
令和３年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

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

2 0 　三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金に係る積立を行う。
災害から地域を守る自助・共助の推
進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 災害ボランティア支援等事業費 8,270 270
　災害時に備え、関係団体との連携を強化するとともに、「みえ災害ボランティア支援センター」の
迅速な活動や、市町における受援体制の整備を支援し、県内外からのボランティア、専門性や知
見のあるＮＰＯ等が円滑かつ効果的な支援を展開できるよう、活動環境の充実を図る。

災害から地域を守る自助・共助の推
進

環境生活部 安全安心まちづくり事業費 安全安心まちづくり事業費 728 728
　犯罪のない安全で安心な社会の実現のため、自主防犯意識の醸成や住民が主体となった取組
への支援を行う。「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第２弾」の着実な実施に
取り組む。

犯罪に強いまちづくり

環境生活部 安全安心まちづくり事業費 犯罪被害者等支援事業費 8,591 8,591
　「三重県犯罪被害者等支援推進計画」に基づき、見舞金の支給、市町との連携強化など、犯罪
被害者等への支援体制の充実を図るとともに犯罪被害者等への県民の理解を促進する。

犯罪に強いまちづくり

環境生活部 交通安全総合対策推進事業費 交通安全企画調整費 1,460 30

　令和３年度から令和７年度までの５年間に講ずべき陸上交通の安全に関する施策の大綱を定
める「第11次三重県交通安全計画」を三重県交通対策会議で策定し、関係機関等と連絡調整を
図りながら効果的な交通安全対策を推進する。令和３年度施行予定の「三重県交通安全条例
（仮称）」について、関係機関等と連携しながら周知を行い、県民の交通安全意識、交通マナーの
向上、自転車賠償責任保険等の加入促進を図る。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全総合対策推進事業費 交通事故相談事業費 2,555 2,514
　交通事故が複雑・多様化する中で交通事故により問題を抱えている方に対し、中立的な立場で
交通事故相談を実施することにより交通事故の被害者、加害者及びその家族の救済支援を図
る。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全運動展開事業費 交通安全運動推進事業費 5,876 82
　広く県民に交通安全思想の普及・浸透をはかり、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣付けるとともに、悲惨な交通事故を防止し、誰もが住みよい安全で安心な交通社会の実現
に努める。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 交通安全運動展開事業費 交通安全地域活動育成費 636 0
　家族等で交通安全について話し合う機会を提供し、家庭や地域からの交通安全意識の高揚を
図り、だれもが安全に住める交通社会となるよう取組を進める。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
飲酒運転０をめざす推進運動
事業費

飲酒運転０をめざす推進運動事業費 3,268 2,650

　三重県飲酒運転０(ゼロ)をめざす条例及び同計画をふまえ、飲酒運転の根絶のため、厳罰化だ
けでなく、教育等を通して道徳やマナーなどの社会のルールを守ろうとする規範意識の定着を図
るとともに、飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務などの再発防止の取
組を推進し、県民、事業者、教育機関、県などが連携し、飲酒運転の根絶をめざす。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
交通安全教育・学習推進事業
費

交通安全研修センター管理運営費 39,355 39,355

　県交通安全研修センターにおいて、幼児から高齢者まで幅広い県民を対象に参加・体験・実践
型の交通安全教育を実施するとともに、県における交通安全教育の中核施設として、交通安全
教育の機会の充実を図るため、地域や職域で活動する交通安全指導者の養成・資質向上を図
る。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部
交通弱者の交通事故防止事業
費

交通弱者の交通事故防止事業費 467 0

　交通事故死者に占める高齢者の割合が高い水準で推移していることから、交通弱者のとりわけ
高齢者に対して、直接的に交通安全知識の普及や意識を向上させるための啓発イベントを三重
県警察等関係団体と連携のうえ実施し、高齢者をはじめとする交通弱者の交通死亡事故を抑止
する。

交通事故ゼロ、飲酒運転０（ゼロ）を
めざす安全なまちづくり

環境生活部 消費者啓発事業費 生活設計普及推進事業費 1,700 0
　三重県金融広報委員会と連携して、複雑多様化する金融経済に関する知識の普及・啓発など
金融教育を実施し、消費者トラブルを未然に防止する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費者啓発事業費 消費者啓発事業費 16,087 20
　消費者団体、事業者団体、教育機関、市町等さまざまな主体と連携して啓発活動を行う。また、
地域における啓発活動を促進し、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図る。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費生活総務費 1,299 1,299
　消費者行政を効果的に推進するため、国、他県、市町、関係機関、関係団体等と情報共有し、
連携を図るとともに、三重県消費生活対策審議会において消費者行政の基本的施策に対する意
見を聞く。また、県内消費者行政の中核センターとして県消費生活センターを運営する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費者行政推進事業費 24,359 0
　地域の消費者の安全で安心な消費生活の実現のため、県内消費者行政の中核センターとして
の役割を担う県消費生活センターの体制を充実するとともに、市町の相談体制充実を支援し、併
せて地域における自主的な消費者啓発活動等の取組を促進する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 消費生活総務費 消費者行政活性化基金積立金 3,007 0 　消費者行政活性化基金の清算に伴い国への返還金を支出する。 消費生活の安全の確保

