けたまちづくり支援事業費 6，000 

※ 経営向上スTツプアップ促進事業費 1，944 

「みえの食jデジ告ルコンTンツ発信支援事業費 9，000 

withコロナ社会に適応した販路開拓モデル構築事業費 27，481 

新型コロナウイルス克服・地域経済活性化支援事業費 449，331 

生産性向上首業態転換支援補助金 314，364 

みえ安心おもてなし施設認証制度運営事業費 68，642 

ニ重県サプライチェーン強靭化促進緊急対策補助金 320，120 

※ 観光事業推進費 2曾821。 みえの観光地づくり推進事業費 385，238 

観光事業者版みえ安心おもてなし施設認証制度運営事業費 40，496 

<> 三重の観光資源を活かした拠点、滞在型観光推進事業費 97，356 

※ みえ観光の産業化推進事業費 22，593 

五感で楽しむ×三重の魅力=おとたびみたび創出事業費 9，976 

※ 観光子、ジ51ルファースト推進事業費 10，442 

<> インバウンド誘客回復促進事業費 8，763 

雇用経済部計 2，日61，159
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部局名 事 業 名 称 事業費

県土整備部
※ 民間活力導入支援事業費 3，977 

※ 宅地建物取引業法等施行事務費 1，028 

黒土整備部計 5，005 

ヂジ12ル社会推進
く〉 ニ重DX推進事業費 37，394 

局 ※ 。行政サービス提供事業費 11，500 

※ スマート自治体促進事業費 11，220 

※ 情報ネットワーク基盤維持管理費 646，455 

※ 。x人材育成推進事業費 21，582 

デジヲIT社会推進昆計 728.151 

警察本部
※ 。情報化基盤運営費 11，020 

※ 。災害警備対策費 21，500 

※ 地域安全活動推進費 10，643 

警察本部計 43，163 

教育委員会
オンフインとリアルによる学校の枠を越えた学び推進事業費 6，597 

※ 高等学校学力向上推進事業費 38，445 。未来を富1)造するリーダー育成事業費 24，460 

※ 。入学者選抜事務費 6，200 

※ 。多文化共生社会のための外国人児童生徒教育推進事業費 9，522 

※ 。不登校対策事業費 29，596 

※ 。いじめ対策推進事業費 4，862 

オンフインを活用した不登校児童生徒の居場所づくり事業費 7，040 

※ 人権教育研究推進事業費 1，535 

※ 鈴鹿青少年セン告ー費 3，977 。ニ重の文化・康史を引き継ごう!新しい学びの機会創出事業費 2，392 

※ 。教織員研修事業費 2，168 

※ 。教脊相談事業費 788 

教育委員会計 137，582 

広d:企F恥 言十 6，271，468 
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【参考資料2]令和4年度重点施策枠事業一覧

(1)安全・安心の確保 (単位千円)

番号 部名 細事業名 事業概婆 事業費

防災対軍部 災害却応力強化推進事業費
材迅い強の育つ機速化大成器やに規実実に整模取施備践災り等で的組き害をなむる行が大よとい尭規とうま生模も、す災し妨にて。害災、まも情対訓た迅報聾練、速収市活由か集町動実つ、やの施分的オ圏等析確ベ、、・に防訓対レ対災練ー策応関シの立すョ係充案ンる機実を機こ関をよ能と等図りが町効と仏で強果連き災化携的る害ににしよに向たう実却災け、施組応た害す織調で対る体き査応た制る等めが人のを

34，5101 

実施します。

2 妨災対策部 「みえ防災・滅災センターj事業費
若生年防障の防災サ意ボー識タのー向上を寝るため学、地生繊をの育防成災す活る動{こ主体的に取り組む「みえ学

災啓発サ Jとして県内田 とともに、サボターが自らの 8，483 
活動を情報発信することにより、地域の防災活動への若者の参蘭を提進しますE

3 防災対置部 消防職団員教育部練費 消Lタ吾ル防種教学教材校育をに活訓お用練いし在てた実、よ県施り内し高消、度知防な識防座・災技宇体術や制由実の習技充得等実をの限強教り育化ま訓をす図練ゐまるをたた実め、施映、し憧消ま防やす職デ.ー団タ員な等どにデ対ジ 8， 050 

4 警察本部 災害警構対輩費 示移難革を動本しい行指部判う揮でた断直車めがちと由迫ドに移ロ情らー動れ報ン指る共田人揮有俳命車す用救をるに整助こよ備とのりがし場‘ま可被商す能災に。と現おない場りて等、、指の指揮倫揮機理者量能的が田な迅向情速上報かををつ実県的現警確し察なまとす判県断。庁・対指 21，500 

5 警察本部 情報化基盤運営費
社会田デジタル化に対応し、持県っ民たがシ安ステ心ムして田暮開ら発せ、る社会を実現するためfと、環警境察を活整動
を支える高いセキュリティを 、運用に不可究な人材 聾 1"1，020 
備します。

計 83， 563 

97 



(2)活力ある産業づくり

番号 部名 細事業名 事業概要 事業費

地域連携部 リニア中央新幹線関係費

5リニ5ア中爵央新輔輯の一回押い金i醐芸豪品の実現に:附;z主臨時z制限醐ニ婚を

13，543 

す動す県人外。や告.まに田仕士対若事、す者由大ると流阪ア地れ・プ関域をロ西づ取方くりチり1込車にとむ、L取リたてニりめ企組ア由業む中情へ人虫報働々新発きと幹か由僑線主等け等る流のになの充よど促実り、注進、戦「目や転略さ、職的れ畳な・るけ集き「入中移関れ的住西態に」国と勢取，い中をりう組充京新み実箇たまし」な白ま
2 地域連携部

ええとこゃんか三重移住促進事
7，782 

業費

3 農林水産部 アンパサずーマーI音ケ対テ策ィ事ンゲ業に費よ
る県産米振興総

ぞた県れ販産路来の顧のの客開販拓売に対を回行し復てい・拡県ま大産すに米。向のけPRてを、促車進内すのる外「童ア事ン業パ者サやダー宿マ泊ー事ケ業テ者イ等ンをゲ通」をじ活、そ用れし 5，200 

伊業勢費茶を愛する県民運動展隷事 伊やの勢新解茶た決なのにサ取県ーり内組ビ消スむ費開活の発動拡をを大支支を援援図すしるまるたすとめと。、も民に間、茶事生業産者者由の研所勢得茶向を活用向したけ多、産様地な商課品4 農林水産部 上に 題 8，000 
組

5 農林水産部 豊町か木なづ暮からいしj推を創進る事身業近費な「三重 令木どか和を取ら3年のり入1夢0れ月のてにあい施るく木行た製しめた品、「の「み身アえのイ木まデ材わア利り募用の集方生に針活取」用りに品組基」みづ由まき新す、商さ.品まざのま募な集形やで、暮子らどしものた中ちにな 12，000 

8 農林水産部 気殖候事業変動費に適応する強靭な新華 気業尭候を展確で量立き動るすに強る伴靭こうと高なで葺水、殖温安業化定をに的実よな現る水葺し産ま頬物す被の。害生を産防止供し給、を高可水能温に北しl、こ効適率応的すかる新っし持い続養的殖に 16，000 

カーボン二ュ トラル実現に向けて、より効率的・効果的!こ00，を削減していくとともに

7 雇用経済部 fゼロヱミ、ノシヨ争ン力み強え化」駆事動業費成長
産業育成・競 も生化用の産を、デづ生性ジくみ向りタ出上企ルすに業化グよが等るリ電にー事化前ン業へ向成継の吉長続に対に力取応つやり、な競新組げ争ためてな力るい領よをきう高域ま、めへす積ての。極い挑的く戦にた、宝め業優、態デを転ジ行換タいル、、事化新業をた再推な構進産築し業、、や県多雇内角 52，000 

8 雇用経済部 説り支法援華事社業会費実現に向けたまちづく ラまま地ルちた域づ白、に産〈目おり学標けの官をる取連達脱組携成炭をにす華支よる社援るた会し協めま実織のす現全産.のや学取プ官組ロ連をジ携支ェにク援よトす由るる設まこち立とづをにく支よりり援の、す促20る進50たを年め図カのーり補まボす助ン金。二にュよりト 6，000 

9 雇用経済部
事多犠な人材田県内就労総合推進

業費
非でに力き正よ開るる規発よ様を濯う々図用、なスるが女キと多と性ルいも活ア女にッ躍性、プ事マややッ例外資チの匡ン格尭人ゲ取信労イ得等ベ働、をンイ者行トンが回いタ能ー開ま力すン催をシに。尭ッよ揮ブる等し出、の会安体い心験のしを場て通働のしき創て続出求けや職る、者こSのとNがS 能 11，953 

10 雇用経済部 三重町観光資推源進を事活業か費した拠点
滞夜型観光 議蓋盟事r4L主22 9]，356 

す。

11 震用経済部 インバウンド誘客回壷促進事業費 をげ日展本るこ開政とす府にる観よと光りと、局も訪に(J日、N外旅TO行国)再人と連旅開携行佳し者の、のイそンユのバー知ウザ見ンーやドヂ誘情客報タ尭のを早信活期力用を閏し活的寵用を確しな目た情指プし報ロま尭モす惜ー。にシつョンな 8，763 

12 教育垂員会 三新重しい町学文び化の歴機史会を創引出き事継業ご費う!
新地財型域を活コのロ用文ナし化ウたやイ庇歴ル虫史ス・を文感次化量由イ症世ベのン代影トへ響をつ開にな催よいりしで、‘こいそれけのまる内でよ容以うを、上広まに〈つ尭体り験信やすす行るる事こと、とと遺もが跡に難等、し地のくな域文っの化た

2，392 

文化財を守り伝える人材の育成に取り組みます。

言十 240，989 
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(3)共生社会の実現

番号 部名 絡事業名 事業概要 事業費

1 医療保健部 こころの健麗センター指導事業費

2 子ども・福祉部 ひきζもり対策推進事業費 市場己、町所切にづれ対く自りすののる検な包討い括支、的ひ援な吉体支こ制も援由り体に充制関実構すや築る社に理会向解全け促体た進の棺の機談た運且め情醸の報成積共在極有進的のめな機ま情会す報等。発の電提等棋をや通居 5.2101 

2050年カ ボンニ部調査ュ門ーや別ト優構ラ良成ル事比由例の実の量現水も在高平臣い展指産開し業、脱部炭門華の社温会室由効実果現ガにスは削、減三が重不県可に究おでける00，排出量の
あるため、実地調 優 等を図ることで事業者の自主的な取組を

