
重 点 プ ロ グ ラ ム ・ 予 算 総 括 表
（単位：千円）

H16年度
（最終補正後）

H17年度
（12月補正後）

H18年度
（当初予算） ３ヵ年合計

(134,758) (198,922) (180,091) (513,771)
140,742 210,776 188,385 539,903

(138,125) (95,347) (72,176) (305,648)
140,449 98,490 74,142 313,081

(826,832) (981,704) (1,130,326) (2,938,862)
1,029,319 1,330,595 1,362,937 3,722,851
(96,467) (505,214) (2,149,794) (2,751,475)

96,467 505,214 2,149,794 2,751,475
(174,994) (36,747) (155,444) (367,185)

394,228 495,690 551,446 1,441,364
(101,107) (77,024) (96,130) (274,261)

122,907 99,947 97,148 320,002
(381,459) (370,805) (74,026) (826,290)

381,459 370,805 74,026 826,290
(439,112) (245,265) (196,831) (881,208)

467,932 499,100 330,326 1,297,358
(2,292,854) (2,511,028) (4,054,818) (8,858,700)

2,773,503 3,610,617 4,828,204 11,212,324
(1,443,007) (2,093,670) (1,810,829) (5,347,506)

7,963,417 8,609,743 9,622,500 26,195,660
(165,000) (15,000) (38,000) (218,000)

300,000 300,000 284,000 884,000
(119,816) (204,705) (195,998) (520,519)

556,853 324,705 316,998 1,198,556
(156,769) (231,071) (165,159) (552,999)

578,399 331,071 165,159 1,074,629
(228,286) (161,895) (161,864) (552,045)

593,478 368,307 715,218 1,677,003
(294,994) (600,673) (836,547) (1,732,214)

949,944 1,776,214 1,124,155 3,850,313
(248,493) (364,886) (376,935) (990,314)

395,078 549,955 540,693 1,485,726
(20,027) (106,012) (161,652) (287,691)

20,804 161,101 231,354 413,259
(554,701) (586,835) (471,220) (1,612,756)

999,507 988,905 736,007 2,724,419
(135,191) (26,402) (59,183) (220,776)

402,682 33,083 153,467 589,232
(154,380) (319,136) (309,210) (782,726)

335,744 474,978 464,118 1,274,840
(36,336) (25,034) (29,320) (90,690)

36,336 25,034 29,320 90,690
(147,890) (189,705) (189,705) (527,300)

147,890 189,705 189,705 527,300
(518,459) (589,270) (453,405) (1,561,134)
1,091,331 939,882 646,984 2,678,197
(28,042) (296,284) (224,406) (548,732)
124,528 331,354 333,163 789,045

(4,251,391) (5,810,578) (5,483,433) (15,545,402)
14,495,991 15,404,037 15,552,841 45,452,869
(281,187) (660,072) (732,643) (1,673,902)

485,352 660,072 732,643 1,878,067
(20,874) (15,269) (23,445) (59,588)

20,874 15,269 23,605 59,748
(145,135) (796,392) (179,520) (1,121,047)

357,832 1,181,138 1,543,544 3,082,514
(618,749) (795,617) (860,461) (2,274,827)

12,718,986 12,505,786 11,369,218 36,593,990
(24,952) (81,620) (52,999) (159,571)

25,094 81,879 53,258 160,231
(46,416) (66,230) (54,056) (166,702)

46,416 66,230 65,895 178,541
(941,058) (1,188,757) (1,483,062) (3,612,877)

941,058 1,188,757 1,483,062 3,612,877
(2,078,371) (3,603,957) (3,386,186) (9,068,514)
14,595,612 15,699,131 15,271,225 45,565,968
(8,622,616) (11,925,563) (12,924,437) (33,472,616)
31,865,106 34,713,785 35,652,270 102,231,161

海・山・川身近な自然の保全プログラム（生活排
水処理緊急対策）

絆５ 県民との協働でつくる一人ひとりが尊重され誰
もが参加できる社会づくりプログラム

絆 合 計

絆３ 熊野古道の保存と活用による地域活性化プロ
グラム

絆４ 高速道路と市町村合併を支援する道路整備プ
ログラム

総 合 計

絆７ 分権・自治推進プログラム

絆６ 国際貢献・外国人との共生社会推進プログラム

絆１ 観光みえの魅力増進プログラム

絆２ 歴史的・文化的遺産を生かした三重の魅力づく
りプログラム

くらし１２ ごみゼロ社会実現プログラム

くらし１５ みんなで取り組むCO2排出削減プログラム

くらし１３ 不法投棄のない安全な循環型社会実現プログ
ラム

くらし１０ 児童虐待緊急対応プログラム

くらし１１ 子ども達が安心できる学習プログラム

くらし８ 医療体制緊急整備プログラム

くらし９ 少子化対策のための子育て家庭支援プログラ
ム

食の安全・安心確保プログラム

くらし６ 高齢者の安心確保緊急支援プログラム

障害者の地域生活支援プログラムくらし７

くらし５

くらし３ 身近な犯罪抑止プログラム

くらし４ 交通事故抑止プログラム

くらし１ 地震に備えみんなでつくる安全安心プログラム
（津波対策）（耐震対策）（輸送路・避難路整備）

くらし２ 災害に備える情報共有プログラム

元気６

元気７

元気８

地産地消定着による地域産業活性化プログラ
ム
競争力のある三重の農林水産物創出プログラ
ム

自立的産業集積基盤の整備推進プログラム

元気５ 中小企業支援プログラム

元気１ 若年者雇用支援プログラム

基礎・基本の学力定着プログラム

元気４ 戦略的な企業誘致推進プログラム

できあがり額
上段（ ）書きは県費・下段は事業費

重 点 プ ロ グ ラ ム 名番号

元 気 合 計

く ら し 合 計

くらし１４

元気２ 中高年者雇用・安定プログラム

元気３