環境生活部 事業者指導・相談対応強化費 事業者指導事業費 6,222 6,207
　適正な商取引、表示の適正化、商品の安全性等を確保するため、国、近隣県等の関係機関、
関係部局と連携し、法令等に基づいて事業者を監視・指導するとともに、事業者の自主的な取組
を支援する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 事業者指導・相談対応強化費 相談対応強化費 24,733 24,444
　消費者からの相談に対して迅速かつ適切に対応するため、県消費者生活センターに消費生活
相談員を配置するとともにその資質の向上を図り、併せて市町の相談担当者を支援する。

消費生活の安全の確保

環境生活部 特定建築物監視指導費 特定建築物維持管理指導事業費 332 ▲ 1,083
　特定建築物の届出の受理及び環境衛生的維持管理に関して立入検査を行い監視指導を行う
とともに、特定建築物衛生管理業者の登録業務を行い、登録業者の指導・育成を図ります。

医薬品等の安全・安心の確保と動物
愛護の推進

環境生活部 環境保全総務費 環境保全総務費 48,487 43,832
①環境保全分野（地域環境室を含む）の運営等に係る経費
②環境審議会等に係る経費

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境保全総務費 環境保全基金積立金 417,021 416,492

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

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境総合情報システム運営費 環境総合情報システム運営費 6,432 4,783
　環境総合情報システムとして、インターネットにより広く県民に環境に関する情報を発信する
ホームページ「三重の環境」、および行政事務の効率化、合理的な環境政策立案の支援を行う行
政事務処理システムの運用管理を行います。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 環境経営促進事業費 環境経営促進事業費 637 507
　環境と経済が両立する持続可能な循環型社会の構築に向けて、環境経営やグリーン購入など
の普及拡大を図ることにより、県内事業者の自主的な環境経営の取組を促進し、温室効果ガス
の排出削減を図ります。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境行動促進事業費 環境行動促進事業費 4,740 703

　三重県地球温暖化防止活動推進センターを拠点として、三重県地球温暖化防止活動推進員が
実施する普及啓発活動を支援します。また、「キッズISO14000プログラム」を学校や企業と連 携
して実施することにより、家庭部門における温室効果ガスの排出削減等、脱炭素社会に向けた取
組や環境保全活動を拡げます。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境学習情報センター運営費 環境学習情報センター運営費 32,074 25,676

　県民一人ひとりが環境に関する正しい理解と知識を深め、環境に配慮した行動を主体的に実践
できるようにするため、三重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
るイベント等を開催し、普及啓発を進めるとともに、環境学習地域リーダーの養成や情報提供等
を行います。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 環境影響・公害審査事業費 環境影響・公害審査事業費 838 827

　大規模な開発事業や工作物の新設等は環境に大きな影響を与えるおそれがあることから、事
業者が開発事業等に係る環境影響評価を実施し、適正な環境配慮を行うことにより、環境に与え
る負荷を低減させることを目的とします。なお、県が実施する開発事業等については、その事業
に係る計画段階から、全庁的に審議・検討を行い、環境への負荷を低減することを目的としま
す。また、工場・事業場の新・増設に伴う公害の未然防止を図るため、公害事前審査を実施する
とともに、公害に係る紛争に関しては、公害紛争処理制度（調停等）により、解決を図ります。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 地球温暖化対策普及事業費 地球温暖化対策普及事業費 12,500 2,570

　地球温暖化対策を着実に進めるため、「三重県地球温暖化対策総合計画（仮称）」や「三重県
地球温暖化対策推進条例」等に基づき、県民・事業者など各主体における温室効果ガス排出削
減に向けた取組を推進します。
  また、地球温暖化による本県の気候変動やその影響について県民・事業者の理解を深めるとと
もに、三重県気候変動適応センターと連携し、気候変動影響への適応の取組を推進します。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部 脱炭素社会推進事業費 脱炭素社会推進事業費 18,801 5,771

　脱炭素宣言「ミッションゼロ２０５０みえ～脱炭素社会の実現を目指して～」の具現化に向けた
取組をオール三重で進めるため、「ミッションゼロ2050みえ推進チーム」の枠組みを活用し、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。
　 また、市町と連携し、県民の皆さんや事業者を対象に省エネ等に関する情報提供や優良事例
共有を目的としたセミナー等を開催し、地域における温室効果ガス削減の取組を推進します。