3 環境生活部 脱農素社会推進事業費 促進します. 15，609 

また、地県が自ら率先して脱農素化白Fる取た組めを、進晶施、県設内へ事の業再者ヱ・ネ県竜民力の導模入範のとたなめる韮を
最L、 域脱炭、て華検北討町を促進進めにま繋すげ. 県有 田郡
達手法につも

4 環境生活部 外国人住提供民事に対業す費る情報や学習
機会田

材災まにた害育向、等成け三たのに重体取緊県制急り日組づ時本みくやり語ま危を教す推機育.進に推備し進まえ計す、画外。国人住民を取り巻く関係者のネットワーク強化と人
に基づ昔、「生活者として由外国人」白日本語官得

7.178 

5 環境生活部 楯環関連産業振興事業費 循業び経環新者済規型なの社ど事拡貴会業大瀬形のに循成支つ環な援ににげ向を関る実け好わ施街揮る環し事、環関未業を連来生者産をみ)業の拓出(振〈製し環興ま輩境をす、産図流。業る通立た、販め県売に、人等向材けの育資事成源業、の者事徳や業環廃環利棄境用物整と処備楯理且環 36.500 

6 環境生活部 プラスチッウ対策等推進事業費 実パ県ー証内事事トナ業業ーを者シ行等ッいとブ連仕に携組よみしる、取のプ組構ラや築スチを、ご進ッみクめ資拾ま源いすの循。ま見環た田え、る高海化度洋等化ごににみ取向対りけ策組たとみ謡しまて査す、や事。モ業デ者ルと的のな 15，000 

7 環境生活部 不法投進事棄等の未然防止早期発 不型法ドロ投ー棄ンがを多活発用ししてたい監る視実手燃法の由フ実ィー現ル可ドま能にす性て。や連効続果監(視抑を止行効う果こ吉とむに)よをり検、証自動し、運将用来 5，280 
毘推 業費

的な「重点皇室揖エリアjでの活用を白指し

8 地域連携部 次世代モピ手リ段テ確ィ保等事を活用費した円
滑な移動 車

高町検齢と展と者開もををには恒実じ進施めすしとるますたするめ.県あ、民新わ田たせ円にて取滑、令組な和移を実動2年施手度す段よる目り地確実域理施をにし支向た援モけしデ、ま新ルすた事.な業モのデ成ル果事を業活を用市し 14，851 

9 農林水産部 林人福材連携におけるコー援デ事ィ業ネ費ート
の育成・活動支

林ど支を業援程へに進取のす樟り組るがたみいめま者、すのコ。就ーデ労ィ拡ネ大ーにタ向けの、育キ成ノコやや事苗業木者生と福産祉事事業業にお所けのるマ施ッチ設ン外ク就ー活労動な 2.000 

10 農林水産部 水福連携育におけるコー援デ事ィ業ネ費ート
人材の成・活動支

漁り組業むへ水由産障業が施い設者外の就就労労コ拡ー大デにィ向ネけー、タ水ー産の関育係成者とと福祉事業所等田マッチンヴに取
活動支援に取り組みます.

2，000 

11 農林水産部 請農通福連体制携整によ備る事青業果費物のスマート な県菅ど理内のすの実障る誌仕が組にい取み者りを就組構労み築施ます設する等。たでめ生、産さプれリた議農産物をした需市要場にの応出じて入タ荷イ情ム報リーに出荷，アリ等を活用 由見える化 5，OOC 

12 農林水産部 農境議破善連携実に証お事け業る費スマート技術環 崖農め福業るこ連にとお携でけの、る現地多場域様へのなの活担性スいマ化手ーにのトつ技育な術成げの幸ま導図す入り。魚恒農進福に連よ携り実、障践が者い由者経の雷働発く展場のの取麟組出をや進、 3，00【

計 121.12E 
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(4)未来を拓くひとづくり・新技術

番号 部名 細事業名 事業概要 事業費

も論大大県に学学を内、進進韓各県的学を関立検‘罷時大県討!団こ学としお体し設、けのてそ置るの代れに学方表を係び針者もるのとを等費に選総で用県択合構や民肢的成本やをにす県拡事判るに大業斯検も者しし討た、ま等会ら若すをす議者.対効にの象果お県と等い内してをた定調設ア着査置ンをしのケ関ま可ーるす否トたをーにめそ実つ、の施具いうす体てえるの的でとな議、と戦略企画部 高等教膏機関連携推進事業費 17，369 

ェ重を県、「設身支置体えし樟る、」害同体者セ制総ンの合タ拡ー福充を祉に中セか心ンかにタる一、障取向が組にをい「王震者重開ス県ポしま障ーすがツ。のい者「すスるポjー機ツ支や援『みセるン」タ機ー当(i!i 2 子ども・福祉部 障がい者スポーツ推進事業費 称創)出」 金 機会田 6.697 

3 
ヤンゲケアフーの実態閥査を行うとともに、聾保護児童対筆地域協諸舎の構成機関

子ども・福祉部 児童虐待法的対応推進事業費
職また員、へヤのン概ゲ棒ケをア実ラ施ーし・コまーすデ。ィネータを配置し、ヤングケアラーへの支援を行います。

22，123 

4 子ども・福祉部 軍族再生・自立支援事業費 措成置して解支除援をを控4える児童に対E所し前、自回立自支立援主コ揺ー及デびィ退ネータを配置し、自立主撮計画を作 13，193 
行うことで、遺 所挫のアフターケアを行います。

s 子ども・福祉部 保育対策総合支援事業費 た等待機、へ理児の曹童実職を態場無調の〈査す環をた境行め改いに善、、次を県図世育り代所、田保等保育が育士樺士青e保を人育確材保所をしの確ま魅樺す力す。をる情仕報組発み信をす支る援たしめま、す保。育ま士 45.828 

子必またど要、もな運の研営居棒者場等が所を企の行画運いす堂まるす者学固を晋対支章援にや、継体続験遥活営動にiこ必対要してな支スタ援ッをフ行のい責ま質す向。上のため、6 子ども・福祉部 子どもの黄困対策推進事業費 11.4同04

7 環境生活部 E性E独被害孤対立応な強立化場事に業あ費る子どもの 始者fに学関めに校係対鋳に機係しおて関機けアが擦るウ書へ性ト加配リ被ーす付害チる・」運型に検用関の討すす支委るる援員こ課が会と題行にで把よえ、学握るり対校体，論応と制点関マを整ニ係整理ュ機備アを関L行ルま白をいす双作、。方抽成が出し連し、公携た課立しな題・私が・論立ら学点被在校害基を 5，303 

8 地域連携部
レガシーを活用したみえのスポー 市町模大・競会技等団を体誘等致が・閑、三樺重すとるこたわめかの国支体援・を三行重いとまこわか大幸町会場施設等を活用し大 50，000 
ツ支援事業費 鏡 す。

9 雇用経済部 若事者業費白地域還流・定着促進支援 若をを発対者室信の主とす県しる内てと定、と若着も者をに図の、地るネ域たッをめトワ挙、ー県げク内たを外採活由用用学活し生動なややがυ人らIタ、材県ー育向ン成就企田職業推をの進検構に討報取しやりて地組い域みるでま求働す職くa者魅等力 24，210 

デジタル社会推進 行政手所手続続属でに町諜おオけ題ンラるとなイ県ンる民化業自を務皆推フさ進ロんーしのまの利す見便。直性し向等上由を主限揺るをた行めう、なオどン‘ラ県イがン所北管町す際るに各手種続10 行政サーピス提供事業費 所管 11，500 
局

行政

11 デジタル社会推進 三重DX推進事業費 デを相して踏ジ談もみタ諮らル出口えのすをる得こ運よ意と営うを県・し不応民、得接DのX意す皆のにるさ推たかん進めかやに、わ事つDら業Xなずを者げ牽、、まそ引市すれす町.ぞる・れ県専が庁門自各家分部や事局企とが業しDとてX連Dに携X取をしり捉た組えワむ、ン「行ス軍動ト一ッに歩プ移j 37.394 
局

12 教育委員会
未来を創議するリーずー育成事業

新a組をまb通たたむj(なし、とミ地てとグヱ域も、ラロこにポ的ーれ、魅)パフをか力ルィ結らー晶・の成リルる時ーし企ド、代ダワS業ーにーDや育求Gク仕s成めや{事こブ海ら係内れロ外る容ゲると学なラ創の習ムど造交や、!的こ流多デ基な、様づ研資なタき究質サ情、成・高イ報能畢エ校告力のン掲生をテ発らが育イ表れ学みス等る校トまポの養すをー探成超。タ究講えル的鹿てサな「にMイ学取lトeびりをl 
24，460 

費

構材築としした、企業と学校をつな担りく・紹人み材まをす配。置して、入学後由早い段潜から地域の企業を題
キャリア教育に取

高学に校取習り生支組段援み階やまで自す不立。畳支校援やを行休学うた、中途進学により学校と関わりが希薄となる子どもたち10
曲、県立の教育支援センターの設置に向けた実証研究

13 教育垂員企 不畳校対策事業費
小中学校のモデル校を対指応定がしでてき、る潜よ在う的、共に通支の援基が準必で要iな児盟を童把生握徒すやる草ス庭クにリー、学ニ校ンで

27，489 

の早期組をか進つめ組ま織す的。な で課題 ゲ
の取

14 教青委員会 教職員研修事業費
不とと畳も校に児、イ童ン生タ徒ーへネのッ早ト期SN支S援上やで学の校いでじのめ組や織トラ的ブ支ル援のを未行然う防た止めの、安研全修にを利実用施すするる

2.168 
ための指導方法に需品研悼を実施します。

15 教育委員会 教育相談事業費
不畳校児童生徒や保護者へ適切な支援や対応ができるよう、教育支援センターの指

788 
導員やスウールカウンセラーの実践力向上を図る研修を新たに実施します。

16 教育委員会
多文化共生社会のための外国人 義通務して教T育寧段lこ階ニのー学ズびをを確提穏供しす、公る在立問在中学の体験教室を引き続き実施し、実証研究を 5.6671 
児童生徒教育推進事業費 問中学の方向性を定めます。

17 教育委員会 いじめ対策推進事業費

;結盟主宰関誌軒家
4.862 

18 教育委員会 入学者選抜事務費
畳検者や学日校の員担軽減と利便性向上のため、令和5年度入学者選抜から入学願

6，200 
書や調査書をデジタル化L、Web出願とするための取組を進めます。

言十 316，655 

令和4年度重点施策枠合計 川一
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事業概要

イjレス感
に必要なかかり増し経費に対する補助を行い

(単位千円)