環境への負荷が少ない持続可能な
社会づくり

環境生活部
「ごみゼロ社会」実現推進事業
費

「ごみゼロ社会」実現推進事業費 36,224 187

　市町等が設置する一般廃棄物処理施設の円滑な整備及び適正な維持管理を図るための助
言・支援などに取り組みます。また、県民の皆さんの３Rに関する意識醸成を図り、具体的な行動
につなげられるよう、市町と連携し、ICTを活用した廃棄物の減量やリサイクルに役立つ情報を提
供・発信できるアプリ等のプラットフォームを構築します。さらに、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市
町のごみ処理が滞ることなく新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、各製造団体がポスト
ＲＤＦに向けて必要となる施設整備等に対し財政支援します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
認定リサイクル製品普及等事
業費

認定リサイクル製品普及等事業費 5,954 0
　三重県リサイクル製品利用促進条例に基づき、リサイクル製品の利用を推進し、もって、リサイ
クル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用され、環境への負荷が少ない循環型社会
の構築に寄与します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
災害廃棄物適正処理促進事業
費

災害廃棄物適正処理促進事業費 1,918 0
　県と市町が策定した災害廃棄物処理計画が、災害時に有効に機能するよう災害廃棄物処理シ
ステムの強靭化を図り、研修会や図上訓練等を通して災害対応能力の向上を図ります。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 産業廃棄物適正処理推進事業費 81,009 ▲ 83,054

　産業廃棄物処理業及び施設設置に係る許可申請等の厳正な審査、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律その他法令の厳格な運用及び廃棄物処理施設への立入検査により産業廃棄物の適
正処理の推進を図り、また、その処理実態を把握・分析し、発生抑制、リサイクル及び適正処理を
推進するための施策を進めます。さらに、管理型産業廃棄物最終処分場の周辺地域で、住みよ
いまちづくりのための基盤を整備するため、周辺地域の環境整備を支援し、環境改善を行いま
す。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 ＰＣＢ廃棄物適正管理推進事業費 49,965 8,110

　ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」）廃棄物の適正な処理を推進するために、事業者等の協力を
得ながらＰＣＢ廃棄物の保管状況及びＰＣＢ含有電気機器の使用状況の把握に努め、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期
限内に処理が完了するよう法に基づく措置や指導等を行います。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 廃棄物適正処理推進事業費 産業廃棄物処理責任の徹底促進事業費 39,157 0

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

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
産業廃棄物適正管理推進事業
費

産業廃棄物適正管理推進事業費 6,662 0

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

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費 地域循環高度化促進事業費 117,885 6,095
　県民、事業者、市町、研究機関など、さまざまな主体と連携し、地域で廃棄物を資源として最適
な規模で循環させる地域循環圏の形成を促進します。　また、各種リサイクル法の的確な運用や
事業者、県民といった多様な主体のリサイクルに対する意識の醸成等に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環システム構築事業費 食品ロス削減推進事業費 17,076 9,989
　食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、食べ物を無駄にしない意識の醸成・定着や未
利用食品の活用に向けて多様な主体と連携し、新しい生活様式に対応した方法で啓発を行う等
食品ロスの削減に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 資源循環システム構築事業費 プラスチック対策等推進事業費 37,713 2,973

　持続可能な循環型社会の構築に向けて、プラスチックについては、天然資源投入量やＣＯ２排
出量削減などの環境負荷を低減させつつ、資源として可能な限り循環利用することや、流出実態
を把握したうえで海域への流出防止などに取り組む必要があることから、「プラスチックの資源循
環の高度化」と「海洋プラスチックごみ対策」の２つを柱に取組を促進します。取組の推進にあ
たっては、国のプラスチックに関する検討の方向性をふまえたうえで、NPO、 事業者、市町等の
多様な主体と連携し、Society5.0に象徴される新たな技術やSDGsの考え方を取り入れつつ、取組
を促進します。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 産業廃棄物監視指導事業費 産業廃棄物監視指導事業費 6,368 1,528

　産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物処理業者や建築物解体業者等に対する
監視・指導を行い、不適正処理の未然防止に努めます。発生した不適正処理事案については、
迅速、的確に対応し、法令等に基づき厳正に対処します。　また、的確な指導を実施するために、
生活環境保全上の影響を確認するための行政分析を行うほか、県民等から広く情報提供をいた
だくための廃棄物ダイヤル110 番等の運用を行います。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
不法投棄等の未然防止・是正
の推進事業費

不法投棄等の未然防止・早期発見推進
事業費

72,388 0

　県民、市町、事業者など多様な主体と連携することにより、不法投棄を許さない社会づくりを推
進し、不適正処理の早期発見や未然防止を図ります。市町・事業者との 連携 、地域活動団体へ
の支援、警備会社への監視パトロール委託等により、幅広く間隙のない監視体制を構築します。
また、小型ドローンや遠隔操作用監視カメラを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の
推進により、監視・指導の強化に繋げます。マスメディアを利用した広報活動や県民等を対象とし
た啓発行事を実施し、不法投棄等未然防止に向けた意識の向上を図ります。さらに、悪質な不適
正処理事業者に対しては、告発等の法的措置を前提に厳しく指導し、不適正処理事案の早期是
正に取り組みます。

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 環境修復事業費 環境修復事業費 4,152,966 443,966

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

廃棄物総合対策の推進

環境生活部 資源循環技術開発費 廃棄物試験研究費 7,701 0

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

廃棄物総合対策の推進

環境生活部
不法投棄等の未然防止・是正
の推進事業費

土砂条例監視・指導事業費 5,650 2,726

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

生活環境保全の確保

環境生活部 大気環境保全対策費 工場・事業場大気規制費 8,150 8,150
　ばい煙発生施設等を設置する規制対象工場に立入検査を行い、施設の適正な維持管理を指
導することで、大気環境の保全に取り組みます。
　また、有害大気汚染物質の県内の状況を把握するため、調査等を実施します。

生活環境保全の確保

環境生活部 騒音、振動、悪臭等対策費 騒音、振動、悪臭等対策費 2,240 2,240 　工場・事業場に対する立入検査、自動車交通騒音及び航空機騒音の常時監視を実施します。 生活環境保全の確保

環境生活部 観測調査費 大気テレメータ維持管理費 65,219 65,212

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

生活環境保全の確保

環境生活部 アスベスト飛散対策事業費 アスベスト飛散対策事業費 696 349
　アスベストによる健康被害の発生を未然に防止するため、建物の解体現場等の監視を行いま
す。

生活環境保全の確保

環境生活部
ダイオキシン類等化学物質対
策推進事業費

ダイオキシン類等環境調査事業費 15,680 15,673

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

生活環境保全の確保

環境生活部 自動車環境対策費 自動車ＮＯｘ等対策推進事業費 5,829 604
　自動車排出窒素酸化物等総量削減計画に基づく施策の進行管理に関する調査を実施します。
また、オフロード自動車の規制事務を行います。

生活環境保全の確保

環境生活部 水質規制費 工場・事業場排水規制費 1,701 1,701

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

生活環境保全の確保

環境生活部 水環境保全対策費 河川等公共用水域水質監視費 33,414 29,011

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

生活環境保全の確保

環境生活部 水環境保全対策費 伊勢湾行動計画推進事業費 76,535 539

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

生活環境保全の確保



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 土壌汚染対策費 土壌汚染対策推進事業費 514 314

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

生活環境保全の確保

環境生活部 地盤沈下対策費 地盤沈下対策費 11,939 8,320

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

生活環境保全の確保

環境生活部 温泉法施行費 温泉法施行費 1,594 0
　温泉法に基づき、温泉の掘削、増掘、動力装置による汲み上げ、公共の利用に関する許可等
の事務を実施するとともに、源泉等への立ち入り調査を行い、温泉の保護と利用の適正化を図り
ます。

生活環境保全の確保

環境生活部 生活排水対策費 生活排水総合対策指導事業費 1,761 ▲ 2,395

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

生活環境保全の確保

環境生活部 生活排水対策費 浄化槽設置促進事業補助金 118,814 118,814
　下水道の終末処理施設と同等の処理能力を有する浄化槽について、設置者に補助を行う市町
及び浄化槽を設置し維持管理を行う市町に対し助成を行い、生活排水処理施設の整備率の向
上、水環境の保全を図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 環境試験研究管理費 環境試験研究管理費 51,509 41,031

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

生活環境保全の確保

環境生活部 化学物質環境実態調査費 化学物質環境実態調査費 2,154 0
　環境省からの委託を受け、県内の環境中の化学物質濃度を把握し、化学物質対策の資料とす
ることで既存化学物質による環境汚染の未然防止を図ります。

生活環境保全の確保

環境生活部 環境保全調査研究費 環境保全調査研究費 530 530
　環境試料の調査分析技術、評価方法の開発改善、地域環境の状態の把握、環境汚染に至る
プロセスの解明、環境保全技術の評価等を行い、これらを利用、公表、提供することで、県民の
安全で安心な生活の確保に寄与します。

生活環境保全の確保

環境生活部 研究交流費 産業技術高度化研究開発推進事業費 1,000 0

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

生活環境保全の確保

環境生活部 企画調整費 企画調整費 25,669 25,626 　部内及び地域機関（生活文化関係分野）の運営管理経費 人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

人権施策総合推進事業費 1,796 1,796
　三重県人権施策基本方針に基づく事業の進行管理を行う。また、人権問題の解決に向けて、
市町や企業、ＮＰＯ・団体等と連携・協力した取組を進めるとともに、さまざまな取組を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