事業費
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番号 部局名 繍事業名 事業概要 事業費

新型コロナウイルス感染症の影響によるストレスや収入滅による不安か

子ども・福4止DV対策義本計画推進事 切らDなV支の援増に加つがな懸げ念らされれるるよこうと、から、棺談しやすい環境を整え、早期の適
4，451 18 

昔日H 業費
SNS(UNE)による相談を実施します。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要なマス久消毒液等を
購入します。

19 
子ども・福祉 ひとり殺家庭自立支援事 ひとり親家庭を対象に学習支援等を行う市町に対し、学習支援教室等に

757 
由自 業費 おける感染拡大防止に必要なマスヲ、消毒液等の購入を補助します。

子ども，福祉 子どもの貧困対策推進事 NPO法人等とな民っ間た団世体帯が等子に育対てす世る帯支等援に対する子どもの居場所の提供や
20 

部 業費
生活困窮 を継続するための必要経費を補 4，000 
助します。

新型コロナウイルス感染疲に保護者が泊感施染設し、親族等養育者が不在の
場合の児震を一時保護するため、宿 を借り上げます。

21 
子ども・福祉

児童一時保護事業費
濃厚接触者等の児童の対応について医療機関等への連絡調整や健康

51，519 
部 観察等在行うため、児童棺談所一時保護所に看護陣等を配置します。

児童相談所において感染拡大防止に必要なマスイ〉等の衛生用品を購入

します。

22 
子ども・福枝

家庭的養護推進事業費
思親、ファミリーホームに対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必

6，700 
部 要なマスイフ等の衛生用品の購入経費を補助します。

児童ると養と護も施に設、専等門職家員lに対して、感染防止対策に関する相談窓口を設置
す こよる派遣指導を行うなど、業務継続が可能となる

23 
子ども・福祉

児童養護施設費
ょう支援を行います。

54，648 
部 また、児蒙養護施設等に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必

要なマスク等の衛生用品の購入経費や人件費などのかかり増し経費を
補助します。

24 
子ども・福祉 若年層における児童虐待 予期しない妊娠等に悩む若年層が栂談しやすい環境整備の一環として、

3，517 
部 予防事業費 SNS(UNE)による相談を実施します。

25 
子ども・福祉

健やか親子支援事業費
新型コロナウイルスに感染した希望する妓康婦に対し、退院後、助産師 4，259 

部 や保健師等が訪問による専門的な相談・支援を実施します。

障害福祉サ ピス事業所等における感染症対策の徹底のため、必要と
なるかかり増し費用に対し補助するとともに、感染者発生侍のための相

26 
子ども開福祉

灘害者介護給付費負担金
談・支援を行います。 108，788 

部 また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、障害福祉
サービス事業所等におけるICT.ロポット導入に係る費用に対し補助しま
す。

27 濠境生活部 文化活動誇関支援事業費
文化団体等が総合文化セン合ーのホール等を利用する際の施設及び付

16，000 
議設備の利用料、広報や委託等対象経費の支援を行います。

28 環境生活部 図書館管理運営費 来ング館を者施がし利て用事する館内の施設設備に対して、抗菌・抗ウイルスコーティ
を 新型コロナウイルス感染症の拡大妨止対策を行います。

297 

29 環境生活部 総合博物舘管理運営費
来館者が利用する館内の施設設備!こ対して、抗菌=抗ウイルスコ 子イ

1，384 
ングを施して新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行います。

30 環境生活部 美術館管理運営費 ン来グ館を者施がし利て用新す型るコ館口内の施設設備に対して、抗菌・抗ウイルスコーティ
ナウイルス感染症の拡大防止対策を行います。

655 

視覚に障がいのある来館者の方の安全・安心に資するため、個別に利

31 環境生活部 美術館展示等事業費 用できる触地図や蝕図(凹凸があり触察できる図)、点字資料を製作する 520 
ための機器を購入します。

開舘40毘年事業として開催予定の次年度企酒震において、「新しい生活

32 環境生活部 美術館展示等事業費 様式Jの下での芸術文化体験として、非接触の体験プログラムを実施し 2，200 
ます。

33 環境生活部
斎宮歴史博物館管理運営 来館者が利用する館内の施設設備に対して、抗菌・抗ウイルスコーティ

1，670 
費 ングを施して新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策在行います。

策室歴史博物館展示・昔
コロナ終息後のインバウンド観光客集客を見据え、斎宮や滞王について

34 環境生活部
及事業費

の紹介・解説動障を作成し、多言語で発信するとともに、田内外への発 2，767 
信の仕方について、分析・改善を行い、プロモーション等を行います。

新型コロナウイルス感染疲に関するネット上の差別、誹誘中傷等の人権

2，9521 35 環境生活部 人権瞥発事業費
侵害はいまだ多く発生しており、深刻な社会問題となっているため、ネット
利用者に直接働きかける型 ゲティング広告を通じて、差別的な書込み

等の未然妨止に向けた取組を実施しますロ

新型コロナウイルス感染症に伴い、 SNS等で行なわれているデマや誹誘

4，752 36 環境生活部 同和問題等啓発事業費
中傷、ワウチン接種に関する差別などの人権侵害を未然に防止するた

め、ラジオ放送を活用し、県民-;A.ひとりに、正しい知識や情報に基づい
た冷静な行動を呼び掛けます。
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番号 部局名 細事業名 事業概要 事業費

新君主コロナウィルス感染症の感染拡大に伴いイン告 ネット上の誹誘中

37 環境生活部
イン事ーネット人権モニ$1 傷、差別的書き込みが増え問題になっており、現状の把握が必要なた

799 
事業費 め、イン亨ーネット上の差別約書き込みのモニ亨リンゲ対象に新型コロナ

ウィJレス感主主症を加え、実態把握在行います。

外国人住民に対する情報 語スMi感e、I英n染10語症lこ、におベ関いトすてナる、ム7情語言報、語巨に(本ポつ語ルい)てトでガ、外2ル0国謡件人、程ス住度ペ民のイに情ン必語報要、をなフ提新ィ供リ型ピしコノまロ語すナ、。中国38 環境生活部
や学習機会の提供事業費

ウイル 968 

外恩人住民に対する情報
多文化共生に関わる団体と連携して実行委員会を組織し、外国人コミュ

39 環境生活部 ニ子ィ等に情報が履くよう、コロナウイルス感染拡大防止の啓発を実施し 4，941 
や学習機会の提供事業費

ます。

外国人住民の安全で安心
日本語能力が十分でない外国人住民に対し、保健所での相談、検査、諦

40 環境生活部
な生活への支援事業費

査等に多言語で対応するため、外国語対応が可能な人材を配置し、保 11，402 
健所からの派遣要請に浪速に対応できる体制を繋備します。

外国人住民の安全で安心
新相談型コサロポナーウトイルス感染症に衡する相談に対応するため、「みえ外国人

41 環境生活部
な生活への支援事業費

セン型ー」をお曜呂も開設し、相談員を増員します。また‘関 14，469 
(みえ外国人相談サポト

係機懐と連携し、専門家による相談会を定期的に開催します。
セン$1 運営事業

新鏡のCIR(国際交流員)の来日時に、 CIRIこ対して、新型コロナウイルス
42 環境生活部 外国青年招致事業費 感染疲対策として実施する隔離対策・PCR検査・健康診断に係る費用を 1，190 

負怒します。

引き続ズき増加の見込まれる、S性NS犯棺罪談・を性実暴施力しのま相す談。に対し、多様な相談

43 環境生活部
性犯罪・性暴力被害者支 ニ に対応するために、

1，126 
援事業費 また、県内の学校や庖舗等へチラシ、ステッカーを配付し、当該相談事業

の周知を図ります。

新型コ口ナウイルス感染症 地域公共交通の維持・確保のため、県内交通事業者に対し、安全・安心
44 地域連携部 に対する変通事業者支援 の再構築に向けた対策を図りながら行う運主に行かやかデるジE世Jレ化など業務の効 750，880 

事業費 率化、感染症拡大防止対策‘利問回帰策 費用を支援します。

45 地域連携部
地場スポーツイベント罰催 県民の皆さんのスポーツに親しむ機会の充実を図るため、新型コロナ感 500 
事業費 染疲対策を講じ、美しl嘉三重市町対抗訳伝を開催します。

競技力向上のための強化活動における感染防止対策として、感染防止

46 地域連携部 競技カ向上対策事業費
ま用告ッた物フ、品にコの対ロEナすE備禍るをでPC行のRい検安ま査全すなを。実強施化活動の機会を確保するため、選手やス

8，265 

します

47 地域連携部 国民体育大会派遣事業費 国民体育大会に派遣される本県選手回に対し、 PCR検査を実施します。 15，500 

県内学校が実施する、南部地域の宣かな自然や歴史文化を体験する教

豊かな自然の中で安心し 環育また旅境、整行教備の育等費旅用に行対を受支し入て援の、し支たま援めす金の。を体支験給プしログラムの開発・改善や宿泊施設の
48 地域連携部 て楽しめる南部地域魅力 、教育旅行の目的地としての南部 100，900 

発信事業費 地域の魅力向上を図るとともに、県内外の学校、旅行会社等に対して靖
報発信し、教膏旅行の目的地としての南部地域の認知度向上を図りま
す。
県内でネット販売に取り組む農林水産事業者の生産物等を集約し、首都

49 農林水産部
農林水産ネット販売販路拡 圏等の大消費地でマルシェ形式で販売する機会を設け、生産者と消費

14，000 
大支援事業費 者が直接につながる機会を創出して交流を促進すること守、才、ット販売を

拡大させ、コロナ後の反転攻勢につなげます。

農業経営近代化資金融通 新型コロナウイルス感染症により経営ド影響を受けている子農・保業証者料のl資金
50 農林水産部 繰りを支lt宣揮をす軽るため、経営継続に必要な融資に対して利 こか 19，771 

事業費
かる負 を軽減しますロ

恒常的な主食用米の需給緩和に加え、昨今の新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、さらに大犠な主食用米の需要減少が長期間にわ

51 農林水産部
三重の元気な水羽農業構 たっており、米在庫量の増加に伴う大幅な米側下落が発生し、農業者の 12，0日日
築事業費 経営査より一層苦しくLています。このため、米価の安定化による農業者

の経営安定に向け、水筒における畑作物の作付拡大を図り、定着させる
農業者の取組を支援し、三重の元気な水田農業を構築します。

食肉処理施設の職員に新型コロナウイルス感染者が出て、業務が停止

食肉センヲ流通対策事
すると、畜産物の安定供給ができなくなることや、畜産事業者にとっても、

52 農林水産部
業費

遠方の食肉処理施設に畜産物を輸送する必要が生じるなど、県内畜産 2，000 
物の流通に大きな影響が生じます。このため、食肉処理施設における感
染リスウを減らすため、必要となる資材等に対して助成を行います。

新型コロナウイルス感染症の再拡大により緊急事態宣同等が発出され
る場合には、市町等の判断により休校等の措置がとられ、学校給食向け

学校給食用牛乳供給停止
牛乳が急建出荷停止となりやむなく廃棄や加工原料へ転用することで大

53 農林水産部 きな収益減となることから、乳業関係者の経営に大きな打撃となります。 30，387 
緊急対策事業費

このため、再び休校等の措置が県内広域でとられる事態に備え、生乳の
生産、加工、流通に関わる乳業関係者への影響を緩和するための助成
措置を設けます。
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番号 部局名 細事業名 事業概要 事業費

県産の牛肉、地鶏肉については、新型コロナウイルス感染症の影響の長

県産畜康物学校給食提供 期化により、、今ま後す通D 引常きの続需き要販に路回の復事しlたとLても解消しがたい過剰な在
54 農林水産部

推進事業費
庫を抱えて";1:，" 様化等を進めるとともに、地度地 56，442 
;再に即した地元食材への理解醸成を図るため、小中学校における学校
給食への提供を進めるとともに、過剰在庫の早期解消を関')ます。

県産水産物学校給食提供
新型コロナウイJレス感染症の影響が長期化し、価格低下や滞留が生じ

55 農林水産部
推進事業費

ている県産水産物の消費を促進し、併せて地域における地元食材への 65，000 
理解醸成を図るため、学校給食への提供を進めます。

漁業近代化資金融通事業
新型コロナウイルス感染疫により経営に影響を受けている漁業者の資金

56 農林水産部
費

繰りを支接するため、経営継続に必要な融資に対して利子・保話料にか 12，857 
かる負担を軽減します。

コロナ禍の影響で海外ピジ才、スが停滞し、県内中小企業は厳しい経営状
況に置かれています。 方で、全世界でワヲチン接種が進み、今後、海

海外ビジネス展開支援事
外ビジネスの本格的な再開が見込まれることから、反転攻勢へ向けて、

57 雇用経済部
業費

いち早く取組を開始する必要があります。 55，236 
このため、本事業では、県内中小企業の販路拡大及び海外への拠点進
出・多角化事業に要する一部を補助することで、県肉企業の関際展開を
推進します。

58 雇用綬湊部 庭用対策調整事務費 く県るま県やと内Eめ罰企等た業がデ、行ジ労fうP働雇Jレ者用コン，関求テ係職ンの者ツ支をに援作支制成援度し情や、報雇助を用成届や金け労なま働どすにの。関施す策るを悩分みかをり抱ゃえす 44，980 

新型コロナウイルス感染症の影響により雇用維持に悩む企業と労働力
不足に悩む企業等の陪でのr麗用シヱア』が活用されるよう、周知啓発を

59 麗用経済部 労働力需給調整事業費 行います。 30，462 
また、災害等の非常時において、即時的iゴ雇用シェアjのマッチングを
行うための企業関ネットワーウを構築しますD

執務環境の整備負担や労務管理を行う社内人材の確保を課題とする県
内の中小企業向けに、県が初期投資としEがてい低者廉ヰな利用料で利用できる
障がい者の子レワーク拠点在整備し、障 も企業も利用しやすいモ

60 雇用経済部
テレワ ヴによる障がい者 デルを示します。 30，040 
雇用促進事業費 これにより、新型コロナウイルス惑染症の拡大で急速に普及しつつある

テレワ-'}を一層推進することで、障がい者雇用の社多様会なづ就くり労を形促態進のしーま
っとして確立し、障がいに関係なく生活できるような
す。

首都圏営業拠点推進事業 ニ章子フス運営bへ事の業消に費係者るニ納ー付ズ金にの対減応免すへ，の対応や、ェ童子フスにお
61 雇用綬済部

費
いて安全・安， るため、非接触・非対畜サー 1，000 
ピスを提供します。

62 雇用経済部 県議品流通促進事業費
原産農林水産物や加工品、地場産品の生産・販F全売力に応携援わサる県内事業者
を支援し、消費喚起を図るため、「才 Jレ三重 イト三重の 12，000 
お宝マーケットJ(ECポ ヲルサイト)のさらなる利用促進を図ります。

新型コロナウイルス感染症ていのる影「響ヱをシ受カけた地場産業事業者を支援する

63 雇用経済部
地場産業のエシカル商品 ため、世界的に注目され カル消費JIこ対応した地場産品の嘉

21，343 
販売促進事業費 付加価値化や国内外へのプロモ ション活動の実施により、販売促進を

函ります。

64 雇用経済部
中小企業・小規模企業の 県内の中小企業E小規模企業に対する工業研究所の依頼試験手数料及

12，125 
課題解決支援事業費 び機器開放使用料の減免奇行います。

65 雇用経済部 圏内販路開拓支援事業費
県ニ内ーのズ中の小把企握業や・小、規模企業の販路拡大を支援するとともに、 111下企業
の ネットワーウの構築・強化を図るため、 111下企業等と 7，517 
の技術交流会を開催します。

66 雇用経済部 中小企業金融対策事業費

金補中の協小J助等企力とに金を業か融得・か小機てる規三調事模重へ業企県の者業中利負の小子担資企補を金業給軽調融補減達資助すの制を受る円行度けた滑いたをめ化運ま企のすを用業信図。をし用る、支保「たセ証めー協、フ地会テ域へイネ金のッ融保ト機証資関料

5，214，206 
また、長期化するコロナ禍の影響を 援するため、令和4
年度もセーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応)の取扱を
継続します。

I新型コロナウイルス感染疲対応資事金業」を等5を利用じている中小企業・小規

三重県中小企業支援才、ット
模企業が、順識に借入を返済し、 発展的に継続できるよう支援を

67 雇用経済部
ワ ク推進事業費 行う経営改中機善心関コとななヂどっィのネて関、係経骨機営関課をと三題連重等携県をし抱信て用え支る保援事証し業協ま者会すを。に商配工置会し・、コーディ

110，514 
ネ一世ーが 商工会
議所、金融

コロナ禍においても安定的な売り上げを確保できるよう、学生・生徒参加
型のワーヲショップを額催し、新たな日常に対応した商品開発につなげま
す。

68 雇用経済部
fみえの食」デジ告Jレコンテ また、 ECサイトの利用拡大が進む中、 fみえの食jが埋もれることなく、販

9，000 
ンツ発信支援事業費 路を確保できるよう、正Cサイトブラッシュアップセミナセおミナよ一び等サでイブトにラ投ッ

稿シュがア可ッ能プなさPれRた動サ画イ等ト製作講痩を開を催援す示るとともに、
および商品等 するオンライン三重県物産展

を開催しますロ
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番号 部局名 細事業名 事業概要 事業費

海外現地に駐在所在持つ地域商社等の既存ネットワーヴを活用し、県産
品の輸出拡大を図ります。

刷出コロナ社会に適応した また、地滅菌社の既存商流を活用し、み首え都の圏食等」をの消百費貨者庖だ等けにでおないくて、百「み貨
69 雇用経済部 販路路拓モデル構築事業 えの食フェアj等を罰催することで、「 27，481 

費 宿バイヤー等へのPRを実施します。

こ内れ地ら域取商組社をの実育施成すをる函こりとまにすよ。って、県産品の販路開拓にとどまらず、県

新型コロナウイJレス克服・
地域ぐるみで取り組む感自主防止対策と経済活動の両立を図るための取

70 雇用経済部 地域経済活性化支援事業
組について、アドバイザー派遣及び補助金による支援を行います。

449，331 
費

生産性向上=業態転換支
中小企業・小規模企業がコロナ禍から779-コロナを見据え、生産性向

71 雇用経済部
援補助金

上や業態転換を図るための経営計爾を策定し、計画に基づく取組の実 314，364 
施lこ対して補助します。

県が定める新型コロナウイルス感染予防に必要な基準に適合している
かどうかを現地確認によりチエツウします。基準を順守する施設について

72 雇沼経済部
みえ安心おもてなし施設認 は、県が認証し、認証マーウを交付するとともに全、をホ提ー供ムしペまーすジロ等により 68，642 
~iE制度運営事業費 公表することで、施設利用者に対して安心・安

また、前年度の認証庖の履行確認することにより、認ii!制度の信頼性を
確保します。

三重県サプライチェーン強
県内において、強靭なサプライチェーンを構築するために必要な設備投

73 雇用経済部
靭化促進緊急対策補助金

資費、海外からの設置移転費、調査費及び当該事業によって生まれる新 320，120 
規雇用増加者数に対する補助在行います。

県内の観光産業が、新型コロナの影響から再生し、将来!こ向けて持続的
に発展していくために、多くの旅行者が三重の魅力を発見できるよう取り

74 雇用経済部
みえの観光地づ〈り推進事 組み、周i蛙性の向上を推進していきます。本事業でl士、県内観光地が受

385，238 
業費 入環境を充実させ、魅力的な観光地づくりを促進していくため、口M口、市

町、観光関連事業者が行う、将来を見据えた前向きな取組を支援しま
す。

観光事業者版みえ安11)お 新型コ口ナウイルス感染症の拡大を妨止しながら、観光地を安心して利
75 雇用経済部 もてなし施設認認制度運 用できる環境整備を促進し、安全・安心な観光地づくりを推進するため 40，496 

営事業費 に、観光事業者版みえ安心おもてなし施設認証制度を実施します固

新型コロナウイルス感染5ベ疲Jレにウよりポ、ン多の大発な行影な響どを受けた県内観光関連産
業を支援するため、トラ 、旅行需要を喚起し、観
光地への誘客を促進することで、観光地での消費額増加を図る様々な取

みえ観光の産業化推進事
組を実施します。

76 震用経済部
業費

また、滞在型観光に資するコンテンツを活用Lt=周遊ルートを創出するモ 1，633，549 

デ創可J生能し事すな観業ると光をと実地も施のにしモ、、観デ拠光ル点地地滞域の在構を型創造観出改光す善のるに先こ向進とけで地た、と観実し証光て事のの産業新を業た実化な施フをラし促ン、進持ドしを続ま