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

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

地方改善事業事務費 5,036 2,662
　市町が国庫補助金を受けて実施する地方改善事業が円滑に実施されるよう市町に助言等を行
う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館整備費補助金 121,102 369
　隣保館を整備（創設、改築、増築、増改築、大規模修繕）する市町に、経費の一部を国と県が補
助する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館運営費等補助金 250,042 83,658
　市町が設置している隣保館における相談事業、啓発及び広報活動、地域保健・福祉の推進に
関する事業、教養文化及びその他の実施事業に国県協調補助事業として補助し、隣保館事業を
推進する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

隣保館事業費補助金 12,174 12,174
　市町が設置している隣保館における相談事業、啓発及び広報活動、地域保健・福祉の推進に
関する事業、教養文化及びその他の実施事業に県単独補助を行い、隣保館事業を推進する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

企画調整費 1,126 1,126
　同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決に向けた施策を推進するため、人権問題等
に関する調査・研究、関係機関への要請・提案や相互の情報交換・情報共有を図るなど、他の都
道府県等との連携した取組を進める。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権が尊重されるまちづくりの
推進費

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

環境生活部 人権センター管理運営費 人権センター管理運営費 46,791 44,318
　人権センターがさまざまな人権問題に関しての啓発・研修等の拠点施設としての機能を発揮す
るための管理・運営を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

人権啓発事業費 23,499 16,268
　人権啓発パンフレットの作成やインターネット利用者への人権啓発のほか、スポーツ組織と連
携した啓発や市町が実施する啓発の取組支援等により県民の人権尊重の意識を高める。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

同和問題等啓発事業費 15,263 3,795
　同和問題をはじめとするあらゆる人権課題に対する県民の理解と認識を深め、差別を｢しない、
させない、許さない｣社会を実現するため、マスメディアの活用やポスターなど、様々な手法による
啓発を実施する。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

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

人権が尊重される社会づくり



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部
人権センター啓発活動推進事
業費

コロナに負けるな！偏見・差別をなくそう
プロジェクト事業費

6,469 6,469

　新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の習得と、情報リテラシー（情報を選別する力）
の向上につながる啓発パンフレットを作成するとともに、県にゆかりのある著名人等による人権
メッセージ動画を発信する。併せて、差別、誹謗中傷等に苦しむ人達や医療従事者等関係者の
方々への応援メッセージを公開するなどして、被害者等に寄り添った支援を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権擁護の推進費 人権相談、調査・研究事業費 8,095 8,076
　人権相談に的確に対応するため、人権相談ネットワーク機関との連携した相談対応や、弁護士
による法律相談を実施するとともに、社会現場で発生した差別事象について調査を行い、再発防
止に向けた取組を行う。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権擁護の推進費 地域人権相談支援事業費 242 242
　地域住民の身近なところで人権に係る相談対応ができる環境づくりを推進するため、地域で広
く相談に関わる担当者の人権感覚、意識向上を図る講座を開催するとともに、人権に関わる相談
機関によるネットワークを構築し連携を図る。

人権が尊重される社会づくり

環境生活部 人権擁護の推進費 インターネット人権モニター事業費 2,919 2,120

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

人権が尊重される社会づくり

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

男女共同参画連絡調整事業費 2,550 2,550
　男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画施策の総合的な推進を図るとともに、会議・
研修会の開催等を通じて市町との連携・支援を図る。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

広げようダイバーシティみえ推進事業費 3,738 1,944
　多様な人々が社会参画し、活躍できるダイバーシティ社会の実現に向けて、「ダイバーシティみ
え推進方針」に基づき、県民の皆さんの理解や行動につなげられるようダイバーシティに関する
講座等を実施する。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
政策・方針決定過程への女性
の参画費

性の多様性を認め合う社会推進事業費 11,080 5,564
 「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の制定にあたり、条例周
知のための普及・啓発イベントの実施や企業向けガイドラインの作成、相談窓口の開設を行う。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
男女共同参画に関する意識の
普及と教育の推進費

男女共同参画センター事業費 8,588 8,588
　男女共同参画センターにおいて、情報誌等による情報発信、各種セミナー等による研修・学習、
人材育成、フォーラム等による参画・交流、電話相談や調査研究などを行い、男女共同参画意識
の普及等を図る。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
性別に基づく暴力等への取組
費

女性に対する暴力防止総合推進事業費 641 641
　あらゆる「女性に対する暴力」を根絶するために、暴力を生まないための予防教育・防止啓発を
はじめ、女性に対する暴力の認識向上、相談・支援機関の周知等を通じて、女性に対する暴力を
許さない社会意識の形成を進める。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
性別に基づく暴力等への取組
費