す。

アフ9 コロナにおける訪日旅行寵等のをニ行ーうズ「滞の在変型化観に対応し、地域の文化

77 雇用経済部
アフ事ーコロナ・インパウン 体験や自然体験、伎民との交流 光jを促進するととも

40，197 
ド復活事業費 に、海外旅行会社の招請やオンライン商談会の実施等を通じて訪日旅

行受入再開後の県内への誘客を促進します。

デジ告Jレ社
新型コロナウイルス感染症により、県内で発生している地域課題・社会課

78 
会推進局

ス告ートアップ支援事業費 題の克服のため、革新約な技術やサ ピスの社会実装をめざす事業者 49，998 
等の支援に取り組みます。

79 警察本部 職員福利厚生費
公務上新型コ口ナウイルス感染症のリスウがある職員に対して、保健所

40 
の指導により行うPCR検査費用を負担します。

80 警察本部
運転免許セン告ー中型汎 新型コロナウイルス感染症対策による運転免許証の有効期間を延長す

198 
用電算機運用経費 る手続きに対応するため、必要な印字用紙を購入します。

81 警察本部 庁舎等施設整備費
新型コ口ナウイルスの感染防止対策として、空調設備改修工事及び設計

27，384 
委託、留置場冷暖房装置更新工事を行います。

82 警察本部 警察運営諸費
感染防止資機材(当直用布団及び寝具力パ一、手指消毒液及び不織布

12，573 
ウエス)を購入しますロ

83 警察本部 留置施設管理業務経費
感染紡止資機材(手指消毒液、環境用洗浄除菌剤、マスヲ等)を購入し

397 ます。

84 警察本部 刑事警察費
医疲用抗原簡易キット、検視時の感染防止資機材(感染防護衣、遺体収

6，401 
納袋)を購入、感染性廃棄物の処理を委託します。

85 警察本部 災害警備対策費
医療用抗原鯖易キット、感染妨止資機材(感染妨護衣)を購入、感染症

3，210 
対策用防護服等の廃棄を委託します。

日目 教育委員会
学校における働き方改革 感染症拡大防止のための業務や学習教材の準備など、教員の支援を行

199，145 
推進事業費 うスウーJいサポート・ス事ツフを、すべての公立学校に配置します。
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番号 部局名 細事業名 事業概要 事業費

事高校生等教育費負担軽減
授業料以外の教育費の負担を軽減する奨学給付金について、家計君、変

87 教育委員会
業費

世帯を給付対象とするとともに、家庭でのオンライン学習に必要な通信 70，829 
費棺当額を支給します。

1人1こ台新用端型い末コたロ環指ナ境導ウに面イよのルる支ス本感援格染の的症更なのな教る影青強響活化下動をにの図お運りい用まて面すものロ児支童援生及徒びのIC学T習を効
88 教育委員会 小中学校指導運営費

果的1 100，242 
また、 響お を
保障するため、補充約学習を支援する学晋指導員を配置します。

事文化共童生社生会徒教のための
を県ロナ活内禍用のにし小たお中遠い学隔て校も教に、育在よにり籍つ適すい切るてに日調日本査本語・語指研指導究導がしをま必受す要け。なる外こ国と人が児で童きる生よ徒うが、I、CコT 89 教育委員会 外島人児 育推進 3，855 

事業費

90 教育委員会
県立学校児童生徒等健康 際立学校において、新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒液等を

38，678 
管理事業費 購入しますE

91 教育委員会 特ス等別運支行援委学託校スヲ-}レパ
託事業費

特別支薯便援し学ま校すに。おける登校時の[3つの密jを回避するため、スウールパ
スを増しま

176，606 

92 教育委員会 基特盤別支援学事校業学習環境等 オンライン授業において、著作物を使用できるよう授業自的公衆送信補 267 
整備 費 償金制度を利用します。

93 教育委員会 総営合費教育センヲー管理運 総合教育セン告ーにおいて、新型コロナウイルス感染症対策を図りつつ
848 

教育相談や教職員研修等を実施するため、消毒液等を購入します。

94 教育委員会
社会的自立をめざす外国 新型コ口ナウイルス感染症の影響下において、外国人生徒にきめ細か

3，115 
人生徒支援事業費 い指導を行うため、外国人生徒支援専門員を配震します。

95 教育委員会 高校芸術文化祭費
みえ高文祭の開催にi醸し、生徒の密を避けるため作品の搬出入および

228 
控室の確保を委託します。

96 教育委員会
高校生安心安全通学支援 高等学校における登下校待の[3つの密Jを回避するため、臨持パスを運

163，538 
事業費 行します。

1人1台端末環境における干どもの学びの保障に係る運舟頭の支援強化

97 教育委員会
高等学校学力向上推進事 のため、 GIGAスウール運営支援セン事ー(仮称)を設立します。

45，452 
業費 ま信た補、償オ金ン純ラ度インを授利業用において、著作物を利用できるよう授業目的公衆送

します。

未推進来事へつ業な費ぐキャリア教育
新型コロナウイルス感染症の影響により、晶校生の就職状況の悪化が

98 教育委員会 懸念されるため、生徒の就職支援が特に必要な高等学校に就職実現 7，144 
コーディネ一書ーを配置します。

語年学招致指導等を行う外国青
外国語lこ伴指う導z助手の来日に際して必要となる、新型コロナウイルス感染症

99 教育委員会
事業費

対策 ホテル待機費用や新型コロナウイルス感染症検査料金等を 4，518 
負担します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、県立学校が修学旅行在中止
100 教育委員会 特別活動支援事業費 または延期した場合の企画料金やキャンセル料について、保護者!こ経 6，800 

済的な負担が発生しないよう、その綬費を負担します。

新型コロナウイルス感染疲対策枠合計 51，686，932 
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【参考資料4]令和4年度県民提案枠事業一覧

(単位.千円)

番号 部局名 細事業名 事業概要 事業費

若年患に対して、 SNS等により防災の啓発を行うとともに、防災訓練等に
1 防災対策部 妨災活動参加促進事業費 体重量参加する機会を提供することで、若年層の防災への関心を高め、防 8，284 

災活動への参加を促進します。

子ども・福祉 出産 E 育児まるっとサボー 新型コロナなどに不安を抱える妊産妊婦娠等・出に産対・し育て児、電に関話す及るび適SN切S(プLlNE) 
2 

部 トみえ推進事業費
による相談を受け付けるとともに、 な技術 9，089 
と知識を習得できるよう専門職監修の応援サイトを整備します。

外国人住民と日本人住民
日本語に集教室のない地域に住む外国人と臼本人がオンライン上の日本語3 環境生活部 のしゃべり場オンライン事 10，000 

業費
教室 い、2互いの文化等を学びあいながら交流します。

4 地域連携部 次世事代モ業ピ費リティ利用促進 高齢者等の次世代モピリティ利用促進に向けた体験・実践型の講習会を
1，522 育成 開催します。

南部地域活 事f県業外費でみつけた度会県j
SNS投稿を通じて南部地域の魅力発信や産品等への応援をしてもらうた

5 め、 SNS(T witter)にて同県外でみつけた度会県」キャンペーンを実施す 2，125 性化局
るとともに、都市部にて関連イベントを隠催します。

6 農林水産部 若者鉱世大代による県度品消
費 啓発推進事業費

S産のN意物SIの識こ慣魅をれ高力親めをしP、Rん経すで済るいの動る地画若域を者内作世循成代環しのを発柔促信軟進すなしる発まこす想とで。を、，苦県か民しのた地県産産地農消林へ水 4，000 

開デカ事フ業ヱ費伊勢茶の海外展
カフヱインを減らしたデカフェ飲料の消費者ニーズに対応するため、伊勢

7 農林水産部 茶のヂカフェ商品を開発し、国ツ卜内調で査のと認産知地度プ向ロ上を図るとともに、欧米に 4，000 
対してオンラインでのマーケ モーシヨンを行いますE

森林情報利活用促進事業 森林関有す計者盟るやと林国とや業も航業に窓関、そ係レのー事取ザ業組測者を量等市のの町森串やi林活森資用林源を組解促合析進を成し通ま果じすをて。県広の〈公開GIS上で8 農林水産部 費 公 周知し、森林 2，000 
所 業業関係事業 活を進す。

9 観光局
五感で楽しむxた三び重創の魅
力zおとたびみ 出

三重ファ党ンやの聴増覚加等及f五び感誘で客楽促し進むを」図観る光たコめン、先進的なデジ告Jし技術を活
用し視 テンツを創出することで、三 9，976 

事業費 重県観光の新たな魅力を発信します。

10 
デジ告Jレヰ土 DX人材育成推進事業費 スマートフォン実等施に不しま慣すれ。な高齢者を対象に、基本操作やセキュリティ対 7，079 会推進局 策等の講座を

オンラインを活用した不登
不登校児童生徒が社会につながるきっかけを得ることができるよう、オン

11 教育委員会 校児童生徒の居場所づくり
ライン上で対話や体験活動ができるコミュニ子ィを創出します。 7，040 

事業費

12 警察本部 地域安全活動推進費 県民の防犯無意料識アプのリ高を揚障と自主防犯活動等の促進を図るため、防犯情報
発信用の無 開発し、県民!こ紡犯情報を提供します。 10，643 

県民提案枠合計 d 
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【参考資料司令和4年度大規模臨時的経費事業一覧
(単位千円)

部局名 級事業名 事業費

Iア法令義務・債務負担行為

紡災対策部 防災へリコプ舎一運航管理費(鮒空検査) 101，965 

防災対策部 妨災へリコプ9一運航管理費(:ニ人操縦士体制の整備) 285，340 

防災対策部 災害救助事業費(災害救劫基金の積立) 16，093 

医療保健部
介護サービス施設'設備整備等推進事業費(高齢者施設等の防災・

347，325 
減災対策推進に関する整備事業)

環境生活部
大気テレメータ維持管理費(監視システムの再構築、測定機器の更

87，166 
新)