性犯罪・性暴力被害者支援事業費 12,029 5,452
　性犯罪・性暴力被害者を支援するために「みえ性暴力被害者支援センター　よりこ」を運営す
る。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
性別に基づく暴力等への取組
費

子どもたちを性被害から守りたい！プロ
ジェクト事業費

5,835 5,835

　子どもたちが性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならない未来をつくるため、児童生
徒や保護者、養護教員を対象に性被害の未然防止や対応等についての出前講座を開催すると
ともに、プライベートゾーンについて学ぶことができる小学校低学年向けの学習教材を各校に配
付する。併せて、誰にも相談できず悩んでいる被害者への支援拡充を検討する。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部
職業生活における女性活躍の
推進費

みえの輝く女子プロジェクト事業費 4,308 2,154

　女性が活躍できる環境整備に向けて、企業、国（労働局）、大学、地域経済団体等、多様な主
体と連携し、「女性の大活躍推進三重県会議」の取組を進めるとともに、本会議会員の増加に向
けて働きかけを行う。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般
事業主行動計画の策定支援を行う。

あらゆる分野における女性活躍とダ
イバーシティの推進

環境生活部 共生社会の形成費 多文化共生がもつ力の活用事業費 4,998 3,274
　多文化共生社会づくり施策を推進するため、「三重県多文化共生推進会議」や「三重県外国人
住民会議」、「みえ多文化共生地域協議会」を開催するほか、県内外の関係機関等と連携、情報
共有を図る。

多文化共生社会づくり

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

19,853 3,174
　外国人住民が地域で安心して暮らせる環境を整備するため、多言語で行政・生活情報を提供
するとともに、多文化共生社会づくりに向けた啓発等を行う。また、地域日本語教育にかかる司
令塔機能を設置し日本語教育人材を育成するなど地域日本語教育の体制を整備する。

多文化共生社会づくり

環境生活部 共生社会の形成費
外国人住民の安全で安心な生活への支
援事業費

43,188 1,611
　外国人住民が地域社会の一員として、安全・安心な生活ができるようにするため、多言語での
相談対応、適切な医療に導く医療通訳人材の育成・利用促進、災害時における外国人住民への
支援を行うための人材育成や体制の整備、消費者被害防止などに取り組む。

多文化共生社会づくり

環境生活部 共生社会の形成費 昭和学寮顕彰人材育成基金積立金 4 0 　昭和学寮検証人材育成基金に係る積み立てを行う。 多文化共生社会づくり

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

9,450 9,450
　県内の様々な分野で活躍している外国人住民を紹介する映画を制作し、多文化共生に関する
シンポジウムで発表するとともに、市町や教育機関等で上映して、多文化共生への理解促進を
図る。

多文化共生社会づくり

環境生活部 国際交流活動の支援費 外国青年招致事業費 26,832 0
　外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）により国際交流員（ＣＩＲ）を招致し、国際理解や地域の国
際化を促進する。
　また、県や市町で招致する国際交流員や外国語指導助手のとりまとめを行う。

多文化共生社会づくり

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等振興補助金 4,928,522 4,256,782
　私立高等学校等における教育に係る経常的経費に対して助成を行うことにより、私立高等学校
等における教育の振興を図り、私立高等学校等の健全な発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校教育改革推進特別補助金 3,300 1,650
　私立高等学校における教育改革推進に係る経費（スクールカウンセラーの雇用）に対して助成
を行うことにより、私立高等学校における教育の振興を図り、私立高等学校の健全な発展に資す
る。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立特別支援学校振興補助金 214,642 214,642
　私立特別支援学校における教育に係る経常的経費に対して助成を行うことにより、私立特別支
援学校における教育の振興を図り、私立特別支援学校の健全な発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費
私立高等学校教育国際化推進事業費補
助金

3,300 1,650
　私立高等学校の外国人語学指導助手の雇用に要する経費に対して助成を行うことにより、私
立高等学校における国際教育の充実を図る。

地域との協働と信頼される学校づく
り

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

地域との協働と信頼される学校づく
り



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 私立学校振興費 私立専修学校振興補助金 54,408 54,408
　私立専修学校における教育に係る経常的経費に対して助成を行うことにより、私立専修学校に
おける教育の振興を図り、私立専修学校の健全な発達に資する。

地域との協働と信頼される学校づく
り

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

地域との協働と信頼される学校づく
り

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

地域との協働と信頼される学校づく
り

環境生活部 私立学校振興費 私立学校振興等事務費 4,402 3,936 　私立学校振興のための事務費 地域との協働と信頼される学校づく

環境生活部 文化創造活動支援事業費 文化活動連携事業費 17,895 5,875

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 文化にふれる機会提供事業費 9,995 0
　県民が多様な文化にふれ親しみ、文化芸術活動に参画・参加できるとともに、それぞれの文化
の質を高めていけるよう県民総ぐるみの文化の祭典｢みえ文化芸術祭｣を開催する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 創造活動サポート事業費 2,000 0
　県内全域で多様で自立的な活動が継続して実施される状態を創出するため、芸術文化のほ
か、地域や生活に関わる文化なども含めた幅広い文化事業を対象に助成を行う。
○みえ文化芸術祭におけるみえ県民文化祭地域自主プログラム助成