環境生活部 環境試験研究管理費(環境危機対応分析機器の更新) 69，646 

環境生活部 PCB廃棄物適正管理推進事業費(PCB廃棄物処理の代執行) 36，400 

環境生活部 環境修復事業費(産業廃棄物不適正処理事案の代執行) 3，140，898 

地域連携部 参議院議員選挙費 914，923 

地域連携部 県議会議員選挙費 197，678 

農林水産部 農業研究施設機器整備費(受変電設備等の更新) 172，248 

農林水産部 家畜衛生危機管理体制維持事業費(野生いのしし調査捕獲) 218，536 

農林水産部 家苦言衛生紡疫事業費(野生いのしし検査関係) 70，725 

農林水産部 漁業取締船整備費(漁業取締船定期検査) 60，827 

県土整備部 道路施設管理費(PCBの除去及び廃棄処理) 31，734 

県土整備部 都市計画策定事業費 40，000 

県こt整備部 建築物耐震対策促進事業費(耐震改修等の補助) 76，840 

教育委員会 実習船運営費(夏季ドック) 77，581 

Iア法令義務・債務負担行為計 5，945，925 
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部局名 細事業名 事業費

Iイ施設改修

総務部 県庁舎等維持修繕費(大規模修繕工事等) 906，827 

医療保健部
公立大学法人額係事業費(公立大学法人三重県立看護大学施設整

73，674 
備費補助金)

子ども・福祉部
管理運営費(児童相談セン9ー冒中勢児叢相談所屋根葺き替え等工

21，872 
事)

子ども・福祉部 児童一時保護事業費(一時保護所・体育館葺き替え等工事) 25，668 

環境生活部 総合文化セン告ー施設保全事業費(受変電設備等の改修) 323，960 

環境生活部 美術館管理運営費(ヱレベーヲ一、防排煙設備等の改修) 218，271 

環境生活部 斎宮歴史博物館管理運営費(空調設備の改修) 3，721 

環境生活部
みえ県民交流セン舎一管理事業費(アスト津共用部に係る大規模修

7，544 
繕負担金)

地域連携部 三重交通Gスポーツの柱鈴鹿事業費(体育館床面改修工事等) 143，325 

地域連携部 三重交通Gスポーツの社伊勢事業費(トレーニング機器の更新等) 43，415 

地域連携部 ドリームオーシャンスタジアム事業費(ス$zンド紡水工事等) 98，262 

地域連携部 県営ライフル射撃場事業費(管理棟の改修の設計等) 日，010

地域連携部 新三重武道館整備費補助金(津市への建設費補勧) 12，726 

農林水産部 家畜衛生危機管理体制維持事業費(焼却炉の更新等) 41，1891 

農林水産部 漁業取締船整備費(漁業取締船係留施設設計圃工事) 27，396 

農林水産部 栽培漁業セン合一整備費(設備、機器の更新) 42，988 

雇用経済部 鈴鹿山麓研究学園都市セン告ー管理費(解体工事業務) 267，955 

雇用経済部
公共職業訓練費(三重県立津高等技術学校金属成形実習室棟昇降

55，000 
機改修工事)

雇用経済部 県営サンアリーナ環境整備費()令温水発生機更新等) 261，474 

警察本部 警察署庁舎整備費(大台警察署建替整備) 67，816 

警察本部 警察署庁舎整備費(尾鷲警察署大規模改修) 43，967 

警察本部 警察官駐在所等整備費((仮称)朝日交番の設置) 55，844 

警察本部 警察官駐在所等整備費 271，869 
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部局名 細事業名 事業費

警務本部 箇補交通安全施設整備費 917，583 

警察本部 県単交通安全施設整備費 1，036，298 

警察本部 庁舎等施設整備費(科学控査研究所整備事業) 28，075 

警察本部 庁舎等施設繋備費(津南警察署電気設備等更新工事) 30，842 

警察本部 庁舎等施設整備費(運転免許セン舎一電気整備改修工事) 66，429 

警察本部 庁舎等施設整備費(警察本部受変鷺設備改修工事) 36，366 

教育委員会
校舎その他建築費(高等学校施設の長寿命化対策、トイレ洋式化改

2，588，287 
修等)

教育委員会
特別支援学校施設建築費(特別支援学校の狭|溢化対策、校舎等整

1，467，964 
備)

教育委員会 実習船建造事業費(しろちどりの代船建造) 845，662 

Iイ施設改修 計 10，038，279 

E情報システム

総務部
総務事務費(総務事務システムに係る会計年度任用職員の共済加入

23，335 
に対する改修)

総務部 予算調整事務費(財務会計・予算編成支援システム81支援業務) 3，370 

総務部 電算管理費(総合税システム改修) 431，662 

総務部
県有財産評価料及び事務費(公有財産管理シス7ムのos更新等業

40，000 
務委託)

医療保健部
救急医療保健部体帝IJ推進・医療保健部情報提供充実事業費(救急医

23，910 
療情報システム等の更新)

県土雪量備部 公共事業電子翻達システム事業費 29，373 

県土整備部 公共工事進行管理システム事業費 111，778 

県土整備部 公共工事設計積算システム事業費 22，803 

県土整備部 公共事業支援統合情報システム事業費 10，120 

県土整備部 爾発許可システム電算関係経費

スマート自治体推進事業費(テレワーク事業費(在宅勤務システム、
デジ告ル社会推進局

Web会議システム、ペーパーレス会議システム)) 
78，305 

デジ亨ル社会推進局 行政サービス提供事業費(共有デジ?zル地図整備事業) 1，834 

ヂジ告ル社会推進局
行政サービス提供事業費(三重県電子申請・届出システムの導入及

13，357 
び運用保守業務委託)
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部局名 級事業名 事業費

デジ告ル社会推進局
情報シスナム義援整備推進事業費(一人一台パソコン関係(パ、ノコン

103，254 
の更新)) 

ヂジ~ル社会推進局
情報システム基盤整備推進事業費(一人一台パソコン関係

72，600 
(Microsoft Officeの更新)) 

情報システム基盤整備推進事業費、情報ネットワーク基盤維持管理
デジ~}レ社会推進局 費(Microsoft卜E集dg中e/管G理00シglスe Chrome対応(総合文書管理システム、 19，954 

織員アカウン テム))

デジ~ル社会推進扇 情報シ構ステ築ム及基び盤運整用備保推進事業費(二重県総合グループウェアシス 66，000 
テム溝 保守業務)

デジ~}同士会推進局
情報ネットワーク基盤維持管理費(=重県情報ネットワーク(新コミュ

635，103 
、 ニケーション基盤整備及び運用)) 

デジヲル社会推進局
情報ネットワーク基盤維持管理費(三重県情報ネットワーク(個人番

41，169 
号利用事務のセキュリティ基盤(庁内ネットワーク分離等)再構築)) 

デジ~}レ社会推進局
情報ネットワーク基盤維持管理費(三重県情報ネットワーク(個人番

24，113 
号利用事務系パソコン・プリンタ更新)) 

デジ告ル社会推進局
情報ネットワーク基盤維持管理費(三重県情報ネットワーク(行政

357，982 
WANネットワーク分離再構築)) 

出納局
財務会計管理費(三重県財務会計・予算編成支援システムSI支援業

7，383 
務)

警察本部
情報化基盤運営費・捜査支援システム整備事業費(警察業務のデジ

153，641 
告ル化、高度化事業)

警察本部 通信指令室機器維持管理費f通信指令システム更新整備事業) 304，980 

警察本部 銭識警察費(指掌紋情報管理システム吏新整備事業) 65，502 

警察本部 運転免許証交付等事務費(運転免許ファイリングシステム更新事業) 22，845 

警察本部 交通警察費(交通情報総合管理システムの更新) 79，600 

教育委員会 学校情報ネットワーク事業費(サーバ更新) 226，160 

教育委員会 教職員研修事業費(システムの再構築) 15，869 

E情報システム計 3，002，502 

1
 

1
 

1
 



部局名 細事業名 事業費

Eアその他(継続)

防災対策部 防災情報プラットフォーム事業費(プラットフォームの更新、多言語化) 55，678 

防災対策部
防災行政無線整備事業費(防災通信ネットワーク(地上系・有線系)整
備工事)

介護サービス基盤整備補助金(特別養護老人ホームの整備等にかか
医療保健部

る事業)
396，418 

子ども・福祉部 地域公共交通バリア解消促進事業費(鉄道駅舎バリアフリー化) 33，717 

子ども・福祉部
障がい者スポーツ推進事業費(選手・競技団体の育成と支える人材

47，729 
の養成)

子ども・福祉部 福祉事務費(瀞流荘施設整備!こ対する補助金) 14，548 

子ども・福祉部
社会福祉会館管理運営費(移転整備検討のためのアドバイザリー契

100，000 
約)

環境生活部 浄化槽設置促進事業補助金(市町への補助) 116，123 

地域連携部
特定振興地域推進事業費(大仏山地域の維持管理、宮JlI上流域流

17，788 
況方策検討業務委託他)

地域連携部 木曽岬干拓地整備事業費(都市的土地利用に係る基盤整備等) 458，557 

地域連携部 鉄道利便性・安全性確保等対策事業費(施設整備面耐震補強等) 103，624 

地域連携部 競技力向上対策事業費 662，219 

地域連携部 国民体育大会派遣事業費 129，419 

農林水産部 農地中間管理事業(担い手マッチング事業委託等) 10，250 

農林水産部 野生イノシシ捕獲強化事業費(イノシシの捕獲の委託) 60，000 

産用経済昔日 中小企業金融対策事業費(セーフティネット資金の保証料補助等) 170，367 

雇用経済部 県内投資促進事業費(設備投資等への補助金) 1，818，372 

ヂジ告ル社会推進局 スマート自治体推進事業費(Web会議等支援業務) 8，022 

ヂジ告ル社会推進局 情報ネットワーク基盤維持管理費(モバイルワーク回線利用料) 11，352 

警察本部 テ口等対策費(皇室御来県に伴う警備) 23，870 

Eアその他(継続)計 5，487，265 
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部局名 級事業名 事業費

Eイその他(新規)

防災対策部
防災行政無線整備事業費
(防災通信ネットワーク(衛星系)整備工事) 49，800 

戦略企画部
行動計画進行管理事業資

12，393 
(次期計画にかかる冊子印刷事業費)

医療保健部
救急医療保健部体制推進・医療保健部情報提供充実事業費(救急医

59，852 
療情報セン?t-移転)

医療保健部
大規模地震時医療保健部活動訓練事業費(北勢地域の広域搬送拠

30，317 点の設置)

子ども・福祉部 身体障害者総合福祉セン?tー運営費(屋上改修) 4，518 

地域連携部
地方拠点都市地域事業促進費(ゆめドームうえの売却に伴う国庫補

23，235 助金返還)

レガシ を活用したみえのスポーツ支援事業費(競技を根付かせるス
地域連携部 ポーツイベントの開催、競技役員・ボ、ランティア等の人材育成等に関 50，000 

する支援)