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 三重県文化振興基金積立金 17 0 　三重県文化振興基金に係る積立を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化創造活動支援事業費 文化活動再開支援事業費 18,519 0
　文化団体等がホール等を円滑に利用できるようにするため、県内市町の劇場・音楽堂等の管
理運営者向けの実地研修会を実施するとともに、総合文化センターのホール等を利用する際の
施設及び付属設備の利用料に加え、広報や委託等対象経費を拡充して支援を行う。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 宗教法人指導費 宗教法人指導費 105 105 　宗教法人法にかかる認証事務等を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

文化交流機能強化事業費 3,000 2,598
　文化交流ゾーンが三重の文化振興・生涯学習・人材育成・地域づくりに一層貢献する「学び・体
験・交流の場」となるよう、「文化交流ゾーン連携・経営推進会議」を活用しながら、利用者の増加
に向けたゾーン全体の情報発信や連携事業に取り組みます。

文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

地域の文化資産活用促進事業費 396 0
　地域住民が地域の資産を再認識し、愛着や誇りを持ってこれからの地域づくりに取り組めるよ
う、地域の資産を活用した取り組みを行う。
○デジタル化データ活用事業（三重の「ちずぶらり」）

文化と生涯学習の振興

環境生活部
多様な学びと文化による絆づく
り事業費

豊かな体験活動推進事業費 6,496 0

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 県史編さん事業費 資料収集整備費 28,430 28,150
　県内外の三重県関連の歴史資料を収集・調査するとともに、県史編さんの過程で収集した資料
を整理し、県民共有の文化資産として保管・活用を図り、地域の歴史・文化への県民等の関心を
高める。

文化と生涯学習の振興

環境生活部
特定歴史公文書等保存・利用
事業費

特定歴史公文書等保存・利用事業費 9,690 9,070
　歴史的資料として重要な公文書等（特定歴史公文書等）を保存し、県民の皆さんの利用促進を
図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費 総合文化センター管理運営費 723,374 704,425
　総合文化センター文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センターの適切な管理運営を行
う。

文化と生涯学習の振興

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費 総合文化センター施設保全事業費 490,771 12,771 　経年劣化が進む建築物、備品等について、計画的に予防保全を実施する。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合文化センター管理運営費
総合文化センター舞台関連主設備計画
修繕等事業費

25,850 850
　平成6年度に総合文化センターが開館してから、20年以 上経過し、同センターの主要設備であ
る各種舞台装置等が老朽化しているため、計画的に維持補修工事を実施する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 文化会館事業費 文化会館事業費 72,554 0

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 生涯学習センター費 生涯学習センター費 9,701 0
　県民の生涯学習ニーズに対応するため、学習情報の収集、学習機会の提供を行う。
①生涯学習情報提供事業
②生涯学習機会提供事業

文化と生涯学習の振興

環境生活部 図書館費 図書館管理運営費 246,142 144,629
　図書館の適切な管理運営を行うとともに、県立図書館と市町立図書館等が連携し、県民が県内
どこからでも図書館利用ができる広域的ネットワークを形成し、県内図書館の利用拡大を図る。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 図書館費 学びの拠点活用支援事業費 418 418
　県立図書館改革実行計画に基づき、市町立図書館との連携による県内図書館体制の充実を
図るとともに、時宜を捉えたセミナー、展示等を実施することにより、全県域・全関心層に向けてよ
り良い図書館サービスを提供する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 総合博物館費 総合博物館管理運営費 177,330 175,803 　総合博物館の適切な管理運営を行う。 文化と生涯学習の振興



部局名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

環境生活部 総合博物館費 総合博物館展示等事業費 45,102 10,915

　総合博物館の活動理念「ともに考え、活動し、成長する博物館」のもと、３つの使命（三重の資
産の保全・継承、人づくりへの貢献、地域づくりへの貢献）を達成するため、３つの博物館活動
（調査研究活動、収集保存活動、活用発信活動）を進める。
①調査研究費
②資料収集管理費
③交流創造活動費
④展示企画運用費
⑤アウトリーチ活動費
⑥広報宣伝・営業推進費

文化と生涯学習の振興

環境生活部 美術館費 美術館管理運営費 169,354 147,462
　美術館の適切な管理運営を行い、美術館としての機能を確保し、環境を整えることによって、県
民により良い芸術文化鑑賞並びに生涯学習の場を提供する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 美術館費 美術館展示等事業費 66,719 0

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮歴史博物館管理運営費 132,843 124,053 　斎宮歴史博物館の適切な管理運営を行う。 文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮歴史博物館展示・普及事業費 11,057 0

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

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮歴史博物館費 斎宮を核とした平安文化活用発信事業費 6,117 0

　史跡斎宮跡発掘調査において解明された情報を、都市圏において公開講座を開催することに
より「斎宮」への関心を高め来訪の契機を作る。 また、成立期の斎宮をテーマとした新しい映像
展示を公開に先立ち、斎宮発掘の意義と今後の課題を考えることを目的としたシンポジウム及び
パネル展を開催する。

文化と生涯学習の振興

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

21,062 10,534
　斎宮への国内外の訪問者を増加させるため、①壬申の乱から初期斎宮成立までの成果をまと
めた新たな映像展示の作成、②若年層に人気の作家等による講演会兼映像展示報告会を実施
（英語同時通訳・オンライン配信）し、斎宮の魅力を発信する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 斎宮跡保存対策費 斎宮跡調査研究事業費 13,648 7,327
　史跡斎宮跡について、継続的かつ計画的に学術発掘調査を行うほか、斎宮跡出土品のうち国
重要文化財に指定されたものについて修理・修復を行い、史跡の解明を通して斎宮跡の保護と
地域の文化振興の向上に資する。

文化と生涯学習の振興

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等教育費負担軽減事業費 170,080 120,698

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

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立高等学校等就学支援金交付事業費 2,673,614 1,350

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

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費
私立学校被災児童生徒等授業料等減免
補助金

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

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 専修学校修業支援事業費 169 169

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

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 私立学校振興費 私立専門学校授業料等減免補助金 127,094 63,547
　機関要件の確認を受けた私立専門学校の専門課程に在籍し、住民税非課税世帯及びそれに
準ずる世帯の学生に対し、授業料等の減免を行った学校法人等に助成を行うことにより、保護者
の経済的負担を軽減し、学生の修学を支援する。

子育て支援と幼児教育・保育の充実

環境生活部 国際交流活動の支援費 渡航事務費 83,776 72,723 　一般旅券発給に関する事務（旅券法施行令による受託事務）を行う。 世界から選ばれる三重の観光

環境生活部 水道指導監督費 水道事業等指導事業費 13,589 8,038
　水道事業の水質管理強化の推進、許可等に係る指導監督を行います。また、水道事業体が実
施する交付金事業に係る指導監督を行います。

水資源の確保と土地の計画的な利
用

環境生活部 水道指導監督費 生活基盤施設耐震化等補助金 1,053,897 0
　市町等が行う水道施設の耐震化の取組や老朽化対策及び水道事業の広域化の取組を支援す
ることにより、県民生活の基盤を強化し、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ります。

水資源の確保と土地の計画的な利
用

環境生活部 水道事業会計支出金 水道事業会計支出金 339,930 102,930
　公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、水道広域化対策に対し、
水道事業会計に繰り出しを行います。

水資源の確保と土地の計画的な利
用
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環境生活部 ＮＰＯ推進事業費 ＮＰＯ活動支援推進事業費 7,272 5,949

　ＮＰＯ法等に基づく認証・認定・相談業務等に加え、ＮＰＯによる「新たな日常」に即した地域課
題解決の展開を支援するため、オンラインを用いた効果的な活動事例に係るワークショップを開
催し、ＮＰＯ（ボランティア・市民活動団体等）の活動支援や活動基盤の強化、地域のＮＰＯ活動の
促進を図る。

「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 みえ県民交流センター管理事業費 41,838 28,238
　県民の自発的な社会貢献に関する活動の促進と国際化の推進を図ることを目的として、ＮＰＯ
の活動支援と県民参画を図るための拠点である「みえ県民交流センター」の管理を行う。

「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 ＮＰＯ活動支援事業費 みえ県民交流センター指定管理事業費 31,338 31,338
　みえ県民交流センターの管理について、民間等が持つ創造的で柔軟な発想や豊富な知識、さ
らにそのネットワークを活用することによりセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、利用
者サービスの向上と経費の節減を図るため、指定管理者制度により運営する。

「みえ県民力ビジョン」の推進

環境生活部 給与費 人件費 1,199,081 1,199,081 　環境生活部（生活文化関係分野）職員の人件費 人件費

環境生活部
外国青年招致事業費（ＪＥＴ青
年特別人件費）

ＪＥＴ青年特別人件費 17,805 17,761 　国際交流員（ＣＩＲ）を招致し、地域の国際化や国際交流の支援を図る。 人件費

環境生活部 環境保全関係給与費 人件費 1,164,491 1,117,142 　環境生活部（環境保全関係分野）職員の人件費 人件費
環境生活部 環境保全総務費 交際費 93 93 　部局長交際費 その他