農林水産部 新規就農者総合支援事業費(新規就農者への補助) 122，144 

農林水産部 漁場生産力向上対策事業費(下水道緩和運転の効果招握等) 23，195 

農林水産部
イカナゴ等E重要資源調査・種首生産事業費(イカナゴ寝苦生産技術の

7，310 
開発等)

農林水産部
アサリ等二枚貝類資源の宙復対策事業費(二枚貝種苗生産技術の

6，600 開発等)

農林水産部 藻類養殖の適正化対策事業費(藻類食害防除活動への支援等) 1，500 

雇用経済部
首都圏営業拠点推進事業費(首都恩営業拠点賃貸借契約満了に伴

43，767 う原状回復工事等)

雇用経済部 企業操業環境向上事業費(産業用地調査) 50，000 

県土整備部
民間活力導入支援事業費(鈴鹿青少年セン告ーと鈴鹿青少年の森の

3，977 モニタJング支媛等業務委託)

教育委員会
鈴鹿青少年セン合一費(鈴鹿青少年センヲーと鈴鹿青少年の森のモ

3，977 ニタリンク、支援等業務委託)

教育委員会 特別支援学校学習環境等基盤整備事業費(学習備品の購入等) 57，301 

議会事務局 議会運営事業費(議員出退表示盤等更新) 45，634 

Eイその他(新規)計 595，520 

合計 25，069守491
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0参考「大規模臨時的経費として要求する事業の分類区分」

i 義務的度合が高いもの

ア法令で義務づけられた経費、及び債務負担行為が設定済みかつ契約済みの経費

イア以外で、県有施設の老朽化等に伴う大規模改修・修繕工事にかかる経費

11 1より義務的度合は低いが、客観的な基準により真にやむを得ないと判断できるもの

情報システムにかかる保守期限の到来等に伴う改修経費

111 その他の事業

ア継続事業

イ新規事業
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【参考資料6】事業の見直し一覧(一般会計)

令和4年度当初予算編成における見直し事業件数

左 の 内 訳
合

止|ソフォームi休部 局 名 止

妨災対策部

戦略企画部 5 

総務部

医療保健部 3 

子ども・福祉部 2 

環境生活部 5 

地域連携部 11 

農林水産部 23 

雇煎経済部 17 

県土整備部 2 

デジタル社会推進局

警察本部 。
教育委員会 4 

部外 。
d口.. 計 76 I 49 I 15 I 12 

-e" 計 廃 止 リフォーム 休 止

見 直し事業件数 76 49 15 12 
圃曲“‘ー値・--幽幽値---‘ー・・・・骨骨骨骨-聞・ F ・4博司帽---開ーーー司ーーーーー ‘・・~----------ーー・・ーー --値・-_---幽 M峰ー・.曲也』叫働 ーー・・ M峰ー・---ー・幽--ーーー・・ M 曲値ーーーーー------.晶鴨---

(上 段 一般財源) (.4.471，169) (企521，265) (55，350) (.4.5，254) 

見直し事業費 .4. 10，119，385 .4. 8，530，088 .4. 84，746 .4. 1，504，551 
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事業の見藍し調書

日空)調書の各記号の意味は、以下のとおりです。

f <> J' 令和3年度特定裁量課題枠のもの

「口J'・令和4年度重点施華枠のもの

f骨J'・市町予草と関係があると思われるもの

「企J' いわゆるf当酷描」によるもの

香 臣分

。ロ@.o
細事業名

号 廃止 リフA調， 休止

1気象情報収集事業費 1 

q 2 コロナ禍における避難時の
l 電源確保普及啓発事業費

q 3 経済センサス活動調査費

'14 国勢調査費 1 

q 5 工業統計調査費 1 

‘6 社会生活基本調査費 1 

q 7 農林業センサス費

8 人緯{旧事諸管事人総給理諸事務与事費管事桔務理務務費事事費藷)務費) 1 
(旧
(旧費)

g タみーえ事るみ業ん費なのナーユセン l 

10 防症発(新疫事に型対対業コ策)すロる事ナ知業ウ識イ費ノのレメ普感及染磐 l 

，~Uι. TnJ  

令和3年度 令和4年度 差 ヲl
説 瞬

当初予算額A 当初要求額a B-A 

4， 091 。
日 4，091 三重県に伴計測い量、事産業計をのE更新工事の

完了 、 を鹿止します。

2，433 。 -2，433 
事業実施期晶時冬了に伴い廃止し
ます。

103，782 。
可 103，782 5年に1度の周期調査のため、次

田誠査実施まで休止しますa

484 8 484 
5年に1度の周期間査のため、次
回調査実施まで休止します。

1， 143 。 1， 143 
令経和済4構年造度実か態ら調国査がに直古接ま実れ施るすこると

にめな廃り止、し県まへすの。委託が終了するた

10，621 。 -10，621 5年に1度の周期間査のため、次
田調査実施まで休止します。

216 。 216 
5年に1度の周期調査のため、次
囲調査実施まで休止します。

366，450 360， 957 5，493 事給し費ま業与とす輯総をa諸よ藷り事事効務務率費費的にをにそ人実れ事施ぞ管すれ理る統事た合務め

2， 136 。 -2， 136 
事業実施期間満了に伴し、廃止し
ます。

3， 964 。 -3， 964 事ます業B実施期間終了に伴い鹿止し
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部局名

防民対揮部

防民対策部

戦時企画部

戦略企画部

戦略企画部

戦略企画部

戦略企画部

総務部

臣療保健部

臣療保健部



番 E 分 令和3年度 令和4年度 差 事l

，.号 細事業名 説 明 部局名
廃止 リヲム.ー 休止 当初予算額A 当初要求額B 8-A 。口由 .. 

11 彊甚(JC事師T確業活保)用対地車域事医業療費連携主 l 34， 713 自 一34，713 事ます業。実施期間終了に{軒、鹿止し 臣療保健部

。 12 生談費き支づ援ら強さ化をI抱CTえ推る進方事的相業 1 9， 998 。 -9， 998 事ます業固実施期間終了に伴い廃止し 子ども田福祉
部

13 事思業を(子守春費業どる期)も性ラた教イちフ育のププいラロのンジち教ェど育ク人事ト権 l 4， 256 。 -4， 256 事ます業.実施期間終了に伴い鹿止し 子ども・福祉
部

"'114 みコンやテとン斎ツ宮拡を充棋事と業した費輯光 1 2l. 062 。 -21.062 事ます業.実施期品官柊Tに伴い廃止し 環境生活部

.115 コ差事ロ別業ナjを費にな負くそけうるプなロ!ジ偏ェ見ク・ト 1 6， 469 。 6，469 事ます業.実施期間終了に伴い鹿止し 環境生活部

"'116 映諾画すでる外知国ろ人う住!r民みjえ事で業括費 1 9，450 。 -9， 450 事ます業@実施期間終了に伴い廃止し 環境生活部

企 17子どもた1プちをロ性ジェ被ク害トか事ら業守費 1 5， 835 。 事業実施期間終了に{料、廃止し
りたい 費 5， 835 ます。

環境生活部

企 18梢立費金者行政活性化基金積 3， 007 。 3， 007 
事業実施期間終了に伴い廃止し

環境生活部
ます。

19 
地事((!田日場業づ費地地)く域埴りづ調づくく整りり事調関業係整費事団体業

1 3，423 3， 352 -71 事め地す業、。埴地をづ域よくりづり効調くり率整関的事係に業団実費体施を事統す業合る費たしとま 地域連携部

費)

20 移援町((!l日R住事支促業援帯帯進費事住住の業促支た費進援め)の事のた業市め費町の)支市 1 28，435 28， 471 36 
事めのた、業移めを住よの支り市効援町率事支的業援に費事実と業施移費す住をる促統た進合

地域連携部

します.

21 市究((旧旧町セン振市資タ興町産ー事揺評負務興価担費事/金ス務)テ費ム)研 1 6， 968 6， 669 -299 
事め業、市を町よ娠り効興率事的務に費実と施資す産る評た髄

地域連携部システム研究センタ}負担金を統
告します.

22 
選費(lR)挙管選理挙委管員理会委韓員請会費総務

l 835 852 17 事め挙韓、業管合選を理し挙まよ委管すり員効.理会率委関的員系に会団実総体施諸負す費担ると金た選を 地域連携部

(1日負選担挙金管)理委員会関係
回体
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番 巨分 令翻3年度 令和4'芋度 差 事1
細事業名

リ29A3e-
説 明 部局名

善寺 廃止 休止 当初予算額A 当初要求額8 B-A 。口@

23 負明((!i臼日る担い金明明選)るる挙いい推選選進挙挙費推推進進費関部) l 2， 224 2， 047 一177事め挙業、推明を進るよ関いり係効選負率挙t的推担金に進を実費統施と合明すしるるまbたす、選。地崎連携部

。24 衆議続議員選挙費 l I. 053， 808 。-1， 053， 808 令を執和行3年し1た0月ことiこに衆よ議り休院止議し員ま選す挙。 地域連携部

。25 最査高費裁判所載判官国民審 1 10， 086 。 一10，086 令官休和止国3民し年ま審1す0査月固をに執最行高し裁た判こと所に裁よ判り 地域連携部

。企 26 三わか重大とこ会わ開か櫨国事体業・三費重とこ 1 7， 806， 532 。一7，806，532 事ます業。実施期間終了に伴い廃止し 地球連携部

... 27 東築fオ事京ー2業ノ0レ2費"大重会J推に進向体けた制構 1 230， 724 。 -230， 724 事ます業.実施期間終了に伴い鹿止し 地地自車携部

A 28 県クト民事の業健費康を守るプロジェ l 7，000 。 7，000 事ます業。実施期間終了に伴い鹿止し 地瞳連携部

。29 南事支り((1旧支日援部聾援費地事若暮事域業者ら業し活費のゃ費性)働)す化くい場基地の金確域支保づ援く l 10， 979 9， 647 一I.332 事事め費業、と業若暮を費者らよをしのり統ゃ効冊合す率くし場い的ま地のにす確域実。保絡づ支くすり援る支た事援業 地域漣携割

30 
か東化{旧京し事た東オ業f京P費みパオえヲリのへパブのララ取をン組型ドをJ機強生と

1 1，472 3， 334 1， 862 事東合めえfみの業、京しえ東ま食オをのす京材よリプ。パオりイ効ラリラノ〉率ベへパド的ーのラj強取シにを化ョ実績契ン事施樺を事生業すと業しか費る費たたしにみをた統 農林水産部

し/たヨンみ事え業の費食)材イノペー

A 31 ンみ促え進スマ事ー業ト費フーjト'チェー 1 6， 280 。 6， 280 事ます業。実施期間終了に伴u、廃止し 農林水産部

4‘ 32 三重グルメをつくろう!(み
5， 000 。 -5， 000 事ます業。実施期間終了に伴い廃止し 農林水産剖えっく)事業費

33 コな成ロが事ナる業を農費乗林り水切産りD未X来人に材つ育 1 8， 000 。 8， 000 事ます業。実施期間終了に伴い鹿止し 農林水産部

... 34 ノ域ウモフデクル抵構労築支事援業円費滑化地 2， 306 。 -2， 306 事ます業巴実施期間終了に伴い廃止し 農林水産部
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番 区分 令粉3年度 令和4年度 差 ヨl

。白血 ..号
級事業名

JI!止 リフム.ー 休止 当初予算額A 当初要求額臼 B-A 
観 明 郁局名

.. "135 
農福連揖による若者等イン 1 3， 500 。 3， 500 ま事す業固実施期間終了に伴い底止し 農林水産部ターンシップ事業費

36 
三重の水回作物需結調整

1 15，093 。 15， 093 事ます業。実施期間終了に伴い廃止し 農林水産部緊急推進事業費

‘37 
スマート農業果樹産地導入 1 800 モデノレ藍情事業費

.. 。 800 事業実施期間終了に伴い鹿止し
農林水産部ます巴

38 伊勢茶消費拡大聖急推進
1 14， 993 。 14， 993 事ます業。実施期間終了に伴い廃止し 農林水産部事業費

‘39 
農業経営資盟移譲円滑化

l 15， 678 。 一15，678 事ます業。実施期間終了に伴い鹿止し 農林水産部事業費

企‘40 
県業営費受託かんがい排水事 6， 300 。 -6， 300 令ない和た4年め度休止は事しま業すの。対象地区が 農林水産師

‘41 保県営基受緯託整備高度事業水利費機能確 1 21， 000 。 21， 000 令ない和た4年反沖度永止は事しま業すの.対象地区が 農林水産部

‘42 
林福連携による新たな雇用

l 354 。 354 事業実施期潤終了に伴い廃止し
農林水産部創出担造事業 ます。

‘43 県営受託措山事業費 l 84， 000 自 84， 000 令和4年度は事業の対象地区が
農林水産部ないため休止しますE

‘44 魚技類荷養導殖入挺にお進け事る業A費I'ICT 1 1， 330 。 1， 330 事ます業a実施期筒終了に伴い鹿止し 農林水産部

真味養殖におけるAl・lCT
事業実施期間終了に伴い車止し‘45 を事活業用費したスマート北j~進 l 4，464 。

← 4， 464 
ます。 農林水産部

‘46 
水産業経営資源移譲円滑

422 。 422 
事業実施期間終了iと伴い廃止し

農林水産部化事業費 ます.

‘47 
水福連携によるi'<世代型 1 519 519 事業実施期間終了に伴い車止し

農林水産部水産業モデル構築事業費 ますa

」一一一一一
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書 巨分 令和3年度 令和4年度 差 事i

。口@‘号
級事業名

υフAJ，-
説 甥 部局名

廃止 休止 当初予算額A 当初要求額B B-A 

"148 
ア県費ジ産ア水経産済物圏輸等出に促向進け事た業 l [， 868 。 1， 868 事ます業。実撞期間終了に伴い廃止し 農林水産部

"149 
太平・水洋産・業島サ魅ミ力ッ発ト三信重事の業真
珠費 2， 225 。 2， 225 事ます業固実施期間終了に伴い撞ltし 農林水産部

"150 水費産業研究施設措器整靖 16[， 690 。 一16[， 690 令審和がな4年い度たはめ機休器止整しま輔すの。実施内 農林氷産部

"151 1管CT理を〆活ス用テしムた構新築た事な業資費源 1 2，717 B 2，717 事ます業固実施期間終了に伴い塵止し 農林水産部

"152 三漁業重の振未興来事を業枯費ぎ繋げる 1 zl， 000 。 2[， 000 令ない和た4年め度休は止事しま業すの.実施鋼所が 農林水産部

53 県進僚成((限旧事挺内協業進力中県三小費事事内重企業業中・タ業費費小イ)) 園企産時業業展国人開際材保緩育 16， 545 19，867 3， 322 事め事開、業促業三を費進重よを事り・、業タ効県イ費果内産に的判業統に人合企実材し施業育ます掴す成るa際協た展力 雇用経務部

54 国際ウィーク等推進事業費 . 1 [， 893 。 ー1，893廃伊が経勢止過志しま摩しす、サ.ミ定ットの開成催果かをら得5年たた以め上 雇用経済部

55 国事推進({!!日日事進際業ネ業費事太国ッ業費際平ト)費ネ洋ワ)ーッ・島トクワサ強」ミ化クッ推強ト推進化 1 52， 909 16，571 36， 338 太ちワす」一。平ク部洋強惜島化続サ推事ミ進業ッ事トを推業、進国費事際に業ネ統ッ費合トのしまう雇用経済割

56 サ臨プ時ラ拡イ大チ主ェ撞ー事ン業多元費化 1 57， 273 。 -57， 273 事ます業.実植期「耕了に伴い廃止し 雇用経務部

"'157 イホルスストタ感ウ染ン症等対新軍型事コロ業ナ費ウ l 84， 095 。 84， 095 事ます業固実施期間終了に伴い塵止し 雇用経済部

u.jタ}-Iタンー就ン職就支職援支事援業事費

事合めをu業、しUま・をI-タすよIタ」固りー効ンν就率就職的1支草に加実握速施事化業す事る費業たIc費統
(1日U

開事業(18業費u)費I)タ
7， 678 4， 023 -3， 655 雇用経済部

一ン就職加速化
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番 区分 令和3年度 令和4年度 差 事l

<>口由 a号
細事業名

廃止 BフAae-休止 当初予算額A 当初婆求額B B-A 
観 明 部局名

59 働費き15改革取組拡散事業 l 5，550 。 5， 550 実事めを内廃就施業、働止を労しきまよし総方すり、合若効改。対者率革策的田取子事に組育業実拡て費施散世にす事代おる業のいた費県て 雇用経済部

60 日本酒の魅力発信販路
l 8，960 。

→ 8， 960 事業実施期詞終了に伴い廃止し
震ffl経済部拡大主握事業費 ますa

61 信f新統た産な業日・常地J場に産対業応のし魅た 1 8， 154 。 8， 154 事ます業。実施期間帯了に伴い麗止し 雇用桂済部
力発信事業費

62 
-削他一力桝必一 融4附幅制金 l

l 49， 191 49， 512 285 事め力金枠業、帥空)をくをカ付よ竜枠金り効眼)事に率立務統的地等合に地吏し実域付ま施対事すす策目務る空費た付(水 雇用経済部

63 高度ものづくり投荷者育成
I 1，包50 u i， 850 厚重ジまェす生県ク。労地ト働域事省?業活事性の業終化で雇了あ用にる意伴第造い2廃プ期止ロ三し 雇用経治制i事業費

64みえ産業企業選事業費 1 131 自 131 事北成費め長業、しにみ、を産おfえよゼ業い産りてロ育効業エ実成率企ミ施的ッ業韓しシに選争まョ実すン事力施固み業強すえ費化るJを事駆た廃業動 雇用量済剖

‘65 
みえの食を活用したIおうち

l 4， 999 。 4， 999 事ます業a実施期間終了に伴い廃止し 雇用桂済部ごはんj推進事業費

口 舗 3問昨劃伽一1蜘講日ル設世デ一砂おμ事臨川問譲7~^時》与一 1 131，062 91， 356 39， 106 情札長一…開制乙によ闘空かデ叫沙一し事一ま問4務r即'.//-.7;;1謙位 雇用経済部

67 安全・安心、な観光地づくり
推進事業費

1 65，045 。 -65， 045 事ます業.実施期間終了に伴い廃止し 雇用経済部

68 観進(トト(泊推サ旧事光イ進観デ業三ク事J費光ル重業クデ確娠ル費ジ立版)フタ事観ァル業光ーフ費ススアマ)トー推ース 1 29， 202 28， 081 1， 115 課車め川製官品哨民畑T聞f清$山か5聞に町雲 統 的湯合L，ot 雇用経済部

69 持向続けた可宿龍泊な施観設光集地積づ地くり活に
l 15，000 。 一15，自00 事めけを事廃た業、業持宿止を費続よ拍しにり可、施お効み能設いえ率な集て親的観積実光に光施地の実地括し産施づま性業すすく事り化る四業にた推向費進 雇用桂摘部

性事業費
く〉

j_  
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番 区分 令和3年度 令和4年度 差 事i

()口。 ‘号
細 筆業名 鋭 明 部局名

廃止 リフ」民牟 休止 当初ミ予算額A 当初婆求額B B-A 

‘70 公運業動園費かでら健地康埴プをロ元ジ気ェクにト事! l 3，440. 。 3，440. 
事業実施期間終了に伴い鹿止し

県土聖地首部
ますロ

‘71 
み闘んをな目指が健す康事に過ごせる公 1 2， 546 。 -2， 546 事業実瞳期間終了に伴い廃止し

事業費 ます。
県土聖暗部

'172 マイナポイント事業費 4，929 。 4， 929 
事業実施期間終了に伴い廃止し デジタル社会
ます。 推進局

'173 
マナピパミエ若き起業家育

6，348 。 -6， 348 事業実施期間終了に伴い廃止し
成事業費 ます園

教育委員会

'174 地育モ域課デル題構解築決型事業キャ費リア教 20.， 90.7 。 20.， 90.7 
事業実施期間終了に伴い塵止し

教育委員会
ます。

道業教(((P旧旧梧費育BL.教)推道課)を育進語題通総事教解じ合業育決た支費総型新援)合学し事い支習業開援費士事
事た道め新業、樟臨しを教題いよ育解郷り韓効決土合率型教支的学育援に習推事実進(業P施事B費すL業)にるを費統た通を合じ、

75 l 4】 835 3，323 一1， 512 教育委員会

します。

'176 特藍別情支事援業学費校スクールパス l 31， 564 。 31， 564 
令和4年度はスターノレパスの更新
を行わないため事業を休止しま 教育委員会
す匂

合 計 49 15 12 10.， 753，453 634， 0.68 10.， 119， 385 
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